
 
日本貝類学会 90周年記念大会のご案内 

平成 30 年度大会（ 東京 ） 
 
日時：平成 30（2018）年 5月 26日（土）〜 27日（日） 

会場：東京海洋大学 	 品川キャンパス 

 〒108-8477 	 東京都港区港南４−５−７ 

 	 ((JJRR 線・京浜急行線 	 品川駅港南口((東口))から徒歩約 1100 分)) 	 

 

■日程： 

5月 26日（土） 

 	 8:30 受付開始（白鷹館） 

 	 9:30 〜12:00  研究発表（白鷹館） 

（ 昼食 ） 

 	 13:00 〜15:00  公開シンポジウム 

 	  	       「日本の貝類の多様性と保全」 

 	 15:00 〜16:30  ポスターセッション 

 	 16:30 〜17:45  研究発表 

 	 18:00 〜 	  	  	 懇親会 

5月 27日（日） 

 	 8:30 受付開始（白鷹館） 

 	 9:00 〜11:30  研究発表（白鷹館） 

 	 11:30 〜12:30  総会 

（ 昼食 ） 

 	 13:30 〜15:00 	 ポスターセッション 

 	  	 （楽水会館） 

 	 15:00 〜17:00 	 研究発表 

 

※時間は変更となる場合があります。 

 

■懇親会 

 	 ５月26日（土）研究発表終了後、大会会場内 楽水会館での開催を予定しています。奮っ

てご参加ください。  

 	 ※人数把握の都合上、できるだけ４月 20日（金）までにお申込みください。 

 

■大会参加・研究発表申込み  

①  参加申し込み書を送付下さい  

 	 別紙の参加申込書に必要事項を記入の上、電子メール、郵送、ファクスで下記実行委員

会宛お送りください。 

研究発表・要旨の申込み締切： 4月 20日（金）必着 

（参加のみ申込は 4月 21 日以降でも受け付けます） 	  	  	  

 

 



 

申込み宛先 

 	 郵便：〒108-8477 東京都港区港南４−５−７ 	 東京海洋大学海洋環境科学科 	  

土屋光太郎 気付 日本貝類学会平成 30年度大会 実行委員会 宛 

 	 FAX: ０３−５４６３−０６８７ 

 	 電子メール： <MSJmeeting2018@gmail.com >（大会専用） 

 	 なるべく電子メールでのお申し込みをお願いいたします。メールでのお申し込みの際に

はタイトルを「大会参加申し込み（お名前）」あるいは「大会発表申し込み（お名前）」と

してお送り下さい。 

 

②  参加費を入金して下さい   

 	 大会参加費・懇親会費・弁当代は以下の通りです。早期入金により大会参加費と懇親会

費が割引になります。早期入金・事前入金にご協力下さい。 

 

  	  	  	  	 4/20 以前  	  	  	 4/21 以降、当日 

 	  	 一般  	  	 学生  	  	 一般  	  	 学生 

参加費 3,000円 2,500円 3,500円 3,000円 

懇親会費 7,000円 6,000円 7,500円 6,500円 

 

入金口座は以下の通りです。恐れ入りますが手数料はご負担下さい。 

 	 口座名称：MSJ2018大会東京 (エムエスジェーニセンジュウハチタイカイトウキョウ) 

 	 郵便振替口座：００１１０−６−６０３９９２ 

 	 他銀行からの振込：ゆうちょ銀行 	 〇一九（ゼロイチキュウ）店 (店番 019)  

当座 ０６０３９９２ 

 

・「学生」区分には定収入のないポスドクを含みます（自己申告で結構です）。 

・参加申込みが 44 月 2200 日以前でも、入金が 44 月 2211 日以降の場合（大会当日会場受付での

支払いを含む）には早期割引は適用されません。 

 

■昼食弁当 

会場最寄のJR品川駅構内、周辺にはスーパー、コンビニが多数ございますが、予約制で弁当

（１食1000円）を大会両日用意いたします。ご希望の方は４月20日（金）までに参加申し

込みとあわせてお申込み下さい。 

 

 



 

■研究発表 

発表形態：ポスター発表、または口頭発表（質疑を含め15分）とします。発表は１人ポス

ター１件、口頭発表１件（合計２件）までとします。共同発表者として名前が入るのは何

件でも構いません。申込時に希望形態を指定してください。ただし発表日と時間帯の指定

はできません。プログラム調整の関係で発表形態の変更をお願いする場合がありますので、

あらかじめご承知おきくださるようお願いいたします。 

 

ポスター発表のパネルサイズ：横90cm•高さ180cm（ピンでボートに張り付ける形式です） 

口頭発表で使用できる機器類：PowerPoint, DVD, BD 

PowerPointによる発表：会場ではWindows10 (PowerPoint2013) のマシンを用意します。

OS 等の環境が異なる方は各自で再生テストを行っておいて下さい。データは USB メモリ

等にコピーして当日ご持参のうえ、受付時にお渡しください。システムに標�準でないフォ

ントは正しく表示されない可能性がありますのでご注意ください。動画を組み込んで発表

される方は受付時にお申し出ください（動作確認をします）。ご不明の点がありましたら、

実行委員会までお問い合わせ下さい。 

 

■講演要旨の送付 

 	 研究発表をお申込みいただくとともに、講演要旨の電子ファイルを４月20日（金）まで

に実行委員会宛にお送りください。要旨の字体やサイズ等のレイアウトは実行委員会で統

一します。 

講演要旨作成要領： 

・ 1行目に講演演題、2行目に講演者氏名・所属（複数演者の場合は当日発表者の氏名の右

肩に○印）、3行目以降に本文、最下行に「氏名：演題」を英文で記入してください。 

・ 本文は全角800字以内とします。 

・ 学名表記で必要なものは斜字体を指定してください。 

・ 上記要領に沿った要旨をMS-Word(.doc, .docx)、またはリッチテキスト(.rtf)形式で保存し、

ファイル名を「貝類学会要旨（氏名）」として実行委員会(MSJmeeting2018@gmail.com)宛に

メール添付でお送り下さい。 

 

■各お申し込みの確認 	 

 	 メールにての学会発表および学会参加申込みにつきましては、お申し込み後 11 週間以内

に受付のお返事を差し上げます。11 週間以内に受付の返事が無い場合には、別のメールアド

レスを使用して再度ご連絡頂くか、電話、FFaaxx などでお問い合わせください。 	 

 



 

■若手の会 	  	 

 	 55月2255日((金))に東京大学総合研究博物館において、若手の会を開催致します。1133時より貝

化石のソーティング、1188時より貝トークの予定です。詳細は、若手の会ホームページ 	 

(( 	 hhttttppss::////ssiitteess..ggooooggllee..ccoomm//vviieeww//mmssjj22001188wwaakkaattee 	 ))をご覧ください。参加をご希望の方は

若手の会ホームページ内、参加申込フォームよりお願いいたします。その他、ご質問等は 	 

mmssjj22001188wwaakkaattee@@ggmmaaiill..ccoommまでご連絡お願いいたします。皆様奮ってのご参加お待ちしてお

ります。 	  	 

世話人：安里（筑波大）、香川（東北大）、������������ÅÇÉÑÖÜáàâäãåçéèêëíìîïñóòôöõúùûü‡·‚„‰ÂÊÁËÈÍÎÏÌÓÔÒÚÛÙıˆ˜¯˘˙˚¸野（東大）、寺本（東邦大）、照屋（沖縄

県）、中山（京大） 	 

 	 

■宿泊 	 

 	 実行委員会では斡旋いたしませんので、各自で手配してください。 

 	  

■大会に関するお問い合わせ 

 	 東京海洋大学 	 土屋光太郎（大会実行委員長） 

 	 TEL/ FAX: 03-5463-0530 // 	 0033--55446633--00668877 	 

 	 メール：MMSSJJmmeeeettiinngg22001188@@ggmmaaiill..ccoomm 	 

 	 

 


