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2011年 4月 2日 

ご挨拶  
 

	 このたびの東日本大震災・津波および福島第一原子力発電所の事故により被災された

方々に、心からお見舞い申し上げます。 

	 日本アフリカ学会第48回学術大会の会場となる弘前市・弘前大学は被害を受けません

でしたが、東北新幹線はいまだ復旧しておりません。しかし、東北新幹線は4月下旬には

全線復旧する予定とのことです。日本海側のJRや道路網は支障がなく、青森空港発着の

航空便はすべて運航しております。 

	 以上のように、第48回大会（5月20日の公開講演会、および21・22日の一般発表）に支

障はないと考えられますので、予定通り開催したく存じます。皆さまのご来場を心から

お待ち申し上げます。 

大会委員長	 丹野正 
 

---------------------------------------------------- 
News	 

	 

◎ ５月 20 日（金）18 時~、市民向け公開講演会を開催します。会員の皆さまも、どうぞご
参加ください！	 

 
	 

	 ◎５月 21 日（土）16 時~、会員向けシンポジウムを開催します！	 

大森林のエコシステム	 ̶最先端の研究者の複合的まなざし̶	 

講演１：湯本貴和（総合地球研）「共生と相克の森・熱帯雨林」	 

講演２：山極寿一（京都大）「生物多様性保全とエコツーリズム―ゴリラ観光の光と影―」	 

講演３：市川光雄（京都大）「森に生きる」	 

コーディネーター：丹野正（弘前大） 

もし眠り病の特効薬ができたら	 ̶日本人研究者の挑戦̶	 

講演１：濱野真二郎（長崎大）「熱帯感染症の克服を目指して―眠り病からのアプローチ」	 

講演２：見市雅俊（中央大）「世界史のなかの眠り病」	 

討論	 ：曽我亨（弘前大）「眠り病撲滅にともなうリスクを予想する」 

コーディネーター：作道信介（弘前大） 



2 
 

日本アフリカ学会第 48回学術大会 
第２回サーキュラー 

 
 
1.大会日程	 

	 2011年５月 20日（金）18:00-20:00 
公開講演会 

2011年 5月 21日（土）9:30-18:00 
口頭発表、ポスター発表、評議員会、総会、シンポジウム、懇親会 

	 2011年 5月 22日（日）9:30-16:45 
口頭発表、ポスター発表 

 
 
2.大会会場（弘前大学・文京町キャンパス）	 

公開講演会会場：弘前大学創立 50周年記念会館・みちのくホール 
一般発表会場	 ：弘前大学・総合教育棟	 （〒036-8560	 青森県弘前市文京町１番地） 
 
 
3.アクセス	 

JR弘前駅から大会会場へは 
	 	 ・JR弘前駅・中央口よりより徒歩 20分、バス約 15分。タクシー約 5分。  

バスを利用する場合は、駅前３番乗場から「小栗山・狼森線」又は「学園町線」

に乗車し、弘前大学前下車 
 
JRを利用して弘前へ 

関東から 
・ 東北新幹線利用。新青森駅から JR奥羽本線普通列車に乗車。弘前駅下車。 
・ 東北新幹線利用。新青森駅から北星タクシーはやぶさ便（乗り合い。JR新青森—弘前市
街ならどこでも、一人当たり定額料金 3000円、片道利用も可）
http://www.hokuseikotsu.co.jp/php/hayabusa.php 

 
東北新幹線は４月下旬に全線復旧の見込みです。詳しくは、JR東日本のＨＰでご確
認下さい http://www.jreast.co.jp/top.html 
	 	  

関西から 
・寝台特急日本海（大阪 17:47発、京都 18:20発→弘前翌朝 8:00着） 

 
航空機を利用して弘前へ 
・ 青森空港には日本航空のみ乗り入れています。ダイナミック・パッケージ（航空券＋宿泊）
が安価です http://www.jal.co.jp/ 

・ 青森空港から JR弘前駅までは、リムジンバスで約 54分です。 
http://konanbus.com/kukosen/kukosen.html 

・ 青森空港から弘前市内へは、タクシーも利用できます。 
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・ 三ツ矢タクシー青森空港便 
貸し切り。青森空港—弘前市内どこでも、一台あたり定額料金（小型 4000円／中
型 5000円、ジャンボタクシー９人乗り 6000円）。片道利用も可。
http://www.mitsuya-g.co.jp/air/air.html 

・ 北星タクシー青空便 
乗り合い。青森空港—弘前市内どこでも、一人当たり定額料金 2000円。片道利用
も可。http://www.hokuseikotsu.co.jp/php/aozora.php 

 
 
会場へのアクセス地図 
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文京町キャンパス地図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.	 研究発表	 

	 セカンド・サーキュラーでは、口頭発表（発表順・発表時間・タイトル）とポスター発表の

簡易版プログラムを添付してお送りします。最新版のプログラムは随時ホームページ

<http://tutaonana-hirosaki.com/>にてご確認ください。 
 

	 口頭発表の時間は 15分（発表 12分＋質疑応答 3分）です。発表会場では Windows PowerPoint 
2007の準備をしております。それ以外の形式での PCはご自分でご用意ください。発表用ファ
イルは USBフラッシュメモリに保存のうえ、以下の要領で準備してください。 
	 21日（土）午前に発表する方	 →	 8:30～9:15までに発表会場の PCにコピー 
	 21日（土）午後に発表する方	 →	 8:30~12:30までに発表ファイル受付室にて手続き 
	 22日（日）に発表する方	 →	 21日（土）16:00までに発表ファイル受付室にて手続き 
 
なお配付資料がある方は、必要分をご自分でご用意ください。当日会場でのコピーはできま

せん。 
 
	 ポスター発表の発表会場にはパネルを用意します。ポスターはタテ 180cmヨコ 120cm以内の
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サイズで作成してください。発表者は学会会場に到着次第、各自でポスターを掲示してくださ

い。ポスター発表の時間（コアタイム）は、以下の通りです。この時間帯（または、いずれか

一方の時間帯）には発表者が必ずご自分のポスターの場所に待機し、内容について説明してく

ださい。なお下記の時間帯以外もポスター会場は開放されておりますので、学会参加者は自由

にポスターを見ることができます。 
 
ポスター発表コアタイム 

21日（土）：15:00～16:00 
  22日（日）：13:00~14:00 

 
 
5.宿泊、昼食	 

宿泊は各自でご予約ください。参考までにいくつかのホテルと URLを挙げておきます。 
 
ＪＴＢ（総合）  http://dom.jtb.co.jp/yado/List.aspx?mesh=020601 
ひろやど倶楽部（総合） http://hiroyado.com/ 
ベストウェスタンホテルニューシティ弘前  http://www.bestwestern.co.jp/hirosaki/ 
ホテル・ルートイン弘前駅前  http://www.route-inn.co.jp/search/hotel/index.php?hotel_id=258 
弘前パークホテル http://www.imgnjp.com/hiro_park/ 
東栄ホテル  http://www.toei-h.com/ 
ドーミーイン弘前 http://www.hotespa.net/hotels/hirosaki/ 
弘前プラザホテル http://www.imgnjp.com/hiro_pla/ 
弘前国際ホテル  http://www.hirosaki-kokusai.co.jp/ 
ブロッサムホテル弘前 http://blossom.el2.jp/ 
弘前プリンスホテル http://www.h-prince.jp/ 
東横イン  http://www.toyoko-inn.com/hotel/00164/ 
スーパーホテル弘前 http://www.superhotel.co.jp/s_hotels/hirosaki/hirosaki.html 
石場旅館  http://ishibaryokan.com/ 
 
昼食は、土曜日は生協食堂を利用できます。日曜日は会場周辺に手頃な飲食店がないのでお弁

当の注文を受け付けます（会場周辺にはコンビニが１軒、蕎麦屋が１軒あります）。 
 
 
6.大会参加費、懇親会費、弁当代	 

 

5月 9日（月）までに納入 大会当日 

大会参加費 5,000円（学生 3,000円） 大会参加費 6,000円（学生 4,000円） 

懇親会費 6,000円（学生 4,000円） 懇親会費 7,000円（学生 5,000円） 

22日の弁当代 1,000円 弁当の当日申込はありません 

 
5月 9日（月）までに会費をお振込みいただくと、参加費および懇親会費は割安となります。
ぜひ、事前振込をご利用ください（恐れ入りますが、振込手数料は各自でご負担願います）。 
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大会参加費、懇親会費、弁当代の振込先は下記のとおりです。 
	 	 銀行名：青森銀行 
	 	 支店名：城南出張所 
	 	 口座種類：普通 

	 	 	 口座番号：３００２８３１ 
	 	 	 口座名義：弘前アフリカ学術大会会計曽我亨 

 
	 納入期限：5月 9日（月）（事務処理の都合上、10日以降の振込は責任を負いかねます。） 

	 	 	 振込金額 	 大会参加費のみの場合：5,000円（学生 3,000円） 
	 	 	 	 	 	 	  	 大会参加費＋懇親会費の場合：11,000円（学生 7,000円） 
  	 大会参加費＋懇親会費＋弁当代の場合：12,000円（学生 8,000円） 
	 	 	 	 	 	 	 	  
 

事前振込は、必ず大会参加者の名義（フルネーム）でお振り込みください。また複数人数

分をまとめて振り込むことはお避けください（事前振込者名を確定するためですので、ご

協力お願いします）。 
 

今回の東日本大震災で被災した方の参加費等を免除いたします。被災された方は、事務局

までお申し出下さい(habarihirosaki@gmail.com)。 
 
 
7.託児サービスの申し込み	 

会期中に託児所を開設します。対象は原則として２歳から小学生までのお子さんで、開設時

間は 20日公開講演（17:30-20:30）、21日（9:00-18:00）、22日（9:00-16:00）です（無料）。ご利
用を希望される方は５月６日（金）までに、利用日と時間、お子様のお名前、年齢（月数まで）

を第 48回大会ＨＰ上に掲載されている「問い合わせフォーム」またはメール
(habarihirosaki@gmail.com)にて事務局までお知らせください。事前申込みのない方の利用はで
きません。希望者多数の場合には受け入れできないこともありますのでご了承ください。上記

の年齢以外のお子さんの託児を希望される場合は事務局までご相談ください。 
 

2011年度の学術大会に関する情報は、アフリカ学会および第 48回大会のホームページから
もご覧いただけます。学術大会に関するお問い合わせは、第 48回大会ホームページ上の「問い
合わせフォーム」よりお願いします。もしくは、下記の事務局の Eメールアドレスへ直接電子
メールを送信いただいても結構です。 
 
8.問い合わせ先	 

〒036-8560	 弘前市文京町１番地 
弘前大学人文学部 
日本アフリカ学会第 48回学術大会事務局 
E-mail: habarihirosaki@gmail.com 
第 48回大会 HP：http://tutaonana-hirosaki.com/ 
日本アフリカ学会 HP：http://wwwsoc.nii.ac.jp/africa/index.html 


