
日本動物学会・平成 30 年度東北支部大会のご案内（第 2 報） 
 

日本動物学会東北支部大会 

実行委員長 越智 陽城 

 

平成 30 年度の東北支部大会を、下記の要領で 7月 21 日（土）から 22 日

（日）の 2日間、山形市の山形大学小白川キャンパスで開催いたします。交通

アクセスや懇親会への参加を考慮し、土曜日の午後から日曜日の午前中に行う

こととし、一般講演は全て口頭発表、高校生による科学研究発表会は口頭発表

またはポスター発表といたします。皆様による研究成果を是非ご発表くださ

い。また、発表の場を希望される高等学校への PR もお願いします。多くの方

の参加を期待しています。 

 

記 

 

• 会期 

7 月 21 日（土）13：00～18：00（一般口演、高校生による発表） 

7 月 22 日（日） 9：00～12：00（一般口演、総会） 

 

• 会場 

〒990-8560 山形市小白川町一丁目 4-12 

山形大学 理学部 11 番講義室  

 

 

• アクセス  

• https://www.yamagata-u.ac.jp/jp/access/ 

JR 山形駅から 

• 東方へ約 2km、徒歩約 25 分。 

• ベニちゃんバス「東くるりん 東原町先回りコース」で「山大前」

下車(所要時間約 9分)。ベニちゃんバスの運行については山形市ホ

ームページをご確認ください。 

• 市内路線バス「県庁前・県庁北口」行きで「南高前・山大入口」下

車(所要時間約 6分）、そこから徒歩約 7分。 

JR 仙台駅から 

• 高速バス「山形行き」で「南高前・山大入口」下車（所要時間約

55 分） 



  小白川キャンパス正門を入ってすぐの左側の建物が理学部です。正面の自

動ドアから入ると受付があります。 

 

• 概要  

(1) 一般発表       7 月 21 日(土) 13:00 – 14:00 

                16:30 - 18:00 

        7 月 22 日(日) 9:00 – 11: 30 

(2) 高校生による科学研究発表 7 月 21 日(土) 14:00 – 16:30 

(3) 総会    7 月 22 日(日) 11:30 – 12:00 

(4) 懇親会    7 月 21 日(土) 18:30 – 20:30 

(5) 親子で楽しむ動物学 18 8 月 5 日 (日)  13:00 - 15:30 

 

※上記の時間設定は現時点での予定であり、演題数等により変更される場

合もあります。あらかじめご了承ください。 

 

• 申込方法: 

参加申込票に必要事項をご記入の上、申込票の部分をメール本部にコピー

して、watan@sci.kj.yamagata-u.ac.jp (プログラム担当: 渡辺明彦)まで

送りください。この時に件名を「東北支部大会・講演申し込み」として下

さい。受領の返信をいたしますので、数日たっても返信のない場合には再

度ご連絡ください。演者の方は、参加申込の必要事項に加えて、発表申込

票に必要事項をご記入の上、メールでお送りください。 

 

• 申込締切:  

7 月 6 日(金) 必着 

 

• 参加費:  

500 円 (当日受け付けにてお支払いください) 高校生と引率者は無料 

 

発表:  

一般講演は全て口頭発表のみとし、発表 12 分、質疑応答 3分の予定です。

高校生発表は口頭発表またはポスター発表とします。申込票にて、口頭発

表かポスター発表のどちらかを選択してください。口頭発表は原則 1校 1

題としますが、申込件数によっては複数演題を発表できる場合がありま

す。希望される場合はその旨を合わせてお知らせ下さい。後日ご連絡させ

ていただきます。高校生の口頭発表は、発表 10 分、質問・アドバイス 2分



の予定です。ポスター発表については、横 90cm・縦 150cm を目安に作成し

てください。一般口頭発表と高校生口頭発表のいずれも、パワーポイント

のスライドのサイズは標準(4:3)で作成してください。トラブルに備えて

Windows と Mac のパソコンを用意いたしますが、可能な限りご自身のパソ

コンとアダプターをご持参ください。プロジェクターのコネクタは VGA 端

子（D-sub15 ピン）に対応しています。 

 

 

• 懇親会:  

大会の初日終了後に山形大学の周辺で懇親会を行います。懇親会費は 4000

円を予定しております。多くの方々の参加をお願いいたします。支部大会

の参加申込票にて出欠をお伝え下さい。 

 

• 宿泊: 

山形駅周辺には多数の宿泊施設がありますのでご利用ください。 

 

• 問合せ 

〒990-9585 山形県山形市飯田西 2-2-2  

山形大学医学部がん研究センター 4 階  越智陽城 

電話: 023-628-5925  メール: harukiochi@med.id.yamagata-u.ac.jp 

 

 

• 担当者 

委員長:   越智陽城 

プログラム:  渡辺明彦 

会場:    藤山直之, 半澤直人、中内祐二 

会計:   渡辺絵理子 

懇親会:   中内祐二 

高校生発表:   小田隆二, 佐々木隆行, 渡辺明彦 

親子で楽しむ動物学 18: 渡辺絵理子, 中内祐二, 渡辺明彦 

 

 

 

 

 

 



---------------------------------------------------------------------- 

【日本動物学会・平成 30 年度東北支部大会参加申込票】 

 

（ふりがな） 

氏 名：  

所 属： 

連絡先：（〒      ） 

TEL：             （内線：     ） 

メールアドレス：  

発 表： 有   無        （いずれかを消してください） 

懇親会： 出席  欠席 （いずれかを消してください） 

 

 

【日本動物学会・平成 30 年度東北支部大会発表申込票】 

発表演題：（全角 35 文字程度まで）  

 

発表者：（連名発表者の全氏名と所属、演者名の前に○印） 

 

 

発表要旨：（全角で 450 字程度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



---------------------------------------------------------------------- 

高校生による科学研究発表会実施要項 

 

日本動物学会東北支部では、学会に付随して高校生による科学研究の成果を発

表する機会を提供しています。発表を通じて、研究者や大学生、大学院生との

質疑応答を体験し、科学研究に対する興味と意欲をさらに高めていただくこと

が目的です。研究発表の内容は、高校生が高校のクラブ活動や課題研究等を通

して主体的に行った科学研究で、既発表、未発表を問わず、現在進行中の内容

や企画段階の内容も歓迎します。これから研究を進めようという生徒さんに、

学会員の皆様がアドバイスをする貴重な機会ともなりますので、奮ってご参加

ください。 

 

日 時：平成 30 年 7 月 21 日（土）14：00 - 16：30 

 

※上記の時間設定は現時点での予定であり、演題数等により変更される場合も

ありますことを、あらかじめご了承ください。（終了時間が遅くなることはあ

りません。）受付は 12:30 から開始します。 

 

会 場 

〒990-8560 山形市小白川町一丁目 4-12 

山形大学 理学部 11 番講義室（口頭発表）、13・14 番講義室（ポスター発表） 

 

参加申込 

以下の申込票に必要事項をご記入の上、参加申込票の部分をメール本文にコピ

ーして watan@sci.kj.yamagata-u.ac.jp (プログラム担当: 渡辺明彦)までお送

り下さい。締切りは 7月 6日（金）必着です。申込と同時に送っていただく研

究概要は製本し、当日要旨集として配布いたします。なお、発表者は高校生自

身とします。 

 

発表方法 

発表は口頭発表またはポスター発表とします。申込票にて、口頭発表かポスタ

ー発表のどちらかを選択してください。口頭発表は原則 1校 1題としますが、

申込件数によっては複数演題を発表できる場合がありますので、希望される場

合は申込表の連絡欄にその旨を記入してください。後日ご連絡をさせていただ

きます。口頭発表は、発表 10 分、質問・アドバイス 2分の予定です。スライ

ドのサイズは標準(4:3)で作成してください。トラブルに備えて Windows と Mac



のパソコンを用意いたしますが、可能な限りご自身のパソコンとアダプターを

ご持参ください。プロジェクターのコネクタは VGA 端子（D-sub15 ピン）に対

応しています。ポスターは、横 90cm・縦 150cm を目安に作成してください。 

 

主 催: 公益社団法人日本動物学会 東北支部 

後援: 山形大学理学部 

 

その他 

同会場では、13：00 から日本動物学会東北支部大会が行われます。参加者はど

なたも無料で参加することができます。 

 

問合せ 

〒990-9585 山形県山形市飯田西 2-2-2  

山形大学医学部がん研究センター 4 階  越智陽城 

電話: 023-628-5925  メール: harukiochi@med.id.yamagata-u.ac.jp 

 

担当者 

渡辺明彦（山形大学） 

メール：watan@sci.kj.yamagata-u.ac.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



----------------------------------------------------------------------

【「高校生による科学研究発表会」参加申込票】 

 

学校名：  

参加教員氏名： 

連絡先：（〒      ） 

TEL：             （内線：     ） 

メールアドレス：  

参加生徒氏名： 

 

 

発表: 口頭発表   ポスター発表  （いずれかを消してください） 

 

 

パソコン持込： 有   無  （いずれかを消してください） 

 

発表演題：（全角 35 文字程度まで） 

 

発表者：（連名発表者の全員の氏名、演者名の前に○印） 

 

 

研究概要：（全角で 450 字程度、書式自由） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡： 


