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●第35回学生論文賞募集

OR学会の発展は，将来の優秀なOR研究者および
OR実務担当者の養成いかんにかかっています．その
一助として，ORに対する学生の関心を高め，かつ大
学におけるOR関係学科間での情報交流にも役立てる
ため，学生会員の卒業論文，修士論文の中から，毎年
優秀なものを選び，「日本OR学会学生論文賞」とし
て昭和58年度より表彰しております．
対象は，学部の卒業論文，または大学院の修士論文
とします．毎年5編程度を表彰する予定です．指導教
員，学生がともに本学会員であることが必要です．卒
業論文・修士論文の指導にあたっておられる教員の
方々には，積極的にご推薦くださいますよう，お願い
いたします．

 （表彰委員会）
応募方法：
（1） 正会員である指導教員の推薦状1部を，指導教員

から送付してください．
＊推薦状は，学会WEB　http://www.orsj.or.jp/

whatisor/award7.htmlよりダウンロードして
ください．

（2） 卒業論文あるいは修士論文の論文，および論文要
約のファイルを，学生から提出してください．
＊  PDFのファイル名は，それぞれ次のように執
筆者の名前入り，英文字としてください．

・論文「Thesis_Yamada_Taro.pdf」
・ 論文要約（A4判2枚）「Abstract_Yamada_Taro.

pdf」
応募学生の資格：2017年3月に学部を卒業，あるい
は修士課程を修了する会員で，引き続き学生会員あ
るいは正会員である者．
応募締切：2017年3月31日
送付先：学会事務局　E-mail: jimukyoku@orsj.or.jp
（表彰委員会宛）
表　彰：受賞者には，OR学会研究発表会その他適当
な機会に表彰し，受賞論文の要約をOR誌に掲載し
ます．

● 2017年春季研究発表会  
（創立60周年記念大会）

日　程：2017年3月15日（水）～3月17日（金）
3月15日（水）13時～
特別講演，表彰式（一般講演セッションはありません）

3月16日（木）
一般講演等，懇親会 

3月17日（金）16時終了予定
一般講演等 

•研究発表会の開催期間を3日間とし，春季シンポジ
ウムは併催しません．

場　所：沖縄県市町村自治会館（沖縄県那覇市旭町
116–37）

研究発表会HP：http://orsj.or.jp/~nc2017s/
テーマ：「ORの新展開―さらなる変革と融合と発展
を目指して―」
“New perspectives of Operations Research: 
Towards innovative fusion”

特別講演：3月15日（水）13 : 00～（予定）
・外山俊明氏（全日本空輸（株）執行役員貨物事業 
室長／（株）ANA Cargo代表取締役社長）
・松原仁氏（公立はこだて未来大学教授）
・田口東氏（第6回近藤賞受賞者，中央大学教授）

実行委員長：山下英明（首都大学東京）
事前振込参加費（3/4（土）締切）：
正・賛助会員：6,000円
学生会員：1,000円
非会員：8,000円
＊非会員の学生の事前振込みはありません．
＊OR誌1月号綴じ込みの振替用紙をご利用くださ
い．当日は，アイウエオ順の受付になります．参
加費受領メールの送信はありませんので，振替用
紙の半券を保管ください．

＊欠席の場合，参加費の返金はできません．アブス
トラクト集をお送りします．

非会員の方，振替用紙をご利用でない方の振込先
みずほ銀行根津支店（店番号235）普通1530801
口座名：公益社団法人日本オペレーションズ・リ
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サーチ学会
ｼﾔ） ﾆﾎﾝｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞ ﾘｻｰﾁｶﾞﾂｶｲ
メールタイトル「研究発表会参加費振込」
お名前，ご所属先，正会員／賛助会員／協賛学会員／
学生会員／非会員，お支払い日を記入して日本OR
学会事務局 E-mail: jimukyoku@orsj.or.jpまで．
登壇料：非会員（非会員学生を含む）の方が研究発表
をする場合，参加費と別途，登壇料2,000円／件を
頂戴いたします（事前振込，当日お支払い同額）．
当日受付参加費：
正・賛助会員：7,000円
学生会員：2,000円
非会員学生：2,000円
非会員：10,000円
＊学生の方は，受付で学生証の提示をお願いします．
懇親会
日　時：2017年3月16日（木）夕刻（発表セッション
終了後）
場　所：沖縄県市町村自治会館
事前振込参加費（3/4（土）締切）：
一般（学生非会員を含む）：3,000円
学生会員：1,000円
＊  OR誌1月号綴じ込みの振替用紙をご利用くだ
さい．当日は，アイウエオ順の受付になりま
す．参加費受領メールの送信はありませんの
で，振替用紙の半券を保管ください．

＊ 欠席の場合も，懇親会費参加費の返金はできま
せん．
＊ 非会員の方，振替用紙をご利用でない方の振込
先は，上記発表会参加費に同じです．
　メールタイトル「懇親会参加費振込」
当日受付がある場合の参加費：一律4,000円
（懇親会は定員制です．事前振込の方を優先します．）

賛助会員の方へ：
1口につき1名様が研究発表会に無料でご参加でき
ます．賛助会員受付にて名刺をご提示ください（事
前の参加連絡は不要です）．ご参加者様については，
社内で調整をお願いいたします．ご欠席の場合は研
究発表会アブストラクト集をお送りします．
企業展示：
・（株）NTTデータ 数理システム
・（株）オクトーバー・スカイ
協賛学会（正会員と参加費同額）：
・日本経営工学会（JIMA）

・日本品質管理学会（JSQC）
・日本信頼性学会（REAJ）
・研究・イノベーション学会（JSRPIM）
・日本設備管理学会（SOPE-J）
・経営情報学会（JASMIN）
・プロジェクトマネジメント学会（SPM）
参加費関連問合せ先：

OR学会事務局　E-mail: jimukyoku@orsj.or.jp

●研究部会・グループ開催案内

〔サプライチェーン戦略〕
部会URL：http://scsr.jp/
・第37回
日　時：2017年2月6日（月）18 : 30～20 : 30
場　所：構造計画研究所本所新館B1F
テーマと講師：
「契約理論ってなんだろう？―2016年度ノーベル経済
学賞を紐解く―」
安田洋祐（大阪大学経済学部 准教授）

問合せ先：草刈君子（Kimiko.Kusakari@nifty.com）
＊会場アクセス・講演要旨・参加申込み方法は下記を
ご参照ください．

 http://scsr.jp/ 
〔待ち行列〕
部会URL：http://www.orsj.or.jp/queue/
・第266回
日　時：2017年2月18日（土）14 : 00～17 : 00
場　所：東京工業大学大岡山キャンパス西8号館（W）

809号室 
テーマと講師：
（1） 「二分決定グラフを用いたグラフ最適化」
 川原　純（奈良先端科学技術大学院大学）
（2） 「客の離脱を伴う待ち行列ネットワークの安定性

条件～複数クラス・フィードフォワード型と一般
化ジャクソン型の場合」

 勝田敏之（関西学院大学） 
問合せ先：佐久間　大（防衛大学校）  

E-mail: sakuma@nda.ac.jp 

●新宿OR研究会

〔第365回〕
日　時：2017年2月21日（火）　12 : 00～14 : 00
講　師：山本　政 氏（新日鉄住金ソリューションズ
（株）技術本部システム研究開発センターイノベー
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ティブアプリケーション研究部 統括研究員）
テーマ：「Jリーグ・マッチスケジューラ一事例ご紹介」
場　所：OR学会事務局会議室
（千代田区岩本町1–13–5　サン・チカビル7F）
http://www.orsj.or.jp/members/inquiry2.html
参加費：2,000円（昼食代を含みます．事前にメール
にてお申込みください．）
問合せ先：日本OR学会事務局

E-mail: jimukyoku@orsj.or.jp

●他学協会協賛案内

＊  OR学会が，共催・協賛・後援する大会やシンポジ
ウムの情報です．参加費など，詳しくは主催学会
にお問合せください．

・2017年春季全国研究発表大会
日　程：2017年3月9日（木），10日（金）
場　所：法政大学市ヶ谷キャンパス 
主　催：一般社団法人経営情報学会
テーマ：経営のデザインとプランニング
協賛学会参加費：経営情報学会会員価格に準ずる
WEB：http://www.jasmin.jp/activity/zenkoku_

taikai/2017_spring/ 

●公募案内

＊詳細は，各大学のWEBおよび，OR学会WEBの
「教員公募案内」をご覧ください．

・鳥取大学大学院工学研究科社会基盤工学専攻社会経
営工学講座
募集人員：教授1名 
専門分野：経営管理工学 
担当科目：オペレーションズ・リサーチ，確率システ
ム工学，及び数学，物理学などの基礎科目
応募資格：（1）博士またはPh.D.の学位を有し，大学
院博士後期課程を担当できること．（2）上記の専門
分野に関連して，データサイエンス，オペレーション
ズ・リサーチに基づいたシステムの運営・維持管理
手法について十分な研究意欲と業績を有しているこ
と．（3）行政，民間，住民組織等との連携プロジェ
クトなどを積極的に展開できる能力を有すること．
着任時期：2017年10月1日 
提出書類：（1） 履歴書，（2） 教育歴，（3） 研究歴，（4） 
その他の活動歴，（5） 着任後の抱負，（6） 研究業績

リスト，（7） 所見を伺える方の照会先または推薦状，
（8） 主要な査読付き学術論文の別刷り5編
※公募の詳細及び提出書類の様式については，必ず以
下の鳥取大学HPを参照してください．
http://akebia.jim.tottori-u.ac.jp/info/koubo.html

応募締切：2017年3月31日（金）必着 
書類送付先および問合せ先：〒680–8552 鳥取市湖山
町南4–101
鳥取大学大学院工学研究科社会基盤工学専攻社会経
営工学コース長　谷本　圭志
TEL: 0857–31–5310　FAX: 0857–31–0882 
E-mail: tanimoto@sse.tottori-u.ac.jp

＊封筒表面に「教員（社会経営）応募書類在中」と朱
書し，簡易書留郵便または宅配便にて送付のこと． 

●研究助成案内

＊詳細は，各財団のWEBおよび，OR学会WEBの
「助成案内」をご覧ください．

・電気通信普及財団
募　集：
・シンポジウム・セミナー開催等援助（平成29年度）
・長期海外研究援助（平成29年度） 

申込受付期間：2017年5月1日～5月31日（郵送必着）
問合せ先：電気通信普及財団　TEL：03–3580–3411
URL：http://www.taf.or.jp/josei/index.html

http://www.jasmin.jp/activity/zenkoku_taikai/2017_spring/
http://www.jasmin.jp/activity/zenkoku_taikai/2017_spring/
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●新入会員（2016年12月理事会承認分）

―賛助会員Ａ種―
綜合警備保障株式会社（ALSOK）

―正会員―
今津　義充 （株）ブレインパッド
昆　　資之  三菱電機インフォメーションネット

ワーク（株）
二宮　　隆 本田技研工業（株）
熊川　剛久 名古屋工業大学（中部支部）
三枝　　聡 有限責任監査法人トーマツ
松本　政勝 東京計器（株）
劉　　雪峰 新潟大学（東北支部）
柄澤　真太朗 ZSアソシエイツ
中島　寛人 （株）金融工学研究所
丁　　憙勇 大阪大学（関西支部）
福角　朝美 （株）ロックオン（関西支部）
川名　康雄 東京電力ホールディングス（株）
大用　庫智 関西学院大学（関西支部）
河村　日紀 東洋紡（株）（関西支部）

―学生会員―
大久保　壮浩 九州大学（九州支部）
曽根田　雅之 慶應義塾大学
野畑　剛史 東京大学
門吉　裕香 電気通信大学
名波　伸将 電気通信大学
久須美　裕 新潟大学（東北支部）
于　　　慧 新潟大学（東北支部）
岩城　雄大 福島大学（東北支部）
田島　雅己 東京大学
道津　愛美 関西学院大学（関西支部）
落合　吾朗 東京工業大学
齋藤　靖浩 首都大学東京
柴田　拓也 大阪府立大学（関西支部）
池田　駿一郎 関西学院大学（関西支部）
  
＊支部表記のない方は本部所属です．
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2017年度年会費納入のお願い

2017年度（2017年3月1日～2018年2月28日）年
会費の請求書を11月に発送しましたこのゆうちょ
の払込取扱票は，2017年1月以降もご使用可能で
す．
大学または，会社宛の請求書が必要な場合は，以

下をメールにて事務局にお知らせください（会員
氏名，請求金額，請求書宛名（個人名／法人名／
法人名＋個人名）請求書の日付指定の有無，様式
の指定…請求書／見積書／納品書，指定用紙など）．

OR学会の事業年度は3月～翌年2月までです．

年会費専用振込み口座

みずほ銀行 根津支店（店番号235）普通1124744
口座名： 公益社団法人日本オペレー

ションズ・リサーチ学会
　カナ： シヤ）オペレーションズ 

リサーチガッカイ

郵便振替口座 00190–6–79492
口座名： 公社）日本オペレーション

ズリサーチ学会

ゆうちょ銀行 〇一九（ゼロイチキュウ）（店番号019）
当座　0079492
口座名： 公社）日本オペレーションズ

リサーチ学会

年会費（不課税）　正会員14,400円
　　　　　　　　 学生会員5,000円
　　　　　　　　 シニア会員7,200円
*手数料は払込人様ご負担でお願いします．
*お名前はフルネームでお書きください．

シニア会員について

正会員のうち，20年以上正会員を継続し，会費
を完納している60歳以上であり，定常収入を有し
ない方は，理事会の承認によりシニア会員になるこ
とができます．申請／承認後，翌年度よりシニア会
員となります．シニア会員の会費は7,200円です．

特別会員について

正会員のうち，身体障害者手帳をお持ちの方は，
その手帳の写しを事務局に提示していただくこと
により，特別会員として年会費半額の免除制度が
あります．申請／承認後，翌年度より特別会員と
なります．特別会員の会費は7,200円です．

年会費の口座振替（正会員）

年会費自動振替の方は2017年1月20日に「2017
年度年会費」を引き落としさせていただきました．

2016年3月ご卒業の学生会員の方へ

1）ご就職により正会員として会員継続希望の方へ
新所属先（郵便番号，住所，所属機関，所属部署，

電話番号，メールアドレス），新自宅住所（変更が
あった場合），連絡先メールアドレス（所属先／自
宅）および，OR誌送付先（所属先／自宅）を事務
局にお知らせください．

2016年度の会費はそのままです．2016年11月
に2017年度正会員年会費14,400円の請求書を発送
いたしました．
2）退会希望の方へ
退会理由（卒業，大学院修了等）を書いて，退

会届のメールを事務局に送ってください．

学生会員年会費無料化キャンペーン

OR学会では学会活性化の一環として，2013年
度から開始した「学生会員年会費無料化キャンペー
ン」を継続中です．
1）学生新入会希望で，かつ指導教員が正会員の方
は，学生会員年会費5,000円は無料となり，入会金
600円でご入会できます． 
①WEBからの入会申込み
②入会金600円のお振込み
③指導教員様からの応募メール（「指導教員様の
お名前，ご所属，学生の方のお名前，ご所属，
メールアドレス」）

以上3点をもって，無料化受付が完了します．
2）学生新入会希望で，指導教員様が非会員の場合
は，「学生会員年会費無料化キャンペーン対象外」
となり，通常の年会費5,000円が必要となりますの
で，ご注意ください．

OR学会事務局

E-mail: jimukyoku@orsj.or.jp
〒101–0032 東京都千代田区岩本町1–13–5
サン・チカビル7F
TEL: 03–3851–6100, FAX: 03–3851–6055
*各種お届けは，メールにてご連絡ください．
（住所／所属先／メールアドレス／ OR誌送付先等
の変更，退会届）
会員氏名と新旧の変更内容をお書きください．


