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第２７回プレストレストコンクリートの発展に関するシンポジウム 

論文・報告・研究紹介の原稿提出方法について 
 

 

本学会では，第 27 回プレストレストコンクリートの発展に関するシンポジウム（以下シンポジウムという）
を下記要領にて開催いたします。本シンポジウムは学術・技術に関する価値ある情報をシンポジウム講演者・
参加者が学び，そして共有することにより，プレストレストコンクリート技術の更なる発展を図ることを目
的としております。皆様方からの多くの投稿を期待しております。 

 

【シンポジウム実施要領】 

 

１．開催日 ： 平成 30 年 11 月 8 日(木)・9日(金) 

 

２．開催場所： 愛媛県県民文化会館（ひめぎんホール） 

〒790-0843 愛媛県松山市道後町 2丁目５－１ 

TEL:089-923-5111   

http://www.ecf.or.jp/himegin_hall/summary/index.html#access 

 

３．講演  ： 特別講演および応募講演 

 

４．講演の申込方法 

2 月 1 日(木)～3 月 23 日（金）の期間に Abstract (原稿要旨)を添えて講演申込みを必ず行っ

てください。Abstract（原稿要旨）の提出後、受理確認結果を通知します。Abstract(原稿要旨)

の手続き方法は，会誌 60 巻 1 号または本学会ホームページをご覧ください。 

( http://www.jpci.or.jp/index.htm 左側メニューの「プレストレストコンクリート発展に関

するシンポジウム」より進んでください。) 

Full paper（原稿本文）となる講演原稿については，下記の期間に提出してください。 

 

講演原稿提出期間：平成 30 年 4 月 2 日（月）～5 月 11 日（金）(17:00 まで) 

 

講演原稿の提出方法は，インターネットによる電子申込みといたします。 

 

参加費（講演申込料）は，査読通過後（7月中旬）に 60 巻 3 号（5月下旬発刊予定）に挟み込
みの講演者用払込取扱票に，所定の内容を記載の上，お払い込み下さい。なお，参加費(講演申
込料)の返金にはご対応できません。あらかじめご了承下さい。 

参加費(講演申込料)のお払い込み時期が昨年から変わっています。ご注意下さい。 

 

５．原稿区分： 講演論文は，下表に示すように“論文”，“報告”および“研究紹介”の原稿区分 

 に分けて募集いたします。 
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 論 文 報 告 研究紹介 

 

内 容 
学術的なもの 

新しい理論の提案，既存の理論

を組み合せた新たな提案，実験

または既存の理論に基づく新た

な発見など。  

審査基準に基づき査読を行う。

技術的なもの 

設計報告，施工報告，実験報

告など。  

審査基準に基づき査読を行

う。 

 

研究活動や成果の紹介 

実施している研究活動や成

果の紹介。内容に関する査読

は行わない。新規性は問わ

ず，すでに他所で発表したも

のも可とする。 

頁 数 ４または６ ４ ４ 

原稿サ
イズ 

3.0ＭＢ以下 2.0ＭＢ以下 2.0ＭＢ以下 

 

 

６．参加費 ： 下表のとおり(シンポジウム論文集（DVD 版）代を含む) 

 

 講演者 参 加 者 

申込期間 

【講演申込料払込期間】 

査読結果受領後～ 

7 月 27 日（金） 

事前申込期間 事前申込期間終了後 

平成 30 年 8 月 1日（水）～ 

10 月 12 日（金） 
シンポジウム当日受付 

資格 会 員 非会員注) 会 員 非会員 会 員 非会員 

参 
加 
費 

一般 18,000 円／人 23,000 円／人 18,000 円/人 23,000 円/人 20,000 円/人 
25,000 円/

人 

学生 4,000 円／人 9,000 円／人 4,000 円/人 9,000 円/人 5,000 円/人 
10,000 円/

人 
       

注）非会員の方が講演される場合は，１名以上の個人正会員または学生会員を連名者とする必要があ
ります。 

 

７．優秀講演賞： 

本シンポジウムで優秀な発表を行った会員の若手研究者，技術者を表彰いたします。受賞対象者

は，投稿時に 50 歳未満の方で，論文・報告等の内容に加え，講演や質疑が簡潔明瞭で優れた方と

し，原則として各セッションから 1名選出します。選出にあたっては，各座長・副座長の採点をも

とに受賞者の適格性を確認し，最終的にシンポジウム実行委員長が決定します。なお，代理講演の

場合および講演者が非会員の場合，過去の講演で優秀講演賞を２回受賞された方は授賞の対象外と

します。 

 

８．講演証書： 

本シンポジウムで発表を行ったすべての講演者を対象に講演証書を授与いたします。 

 

 

【講演申込みおよび参加費（講演申込料）払込み方法】 
 

◆講演者 

インターネットを利用した電子申込みとなります。原稿ファイルの形式は，PDF 形式のみ受け付け

ます。登録参加費は個人正会員が 18,000 円（学生会員は 4,000 円），非会員が 23,000 円（学生は 9,000

円）です（講演申込料，参加費，論文集（DVD 版）代を含む）。シンポジウム論文集に原稿を登載す

るには，原稿が採択され，かつ講演者が参加費(講演申込料)を支払うことが条件です。なお，最新の

情報につきましては，プレストレストコンクリート工学会ホームページ http://www.jpci.or.jp/を

ご覧ください。        
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【 講演者用申込要領 】 
 

（1）講演者の申込み資格 

講演者の申込み資格は，次のいずれかの場合にかぎりますので，ご注意ください。 

・ 申込み時点でプレストレストコンクリート工学会の個人正会員または学生会員の方 

・ 講演者ご本人が非会員であっても，連名者の１名が個人正会員または学生会員である方 

 

非会員の方が，個人正会員または学生会員として講演を申し込むには，本学会ホームページ

http://www.jpci.or.jp/の「入会案内」をご覧いただき，5月 11 日（金）までに入会手続きを済ませて

ください。期限までに入会手続きを済ませた方で，講演申込みの時点で会員番号がない場合は，事務局

会員課にお問い合せください。 

会員番号のお問合せや入会申込用紙のご請求は，E-mail:kaiinka27@jpci.or.jp までお願いします。 

 

(2)著作権 

掲載された「論文」・「報告」・「研究紹介」の著作権を本学会へ譲渡していただきます。したがいまし

て，掲載された著作物の著作権（著作権法第 27 条，第 28 条に定める権利を含む）は本学会に帰属する

ことになります。登載決定後，速やかに著作権譲渡書を提出願います。また，著作権譲渡書には著者全

員の署名が必要です。 

なお，特別な事情により，著作権譲渡に承諾できない場合や一部制約がある場合には，その旨を書面

にてご提出いただきますようお願いいたします。 

(著作権譲渡書は、査読結果と同時にメールにてお送りします) 

 

（3）講演の申込み 

講演の申込者は，プレストレストコンクリート工学会の個人正会員，学生会員，非会員は問いません。

連絡事項や査読結果などは，すべて講演者へお送りいたしますので，連絡先に記入漏れがないようにご

注意ください。シンポジウムの申込みは Abstract(原稿要旨)を添えて事前に申込みが必要です。

Abstract(原稿要旨)を添えた申込みは，平成 30 年 3 月 23 日までにおこなってください。 

講演原稿(Full Paper)の提出は，事前申込み後，平成 30 年 4 月 2 日（月）～5 月 11 日(金) 17 時ま

での期間内に，本学会ホームページ http:// www.jpci.or.jp/より，講演申込書(電子申込み)と講演原

稿(PDF形式データ)を以下の手順で提出してください。 

手順１．本学会ホームページ http:// www.jpci.or.jp/のトップページの「プレストレストコンクリート発

展に関するシンポジウム」をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここをクリック
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  手順２．次のような講演申込みの画面が表示されます。（入力位置が実際の位置と多少異なる場合がござ

いますので，電子申込み時にご確認ください。） 

表示された講演申込書の画面に以下の記入例を参照し，【入力要領】に従って入力してください。 

入力内容を確認後「送信」をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【入力要領】 

1. ※は，必須項目です。必ず入力してください。入力しない場合には，エラーとなります。また，入力

内容が論文集に反映されますので間違いのないように入力してください。 

2. 原稿区分は，「論文」・「報告」・「研究紹介」のいずれかを選んでください。「論文」・「報告」と「研究

紹介」は，審査規定が異なりますので入力ミスには十分ご注意ください。 

3. 分類は，分類１ 分類２ から原稿のテーマに適したものを２つ選択してください。なお，講演のセ

ッション決定は，論文審査部会で行いますので，希望する分類と異なる場合があります。 

4. 講演題目の英文は，各単語の頭文字および固有名詞などを大文字とし，前置詞や接続詞は小文字とし

てください。 

例 ： Design and Construction of HEISEI BRIDGE 

5. キーワードは，原稿に記載したものと同一の単語を入力してください。 

6. 電話番号，FAX 番号は半角で 03-9999-9999 のように入力してください。 

7. FAMILY（英語）は，すべて大文字で入力してください。GIVENNAME（英語）は，頭文字のみ大文字で

入力してください。 

8. 申込者の e-mail は，「申込み確認メール」の宛先になりますので，正確に入力してください。確認用
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のメールアドレスにも必ず入力してください（コピーペーストは不可）。なお，誤って入力された場

合には，「申込み確認メール」をお送りできません。送信前に必ず確認してください。 

9. 「論文」・「報告」・「研究紹介」は，【論文・報告・研究紹介 執筆要領】に基づいて作成した後，「添

付ファイル」欄の 参照ボタンを使って該当ファイル名を入力してください。ファイル形式は，PDF

以外はエラーとなります。また，ファイルサイズが「論文」の場合 3.0ＭＢ，「報告」・「研究紹介」の

場合 2.0ＭＢを超える場合にも，エラーとなります。 

10. インターネット上の 送信ボタンを何度もクリックしないでください。また，誤って数回クリック 

を行い，複数の受付番号を入手された方は，問合せ先までご連絡ください。 

送信ボタンを押す前に，入力内容と添付ファイルに間違いがないことを必ず確認してください。 

 

手順３．送信が正常に終了しますと，次のメッセージが画面に表示されます。 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

手順４．「申込み確認メール」が後刻連絡先へ送信されますので，ご確認ください。申込み確認メールが

届かない場合には，次ページの問合せ先へお問い合せください。 

送信された受付番号は，参加費(講演申込料)の支払いの際に必要になりますので，必ず保存して

おいてください。 

 

この電子申込みで入力した内容（題目・英字題目・氏名・所属など）が論文集にそのまま利用されます。入

力間違いが無いように十分確認して申込みしてください。 

送信完了！ 
 

第２７回プレストレストコンクリートの発展に関するシンポジウム 

の講演申込みを受付けました。 

 

連絡先のメールアドレスに「申込み確認メール」を送付します。 

  

あなたの受付番号は ×××× です。   

  
戻る 
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(4)講演者の参加費（講演申込料）の支払い方法 

払込みは，電子化されておりません。参加費（講演申込料）として個人正会員は 18,000 円（学生会

員 4,000 円），非会員は 23,000 円（学生 9,000 円）を，査読通過後（7月中旬）に 60 巻 3 号（5月下旬

発刊予定）に綴じ込みの講演者用払込取扱票に，所定の内容を記載の上，お払い込み下さい。なお，参

加費(講演申込料)の返金にはご対応できません。あらかじめご了承下さい。 

参加費(講演申込料)のお払い込み時期が昨年から変わっています。ご注意下さい。 

 

(5)論文・報告・研究紹介の採否                    

「論文」・「報告」・「研究紹介」の採否については，シンポジウム実行委員会論文審査部会が審査を行

い決定いたします。査読結果のお知らせは 7月上旬を予定しています。 

     

(6)留意事項 

① 申込期間締切り間際に投稿が集中しますと，予期せぬ事態によりサーバがダウンして受付ができな

くなるおそれがあります。締切り間際の投稿は極力避け，余裕をもって申込みいただくようお願い

いたします。 

②  原稿サイズが「論文」の場合 3.0ＭＢ，「報告」・「研究紹介」の場合 2.0ＭＢを越えた場合には，

送信する際にエラーとなります。原稿サイズを確認のうえ，送信してください。 

③ 「論文」・「報告」・「研究紹介」の提出なきもの，参加費の納付なきもの，【論文・報告・研究紹介 

執筆要領】に準じていないもの，および申込期限が過ぎたものは，受理できません。 

④ 「論文」・「報告」は，査読をいたしますので，提出後の差し替えおよび修正，著者・連名者の変更

には応じられません。必ず最終原稿を提出してください。「研究紹介」は内容に関しては査読いたし

ませんが，体裁のチェックは行います。また，商品の紹介など宣伝色の強いものは不採用となるこ

とがあります。 

⑤ 参加費(講演申込料)はいかなる場合も返金はいたしません。あらかじめご了承下さい。 

 

 

 
問い合わせ先： 
〒162-0821 東京都新宿区津久戸町４番６号 
プレストレストコンクリート工学会 
                 シンポジウム論文係 
TEL:03-3260-2521，FAX:03-3235-3370 
E-mail: symposium-inq24@jpci.or.jp 
 

 

 

※詳しい執筆要領は、ホームページ http://www.jpci.or.jp をご覧下さい。

 


