日本植生史学会ニュースレター
No.39 August 19, 2016
第

回日本植生史学会大会（学会創立

周年記念大会）のご案内（第１報）・学会ニュース

第 31 回日本植生史学会大会のご案内（第 2 報）
第 31 回日本植生史学会大会を下記の要領で開催します。
大会参加・一般発表の申し込みは，学会 Web サイトの「大会情報」 http://hisbot.jp/meetings/upcomingmeeting
の『申し込みフォーム』からお申し込みください。

u

日時
2016 年 11 月 18 日（金）午後：幹事会
11 月 19 日（土）午前：幹事会・評議員会
午後：記念シンポジウム・懇親会（記念祝賀会）
11 月 20 日（日）一般研究発表（口頭 / ポスター）・総会

u

会場
大会会場：専修大学生田キャンパス 10 号館 1 階 10102 教室
懇親会（創立 30 周年祝賀会）会場：専修大学生田キャンパス 10 号館 4 階・学生ラウンジ
〒214-8580 神奈川県川崎市多摩区東三田 2-1-1
http://www.senshu-u.ac.jp/univguide/profile/access/ikuta_campus.html
アクセス：
向ヶ丘遊園駅（小田急線）南口より徒歩約 15 分
向ヶ丘遊園駅（小田急線）北口よりバスで約 10 分
（向ヶ丘遊園駅へは，新宿駅より小田急線急行で約 20 分）
http://www.senshu-u.ac.jp/univguide/profile/access.html#ikuta

u

費用 （当日徴収）
参加費（要旨集代を含む）：一般会員 3,000 円，学生会員 1,000 円，非会員 3,000 円
懇親会費：一般会員 6,000 円，学生会員 3,000 円，非会員 6,000 円
お弁当予約：11/20（日）昼のお弁当（お茶付）の予約を 1,000 円で受付けます。大会申込時に学会 Web サイト
の申込フォームからお申込ください。（11/19（土）は学生食堂が開いていますが，11/20（日）は閉まっており
ます。大学周辺に飲食店やコンビニがありませんので，ご注意ください。）
宿泊：各自でお早目にご予約ください。大会会場の専修大学生田キャンパス（向ヶ丘遊園駅）周辺には宿泊施設
が少なくなっております。新宿駅周辺や町田駅周辺など，小田急線沿線に宿泊されると便利です。

u

主催：日本植生史学会

u

大会実行委員：高岡貞夫（実行委員長）・苅谷愛彦・吉田圭一郎・一木絵理・田代 崇・江口誠一・星野安治

u

記 念 事 業 実 行 委 員：辻誠一郎（委員長）・高岡貞夫・井上 淳・佐々木由香・那須浩郎・吉田明弘・江口誠一・
星野安治
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大会プログラム
11 月 19 日（土）日本植生史学会創立 30 周年記念シンポジウム，懇親会（創立 30 周年祝賀会）
13：00～13：30

受付（専修大学生田キャンパス 10 号館 1 階 10102 教室）

13：30～18：00

日本植生史学会創立 30 周年記念シンポジウム『植生史研究のこれまでとこれから』（公開）

趣旨説明 13：30～13：40

辻 誠一郎（東京大学）

パート 1 13：40～15：40
話題 1

花粉分析による植生史研究と今後の課題

高原 光（京都府立大学）

話題 2

大型植物化石による植生史研究の成果と今後の課題

百原 新（千葉大学）

話題 3

この 30 年の木材遺体研究の展開と展望

能城 修一（森林総合研究所）

パート 2

16：00～18：00

パネルディスカッション「多様化する植生史研究」
コーディネーター・司会

鈴木 三男（東北大学名誉教授）

パネラー
矢部 淳（国立科学博物館）
鈴木 伸哉（東京都埋蔵文化財センター）
佐々木 由香（パレオ・ラボ）
吉田 明弘（鹿児島大学）
工藤 雄一郎（国立歴史民俗博物館）
那須 浩郎（総合研究大学院大学）

18：30～20：30

懇親会（創立 30 周年祝賀会：専修大学生田キャンパス 10 号館 4 階・学生ラウンジ）

11 月 20 日（日）一般研究発表（口頭・ポスター），総会
9：00～11：00

u

口頭発表（10 号館 1 階 10102 教室）

11：00～12：00

総会（10 号館 1 階 10102 教室）

12：00～13：00

昼食

13：00～14：30

ポスター発表（10 号館 1 階ゼミ 101A・ゼミ 101B）

14：30～16：30

口頭発表（10 号館 1 階 10102 教室）

一般研究発表，大会参加，懇親会，お弁当の申込期限
一般研究発表：

9 月 30 日（金）

一般研究発表要旨：

10 月 11 日（火）厳守

大会・懇親会申込：

10 月 20 日（木）

・11 月 20 日のお弁当
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申込方法
学会 Web サイトの大会情報（http://hisbot.jp/meetings/upcomingmeeting）にある『申込フォーム』に以下の
事項を記入しお申込み下さい。
①氏名・所属、②連絡先（住所，電話番号，電子メールアドレス），③会員種別（一般会員／学生会員／非会員），
④懇親会の参加／不参加，⑤11/20（日）昼のお弁当希望の有無，⑥一般研究発表の有無。
なお，一般研究発表をされる方は，次の項目もご記入下さい：⑦発表形式（口頭／ポスター），⑧発表タイトル，
⑨氏名・所属（連名の場合，発表者の左側に○印を付ける），⑩発表分野（A「生態，古生態，環境変動」／B「人
と植物の関係史」／C「分類・系統，生物地理」）。申込み時の内容でプログラムを作成しますので，変更のな
いようお願いします。
※前回大会から行っております優秀発表賞につきまして，今大会においても実施いたします。皆様の優れた研究
発表をお待ちしております。
一般研究発表要領
口頭発表：時間は質疑応答を含め 15 分を予定。発表の際はパワーポイント(Win・Mac 双方対応)をご使用下さい。
ポスター発表：ポスターボードは，幅 85cm，高さ 120cm（A0 縦対応）を予定しています。
※申込み多数の場合，口頭発表／ポスター発表の変更をお願いすることもあります。

要旨執筆要領
一般研究発表の要旨を以下の執筆要領にしたがい作成し，その PDF ファイルを第 31 回大会実行委員会の電子メ
ールアドレス（taikai31@hisbot.jp）に送付して下さい（MS-Word など他の形式のファイルは不可）。執筆要領
に沿っていない要旨は受け付けできませんのでご注意ください。

1．原稿サイズは A4（縦置き・横書き）で，2 ページ以内とする。
2．原稿には上下 3cm ずつ，左右 2.5cm ずつの余白を取る。
3．原稿の行数および１行の文字数は自由だが，１ページあたり 38 行×45 文字程度を目安とする。
4．要旨中に図表を挿入しても良い。ただし，600dpi のモノクロ印刷で判読が可能なものに限る。
5．提出する PDF ファイルのサイズは 3.0MB 以内とする。
6．提出する PDF ファイルは Adobe Acrobat Reader 4.0 かそれ以降のヴァージョンで表示および印刷できるもの
とする。
7．要旨集の編集作業を行うため，提出する PDF ファイルにパスワードなどのセキュリティ設定をしない。
「印刷」，「テキストとグラフィックの選択」，「文章の変更」，「注釈とフォームフィールドの追加と変更」
などは“許可”にする。
8．提出された原稿はそのままモノクロ印刷するため，作成した PDF ファイルを各自で印刷し，文字や図表に充
分な解像度があるか，文字化けなどがないかを提出前に必ず確認する。

大会に関する連絡先：参加申込や要旨作成などに関するお問合わせは，大会実行委員会（taikai31@hisbot.jp）
までお願いします。

祝賀会スライドショーへの写真提供のお願い
創立 30 周年祝賀会では，これまでの日本植生史学会を振り替える創立 30 周年記念スライドショーを企画してお
ります。つきましては，会員のみなさまが撮られた写真の提供をいただきたく，お願い申し上げます。
日本植生史学会の大会，巡検，懇親会，学会運営に関わる写真のデジタルデータを shashin30th@hisbot.jp ま
でお送りください。
また，写真に関する情報（いつどこで撮影したものか）をメールに書き加えていただけますと助かります。提
供して頂いた写真はできる限り祝賀会で紹介したいと思いますが，時間の都合上，写真の採用については記念事
業実行委員会にご一任ください。
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学会ニュース
● 会費納入のお願い
2016 年度の会費納入にご協力下さい。
日本植生史学会会費（2010 年度より）一般会員：6,000 円・学生会員：3,000 円・シニア会員：3,000 円・団体会員：
8,000 円・賛助会員：一口 20,000 円とし一口以上とする。会費納付先：郵便振替口座 00980-8-70087 加入者名 日本
植生史学会
● シニア会員制度について
日本植生史学会では，植生史学分野に長年携わり活躍されてきた会員に，定年退職後も学会活動への継続的な参画
を期するため，「シニア会員」の制度を設けています。詳しくは，学会 Web サイトの「シニア会員制度の新設と会
員種別変更のご案内」 http://hisbot.jp/archives/3156

をご覧下さい。

● 異動・所属変更に伴う会員情報変更のお願い
学生会員及び一般会員の方で，異動，所属変更等があった方は，以下の日本植生史学会事務局へのご連絡下さい。

事務局：
●連絡・問合せ 庶務幹事
TEL：042-374-8044
●NL編集

鈴木伸哉

〒206-0033

庶務：hbmain@hisbot.jp

ホームページ・企業広告問い合わせ

東京都多摩市落合１－１４－２

東京都埋蔵文化財センター

会誌投稿：journal@hisbot.jp
広報・渉外幹事

井上

淳

広報・渉外：hbnews@hisbot.jp

●入会・異動・退会の申し込み、バックナンバーの購入、メーリングリストアドレスの登録・変更、NL発行
〒166-8532

東京都杉並区和田3-30-22

Tel：03-5307-1175

Fax：03-5307-1196

大学生協学会支援センター内
Mail：hisbot@univcoop.or.jp

● 学会ホームページ http://hisbot.jp/
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日本植生史学会事務局

