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　　　　　  場所：九州大学箱崎キャンパス

月　日  時  間    行    事  会  場

08:30〜 受付開始
講義棟１階エント
ランス

09:00～12:00 ミニシンポジウム「頭足類学の創成−水産学における応用的基礎として−」 第1会場

09:00～12:00 ミニシンポジウム「クルマエビ栽培漁業の今後を考える」 第2会場

09:00～12:00 ミニシンポジウム「水産物におけるゲノム編集の現状と展望」 第6会場

10:00～17:35
水産環境保全委員会企画研究会「有明海における二枚貝資源量回復を
めざして、その現状と対策」

第4会場

10:00～15:00 理事会 305

11:30～12:30 水産増殖懇話会委員会 206

12:00～13:00 漁業懇話会委員会 106

12:00～13:00 水産環境保全委員会 207

12:00～13:00 東日本大震災災害復興支援検討委員会 304

13:00～17:00
平成26年度日本水産学会水産増殖懇話会第1回講演会「西日本における
海藻養殖の現状と課題」

第7会場

13:00～17:00
第64回漁業懇話会委員会講演会「沿岸漁業へのLED灯の実用化と課題」
～カタクチイワシ棒受網漁業を事例とした取り組み～

第5会場

15:00～18:00 学会賞選考委員会 303

17:30～19:00 シンポジウム企画委員会 305

18:00〜
水産教育推進委員会勉強会　「水産学・業を担う次世代育成を小中高校
生から始めるために」

第３会場

09:00〜17:09 口頭発表 第1〜7会場

10:00〜15:00 ポスター発表 第8, 9会場

12:00〜13:00 男女共同参画推進委員会 303

12:00〜13:00 会計担当者研修会 304

12:00〜13:00 水産教育推進委員会 305

18:30〜20:30 会員交歓会 リーセントホテル

09:00〜18:00 口頭発表 第1〜7会場

10:00〜15:00 ポスター発表 第8会場

11:00〜12:00
13:00〜14:00

高校生ポスター発表 第9会場

12:00〜13:00 水産政策委員会 206

12:00〜13:00 国際交流委員会 303

12:00〜13:00 企画広報委員会 305

18:00〜20:00 編集委員会 305

09:00～17:05 シンポジウム「魚類の初期生活史研究の最前線」 第1会場

10:00～16:30
シンポジウム「魚類における新しいタンパク質Calycin研究の新展開：
α1-酸性糖タンパク質，フグ毒結合タンパク質，ウナギ蛍光タンパク質」

第6会場

9月19日
（金）

9月20日
（土）

9月21日
（日）

9月22日
（月）

平成26年度  日本水産学会秋季大会
日時：平成26年9月19日（金）〜9月22日(月）

大会日程ならびに会場
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 月　日 時間 行事 会場

 9月22日（月）
    〜 23日（火）

 8:30～ 平成26年度日本魚病学会秋季大会
九州大学中央図書
館視聴覚ホール

 9月22日（月）  10:00〜12:00
総合地球環境学研究所・エリアケイパビリティープロ
ジェクト・コアメンバー会議

206

関連行事日程
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～大会参加の皆様へのお知らせ～	 
受付	 
	 講義棟１階入口に受付を設置します。	 	 

シンポジウム	 

	 全てのシンポジウムは一般公開されます。シンポジウムに限り無料でご参加いただけます。	 	 

口頭発表資料の提出および発表要領	 

	 パワーポイントファイルを入れたUSBメモリ（必ずウィルスチェックしてからお持ちください）

を各自会場にご持参ください。ファイルの会場PCへのコピーは午前・午後のセッション開始前

に行って下さい。必ず下記に示します時間内にファイルを会場にお持ちになり，係の指示に従

ってPCへのコピーをお願い致します。	 午前・午後共にセッション中は休憩がありませんので，

予めコピーをお願いします。	 

  ・午前セッションでの発表の方は，午前のセッション開始前	 8:30-8:50 の間 
  ・午後セッションでの発表の方は，午前のセッション終了直後〜12:00 or 13:15-13:35 の間  
	 	 口頭発表一演題の時間は12分（発表10分，討論2分）です。9分経過時に予鈴1回，10分で本鈴

2回鳴ります。以降，1分経過ごとに警告鈴が3回鳴ります。2演題連続での発表の場合には，18

分経過時に予鈴1回，20分で本鈴が2回鳴ります。以降，1分経過ごとに警告鈴が3回鳴ります。

演者の皆様には発表時間厳守をお願いします。	 	 

	 スライド上映は順行のみで「後戻り」は出来ません。パワーポイントのスライドの送りはPC

係が行いますので，演者は送りの指示をして下さい。	 

PC試写	 

	 403室に,発表会場に設置してあるPCと同じ試写用PCを準備しておりますので，事前の動作確

認にご利用ください。	 	 

ポスター発表資料の提示および発表要領	 	 

	 	 ポスター発表は，9月20日,21日の２日間にわたり２回に分けて行います。ポスターの掲示は，

各自割り当てられた発表日の10:00までに発表者自身で行ってください。講演番号を記載したボ

ード，画鋲等は用意します。	 	 

	 	 ポスターの掲示時間は２日間とも10:00～15:00です。このうち討論時間は奇数の方は11:15～

12:15，偶数の方は12:35～13:35です。ご注意下さい。この時間帯には発表者はできるだけご自

身のポスター前に待機していてください。	 	 

	 	 ポスターの撤去はいずれの日も16:00までに完了してください。16:00を過ぎても掲示してあ

るポスターについては，大会期間中は大会本部で保管しますが，その後は処分いたします。	 	 

口頭発表の演者と座長の皆様へ	 	 

	 	 発表会場入口に発表演者と座長の一覧表を準備してあります。入場前にご確認のチェックを

入れてください。	 	 

展示	 	 

	 	 展示会場は国際ホールおよび第２休憩室です。	 	 

昼食	 	 

	 大会期間中の平日は九州大学理農生協食堂がご利用頂ける予定ですが，20日（土）は

11:30-14:00までの営業，21日（日）は休業する予定です。周辺の食堂・レストラン（案内地図

参照）をご利用下さい。	 

お弁当(予約）	 

	 20，21日のお弁当は，受付で11時からお渡しします。受け取りの際には大会事務局から郵送

された領収書をご提示ください。	 	 	 

喫煙	 	 

	 	 基本的に学内は禁煙です。喫煙は決められた場所のみでお願いします。	 
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クローク	 

エントランス右手の１０５室にクロークを設けます。	 

なお、現金・貴重品・パソコン・衣類はお預かりすることは出来ませんので、ご自身で管理

して頂きますようお願い申し上げます。また、日付をまたいでのお預かりもできませんので、

いずれの日もクローク終了時刻までにお荷物をお引き取り下さい。開設時間内にお引き取り頂

けない場合、紛失・盗難があっても当方では責任を負えません。ご了承ください。	 

お預けの際にお渡しする「お預かり品引換券」は大切に保管してください。引換券を受付ま

で持参された方に、対応する荷物をお渡しします。引換券を紛失された際は、クロークにお申

し出ください。その際は身分証明書をご提示ください。コピーまたは写真をとらせて頂きます。

荷物の内容を述べて頂き、それを確認してからお渡しいたします。お手数をおかけし、またご

不快な思いをさせてしまいますが、盗難防止のためですので、どうかご協力頂けますようお願

い申し上げます。	 

	 クローク開設時間は以下の通りです。９月２２日（月曜日）はクロークを開設致しません。	 

９月１９日	 ９月２０日	 ９月２１日	 

８：３０～１８：００	 ８：３０～１７：３０	 ８：３０～１８：２０	 
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会場 午前 午後 午前 午後

9：00～11：12 13:45～17：09 9：00～11：12 13:45～17：57

漁具・漁法 漁法・漁場 資源・漁海況 資源・漁海況

1 音響・計測 水産経済

101　～　109 110　～　123 124　～　133 134～　１50

生理 生理 生理 行動生理・ネクトン

2 　　ベントス・海藻

201　～　210 211　～　226 227　～　237 238　～　254

分類・形態 生体汚染・水域汚染 環境微生物 有毒プランクトン

3 生体汚染 　　環境微生物

301　～　311 312　～　325 326　～　335 336　～　355

餌料生物・種苗生産 種苗生産　 養成・増養殖環境 増養殖環境

4 栄養・飼料 魚病・生体病魚

401　～　410 411　～　427 428　～　438 439　～　456

化学・生化学 化学・生化学 化学・生化学 遺伝育種

5

501　～　510 511　～　523 524　～　533 534　～　554

生態 生態 生態 生態

6

601　～　610 611　～　627 628　～　637 638　～　652

食品加工 食品加工 鮮度保持 食品衛生・生理活性物質

7 食品微生物

701　～　708 709　～　721 722　～　730 731　～　749
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9 ポスター発表IIＩ 高校生ポスター発表

9月20日 9月21日

研究発表日程表

ポスター発表Ⅰ ポスター発表IＩ


