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ARSC NEWS 
The Newsletter of the Applied Regional Science Conference 

応用地域学会ニュースレター（日本語版）, No.89, October 2015 

 

 

ARSC 事務局：〒162-0805 東京都新宿区矢来町 126   

    NITTO ビル ㈱メッツ研究所内 

 応用地域学会事務局 文部科学省学会コード＝10023 

 会長: 文 世一  担当：宮本成雄 

 TEL: (03)5227-7804 

 FAX: (03)5227-7807 

 E-mail: clerk@arsc.org 

       （http://www.arsc.org/） 

 

主要項目：  第 29回研究発表大会のご案内 

        第 6回アジア地域科学セミナー 

        応用地域学研究への投稿論文の募集 

         

 

 

 

1．第 29回応用地域学会東京大会のご案内 

                   大会実行委員長 直井 道生（慶應義塾大学） 

 

2015年度 ARSC研究発表会を、慶應義塾大学三田キャンパスにおいて、下記要項で開

催いたします。多数のご参画をお待ちしております。最新情報については、大会ホーム

ページ (https://sites.google.com/site/arsc2015keio/) をご覧ください。ARSCホーム

ページ（http://www.arsc.org）からもリンクしています。 

 

(1) 期日 

2015年 11月 28日（土）、29日（日） 

※ 坂下賞受賞講演および総会は、28 日の午後（16:40～18:10）に開催されます。 

※ 懇親会は 28日の総会終了後（18:30～20:30）に開催されます。 

 

mailto:clerk@arsc.org
http://www.arsc.org/
https://sites.google.com/site/arsc2015keio/
http://www.arsc.org/
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(2) 会場案内 

慶應義塾大学 三田キャンパス（〒108-8345 東京都港区三田 2-15-45） 

 

 

※ 一般・チュートリアル・特定セッション、坂下賞講演、総会は、西校舎 2階の会場

を利用します。総合受付にて受け付けをお願いいたします。 

※ 会場アクセスは http://www.keio.ac.jp/ja/access/mita.html および（９） をご

覧ください。 

 

(3) プログラム 

プログラムは別紙の通りですが、直前の変更もありえますので、最新版については

大会ホームページ (https://sites.google.com/site/arsc2015keio/) をご覧くだ

さい。 

 

(4) 参加申込および支払い 

大会ホームページから参加申込用紙をダウンロードして必要事項をご記入の上、下

記の大会事務局（大会実行委員会）宛に、電子メールに添付して 11 月 14 日（土）

までにお送り下さい。（FAX、郵送も可能です。）すでにお申し込みいただいた方々、

ご協力ありがとうございました。 

 

http://www.keio.ac.jp/ja/access/mita.html
https://sites.google.com/site/arsc2015keio/
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＜参加申込先（第 29回研究発表大会実行委員会）＞ 

■ E-mail： arsc2015keio@gmail.com 

■ Fax  ： 03-5418-6581 

■ 郵送 ： 〒108-8345 東京都港区三田 2-15-45 

 慶應義塾大学経済学部 直井研究室 

＜参加費等＞ 

■ 参加費 ： 一般（会員・非会員とも）：2000円／学生会員：無料 

■ 懇親会費： 一般（会員・非会員とも）：5000円／学生会員：2000円 

■ 弁当代 ： 1,000 円（お茶つき） 

 

※ 懇親会およびお弁当の申し込みの受付は、11月 14日（土）までにお願いします。 

※ 参加費・懇親会費・お弁当代は学会当日、受付にてお支払いください。 

 

(5) 総会の委任状の提出 

総会に欠席される方は、必ず委任状を E-mail、FAXまたは郵送で、大会事務局まで

お送りください。委任状は大会ホームページからもダウンロード可能です。送付先

は、参加申し込み用紙の送付先 (arsc2015keio@gmail.com) と同じです。 

 

(6) 研究発表 

(ア) 発表論文の送付 

発表者は、最終原稿（PDF）を 11月 14 日（土）までに、座長、討論者、大会事

務局 (arsc2015keio@gmail.com) の 3 か所それぞれにお送りください。大会事務

局にお送りいただいた論文は、大会ホームページにアップする予定です。した

がって、原則として公開となりますので、あらかじめご了承下さい。なお、大

会終了後 12 月末日をもって論文のリンクを削除する予定です。論文の公開を

希望されない場合は、その旨を大会事務局までお伝え下さい。座長、討論者の

連絡先が分からないときは、大会事務局にお問い合わせください。 

 

(イ) 研究発表および会場 

原則として、発表 20 分、予定討論 10 分、一般討論 10 分です。座長の指示・

判断にしたがって、円滑な運営にご協力ください。発表会場には Windows のパ

ソコン（Office Professional 2013、PDFに対応しています）、およびプロジェ

クターを用意しております。ファイルを USBメモリー等でご持参ください。な

お、論文については、30 部程度をご用意いただき、発表会場に直接ご持参くだ

さい。 

mailto:arsc2015keio@gmail.com
mailto:arsc2015keio@gmail.com
mailto:arsc2015keio@gmail.com
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(7) 懇親会 

会 場：慶應義塾大学 三田キャンパス 西校舎中階 「山食」 

日 時：2015年 11月 28日（土）18：30～20：30 

参加費：会員・非会員 5,000円 学生 2,000円 

 

(8) 昼食 

お弁当（お茶込 1,000円）を予約販売いたします。希望される方は参加申込用紙に

ご記入ください。学食（土曜日のみ）またはキャンパス周辺のお店（大会ホームペ

ージに昼食マップを掲載予定）も利用できます。 

 

(9) 会場アクセス 

三田キャンパスへのアクセスは下記の通りです。詳細に関しては、大学ホームペー

ジ (http://www.keio.ac.jp/ja/access/mita.html) をご覧ください。 

 田町駅（JR山手線／JR京浜東北線）徒歩 8分 

 三田駅（都営地下鉄浅草線／都営地下鉄三田線）徒歩 7分 

 赤羽橋駅（都営地下鉄大江戸線）徒歩 8分 

 

 

２．第 6回アジア地域科学セミナー 

  ―Call for Papersが公開されました― 

 

アジア地域科学セミナーは、アジア諸国における地域科学の研究発展と交流を促進す

るために、応用地域学会（ARSC）, 中国地域学会（RSAC）、台湾地域学会（CRSA）,韓国

地域学会（KRSA）が共催して開催しております。 

第 6 回アジア地域科学セミナーは、ARSC の主催により、東北大学（実行委員長；曽 

道智教授）で開催されます。セミナーの詳細は、Call for Papersをご覧ください。（ARSC

ホームページ＜http://www.arsc.org/＞でご確認いただけます。） 

① 開催日；  2016年 9月 24日～26日 

② 開催場所； 東北大学 

③ 開催担当； 応用地域学会 

開催の詳細案内は、メーリングリスト、ホームページで順次紹介していきます。 

 

なお、第 5回アジア地域科学セミナーは、中国地域学会の主催で、ハルピン工科大学

（Harbin Institute of Technology）で、2015年 7月 18～20日に開催されました。

ARSCからは、18本の論文発表と 21人の参加がありました。 

 

http://www.keio.ac.jp/ja/access/mita.html
http://www.arsc.org/
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２． 応用地域学研究への投稿論文の募集 

「応用地域学研究」編集委員長：大澤 義明（筑波大学） 

現在、「応用地域学研究」編集委員会では論文投稿を随時受け付けていますが、年２

回の雑誌刊行の予定に合わせて、１月２０日と７月２０日の締め切り日を設けており

ます。投稿論文は編集委員会の指名する複数の査読者により査読が行われます。雑誌

は年２回の刊行を心がけております。(http://www.arsc.org/を参照ください。) 奮っ

てご投稿下さい。特に、若い研究者によるご投稿、地域課題に関する問題解決型論

文、震災復興など適時性に優れた論文のご投稿をお待ちしております。 

１ 論文投稿希望の方は、論文はできるだけ word形式のファイルを電子メールの  

添付ファイルでお送り下さい。宛先は、編集委員長です（e-

mail;osawa@sk.tsukuba.ac.jp）。LaTexで作成された原稿で pdfファイルでも結

構ですが、印刷時の編集の都合で最終原稿は wordでお願いすることがあります。 

２．受付の確認を電子メールで送付いたしますので、投稿後一ヶ月を過ぎても連

絡が無い場合は、下記までお問い合わせ下さい。 

   ３． 掲載論文の著作権は学会に帰属します。また、応用地域学研究発行1ヶ月後

に掲載論文を学会ＨＰにて公開します。 

 

応用地域学研究編集委員長 

  大澤 義明 

  筑波大学システム情報系社会工学域 

TEL& FAX 029(853)5224 

E-Mail osawa@sk.tsukuba.ac.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arsc.org/を参照ください
mailto:osawa@sk.tsukuba.ac.jp
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３．事務局だより        

         応用地域学会事務局 担当 宮本成雄 

 

○第 29 回 ARSC 研究発表大会は、前掲のとおり、慶應義塾大学直井道生先生(大会実

行委員長)を中心に鋭意準備が進められております。また、プログラム編成では、内藤 

徹先生(徳島大学)を委員長としたプログラム編集委員会各先生方のご尽力により、非常

に魅力溢れた形・内容にまとめ上げていただきました。 

応用地域学会研究発表大会の首都圏での開催は、2005 年千葉大会(第 19 回)以来、10

年ぶりとなります。例年のことではありますが、地域科学に関する各分野から、多様か

つ斬新な研究発表が集まり、魅力と活気溢れる大会になることが期待されます。 

大会実行委員会、プログラム編集委員会の皆様には、深く感謝申し上げますとともに、

そのご尽力に答えるためにも、多くの皆様のご参加をいただきますようお願い申し上げ

ます。 

 

○研究発表大会の参加申込書、ならびに総会欠席の際の委任状を添付しております。

（前掲の大会ホームページ＜https://sites.google.com/site/arsc2015keio/＞から

もダウンロードできます。）早めのご提出をお願いいたします。総会欠席の方は、必ず

委任状の提出をお願いいたします。 

 

○第 6 回アジア地域科学セミナーの Call for Papers が、公開されています。ARSC

ホームページ＜http://www.arsc.org/＞でご確認ください。 

 

○登録情報等の確認のお願い（再掲） 

 ARSC ホームページ（http://www.arsc.org/）にあります会員ページ(会員ログイン)

には、多くの会員の皆様がアクセスし、登録情報の確認・変更をいただいておりますが、

一部、ジャーナルの不達やメールの不達など、登録情報の不具合から、皆さんにご迷惑

をおかけしている点もあります。勤務先の異動、学生から一般への異動、メールアドレ

スの変更、ジャーナルの送付先住所の変更などに際しては、速やかに登録情報の変更を

お願いいたします。 

会員ページからは、登録情報の変更の他、会員名簿閲覧、入金状況の確認等ができま

す。有効にご活用いただきますようお願いいたします。 

（会員ページ；https://service.kktcs.co.jp/smms2/loginmember/arsc ログイン ID,パ

スワードのお判りでない方は、＜clerk@arsc.org＞まで、お問い合わせください。） 
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