取扱い注意
2020 年度 日本建築学会九州支部研究発表会（九州大学）
■日

程：

■確認内容：

接続テスト実施要領

2021/2/19 訂正

2021 年 2 月 20 日(土) 13～15 時
司

会

：

表示名、マイク、質問受付(「反応／手をあげる」機能の確認)

副司会

：

表示名、マイク、タイマー(音の確認)

口頭発表者：

表示名、マイク、スライド画面共有

■参加者（口頭発表者、司会、副司会）へのお願い
○口頭発表者、司会、副司会は、「研究発表要領」および「研究発表会プログラム」をご確認の上、
接続テストに参加してください。（支部 HP: http://kyushu.aij.or.jp/shibuken/ ）
○接続テストの部門各室の Zoom ミーティング URL は下表をご確認ください。Zoom ミーティングに接
続後、待機室でしばらくお待ちいただくことがありますのでご了承ください。
○接続テストは、セッション単位で行います。1 セッションあたりの所要時間は 20〜25 分の目安で
す。テスト参加者は、余裕を持って入室してください。
○入室後、表示名を「オンライン発表要領」に定められた表示に必ず変更してください。また、テス
トの順番が来るまで、マイクオフ、ビデオオフとしてください。
○テストは、最初にマイクテストを兼ねた参加者の出欠確認、表示名の確認を行い、続いて司会・副
司会・口頭発表者の順に以下のテストを行います。Zoom 統括者(ホスト)の案内に従って行ってく
ださい。テスト後の退室は随時可能です。
・司会者の質問受付テスト： 質問時間に用いる Zoom 画面下の「反応」
「手をあげる」ボタンの機
能と画面表示について確認してください。
・副司会者のタイマーのテスト： 「オンライン発表要領」に記されたタイマーの動作確認を短時
間で行います。前もって alarm 1(0 分 30 秒; 発表終了 1 分前鈴)、alarm 2(1 分 0 秒；発表終了
鈴) 、alarm 3(1 分 30 秒；質疑終了鈴)でアラームが鳴るようにセットしておいてください。
・口頭発表者の画面共有テスト：

発表用スライド(未完成可)を画面共有し、Zoom 統括者が正し

く画面表示できているか確認します。問題がある場合は修正して再度画面共有していただきま
すが、修正に時間を要する場合は順番を最後に繰下げることがありますのでご了承ください。な
お、「オンライン発表要領」2.②に記すとおり、パワーポイントの「ノート」機能を使用する際
はノートの内容が映らないよう注意してください。テスト時間は 1 題あたり 3 分以内です。
○接続テストに関する各室窓口への連絡は、下表の問合せ e-mail 宛にお願いします。
（専用電話はあ
りません）

■接続テスト
部門

各室 Zoom URL / 問合せ e-mail
室名
A室
（訂正）

材料・施工

ZOOM URL / 問合せ e-mail (担当者)
https://zoom.us/j/95183327381?pwd=KzFtWWluaVB1V1c1VjUyeEdmd2ZQdz09
ミーティング ID : 951 8332 7381

パスコード: 875254

問合せ e-mail：sww4677@naver.com (徐)
https://zoom.us/j/92762647858?pwd=ZVdDdnR6Z25KMnNESGJUWW9TL0I2Zz09

B室

ミーティング ID : 927 6264 7858
問合せ e-mail：rt.0526@icloud.com (田中)

パスコード: 270323
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https://zoom.us/j/98583582146?pwd=cDBUR2lOa1dSK2lpek5OVWZpcTlvQT09

A室
建築構造

ミーティング ID : 985 8358 2146

パスコード: KA1FXQ

問合せ e-mail：nakayama.ryo.447@s.kyushu-u.ac.jp (中山)

matsuo@arch.kyushu-u.ac.jp (松尾)

https://zoom.us/j/98214756626?pwd=WXZGajF1c2RKSE9TamQvSU5vTHZPZz09

B室

ミーティング ID : 982 1475 6626

パスコード: 262736

問合せ e-mail：kumagai.yuto.394@s.kyushu-u.ac.jp (熊谷)

matsuo@arch.kyushu-u.ac.jp (松尾)

https://zoom.us/j/91222903481?pwd=L3NYNzRHRnU3S2lhemNvQzlpOEwwdz09

C室
建築構造

ミーティング ID : 912 2290 3481

パスコード: 928115

問合せ e-mail：ishibashi.riku.843@s.kyushu-u.ac.jp (石橋) nambu@arch.kyushu-u.ac.jp (南部)
https://zoom.us/j/93766376932?pwd=SnFjNTh5Ykp3NzgrVmRVc0MzV2ZYUT09

D室

ミーティング ID : 937 6637 6932

パスコード: 240147

問合せ e-mail：eda.yuki.597@s.kyushu-u.ac.jp (江田) nambu@arch.kyushu-u.ac.jp (南部)
https://zoom.us/j/96620843264?pwd=ckFmZHduYnUrRi9oRjRmdUpvOUpUZz09

A室

ミーティング ID : 966 2084 3264

パスコード: 581140

問合せ e-mail：sumiyoshi@arch.kyushu-u.ac.jp (住吉)
https://zoom.us/j/95746473271?pwd=cnpvNkNxWXd3b1pxcFRBYkcvaCtvUT09

B室

ミーティング ID : 957 4647 3271

パスコード: 971608

問合せ e-mail：sumiyoshi@arch.kyushu-u.ac.jp (住吉)

環境工学

https://zoom.us/j/98488133793?pwd=a2U2dy9DWnhJZDFTUGJxYXQvN1hZQT09

C室

ミーティング ID: 984 8813 3793

パスコード: 710143

問合せ e-mail：sumiyoshi@arch.kyushu-u.ac.jp (住吉)
https://zoom.us/j/96910749655?pwd=NnZlemNqYktCN0RzTXQ4UkdyTzFLZz09

D室

ミーティング ID : 969 1074 9655

パスコード: 206973

問合せ e-mail：sumiyoshi@arch.kyushu-u.ac.jp (住吉)
https://zoom.us/j/97136293012?pwd=a1FEZmF4ci9OMHZRbnJueUtEbFU4UT09

A室

ミーティング ID : 971 3629 3012

パスコード: U5wZLq

問合せ e-mail：kouji.913.wn@gmail.com (二田水)

建築計画

shiwa@arch.kyushu-u.ac.jp (志波)

https://us02web.zoom.us/j/6118862530?pwd=NXRUVHBDcHhqc0VWeHRkb3Z4Wjl0QT09

B室

ミーティング ID : 611 886 2530

パスコード: 8hsZyM

問合せ e-mail：sugioka.ryo.891@s.kyushu-u.ac.jp (杉岡) shiga@arch.kyushu-u.ac.jp (志賀)
https://zoom.us/j/94520855296?pwd=dmVQdVpJVG1HOHZGUEpqRjhpVTRkUT09

A室

ミーティング ID: 945 2085 5296

パスコード: 924692

問合せ e-mail：lee.yangseon.339@s.kyushu-u.ac.jp (李)
https://zoom.us/j/93140279817?pwd=cFFndjkwY1JjbDBrT1V4T1lJUU1kZz09

都市計画

B室

ミーティング ID: 931 4027 9817

パスコード: 175797

問合せ e-mail：murakami.hotaka.324@s.kyushu-u.ac.jp (村上)
https://zoom.us/j/93730854017pwd=MUl2RUdFd1o5RXREcWFvSndIanliUT09

C室

ミーティング ID: 937 3085 4017

パスコード: 904845

問合せ e-mail：xu.tianxin.816@s.kyushu-u.ac.jp (許)
https://zoom.us/j/95041235455?pwd=NmJiTCtEdmVWTnZyQ1ZlYjg0dE5LUT09

歴史・意匠

A室

ミーティング ID : 950 4123 5455

パスコード: 221814

問合せ e-mail：lim.yong.292@s.kyushu-u.ac.jp (林(ﾘﾑ))
https://zoom.us/j/93679564376?pwd=TytWNmFqcFZOakR3YWVMTC9sZmJiZz09

建築デザイン

A室

ミーティング ID: 936 7956 4376

パスコード: 956137

問合せ e-mail：kadoya.ryosuke.032@s.kyushu-u.ac.jp (角屋)

