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 第 35 回日本植生史学会大会のご案内（第 2報）  

第 35 回日本植生史学会大会を下記の要領で開催します。今大会はオンラインによる変則的な開催のため，予定外の

変更が行われる可能性があります。会員の皆様には学会ホームページ上の大会案内の告知にご注意いただく様に重ね

てお願い申し上げます。 

 

第 35 回日本植生史学会大会ホームページ 

http://hisbot2020.main.jp/ 

 

◆ 日時 

2020 年 10 月 24 日（土）ポスター・講演要旨集の大会ホームページへの掲示 

2020 年 10 月 26 日（月）午後：評議員会 

2020 年 10 月 28 日（水）～30 日（金）午後 17～19 時：Zoom への接続テスト 

2020 年 10 月 31 日（土）午前 9 時頃開始予定：一般研究発表（口頭・ポスターセッション），総会，奨励賞記念行

事，懇親会（午後 9 時頃終了予定） 

2020 年 11 月 1 日（日）一般研究発表（口頭・ポスターセッション）予備日 

（発表希望者が多い場合に開催します） 

 

◆ 申し込み方法 

大会ホームページ（http://hisbot2020.main.jp/form/）にリンクされてある『申し込みフォーム』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／シニア会

員），④懇親会の参加／不参加，⑤一般研究発表の有無。 

一般研究発表をされる方は，次の項目をご記入下さい： 

⑥発表形式（口頭／ポスター），⑦発表タイトル，⑧氏名・所属（連名の場合，発表者の左側に○印を付ける） 

⑨優秀発表賞審査対象者の該当，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」） 

一般研究発表のタイトルは，申し込み時の内容でプログラムを作成しますので，変更は受付けません。 
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◆ 申し込み締切り，講演要旨，ポスター提出期限 

一般研究発表申込締め切り：9 月 20 日（日） 

大会参加申込・懇親会申込・講演要旨提出締め切り：10 月 10 日（土） 

ポスター提出期限：10 月 17 日（土） 

 

◆ 参加費：無料。ただし，参加するためには事前登録が必要です。 

 

◆ 参加資格：会員のみ。今回に限って非会員の参加・発表はできません。 

参加・発表をご希望の方は学会ホームページの入会案内（http://hisbot.jp/about/regist）従ってご入会ください。 

 

◆ 開催方法 

2020 年度の大会はすべてオンラインで行います。大会を開催する Zoom（Web 会議サービス）の URL を 10 月 27 日

にメールで参加登録者にお知らせします。Zoom への接続・利用方法は大会ホームページを参照してください。 

http://hisbot2020.main.jp/yokou/201-2/ 

Zoom アプリケーションをインストールされていない場合は，前もって下記の Zoom ダウンロード・センターにアク

セスして無料サインアップを行い，インストールを行ってください。Zoom に接続する URL をお知らせした上で，10

月 28 日から３日間 Zoom への接続テストができるようにします。口頭発表や総会の質疑応答は，Zoom 画面の下にあ

るチャット機能（名前を入力，座長が指名後に発言）を利用し，ポスター発表は大会ホームページ上のコメント機能

を利用します。 

講演要旨は PDF 版のみとし，大会ホームページに掲示します。大会ホームページへのアクセスのためのパスワード

を 10 月 24 日に参加登録者にお知らせします。 

総会は事前に総会資料を大会ホームページで閲覧できるようにしたうえで，当日は Zoom で質疑応答と議決を行い

ます。議決は挙手機能（Zoom 画面の下の「参加者」→「手を挙げる」）を利用します。 

奨励賞記念講演や懇親会も Zoom にて行います。 

 

◆ 参加申し込みや要旨作成，オンライン接続などに関するお問合せ 

大会実行委員会（taikai35@hisbot.jp）までお願いします。 

大会実行委員:百原 新（委員長），矢部 淳，若杉糸絵，工藤雄一郎，那須浩郎，林 竜馬，真邉 彩，浦 蓉子 

 

◆ 優秀発表賞について 

大会における若手研究者の優秀な発表を優秀発表賞として表彰します。賞の趣旨・内容と審査対象者については以

下の通りです。 

１．優秀発表賞の趣旨：日本植生史学会大会での若手研究者の積極的な研究発表と，植生史研究への投稿を促進する

http://hisbot.jp/about/regist
http://hisbot2020.main.jp/yokou/201-2/
mailto:taikai35@hisbot.jp
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ことを目的として，大会での口頭発表，ポスター発表に対して賞を授与する。 

２．賞の内容と副賞：優秀発表賞の受賞者は大会終了後に通知し，表彰状を授与する。また，大会終了後１年以内に

当該発表を植生史研究に投稿した場合，副賞を授与する。 

３．審査対象：発表者（筆頭者）が大学生・大学院生，もしくは大学卒業後または大学院（修士課程もしくは博士課

程）修了後５年未満の会員に限る。 

 

◆ 一般研究発表要領 

発表と質疑応答の要領の詳細については，大会ホームページをご参照ください。 

http://hisbot2020.main.jp/yokou/201-2/ 

口頭発表：時間は質疑応答を含め 15 分（発表 12 分，質疑応答 3 分）です。発表の際は PowerPoint もしくは PDF や

Keynote 等をご使用下さい。発表時間の前にデスクトップにファイルを保存し，Zoom の画面共有機能を使って発表し

てください。質疑応答は，Zoom 画面の下にあるチャット機能で名前を送信していただき，座長が指名した後，発言し

ていただきます。 

ポスター発表：ポスターの作成方法などの詳細については，大会ホームページをご参照ください。 

http://hisbot2020.main.jp/poster/ 

ポスターは大会ホームページ内に，JPEG の画像データとして掲載します。ポスターの各ページには閲覧パスワード

を設定します。大会参加者にはパスワードを 10 月 24 日（土）にメールで周知する予定です。 

大会ホームページ上で表示できるポスター画像の最大サイズは横 1810×縦 2560 ピクセルです。 

※それ以上の解像度で作成しても自動的に縮小されます。 

作成したポスターのデータを，第 35 回大会実行委員会（taikai35@hisbot.jp）に 10 月 17 日（土）までに送付して下

さい。 

ポスターは以下のいずれかの形式のデータでお送りください。 

・JPEG 画像データ 

・PDF データ（実行委員会で JPEG の画像データに変換して掲載します） 

メールに添付できるファイルは 5MB までです。それ以上のサイズのファイルを送信する場合は，オンラインストレ

ージサービス等をご利用ください｡ 

ポスターは 10 月 24 日から大会終了時まで大会ホームページ上で閲覧できます。質疑応答はホームページ上のコメン

ト機能を利用できます。ポスターコアタイム時間には必ずホームページを閲覧できる状態にし，閲覧者とディスカッ

ションを行ってください。 

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従い作成し，そのPDFファイルを第35回大会実行委員会（taikai35@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。 

http://hisbot2020.main.jp/yokou/201-2/
http://hisbot2020.main.jp/poster/
mailto:taikai35@hisbot.jp
mailto:taikai35@hisbot.jp
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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，オンラインでの発表は公衆送信に相当するため，発表にあたっては著作

権の問題を各自クリアしてください。 

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 で表示および印刷できるものとする。表示および印刷時の文字や

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。 

7．提出する PDF ファイルは，要旨集の編集作業が可能な設定にしてください。 

 

 学会ニュース  

● 会費納入のお願い 

2020 年度の会費納入にご協力ください。 

 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 

 

● 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，所属変更等がある方は，以下の日本植生史学会事務局にご連絡ください。 

 

事務局：  

●連絡・問合せ 庶務幹事 村上由美子 〒606-8501 京都市左京区吉田本町 京都大学総合博物館 

 TEL：075-753-3279 庶務：hbmain@hisbot.jp 会誌投稿：journal@hisbot.jp 

●NL編集 ホームページ・企業広告問い合わせ 広報・渉外幹事 西内李佳 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 

 〒169-0072 東京都新宿区大久保2-4-12 新宿ラムダックスビル 株）春恒社 学会事業部内  

       日本植生史学会事務局 

 Tel：03-5291-6231 Fax：03-5291-2176 Mail：hisbot-office01@shunkosha.com  

● 学会ホームページ http://hisbot.jp/ 
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