
照明学会全国大会　ポスター発表要領

（１）タイムスケジュール（１）タイムスケジュール（１）タイムスケジュール（１）タイムスケジュール

8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 場　所

福井大学総合研究棟Ⅲ

「参加証」「講演者到着票」を受け取ってください。「参加証」は3日間聴講可能です． 　1F  1110S室

受付時の参加費支払不要

福井大学総合研究棟Ⅲ

8時より掲示可能．28日のショートプレゼンテーション開始までに掲示してください． 　1F  111M・113M

　　　　115M・116M

場　所

福井大学総合研究棟Ⅲ

「参加証」「講演者到着票」を受け取ってください．受付時の参加費支払不要 　1F　1110S室

福井大学総合研究棟Ⅲ

ショートプレゼンテーション開始までに、掲示を完了してください．

　1F  111M・113M

　　　　115M・116M

9：00～10：05

10：20～10：50

10：50～11：20

11：20～11：50

場　所

12時

～　平成27年度 照明学会全国大会　ポスター発表要領　～

８月２７日８月２７日８月２７日８月２７日

　　　　　８月２８日　（午前）　　　　　８月２８日　（午前）　　　　　８月２８日　（午前）　　　　　８月２８日　（午前）

発表者受付（※）

ポスター掲示

10時

17：00

   閉

ショートプレゼン

　　　　　　テーション

11時

「講演者到着票」を記入の上、受付に渡してください．

ショートプレゼンテーション開始前までに、パソコンに発表データをインストールしてくだ

さい．発表時間は、1人5分です．

８月２８日　（午後）８月２８日　（午後）８月２８日　（午後）８月２８日　（午後）

13時

　　　＜内訳＞　全員発表

偶数番号発表

奇数番号発表

14時 15時 16時 17時

ディスカッションタイム

発表者受付（※）

9時8時

ポスター掲示
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場　所

13：40～14：30 (福井大学13:40 頃、福井県県民ホール14：30頃　の順に公開）

表彰式　15:35～16:20表彰式　15:35～16:20表彰式　15:35～16:20表彰式　15:35～16:20

福井大学総合研究棟Ⅲ

※28日,14時以降はポスターの撤去が可能です（受賞者を除く） 　1F  111M・113M

　　　　115M・116M

場　所

福井大学総合研究棟Ⅲ

～12：00

　1F  111M・113M

　　　　115M・116M

12：00～13：00

 ※ 13時以降に残っているものは廃棄いたします

　※８月２７日に受付した方は、２８，２９日は受付を通らず、直接各会場へお入りください （「参加証」を下げ、見えるようにしてください）

（２）ポスター掲示について（２）ポスター掲示について（２）ポスター掲示について（２）ポスター掲示について

掲示範囲 高さ(H) 1200mm　×　横(W) 850 mm　　（参考／ A0サイズ⇒ H 1189 mm× W 841 mm）

作成の注意点 ・表題を先頭に記載する

・本文の文字は20P以上

・図表には英文のキャプションをつける

・カラー可

掲示方法 ・ポスターは会場まで各自でお持ち下さい。

・ポスターは画鋲で貼ります。大会受付で画鋲を受け取り、各自で掲示してください。ポスターは画鋲で貼ります。大会受付で画鋲を受け取り、各自で掲示してください。ポスターは画鋲で貼ります。大会受付で画鋲を受け取り、各自で掲示してください。ポスターは画鋲で貼ります。大会受付で画鋲を受け取り、各自で掲示してください。

福井大学 大会受付前

式典会場受付前

優秀ﾎﾟｽﾀｰ発表者公表

13時 14時 15時 16時 17時

 AOSSA ８F　福井県県民

ホール

ポスター掲示

ポスター撤去（すべて）

8時 11時

ポスター掲示

８月２９日８月２９日８月２９日８月２９日

12時10時9時

優秀ﾎﾟｽﾀｰ発表者賞

表彰式（受賞対象者）

高さ(H)1200ﾐﾘ

幅(W) 850ﾐﾘ
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照明学会全国大会　ポスター発表要領

掲示期間 ・８月２７日，８時より掲示可能です。

・２８日，９時からのショートプレゼンテーション開始までに、ポスター会場に掲示してください。

・発表者によるポスタ－の撤去については、２８日１４時以降ならば撤去して構いません。（受賞者を除く）

・掲示期間は、２９日，１２時までです。  ２９日，１２時～１３時の間に撤去をお願いします。

・２９日１３時以降に残されているポスタ－については、事務局で廃棄いたします。

（３）ショートプレゼンテーション要領（３）ショートプレゼンテーション要領（３）ショートプレゼンテーション要領（３）ショートプレゼンテーション要領

※ショートプレゼンテーション発表者と、ディスカッションタイムの発表者は、同一人としてください。

ショートプレゼンテーション使用機器

●●●●
パソコンパソコンパソコンパソコン （仕様）（仕様）（仕様）（仕様） Windows７ プロフェッショナル　ＳＰ1（64/32ｂｉｔ）Windows７ プロフェッショナル　ＳＰ1（64/32ｂｉｔ）Windows７ プロフェッショナル　ＳＰ1（64/32ｂｉｔ）Windows７ プロフェッショナル　ＳＰ1（64/32ｂｉｔ）

（ｿﾌﾄｳｪｱ）（ｿﾌﾄｳｪｱ）（ｿﾌﾄｳｪｱ）（ｿﾌﾄｳｪｱ） Microsoft PowerPoint２０１０，PDFリ－ダ－　Microsoft PowerPoint２０１０，PDFリ－ダ－　Microsoft PowerPoint２０１０，PDFリ－ダ－　Microsoft PowerPoint２０１０，PDFリ－ダ－　

（持込可能なﾒﾃﾞｨｱ） ・USB接続　フラッシュメモリ（一般的なもの）

・USB接続　携帯ハードディスク

・ＣＤ-Ｒ　　・ＤＶＤ-Ｒ

●
液晶プロジェクタ

●
レーザポインター ※変更になった場合はメール及びホームページでお知らせします。

発表データ 及び注意点

●
発表時間は5分です。5分以内の内容で発表データを作成してください。

●
ＯＳ、バージョンの確認、ウィルスチェックされたメディアをお願いします。

●
ポスターはサイズ内で作成してください。縦と横のサイズを間違えないようお願いします。縦長のサイズです。

発表当日の流れ

　　　　　　　　◆ 照明学会ホームページにおいて、大会に関して変更等がないかご確認ください。
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① 受付にて、「参加証」「講演者到着票」を受け取り、各講演会場へお入りください。

（２７日に受付をされた方は、再受付は必要ありません。「参加証」を付けお入り下さい）

② 講演者到着票に記入し、発表会場入口で係りにお渡しください。

③ 開始（9時）前に、発表データを各会場の発表用パソコンにインストールしてください。(※1・2）

④ 発表の途中に、４分経過で１鈴、５分で２鈴、ベルが鳴ります。５分で終了してください。

⑤ ここでの質疑応答はありません。

⑥ 発表にPCメディアを使用した場合は、パソコンから抜いてください。

⑦ 次の発表者と速やかに交代してください。

⑧ 各教室の座長の指示に従ってください。

（※1） 発表当日（２８日）は、なるべく８時30分までに来場し、準備をお願いします。

（※2） インストールされたデータは、全セッション終了後、スタッフが消去いたします。

立ち合いを希望の方は作業終了までお残りください。

　　　　　　　　◆ 忘れ物については大会終了後は照明学会事務局（東京）へ移され、1ヶ月を経過したものは処分いたします。

                    ご了承ください。

（４）ディスカッションタイム要領（４）ディスカッションタイム要領（４）ディスカッションタイム要領（４）ディスカッションタイム要領

集合時間 各自、発表ポスターの前に待機してください。

発表の流れ ①参加（聴講）者がポスターを閲覧します。発表者はポスターが隠れない位置に控えていてください。

②参加（聴講）者が説明を求めたり、質問をします。発表者はそれに応答してください＜ディスカッション＞

③指し示して説明できるよう、指示棒やペン等があると便利です。

10時20分
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発表時間 全員発表 10：20－10：50

講演番号が偶数番号の発表者　 10：50－11：20

講演番号が奇数番号の発表者　 11：20－11：50

（５）優秀ポスター発表者賞 表彰（５）優秀ポスター発表者賞 表彰（５）優秀ポスター発表者賞 表彰（５）優秀ポスター発表者賞 表彰

全国大会優秀ポスター発表者を表彰します　（受賞者／10名）

対象者／25歳以下の社会人または30歳以下の学生

・発表が同一人であること（同一人でない場合は対象外）

　　　　　 ・発表者が変更になる場合は届け出してください。発表者の条件が下記に記しています。

発表スケジュール（8月28日）

9：00～10：05 ショートプレゼンテーション

10：20～11：50 ディスカッションタイム

11：50～13：15 審査・集計，審議・決定　（審査委員会）

13:40～14：30 受賞者公表・掲示　　<掲示場所> 福井大学（大会受付）、13：40頃

AOSSA 8F 福井県県民ホ－ル（式典受付）14：30頃

　・発表者が不在の場合は、共同著者が代理で受け取ってください。

　・受賞者は受付で記章を受け取ってください。

15：35～16：20 表彰式  　<会場> AOSSA 8F　福井県県民ホール

　 　・名前を呼ばれたらステージへ登壇してください。

（６）発表者の変更及び欠席（６）発表者の変更及び欠席（６）発表者の変更及び欠席（６）発表者の変更及び欠席

変更変更変更変更のののの場合場合場合場合
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変更変更変更変更のののの場合場合場合場合  発表者は変更が可能です。都合により変更される場合は、速やかに事務局までご連絡ください。

変更できるのは、講演論文集に記載されている共同著者（1名）に限ります。

　 　 ①講演番号　②現在の発表者　③変更後の発表者　④連絡先（E-maii，電話番号）を記載し、

         下記連絡先までメールをして下さい（念のため、送信後確認の電話をお願いします）

欠席欠席欠席欠席のののの場合場合場合場合 発表者を変更することができず当日の発表を欠席する場合は、速やかに事務局までご連絡ください。

      ①講演番号　②発表者　③連絡先（E-maii，電話番号）を記載し、

      下記連絡先までメールをして下さい（念のため、送信後確認の電話をお願いします）

≪ 連絡先 ≫　 ●事前変更 E-mail：　 miyao.shinichi@ieij..or.jp

TEL：　 03-5294-010103-5294-010103-5294-010103-5294-0101

● ８月26日～発表当日　　⇒大会事務局は準備で会場におりますので、携帯へ連絡してください。

携帯E-mail：　 ieijkeitai@docomo.ne.jpieijkeitai@docomo.ne.jpieijkeitai@docomo.ne.jpieijkeitai@docomo.ne.jp

携帯TEL：　 090-3061-1717090-3061-1717090-3061-1717090-3061-1717

（７）その他（７）その他（７）その他（７）その他

※ご不明な点やご質問がありましたら、下記までお気軽にお問い合わせください。

照明学会全国大会　事務局　　　（担当）　宮尾 TEL： 03-5294-0101

E-mail： miyao.shinichi@ieij.or.jp

※発表者は照明学会の個人会員（又は電気学会，電子情報通信学会，映像情報メディア学会，情報処理学会

   会員，協定学会） であることが条件となります．会員以外の方は、入会のお手続きをお願いします．

※大会に関するスケジュールや情報，及び発表要領に変更が生じた場合は、ホームページで告知いたします。

　 ホームページをチェックしていただけますよう、お願いいたします。
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１．

２． 発表に関するもの以外は、禁止対象から除外します。

３． 注意しても撮影を止めない場合は、大会への入場をお断りすることがあります。

４． ご不明な点は、「大会本部室」のスタッフにお尋ね下さい。

　～　全国大会における撮影、録音に関する事項　～　～　全国大会における撮影、録音に関する事項　～　～　全国大会における撮影、録音に関する事項　～　～　全国大会における撮影、録音に関する事項　～

次のことをお守りいただきますようお願いいたします。

本大会の発表およびポスター掲示されたものにおいて、ビデオカメラ及び

スチ－ルカメラによる動画、静止画、携帯電話、ＰＣ、タブレットによる

静止画、動画、録画･録音機能のある機器による撮影、録音は禁止します。

（ 試写室のみ本人の記録として撮影することは許可いたします）
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