


The overall theme for the conference is: “Environment and Symbiosis”. In order to meet

the challenges of mankind, such as aging and environment, we aim to achieve “a society where everyone wants to

live” and "a society where everyone is energetic" by creating the three values of environmental, social and

economic. Kitakyushu once experienced coping with pollution through the united efforts of citizens, corporations,

and the government. This conference will contribute to the development that is in harmony with the environment of

Asia in the future. We welcome Paper/Poster/Exhibition proposals related to the overall theme and one or more of

the following sub-themes, in order to encourage interdisciplinary discussions at AFC2016 in Kitakyushu, Japan.

本会議全体のテーマは「環境と共生」です。環境や高齢化など人類共通の課題に対応し、環境、社会、経済

の三つの価値を創造することで「誰もが暮らしたい社会」「誰もが活力ある社会」の実現を目指す。北九州はかつて市民・企
業・行政一体の取り組みにより公害を克服した経験があり、今回の会議は今後アジアの環境と共生した発展に寄与するも
のと思われます。 論文・ポスター・展示作品は、第3回アジア未来会議で学際的に議論するために、この全体テーマと、下
記のサブテーマのいくつかに関連していることが望ましいです。

Academic Disciplines 学術分野
We welcome papers in the following disciplines:

下記の分野を受け付けます。
A Natural Sciences 自然科学

Physics, Chemistry, Biology, Mathematics, Medicine, Agriculture, Engineering, and others 

物理学、化学、生物学、数学、医学、農学、工学、その他
B Social Sciences 社会科学

Law, Politics, Economics, Business, Sociology, Education, and others 

法学、政治学、経済学、経営学、社会学、教育学、その他
C Humanities 人文科学

Philosophy, Religion, Psychology, History, Art, Literature, Linguistics, and others
哲学、宗教学、心理学、歴史学、芸術学、文学、言語学、その他

April 1st, 2015 Call for abstracts (“English only”, or “English and 

Japanese” if full papers will be written in Japanese)

2015年4月1日 論文募集（英語。ただし、日本語で論文執筆あるいは発
表する場合は、英語と日本語の両方）

August 31st, 2015 Deadline for abstract submissions. for the “subsidy for 

promising scholars” or “best paper awards”

2015年8月31日 「将来有望な研究者のための補助金」および「優秀論文
賞」の対象のための発表要旨締め切り

Before October 

31st, 2015

Announcement of selection results of abstracts. 2015年10月31日
以前

発表要旨の選考結果を通知

Before December 

20th, 2015

Release of selection results of subsidies for promising  

scholars

2015年12月20日
以前

将来有望な研究者のための補助金の選考結果を通知

February 1st  to 

April 30th, 2016

Pre-registration (20 % discount fee) 2016年2月1日～
4月30

早期割引参加登録（2割引き）

February 28th, 

2016

Final deadline for abstracts for all the participants 2016年2月28日 一般参加の発表要旨締め切り

March 31st, 2016 Deadline for full papers (English or Japanese )  for 

the “subsidy for promising scholars” or “best paper 

awards”

2016年3月31日 「将来有望な研究者のための補助金」および優秀論文賞
の選考となる論文（英語か日本語）の締め切り。

Before March 

31st, 2016

Announcement of selection results of abstracts

for all the participants.

2016年3月31日以
前

一般参加の発表要旨の選考結果を通知

May 1st to   

June 30th, 2016

General Registration (full registration fee) 2016年5月１日～
6月30日

一般参加登録（割引なしの正規料金）

June 30th, 2016 Deadline for full papers to be included in 

Proceedings

2016年6月30日 予稿集あるいはプロシーディングスに掲載する
論文締め切り

Peace/平和 Globalization/グローバル化 Environment/環境
Symbiosis/共生 Sustainability/持続性 Growth/成長
Equity/公平 Human Rights/人権 Health/健康
Happiness/幸福 Innovation/イノベーション Communication/コミュニケーション
Media/メディア Culture/文化 Thought/思想
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