
 第４４回風力エネルギー利用シンポジウム開催のご案内(改訂) 
 
第 44 回風力エネルギー利用シンポジウムを下記の通り開催しますのでお知らせ致します。関

係各位の多数のご参加をお待ちしております。なお、感染症対策のため、開催方法及び参加費を

変更いたしました。 

 

【主    催】: 一般社団法人日本風力エネルギー学会 

【協 賛(予定)】: 一般社団法人日本小形風力発電協会、一般社団法人日本風力発電協会 

（五十音順） 

【後 援(予定)】: 国立研究開発法人産業技術総合研究所、国立研究開発法人新エネルギー・

産業技術総合開発機構、一般財団法人新エネルギー財団、一般社団法人タ

ーボ機械協会、公益財団法人日本科学技術振興財団、一般社団法人日本風

工学会、一般社団法人日本太陽エネルギー学会、一般社団法人日本電機工

業会、風力発電推進市町村全国協議会（五十音順） 

 

【開 催 日 時】： 令和４年１２月１日（木） ９時３０分～１７時 依頼講演など 

 １２月２日（金） ９時～１７時 一般研究発表 

 

【会  場】： 現地およびオンライン 

科学技術館サイエンスホール（地下２階）及び６階会議室 

東京都千代田区北の丸公園２－１ https://event-jsf.jp/access 

 

【交  通】： 東京メトロ東西線「竹橋」駅 徒歩７分、東京メトロ半蔵門線「九段下」駅 

徒歩７分、都営地下鉄新宿線「九段下」駅 徒歩７分 

 

【参 加 費】： 日本風力エネルギー学会正会員(個人会員/団体会員)・協賛・後援団体所属者 

                                                        ２０,０００円 

                     会員学生・一般学生・個人会員で７０歳以上の方 

                                                                    ３,０００円 

      一般                  ２５,０００円 

 

【参加申込期間】： ９月２６日（月）１４：００～１１月２５日（金）１５：００ 

 

【参加申込方法】： 参加申込は、電子申込となりましたので、以下のウエブサイトからお申込

み下さい。電子申込の方法がご不明の方は「シンポジウムに関する問い合

わせ先」へご連絡下さい。 

 https://jweasympo.confit.atlas.jp/login 

 
【参加費の納入】： シンポジウム参加費は、１１月２８日（月）までにお支払下さい。 

銀行振込：  みずほ銀行(0001) 九段支店(532)   

普通預金 № １４８４８７７ 

                      口座名義  一般社団法人日本風力エネルギー学会 

（ｲｯﾊﾟﾝｼｬﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝﾆﾎﾝﾌｳﾘｮｸｴﾈﾙｷﾞｰｶﾞｯｶｲ） 

 

【シンポジウムに関する問合せ先】：   

〒101-0021 東京都千代田区外神田 6-10-12 KENT ビル４F  

一般社団法人日本風力エネルギー学会 事務局内 

              第 44 回風力エネルギー利用シンポジウム事務局   

                  TEL  03-3526-3400、 FAX  03-3526-3410 

           E-mail：sympo@jwea.or.jp ホームページ：http://www.jwea.or.jp 



一般研究発表論文の募集 

「第 44 回風力エネルギー利用シンポジウム」を下記の通り開催致します。なお、これまで通

り英語でのご発表も受付いたします。表彰については、従前通り 35 歳以下の学生会員・個人会

員の優秀な口頭発表者（原稿提出時に登録必要）には優秀発表賞を、優秀なポスターを制作した

個人またはグループにはポスター賞をそれぞれ設け、次年度の総会時に表彰します。奮ってご応

募下さいますよう、ご案内申し上げます。 

研究発表を希望される方は、下記「電子投稿」で示すウエブサイトからお申し込み下さい。申

込みの際にアブストラクトを入力していただき、企画・運営委員会でレビューし、より一層効

果的な運営を図ることとしております。電子投稿の方法がご不明の方は、「シンポジウムに関

する問合せ先」へご連絡下さい。投稿要領および論文とポスターの体裁見本は次ページ以後をご

参照ください。なお、研究発表登壇者は必ず日本風力エネルギー学会会員であることが必要で

す。 

【開催日】 

令和４年１２月１日（木）９時３０分～１７時：依頼講演など  

    １２月２日（金）９時～１７時：一般研究発表 

【会場】現地およびオンライン 

科学技術館サイエンスホール（地下２階）及び６階会議室 

（東京都千代田区北の丸公園２－１）  https://event-jsf.jp/access 

【発表形式】 

 口頭またはポスター、口頭発表時間は論文 1 件につき、発表 12 分、討論 3 分を予定 

【電子投稿】 

   https://jweasympo.confit.atlas.jp/login からログインして、お申し込み下さい。 

【投稿要領および体裁見本】 

論文体裁見本のデータファイルは http://www.jwea.or.jp/menu3-5.html から入手して下

さい。 

【発表申込期間】 

 令和４年８月２５日（木） １０：００ ～ ９月２６日（月） １２：００ 

【発表採択通知】 

   令和４年９月３０日（金）  メールもしくはファクスにて 

【論文原稿提出期間】 

 令和４年１０月３日（月）１２：００ ～ １０月２７日（木） １４：００ 

【登録費（登壇者は会員に限定します）】 （登壇費は参加費としてお支払いください） 

 正会員(個人会員/団体会員)２０，０００円、学生会員３，０００円 

 

【シンポジウムに関する問合せ先】 

〒101-0021 東京都千代田区外神田 6-10-12 KENT ビル４階 

一般社団法人日本風力エネルギー学会 事務局内 

第 44 回風力エネルギー利用シンポジウム事務局 

TEL: 03-3526-3400  FAX:03-3526-3410  

E-mail：sympo@jwea.or.jp ホームページ：http://www.jwea.or.jp



 

 

 

I. 論文原稿 

１．原稿の書き方 

・ A4 原稿 4 ページ以内で作成してください。 

・ A4 原稿 1 枚がシンポジウム論文集の 1 ページになります。 

・ WORD（Windows）で作成してください。 

・ 割付（レイアウト）、図、写真 

シンポジウムホームページ http://www.jwea.or.jp/menu3-5.html に掲載の原稿体裁

見本（WORD 版）に従ってください。 

・ 文献の書き方 

   本文中の文献番号は引用箇所の右肩につけてください。 

   文献は本文末尾にまとめて書いてください。 

２．原稿の送付 

・ 原稿の電子データは WORD にて作成し、第 44 回風力エネルギー利用シンポジウム

の登録ページ https://jweasympo.confit.atlas.jp/login から投稿してください。なお、

確認のため PDF も合わせて投稿して下さい。 

・ 投稿後に修正原稿を再投稿された場合には、その旨、メールで事務局にご連絡下さい。 

・ WORD をご使用でない場合、または電子投稿ができない場合には、メール添付で

sympo@jwea.or.jp にお送りの上、別途プリントアウトを郵送してください。 

３．その他 

・ 文字が読めない等、原稿に不備がある場合には返却する場合があります。 

 

II. ポスター 

１．ポスターの書き方 

・ シンポジウムホームページ http://www.jwea.or.jp/menu3-5.html に掲載のポスター体裁

見本（PDF 版）に従ってください。 

２．ポスターの提出 

・ ポスターの電子ファイル(pdf)は、10月 27日（木）14時までに事務局のメールアドレ

ス(sympo@jwea.or.jp)にお送り下さい。 

 

原稿作成要領 

mailto:sympo@jwea.or.jp
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○○○○○○○○○○○○○○

タイトル（１７ポイント、ゴシック）* 
サブタイトル（12 ポイント、明朝） 

英文表記 

風力 太郎** 風力 次郎***（12 ポイントゴシック） 
Taro FURYOKU Jiro FURYOKU 

 

↑図、写真は、原寸で解像度 200dpi～300dpi の

ものを貼ってください。 

図、写真は原稿に取り入れて完成品として作成

し、可能ならば原稿（写真、ポジなど）を添付し

てください。 

基本フォーム 

文章  明朝体 

 10 ポイントベタ組み 

 24 文字 2 段組 

行数 46 

行送り 15.5 ﾎﾟｲﾝﾄ 

 

段
間 

２
文
字
分 

縦
２
５
１
ミ
リ 

シンポジウム研究発表原稿書き方見本 

*令和 4年 12月2 日第 44回風力エネルギー利用シンポジウムにて講演 

** 会員 ○○大学工学部 〒102-0091 東京都千代田区北の丸公園 2-1 

*** 非会員 （株）○○○○工業  

 
横１７６．５ミリ 

縦
２
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１
ミ
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横 ９０ｃｍ

  題目

１５～２０ｃｍ

  研究者名

　　（文字サイズ５ｃｍ程度）

  目的（文字サイズ３ｃｍ程度）
本研究では、風車翼に対する・・・

約１５ｃｍ

     ・・・を行う。

５ｃｍ程度

余白 余白
５ｃｍ程度 図および説明添付 ５ｃｍ程度

縦

120cm

＊ポスターは縦１２０ｃｍｘ横９０ｃｍのボードに貼り付けて頂きます。各図はカラーコピーしたもので
それぞれ説明を必ずつけていただきますようお願いいたします。

水平軸風車の研究

風車太郎

シンポジウムポスター書き方見本
 

 


