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■第17回代議員懇談会開催のお知らせ

標記懇談会を下記の通り，第73回年次大会会場（東京理科大学）
にて開催します．
代議員の方には別途，開催通知をお送りいたします．
なお，代議員ではない正会員の方が，オブザーバーとして懇談
会に参加され，必要に応じ会長の許可を得て意見を述べられるこ
とは可能です．参加をご希望の場合，その旨を予め本会事務局宛
にお申し出くださるようお願いいたします．

記
開催日時：2018年3月22日（木）17時30分～19時00分
開催場所：東京理科大学　野田キャンパス　カナル会館3階会議

室（千葉県野田市山崎2641）
懇談テーマ：

1. 総会議案資料説明
2. 会友制度について
3. JPSJの購読数拡大策と販売提携について
4. その他

■第98回定時総会開催のお知らせ

下記の通り，総会を3月31日（土）に学会事務局の会議室にて
開催いたします．
総会は一般社団・財団法人法上の社員である代議員の出席（委
任状や議決権行使書によるものを含む）により開催されます．代
議員氏名は昨年の会誌8号本会記事欄または本会ホームページ
「理事 /監事」のページを参照してください．
代議員の方には別途，開催通知をお送りいたします．
なお，代議員ではない正会員の方が，オブザーバーとして総会
に参加され，必要に応じ会長の許可を得て意見を述べられること
は可能です．参加をご希望の場合，その旨を予め本会事務局宛に
お申し出くださるようお願いいたします．

記
開催日時：2018年3月31日（土）14時00分～16時00分
開催場所：東京都文京区湯島2‒31‒22湯島アーバンビル4階
 一般社団法人　日本物理学会　会議室
議案：

1. 第74～75期理事の選任
2. 第74～75期監事の選任
3. 第74期会長の選定
4. 第74期副会長の選定
5. 2017年（1月～12月）貸借対照表および正味財産増減計算
書の承認

報告事項：
1. 2017年（1月～12月）事業報告
2. 公益目的支出計画実施報告書
3. 2018年事業計画，予算書

■第73回年次大会（2018年）の参加登録・講演概要
集のWeb登録受付中

＊取扱い期間：2018年3月1日（木）～会期最終日正午
参加登録と講演概要集のWeb登録・事前クレジットカード決済
払いの受け付けを行っています．ただし，受付でクレジットカー
ドを提示し決済する方式ではなく，予めWeb上で決済を完了する
方式で，次の特典があります．ご利用をお待ちしております .

・割引あり
・Webから登録し決済 , 現金不要．
詳しい申し込み方法は，会誌1月号会告，または次のURLをご
参照ください．

http://www.toyoag.co.jp/jps/

■2018年秋季大会・講演募集掲載号

・4月号：講演募集要項
・8月号増刊号：プログラム冊子

■2018年秋季大会の企画募集

2018年秋季大会（素宇関係：9/14‒17信州大学，物性関係：
9/9‒12同志社大学）の企画を募集します．招待講演，企画講演，
チュートリアル講演，シンポジウム（一般，共催）の位置付けは
以下のとおりです．

1. 招待講演：すでに成果が挙げられた研究において，その研
究の中心的な役割を担った研究者に一般講演よりも長い時
間で行っていただく講演．

2. 企画講演：一般講演よりも長い時間で行う次のような講演．
・今後成果が期待される分野の研究者による新鮮なテーマの
講演．
・国際交流を視野に入れた講演．
・各種受賞記念講演（若手奨励賞受賞記念講演を除く）．
・その他，会員にとって魅力的な要素をもった講演．

3. チュートリアル講演：他分野の研究者および大学院生等の
初学者に対する解説を主とした講演．丁寧にわかりやすく
講義形式で講演していただくために，招待・企画講演より
も長めの時間設定が可能．

4. 一般シンポジウム：ある一つのテーマに沿って，様々な角
度からそのテーマを代表する研究者に一般講演とは違った
時間枠でしていただく一続きの講演．

5. 共催シンポジウム：新学術領域その他の研究共同体（以下，
コンソーシアム）と物理学会との共同で開催するシンポジ
ウムで，コンソーシアムの活動状況，研究成果について広
く紹介し，意見交換するための講演．（当該コンソーシア
ムには，共催費（標準額は，200,000円《消費税除く》）を
ご負担いただきます．）

I. 招待講演，企画講演，チュートリアル講演，シンポジ
ウム提案上の注意事項
 1. 自薦提案の禁止：共催シンポジウム以外は，講演者自身，

また推薦理由に掲げる論文の共著者自身が企画提案するこ
とはできません．

 2. 重複登壇の禁止：趣旨説明やまとめなど（以降「趣旨・総
括」と略）の10分以内のものを除き，講演は原則1回に限
ります．ただし，特別な理由がある場合，登壇者の了解の
もと，提案者の連名で理由書を提出し，領域委員会および
理事会の承認により許可することがあります． 

 3. 提案者の業務：提案者は当該企画が滞りなく開催されるよ
う，場合によっては座長を務め，概要集原稿や会期後の報
告にも協力をお願いします．

 4. シンポジウムの趣旨と各規制：シンポジウムは重要なトピ
ックについて広く議論を行う場です．一般シンポジウムは
研究機関や研究コンソーシアムなど特定研究グループの広
報の場ではありません．登壇者選定においてこの点にご注

http://www.toyoag.co.jp/jps/
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意ください．一方，共催シンポジウムでは共催という形に
よりシンポジウムの趣旨は守りつつ研究コンソーシアムの
成果発表の場とすることができます．
 4‒1 一般シンポジウム提案者：提案者は，10分以内の

趣旨・総括にのみ登壇できます．総合討論やパネル
討論等では，パネリストとしてではなく，座長もし
くは司会者として加わることができます．共催シン
ポジウムにおいては，この限りではありません．

 4‒2 所属重複規制：趣旨・総括以外の一般シンポジウム
講演は，1つの所属に偏らないことを原則とし，1

つのシンポジウムで同じ部門（学科・専攻など）か
ら2名以上の講演者を含むことは，特別な理由がな
ければ認められません（特別な理由とは，異なる研
究グループに属し，実験と理論など専門が異なり，
シンポジウム遂行に重要な講演者と判断できる場合
とします）．シンポジウム提案書の講演者所属欄に
おいて，所属を略称表記すると同一になってしまう
ものは，違いがわかるように研究グループ名や研究
室名まで記載してください．提案者や趣旨・総括の
登壇者と講演者が同一研究室であることも認められ
ません．

 4‒3 占有時間規制：休憩時間を含めて原則として3.5時
間に収めるものとし，4時間を超えないこと．

 5. その他の約束ごと：
 5-1） 1講演中の登壇者は1名に限ります．
 5-2） 講演概要集の原稿はシンポジウムの趣旨・総括も含

めて各登壇者2枚まで．
 5-3） 提案者は，予め講演者に候補として推薦する旨の内

諾を得，その際に重複登壇規制について説明をして，
重複登壇提案を回避してください．

 5-4） 海外在住の講演者の方については，原則として提案
者に連絡役をお願いします．

 5-5） 前回の大会とあまり内容の変わらない企画は採択さ
れません．

II. 招待講演，企画講演，チュートリアル講演，シンポジ
ウムの提案方法
提案方法は，素核宇領域と物性領域とで異なります（共催シン
ポジウムについては共通）．下の記述に従ってそれぞれ，提案を
募集します．なお，提案申込書には

 i） 見込まれる聴講者数，講演希望日程，講演不可日等の事項
を必ず記入すること（領域によっては複数の企画を並行し
て開催できないために講演希望日などの希望に沿えないこ
とがあります．講演日やその他の希望がある場合は，必要
に応じて，提案者は領域運営委員に連絡をとるようにして
ください）．

 ii） 登壇者の会員番号（非会員の場合はその旨を記入）と電子
メールアドレスを必ず記入すること．を徹底するようお願
いします．

 1. 素粒子・宇宙関係領域
素核宇領域における招待講演，企画講演，チュートリアル講演，
シンポジウムは領域運営委員を中心として企画・提案され，素核
宇領域プログラム小委員会および領域委員会において審議され，
理事会において採否が決定されます．
各領域運営委員の氏名と所属は，次のとおりです．

素粒子論領域： 百武　慶文（茨城大理）
中野　博章（新潟大）
武田　真滋（金沢大理工）

素粒子実験領域：南條　　創（阪大理）
早戸　良成（東大宇宙線研）

宇宙線・宇宙物理領域：安東　正樹（東京大）
齋田　浩見（大同大）

 2. 物性領域
物性関係における招待講演，企画講演，チュートリアル講演，
シンポジウムの企画を以下のとおり一般会員から公募します．提
案を希望する方は，以下の提案申込方法により，受付期間内にお
申込みください． 

 1） 物性領域に含まれる分野
領域 1：原子分子，量子エレクトロニクス，放射線
領域 2：プラズマ
領域 3：磁性
領域 4：半導体，メゾスコピック系，量子輸送
領域 5：光物性
領域 6：金属（液体金属，準結晶）・低温（超低温，超伝導，密

度波）
領域 7：分子性固体
領域 8：強相関電子系
領域 9：表面・界面，結晶成長
領域10：構造物性（誘電体，格子欠陥・ナノ構造，X線・粒子線，

フォノン）
領域11：物性基礎論，統計力学，流体物理，応用数学，社会

経済物理
領域12：ソフトマター物理，化学物理，生物物理
領域13：物理教育，物理学史，環境物理

 2） 公募受付期間
2018年4月9日（月）～4月27日（金）

 3） 提案申込方法
下記URLより受付期間中にお申込みください．登録が完了す

ると登録番号ならびにパスワードがメールで返信されますので，
必ずご確認ください．登録番号，パスワードがお手元に届かない
場合は，登録時に入力したメールアドレスが間違っている，或い
は，正常に登録されていないことが考えられますので，必ずお問
い合わせください．
受付期間中は登録番号，パスワードによって何度でも提案内容
を修正できますので，期間中に入力内容に変更が生じた場合は，
速やか且つ正確に修正をお願いします．

URL: https://www.gakkai-web.net/gakkai/jps/session/

 4） 提案する上での注意事項
前項「I.招待講演，企画講演，チュートリアル講演，シンポジ

ウム提案上の注意事項」を良くお読みください．繰り返しになり
ますが，多くの会員にとって興味ある講演となるよう，テーマ・
講演者を選抜し，企画を練ってください．そのためにも，提案前
に主提案領域の運営委員や領域代表と良く相談しておくことが望
まれます．
 5） 採択の手順
各領域において領域代表と領域運営委員が提案書を検討後，物
性プログラム小委員会および領域委員会において提案・審議され，
理事会において採否が最終決定されます．各提案の採否の結果に
つきましては，提案者に後日通知します．

https://www.gakkai-web.net/gakkai/jps/session/
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 3. 共催シンポジウム
共催シンポジウムは，関連する領域代表を通して申し込みます．
手続きは，上記物性領域のシンポジウム申し込みに準じ，同じ

URL：https://www.gakkai-web.net/gakkai/jps/session/ 

より行います．共催シンポジウムについては，
URL：http://www.jps.or.jp/activities/meetings/joint_symposium/

各領域代表については，
URL：http://www.jps.or.jp/activities/iinkai/ryoiki_daihyo.php

をご参照ください．

■The Fifth Joint Meeting of the Nuclear Physics 
Divisions of APS and JPS（2018年秋季大会核物理
領域）の開催について

理論核物理・実験核物理領域の2018年秋季大会は，下記のと
おり日米合同で開催します．

第5回日米物理学会合同核物理分科会
The Fifth Joint Meeting of the Nuclear Physics Divisions of APS and 

JPS

日時：2018年10月23日（火）～27日（土）
場所：米国ハワイ州　ハワイ島　Hilton Waikoloa Village

詳細は順次http://www.rcnp.osaka-u.ac.jp/~hawaii18/に掲載します．

敬　　　　弔 
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