第 53 回根研究集会のお知らせ
53th Biannual Meeting of JSRR

第 53 回根研究集会を 2021 年 6 月 5 日（土）〜6 日（日）に，オンラインにて開催いたします．オンラ
イン大会ですので，時間内の途中からの参加や退出も可能です．また「根研究学会」の会員以外の方も
発表・聴講を歓迎いたします．皆さまお誘い合わせの上，ふるってご参加ください．
＜日 時＞ 2021 年 6 月 5 日（土）9:50 〜 6 月 6 日（日）12:10
June 5th, 2021 (Sat.) 09:50 〜 June 6th, 2020 (Sun.) 12:10
＜場 所＞ オンライン開催のため各自の職場・自宅などからアクセスしていただきます．
Site: Access from your own site.
＜参加費＞ Registration fee（お支払い方法については後日ご連絡いたします）
一般会員 General members
3000 円 ￥3000
一般非会員 General non-members
4000 円 ￥4000
学生会員 Student members
無料
Free
学生非会員 Student non-members
4000 円 ￥4000

＜プログラム概要（予定）＞ Program (tentative)
6 月 5 日（土）
09:30-09:50 受付 Registration
09:50-10:00 開会の挨拶 Opening remarks
10:00-12:00 口頭発表 Oral session
12:00-13:00 お昼休憩 Lunch break
13:00-14:30 口頭発表 Oral session
14:30-15:00 休憩 Break
15:00-17:00 口頭発表 Oral session
6 月 6 日（日）
09:00-10:30 口頭発表 Oral session
10:30-10:45 休憩 Break
10:45-11:45 総会 General meeting
11:45-12:00 表彰式 Awards ceremony
12:00-12:10 閉会の挨拶 Closing
※30 題程度を上限に口頭発表を募集いたします．1 題 15 分予定（質疑応答を含む）でオンライン会議
システムを用いた口頭発表となります．なお，本大会ではポスター発表を行いませんのでご了承くだ
さい．使用するネット会議システムについては後日お知らせします．
【詳細は，根研究学会 HP（ http://www.jsrr.jp ）に掲載します】
Updated information will appear in http://www.jsrr.jp

＜参加・研究発表の申し込み＞ Registration
＊ 各種締め切り日
・

参加・発表申込：2021 年 4 月 30 日（金）Registration for presentation: by April 30th (Fri.), 2021.

・

講演要旨提出： 2021 年 5 月 14 日（金）Abstract by May 14th (Fri.), 2021

参加申し込み Registration method
参加・研究発表のお申し込みは Google フォームより必要事項を入力して送信ください．参加申し込み
をする方は，下記リンク先ならびに QR コードからアクセスください．
Please write in the registration form by Google Form. Access the below URL or QR-code.
https://forms.gle/vXebehhU97yZCKJn6

発表形式 Type of presentation
口頭発表（発表 10-12 分＋質疑 3 分，予定）
．本大会は，ポスター発表 を実施いたしません．
Oral presentation (10-12 min + 3 min discussion)
講演要旨の提出 Abstract submission
＊ 講演要旨提出の締め切り：2021 年 5 月 14 日（金） Submit by May 14th (Fri.), 2021
MS-Word で作成した講演要旨原稿を電子メールの添付ファイルで送ってください．メールの表題は
「要旨原稿」としてください． 電子メール送り先：macky@shinshu-u.ac.jp
Send the abstract as MS-Word file to macky@shinshu-u.ac.jp
＜講演要旨の書き方＞ （Ａ４半ページ） Style of abstract
＊根研究学会ホームページから要旨様式をダウンロードできます（http://www.jsrr.jp/abstract_form.doc）
．
１．A4 版１ページに，上 3.5 cm 下 16.0 cm 左右 2.5 cm ずつの余白を取る．
（A4 半ページになる）
One page of A4 size paper with margins (top: 3.5 cm, bottom: 16.0 cm, right and left 2.5 cm for each).
２．冒頭にタイトル・講演者名・所属・連絡先（電子メールアドレス）を記載した後，１行あけて本
文を書く． Type the title, author(s), affiliation, email address and then abstract sentences.
３．タイトル：ゴシック系あるいは明朝系の太字・10 ポイント・センタリング（中央寄せ）
．
Use 10-point Gothic (Helvetica, Arial) or Bold Times font with centering for the title.
４．講演者名・所属・連絡先：明朝系・10 ポイント・センタリング．連絡先は括弧に入れる．
Use 10-point Times font (e.g., MS Times New Roman) 10 point, centering for the name(s) of author(s),
affiliation and corresponding email.
５．本文：明朝系・9 ポイントを目安にする．
Insert a break line under the affiliation, and then type the abstract sentences with 9-point Times font.
＜講演要旨提出，問い合せ先＞ Contact
牧田直樹（信州大学理学部）〒390-8621 長野県松本市旭 3-1-1

E-mail macky@shinshu-u.ac.jp

Naoki MAKITA (Shinshu University) 3-1-1 Asahi, Matsumoto, Nagano, 390-8621, JAPAN

