大学コンソーシアムひょうご神戸

持続可能な社会のための環境学生会議第３回
大学コンソーシアムひょうご神戸では一昨年，神戸市で開催されたＧ８環境大臣会合の関連事業として
「持続可能な社会のための環境学生会議」を開催いたしました。
今年も，日頃から各大学，短期大学，高等専門学校において「環境」をテーマした取り組みを発表する
場である「持続可能な社会のための環境学生会議」の第３回目を開催いたします。
環境に関心を持つ学生が集まり，ポスターセッション，報告会，交流会を実施し，大学，短期大学，高
等専門学校の枠を越えて交流することで「環境」をテーマに論じていただく場になればと願っています。
「持続可能な社会のための環境学生会議」での取り組みが，大学コンソーシアムひょうご神戸から全国
へ世界へと発信されていくことを目指しています。
つきましては，ポスターセッション，報告会に参加していただく学生の皆さんを募集致します。
（詳細に
ついては別添の募集要項を参照してください。
）
「環境」に関連するテーマであれば分野や規模を問いませ
んので，奮ってご参加いただければと考えています。
年末のご多忙の時期で誠に恐縮でございますが，学生の皆さんの積極的なご参加を心よりお待ちし，ご
案内申し上げます。

大学コンソーシアムひょうご神戸
http://www.consortium-hyogo.jp/

概 要
日 時

平成２２年１２月１１日（土）１３：００～１９：００
神戸女学院大学

場 所

主

内

[ 西宮市岡田山４－１ ]

（報告会）
文学部１号館
ＬＡⅠ－２１教室
（ポスターセッション）エミリーブラウン記念館 セミナールーム１０３
（交流会）
エミリーブラウン記念館 めじラウンジ

催

大学コンソーシアムひょうご神戸

容

平成２２年１２月１１日（土）
開場
13：00～
◆報告会 14：00～17：00
◆ポスターセッション 13：00～17：30
ポスターセッションによる展示と報告会でのポスター内容の発表を予定
◆交流会 17：30～19：00
（時間は変更になる場合があります。
）

参加費

◆報告会・ﾎﾟｽﾀｰｾｯｼｮﾝ：無料

大学コンソーシアムひょうご

◆交流会：一般 ２，０００円

学生 ５００円

【この件に関するお問合せ先】
大学コンソーシアムひょうご神戸 社会連携委員会
（神戸大学企画部社会連携課広報係）
住所：〒657-8501 神戸市灘区六甲台町１－１
ＴＥＬ：078-803-5022 ＦＡＸ：078-803-5024 い合わせ先
e-mail：plan-kouhou@office.kobe-u.ac.jp

○神戸女学院大学 交通案内
神戸女学院大学キャンパスへは、阪急電鉄今津線「門戸厄神駅」から徒歩で約 10 分です。

キャンパス案内

大学コンソーシアムひょうご神戸
「持続可能な社会のための環境学生会議第３回」報告発表募集要項
１ 日時
平成２２年１２月１１日（土）
２ 場所

神戸女学院大学
３ 日程
開場
13：00～
◆報告会 14：00～17：00
◆ポスターセッション 13：00～17：30
ポスターセッションによる展示と報告会でのポスター内容の発表を予定
◆交流会 17：30～19：00
４ 募集資格
学生（学部生・大学院生・留学生，研究生等で個人，団体を問わない。
）
５ 募集するテーマ
環境に関する取り組み全般
６ 報告会
（ポスターセッション）
来場者に対して報告についての説明，質問に対する応答をしていただきます。
（報告発表）
取り組み内容について，１件 12 分程度の発表を行っていただきます。
（希望者のみ）
７ 参加申込方法
①発表参加者
・別紙申込様式１にご記入の上，e-mail 又はＦＡＸにて平成 22 年 11 月 24 日（水）までに下記あ
てお申込み下さい。
FAX： 078-803-5024 e-mail：plan-kouhou@office.kobe-u.ac.jp
（大学コンソーシアムひょうご神戸のホームページにもこの募集要項と申込書を掲載しています
ので，ダウンロードしてご利用ください。
）
http://www.consortium-hyogo.jp/
・発表への参加料は無料です。
・ポスターは，ボード（縦 2100，横 1800）１枚に当日 12 時から張り付けていただきます。また，
希望によりボードの前に長机（D450 W1950 T720）を１台準備します。
・報告会での発表時間（質疑応答含む）は約 12 分を予定しています。
・詳細については受付後に連絡します。
②交流会参加者
・別紙申込様式２にご記入の上，ＦＡＸ又は e-mail にて平成 22 年 11 月 30 日（火）までに下記あ
てお申込み下さい。
（発表参加者の方で様式１により交流会に参加希望をされた方は，様式２で
の参加申し込みは不要です。
）
FAX 078-803-5024 e-mail plan-kouhou@office.kobe-u.ac.jp
（受付確認の連絡をしますので，連絡がない場合はお問合せ願います。
）
なお，参加費は当日に徴収します。
（一般 2,000 円 学生 500 円）
③一般参加者
・入場無料です。事前の申込は不要で，ご自由に来場可能です。ただし，参加人数が多数の場合は
人数制限を行うことがあります。
８ その他
インフルエンザの流行等，不測の事態が発生した場合には，主催者側の判断で中止になる場合があ
ります。
【この件に関するお問合せ先】
大学コンソーシアムひょうご神戸 社会連携委員会
（神戸大学企画部社会連携課広報係）
住所：〒657-8501 神戸市灘区六甲台町１－１
TEL：078-803-5022 FAX：078-803-5024 先 大学
コンソーシアムひょうご
e-mail：plan-kouhou@office.kobe-u.ac.jp

大学コンソーシアムひょうご神戸

（様式 1）

「持続可能な社会のための環境学生会議第３回」ポスターセッション・報告会 参加申込書
申込先 大学コンソーシアムひょうご神戸 社会連携委員会（神戸大学企画部社会連携課広報係）
TEL: 078-803-5022 FAX: 078-803-5024 e-mail: plan-kouhou@office.kobe-u.ac.jp
住所:〒657-8501 神戸市灘区六甲台町 1-1
下記事項を記載の上，１１月２４日（水）までに電子メール又はＦＡＸでお申し込みください。
なお，発表概要は当日配布資料に記載しますので，メールで送付いただければ幸いです。
報告する学生氏名
所属大学・学部・学科（専攻）
・学年
サークル等団体名

研究室名
〒
連絡先住所・TEL･e-mail
（TEL）

（e-mail）

報告会での発表希望の有無（注１）

有 ・ 無

交流会の参加有無（注２） 有 ・ 無

長机配置の希望の有無

有 ・ 無

パソコンの持ち込み

有 ・ 無

（注１）発表希望が無の場合でも発表をお願いすることがありますのでご了解願います。
（注２）交流会の参加を希望された方は，改めて様式２で参加申込は不要です。

（発表概要記入欄）

持続可能な社会のための環境学生会議発表概要タイトル見本 14 ポイント
○○○○大学○○学部（研究科）○○学科（学専攻）
○○○○，○○○○ 11 ポイント
「持続可能な社会のための環境学生会議報告会」発表概要の本文は，ＭＳ明朝，英数字 Century 10 ポイントで
書いて下さい。A4 一枚に 2 つの概要を概要集に掲載する予定ですので，タイトル・所属・発表者・本文をあわせ
たサイズが縦 11cm 横 17cm に収まるように書いてください。概要集の編集作業の都合により，この見本に従って
作成してください。また，別紙で記載する場合は Word にて作成し，報告会参加申込書と一緒にメールでお送りく
ださい。タイトル・所属・発表者・本文をあわせたサイズが縦 11cm 横 17cm に収まっていれば図表が入っても構
いませんが，編集後の印刷は白黒になりますので，全て白黒で表現してください。
（文献等の掲載は，著作権の問
題にご注意願います。
）この件についてのお問合せは，大学コンソーシアムひょうご神戸 社会連携委員会（神戸
大学企画部社会連携課広報係）までお願いします。

（注）
申込後，
受付の確認連絡を行いますので，
もし連絡がない場合は早急に申し込み先までお問合せ願います。
この申込書に記載する個人情報については，個人情報保護法等を遵守のうえ適切に取り扱うこととし，持
続可能な社会のための環境学生会議に係る記録，連絡，名簿作成等必要な場合に限り使用します。

大学コンソーシアムひょうご神戸

（様式２）

「持続可能な社会のための環境学生会議第３回」交流会参加申込書
申込先 大学コンソーシアムひょうご神戸 社会連携委員会（神戸大学企画部社会連携課広報係）
TEL: 078-803-5022 FAX: 078-803-5024 e-mail: plan-kouhou@office.kobe-u.ac.jp
住所:〒657-8501 神戸市灘区六甲台町 1-1
下記事項を記載の上，１１月３０日（火）までに電子メール又はＦＡＸでお申し込みください。
参加者氏名

①

②

〒

〒

③

④

〒

〒

⑤

⑥

〒

〒

大学名, 団体名
所属（学部，学科，専攻，
学年，役職名）

連絡先住所

TEL
e-mail
参加者氏名
大学名, 団体名
所属（学部，学科，専攻，
学年，役職名）

連絡先住所

TEL
e-mail
参加者氏名
大学名, 団体名
所属（学部，学科，専攻，
学年，役職名）

連絡先住所

TEL
e-mail

※この申込書に記載する個人情報については，個人情報保護法等を遵守のうえ適切に取り扱うこととし，持続可
能な社会のための環境学生会議係る記録，連絡，名簿作成等必要な場合に限り使用します。

