
 

 

令和５年度 日本建築学会近畿支部 研究発表会 

研究報告募集要項 
 

一般社団法人  日本建築学会近畿支部 

研究発表会 （注意！）都合により発表会の開催形式を変更する場合は、開催日の１ヶ月前には 

             当支部ホームページでお知らせします。 

日 時  令和５年６月２４日（土）、２５日（日） ９時～１７時 

会 場  大阪保健医療大学、大阪工業技術専門学校（大阪市北区天満１－８－２４）－予 定－ 

      ※オンラインにより開催する可能性もありますのでご了承ください。 

 

 ＊研究報告原稿の作成と発表登録ならびに、講演発表に関して以下の点に注意してください。 

 

注意点   

(１)発表登録および研究報告原稿の提出はインターネットによる電子投稿とします。 

(２)原稿の書式は支部ホームページから「原稿書式テンプレート」をダウンロードしてください。 

近畿支部事務局よりプリントアウトした書式を郵送にて送付するサービスは致しません。 

また原稿用紙の紙による配布も致しません。 

(３)原稿作成にあたっては、執筆要領を必ず熟読のうえ、指定の様式にあわせて作成してください。 

(４)原稿作成および講演発表における使用言語は、日本語もしくは英語とします。 

(５)プログラム編成会議において発表部門等を変更することがあります。 

(６)講演は１人１題とします。 

採択された研究の発表者は研究発表会で講演発表しなければなりません。 

(７)講演発表は原則として PC プロジェクターを使用して行ってください。 

詳細は、近畿支部ホームページ上に掲載しますので参照してください。 

(８)論文投稿料（１題につき 2,000 円）および発表登録費や研究報告集代金などは、登録締め切り日

までに以下の方法にて納付してください。 

  納付方法： 以下の銀行口座に振り込むこと。 

         ○三井住友銀行大阪本店営業部  普通預金口座 ７８０６０４９ 

          口座名義  一般社団法人 日本建築学会近畿支部研究発表会 

    ※振り込みの際には、振り込み人名の前に「発表登録番号（５桁）」を記載してください。 

  投稿料などの納付がない場合は、登録できません。 

 

 

研究報告募集要項    

１．募集関連日程概要 

 (１)ホームページでの原稿書式（原稿書式テンプレート)公開 

    ・公 開 日   令和５年１月１１日（水）１２時より 

 (２)発表登録（１２．参照） 

    ・登録開始   令和５年２月１０日（金）１２時より 

    ・締  切   令和５年３月１０日（金）１６時まで 

 (３)原稿提出（１３．参照） 

    ・投稿開始   令和５年２月１０日（金）１２時より 

    ・締  切   令和５年３月１０日（金）１６時まで 

 (４) 研究報告集（冊子 + CD-ROM）発売 

    ・頒布開始   令和５年５月２６日（金）－予定－ 

 



 

 

２．応募規定 

(１)研究内容：建築に関する学術・技術についての最新の研究、統計資料、調査報告など未発表の 

ものとします。 

(２)応募資格：発表者、共同発表者* ともに本会個人会員であること。 

原稿提出時から研究発表会当日まで本会個人会員であること。 

*ただし、共同発表者に限り「発表登録費」（下記、５.）を納めた者は除く。 

未入会者は発表登録までに入会手続きを済ませてください。 

（注意！）インターネットで入会手続きを行う場合、会費の支払方法により会員番号の取得日数

が異なります。 

       ○口座振替の場合 ･･･即時発行  

       ○請求書の場合 ･････１週間前後で届く請求書に記載 

(３)講演発表：講演は１人１題とします。 

       採択された研究の発表者は研究発表会で講演発表しなければなりません。 

       講演発表は PC プロジェクターを用いての発表となります。 (発表形式は予定) 

       詳細は、近畿支部ホームページ上に掲載しますので参照してください。 

 (４)研究報告原稿は、別に定める「執筆要領」に従って作成することとし、不備のあるものは採択さ

れません。 

  最後に送信した原稿が提出原稿となります。原稿閲覧より必ず提出内容をご確認ください。 

 

 

３．応募方法 

(１)応募手順： ①発表登録（１２．参照） ②原稿提出（１３．参照） 

 ③費用の納付（８．参照） 

※上記の完了をもって応募受付とします。 

(２)原稿書式の入手方法： 

令和５年１月１１日（水）１２時より 近畿支部ホームページ に掲載される「原稿書式テンプ

レート」を各自でダウンロードし、必ず用いてください。 

研究報告集はオフセット印刷のため所定の書式以外の原稿は受け付けません。 

（注意！）必ず最新の原稿書式テンプレートを使用してください。 

(３)原稿の書き方：別に定める「執筆要領」を厳守のうえ、執筆してください。 

(４)応募締切：令和５年３月１０日（金）１６時まで（厳守） 

（注意！）✔ 受理に関する問い合わせは受け付けません。 

     ✔ 締め切り後の原稿の修正は受け付けません。 

 

 

４．論文投稿料の徴収 

応募論文１題につき、投稿料 2,000 円を登録締め切り日までに納付してください。 

 

 

５．発表登録費 

共同発表者であって研究発表会当日に本会個人会員でない者は、「発表登録費」として 3,000 円を

登録締め切り日までに納付してください。 

○発表登録費  発表論文１題につき 1名 3,000 円 (会員外人数×3,000 円) 

 

 

６．研究報告集 

研究報告集(冊子)に応募論文全部を収録した CD-ROMを添付して有償頒布します。 

近畿支部研究発表会で発表の研究報告は、構造系と環境系および計画系に大別した報告集に報告全

部を分類、収録し、｢日本建築学会近畿支部研究報告集 第６３号」として近畿支部事務局および、

研究発表会会場（総合受付 ･大阪保健医療大学１号館１階 －予定）で頒布します。 



 

 

○構造系 5,000 円   ･･･（送料別 600 円） 、○環境系 4,500 円  ･･･（送料別 500 円） 

○計画系 5,000 円   ･･･（送料別 600 円） 

※既納付金の払戻しはできないので留意してください。 

研究発表会までに郵送を希望する者に限り、発表登録の所定欄に必要部数を記入し、代金および送

料を登録締め切り日までに納付してください。 

頒布開始日: ５月２６日(金) －予定－ 

 

 

７．別 刷 

別刷を希望する者は、発表登録時に希望部数を選択し、登録締め切り日までに代金を納付してくだ

さい。納付されない場合は、申込みがあっても印刷はしないので留意してください。 

別刷は、発表会会場の総合受付（大阪保健医療大学１号館１階 －予定）で受け取ってください。 

別 刷 代 金 

部 数 50部 100部 200部 300部 

代 金 3,000 円 3,500 円 4,500 円 5,500 円 

 

 

８．費用の納付先 
○三井住友銀行大阪本店営業部  普通預金口座 ７８０６０４９ 
 口座名義  一般社団法人 日本建築学会近畿支部研究発表会 

  ※振り込みの際には、振り込み人名の前に「発表登録番号(５桁)」を記載してください。 

   例） 00001 ｹﾝﾁｸ ﾀﾛｳ 

  ※投稿料および、各自お申込みの発表登録費、研究報告集代、別刷代の納付金が、登録締め切り

日までに納付されない場合は研究発表会での発表はできません。 

  ※複数題の合算支払い、校費支払いによる請求書、領収書等の発行を希望する場合は、事務局へ

メールでその旨を連絡してください。追って、手続きの詳細を連絡します。 

 

 

９．優秀発表賞 (発表形式が変更となった場合、都合により中止する場合があります。) 

下記の応募対象者で支部研究発表会「優秀発表賞」に応募する者は、発表登録項目の「優秀発表賞

の審査を希望[する・しない]」の [する] を選択し、原稿提出時の所属、学年を所定欄より選択し

てください。 

○目的 
  ① 学生による近畿支部研究発表会の活性化 
  ② プレゼンテーション能力の向上 

○応募対象者 

  原稿提出時に、修士または博士の学位を持たない学生。（原稿提出時に博士後期課程に在籍す

る大学院生は応募対象者となりません。） 

  ※修士以上の学位(建築以外も含めて)を持たないことを申告するチェックボックスにチェック

を入れてください。 

○選考方法 

  近畿支部研究発表会での発表時に選考担当者が評価したうえで受賞候補者を選出し、支部役員

会で受賞者を決定します。 

○表彰 

  受賞者氏名、所属、講演題目を、建築雑誌および、近畿支部ホームページに掲載します。 

  賞状および副賞は受賞者に直接送付します。 

 

 

１０．プログラムの発表 

５月中旬に近畿支部ホームページへ掲載します。 

 



 

 

 

 

１１．発表会参加費の徴収 

 発表会参加者は、会場の総合受付（大阪保健医療大学１号館１階）にて参加費 1,000 円を納付してくだ

さい。 

ただし、研究報告集購入者、大学院生および学部生（発表会当日時点で該当する者）は参加費無料｡ 

大学院生および、学部生は受付にて学生証を提示してください。 

 

 

１２．発表登録について 

(１)発表登録はインターネット上での登録に限ります。登録されたデータを用いて、そのまま発表会

プログラムを作成しますので、誤りの無いようにしてください。 

(２)近畿支部ホームページ上の「支部研究発表会」のページから登録画面へアクセスし、画面の指示

に従って下記項目を入力してください。入力の際には注意事項と入力例を参照してください。 

 

（注意！）研究報告原稿と発表登録の ｢表題｣、｢発表者名｣、｢共同発表者名｣、｢所属｣、｢登録部門｣、

｢細分類｣、「細々分類」 が異なるものは採択されません。 

 

    1)「登録部門」､｢細分類｣､「細々分類」 

       （部門別分類一覧から希望する「部門」､「細分類」､「細々分類」を選んで記入してください。） 

    2)「表題 主題」 ､「表題 副題」 

    3)「連続講演の有無」 

    4)「優秀発表賞 審査希望の有無」 

    5)「発表者登録」 

    6) ｢共同発表者(連名者)登録」 

    7) ｢投稿料の確認｣ 

    8)「研究報告集の事前申込み」 

（研究発表会までに郵送を希望する者に限ります。） 

    9)「別刷の申込み」 

    10)「発表登録費の申込み」 

    11)「支払方法の選択」 

（複数題の合算、校費支払いによる請求書希望の場合は、あわせて［メール］連絡をして 

ください。） 

 

✔  発表登録が完了しますと「発表登録番号(５桁)」と「パスワード」が発行されます。 

 「発表登録番号（５桁）」は原稿提出時と費用を納付する際に必要となりますので必ずメモして

ください。 

 

 

１３．原稿提出について 

(１)原稿の提出は電子投稿に限ります。近畿支部ホームページ上の「支部研究発表会」のページから

原稿送信画面を用いてお送りください。郵送、持参、メール添付による提出は受け付けません。 

(２)原稿は Adobe Acrobat 7.0 以降（または同等品）を用いて変換した PDF ファイルのみとします。 

(３)ファイルの大きさは２MB 以下としますが、できるかぎり小さくなるようご協力をお願いします。

２MB を越えるファイルはサーバーが受け付けません。 

また、送信するファイルは１つとしてください。セキュリティ設定をしたものは受け付けません。 
(４)提出の際は、必ず拡張子（.pdf）がついているファイルを送信してください。 

送信後は、閲覧機能を利用して必ず原稿の最終確認を行ってください。 

 

 



 

 

 

 

１４．著作権、複写権等について 

(１)著作権： 

1）編集著作権は、本会・近畿支部に帰属します。研究報告集に掲載された論文の著作権は著者

の占有するものとし、本会・近畿支部は編集出版権をもつものとします。 

2）著者が、自分の論文を自らの用途のために使用することについての制限はありません。なお、

掲載された論文をそのまま他の著作物に転載する場合は、出版権に関わるので本会・近畿支

部に申し出てください。 

3）著者は掲載された研究報告集の著作権を本会・近畿支部に委託するものとします。ただし、

本会・近畿支部は、第三者から文献等の複製・引用・転載に関する許諾の要請がある場合は、

原著者に連絡し、許諾の確認を行います。 

(２)複写権： 複写権は本会に委託するものとします。 

(３)電子形態による公開：近畿支部研究発表会にて発表された研究報告は、日本建築学会および関連

するサーバーで、電子形態によって全文が公開されます。 

 

○研究報告集を複写される方へ 

研究報告集に掲載された著作物を複写したい方は、公益社団法人 日本複写センターと包括複写許諾

契約を締結されている企業の従業員以外は、著作権者から複写権等の行使の委託を受けている学術

著作権協会から許諾を受けてください。 

著作物の転載・翻訳のような複写以外の許諾は、直接、日本建築学会近畿支部へご連絡ください。 

 一般社団法人 学術著作権協会  〒107-0052  東京都港区赤坂 9-6-41  乃木坂ビル 

   Tel：03-3475-5618  Fax：03-3475-5619  http://www.jaacc.jp/ 
 

○Notice about photocopying 
 In order to photocopy any work from this publication, you or your organization must obtain 
 permission from the following organization which has been delegated for copyright for  
 clearance by the copyright owner of this publication. 
 Except in the USA: 
  Japan Academic Association for Copyright Clearance(JAACC) 
  41-6 Akasaka 9-chome, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan 
  TEL：81-3-3475-5618  FAX：81-3-3475-5619  http://www.jaacc.jp/ 
 In the USA： 
  Copyright Clearance Center, Inc. 
  222 Rosewood Drive Danvers, MA 01923 USA 
  TEL：(978)750-8400  FAX：(978)750-4744  http://www.copyright.com/ 
 
 

 


