
園芸学会平成１８年度春季大会のお知らせ 
 園芸学会平成１８年度春季大会を下記により開催しますので、会員多数の参加をお願い

いたします. 
 
１.期日： ３月２９日（水）研究発表会・総会・懇親会 
３月３０日（木）研究発表会 
研究発表は両日とも午前９時より、果樹、野菜、花き、利用の各部会に分かれて行います. 
研究発表プログラム（部会・時間・会場等）および小集会等の詳細については、決まり次

第、園芸学会の公式ホームページに掲載します. 
 
２.会場：千葉大学西千葉キャンパス総合校舎、第一体育館、大学会館ほか 
〒２６３－８５２２ 千葉市稲毛区弥生町１番３３号 
会場への交通は後述の交通案内をご覧下さい. 会場および周辺には駐車場がありませんの
で車での参加はご遠慮下さい. 
 
３.懇親会：３月２９日（水）午後５ 時３０ 分より 
大学会館食堂（千葉大学西千葉キャンパス内） 
会費（前納予約制）一般６，０００円、学生３，０００円 
 
４.大会参加申し込み 
 研究発表の有無にかかわらず、参加希望者は参加申込書（差込の振替用紙）に必要事項

を記入し、郵便振替にてご送金下さい.参加申込書はお一人一枚とします（厳守）.なお予約
申込と大会当日申込では参加費に差がありますのでご注意下さい. 
１）大会参加費：予約申込６，０００円（学生５，０００円） 
当日申込７，０００円（学生５，５００円） 
いずれも別冊代金（予約４，０００円、当日４，５００円）を含みます. 
２）参加申込先：園芸学会平成１８年度春季大会実行委員会 
振替口座番号 ００２５０－１－３９０４８ 
３）申込期限：平成１８年２月２８日（火） 
大会参加費、懇親会費は前納制です.同一の振替用紙でご送金下さい. 
４）取消期限：平成１８年３月１０日（金） 
この日までに連絡のなかった場合、前納金は全て違約料に充てさせていただきます.ただし
別冊は大会本部が大会終了後に送付します. 
５）大会事務局 
千葉大学園芸学部 
〒２７１－８５１０ 松戸市松戸６４８ 



大会実行委員長松井弘之 
庶務・会計担当：蔬菜園芸学研究室 
ＴＥＬ／ＦＡＸ： ０４７－３０８－８８０４ 
Ｅ－ｍａｉｌ： ｓｈｉｎｏｈａｒａ＠ｆａｃｕｌｔｙ．ｃｈｉｂａ－ｕ．ｊｐ 
 
５.研究発表申し込み 
１）代表発表者（口頭発表における講演者、ポスター発表における説明者）および筆頭者

は本学会の正会員に限ります. 
２）代表発表者として発表できる課題は口頭発表およびポスター発表をあわせて１人１課

題に限ります. 
３）本「お知らせ」の後ろに付した「大会発表の申し込みおよび発表原稿の作成について」

を熟読の上、発表原稿を作成し、お申し込み下さい. 
今大会より研究発表の申込方法および締切日が変更になりました. 
 
大会発表の申し込み先： 
Ｗｅｂによる申し込み： ｈｔｔｐ：／／ｊｓｈｓ．ａｃ．ａｆｆｒｃ．ｇｏ．ｊｐ／ 
（園芸学会ホームページからの申し込みが便利です） 
Ｗｅｂ申込の締め切り 
ポスター発表平成１８年１月５日（木）厳守 
口頭発表平成１８年１月７日（土）厳守 
郵送による申し込み 
京都市上京区下立売小川東入（〒６０２－８０４８） 
中西印刷株式会社内園芸学会春季・秋季演題登録係あて 
郵送申込の締め切り： 
平成１７年１２月２８日（水）（必着） 
 
発表原稿の送付先： 
茨城県つくば市藤本２－１ （〒３０５－８５１９） 
（独）農業・生物系特定産業技術研究機構 
 花き研究所 
園芸学会集会幹事 あて郵送願います 
平成１８年１月２０日（金）（当日消印有効）です. 
 
研究発表申し込みに関する問い合わせは、園芸学会集会幹事まで. 
〒３０５－８５１９ 茨城県つくば市藤本２－１ 
（独）農業・生物系特定産業技術研究機構花き研究所内 園芸学会集会幹事 



ＴＥＬ： ０８０－３４２４－１５７５， ＦＡＸ： ０２９－８３８－６８１２ 
Ｅ－ｍａｉｌ： ｅｎｇｅｉ＠ｃｏｍａｘ．ｎｅｔ 
 
６.研究発表形式 
Ⅰ.口頭発表 
１）発表時間は１２分（予鈴１０分）とし、各発表に引き続き３分間の討論時間を設けま

す. 
２）口頭発表にはＯＨＰのみ使用することができます. 
スライドは使用できませんのでご注意下さい. 
３） ＯＨＰの映写方法 
ａ）プロジェクターは１会場に１台です.ランプはつけたままにして下さい. 
ｂ）操作・進行は演者・共同研究者等が行って下さい. 
ｃ）同じ内容のシートを繰り返し使う場合は、進行を円滑に行うため、必要な数だけシー

トをご用意下さい. 
ｄ）講演後、使用したシートを忘れずにお持ち帰り下さい. 
４） ＯＨＰ作成上の注意 
シートはＡ４サイズを使用して下さい.シートの方向は縦横どちらでも構いませんが、会場
後部の人にも見えるように画面全体を使ったレイアウトにして下さい.文字の大きさは１８
ポイント程度を推奨します. 
５）口頭発表は日本語によることを原則としますが、発表者が外国人などの場合には英語

による発表も認めます.ただし、発表に際しては、発表内容に精通し、かつ日本語による質
疑応答が可能な共同研究者などを同伴して下さい. 
Ⅱ.ポスター発表 
１）提示時間および発表時間 
貼付： ３月２９日（水） ９：００～１２：００ 
発表： ３月３０日（木）１２：００～１２：４５（奇数番号課題） 
１２：４５～１３：３０（偶数番号課題） 
撤去： ３月３０日（木） １５：００まで 
（発表時間は若干前後する場合がありますのでご注意ください） . 
２）代表発表者は、発表時間中、ポスターの前に必ずいて質疑に応答して下さい.共同研究
者と複数で対応しても結構です.発表時間中に他のポスターをご覧になる場合は、必ず代理
の方をおいて下さい.発表内容を補足するため、説明資料を準備していただいても結構です.
発表時にパソコン等を利用する場合は、各自でバッテリー等をご用意下さい. 
３）ポスター作成上の注意 
ａ）パネルの大きさは縦１．２ ｍ、横０．９ ｍです.ポスターはパネル内に収まるよう
に作成して下さい. 



ｂ）ポスターは２～３ ｍ離れたところからでも読めるように、なるべく大きな字で作成

して下さい.また、パネルの下部は見にくいので注意して下さい. 
ｃ）ポスターの上部に発表課題名、発表者の氏名（発表者が複数の場合は代表発表者 （説

明者）名の左肩に「○」を付すこと）および所属を記載して下さい.その他のスペースの使
い方は自由ですが、要約、緒言、結果および考察、結論、図、表、写真等を簡潔に要領よ

く記載して下さい.なお、ポスターは和文または英文で作成して下さい. 
ｄ）ポスター貼付はセロテープか両面テープでお願いします（画鋲、ピン類は使えません）. 
 
７.小集会の開催について 
小集会は、小規模なシンポジウム、研究会、討論会、講演会、説明会等とし、以下の覚え

書きにしたがって開催するものとします. 
１）小集会の開催には、５名以上の学会員を発起人として必要とする. 
２）小集会は、大会会期の前後、又は大会会期中の研究発表、シンポジウム、総会等と重

ならない時間帯に開催する. 
３）小集会の企画・運営は発起人が行う.また、開催に係る経費は発起人の責任により確保
する. 
４）原則として学会員は自由に参加できるものとする. 
５）開催申請が多数の場合、同一又は近似した内容の集会がある場合、本学会の事業とし

て適当でない場合等にあっては、開催の可否を含め集会幹事の調整にしたがうものとする. 
小集会の開催を希望する学会員は、上記の事項を承知されたうえ、発起人として学会員５

名以上を連記（各発起人ごとに所属機関名を付記）するとともに、集会名、開催予定日時、

参加予定人員等開催準備に必要な事項、および代表者の氏名、連絡先（電話番号、ＦＡＸ

番号、電子メールアドレス）を記載した小集会開催申請書を集会幹事宛て郵便又は電子メ

ールでお送り下さい.今大会の申請締切は平成１８年１月５日（木）（必着）です. 
開催の可否、開催の日時、会場等については、決まり次第、集会幹事から代表者あて連絡

します. 
 
８.学会誌別冊の取り扱いについて 
大会には参加せず学会誌別冊のみを必要とする場合は以下により購入願います. 
１）予約販売 
下記の別冊取扱所宛て平成１８年２月２８日（火）（当日受付印有効）までに郵便振替、Ｆ

ＡＸもしくは電子メールでお申し込み下さい. 
申込先 
口座番号： ００９５０－１－２０５０２１ 
加入者名：中西印刷園芸学会別冊取扱所 
住所：〒６０２－８０４８ 京都市上京区下立売小川入 



ＴＥＬ： ０７５－４１５－３６６１， ＦＡＸ： ０７５－４１５－３６６２ 
Ｅ－ｍａｉｌ： ｊｓｈｓ＠ｎａｃｏｓ．ｃｏｍ 
注）通信欄に「第７５巻別冊１予約申し込み」と記載すること. 
送金額は、単価（４，０００円）×購入冊数＋送料※となります.学会誌別冊は大会終了後
に送付いたします. 
※送料（梱包料込み）： １冊 ５００円， ２～５冊 １，０００円  
６冊以上 ２，０００円 
２）大会会場での直接販売は大会１日目の朝から行います.価格は１冊４，５００円です. 
３）購入案内状の送付を申し込まれている個人、大学、試験研究機関および団体には大会

終了後、購入案内状を送付します.案内状の記載にしたがい購入願います.購入案内状の送付
を希望される方は上記中西印刷内別冊取扱所までＦＡＸまたは電子メールでご連絡下さい. 
 
９.特許について 
本学会は特許法第３０条第１項に基づく学術団体に指定されています.大会において発表さ
れた内容について、発表者が６ヵ月以内に特許出願する場合に限り、新規性を失わないと

認められることになっています.発表内容についての特許申請をご予定で、発表証明書を必
要とされる方は学会庶務幹事までその旨をご連絡下さい. 
 

大会会場案内 
 
１.会場案内 
所在地：千葉市稲毛区弥生町１番３３号 
千葉大学西千葉キャンパス総合校舎、第一体育館、大学会館 
２.宿泊 
宿泊につきましては、斡旋いたしませんので、各自直接お願いいたします. 
３.交通案内 
・ＪＲ総武線秋葉原駅からＪＲ総武線西千葉駅まで約５０分、西千葉駅北口から南門まで

徒歩約２分（西千葉駅には、特急、快速電車は停車しません.東京駅から総武線快速電車に
乗車した場合は、稲毛駅で乗り換えて西千葉駅で下車して下さい.） 
・京成線上野駅から京成線京成みどり台駅まで約５０分（上野駅から津田沼駅まで特急電

車に乗車し、津田沼駅にて乗り換えた場合）、みどり台駅から正門まで徒歩約７分 
 
 
 
 
 



平成１８年度春季大会発表の申し込みおよび発表原稿の作成について 
 
 平成１８年春季大会より研究発表申し込み方法が変わります。今大会より研究発表申し

込み先（中西印刷）と発表原稿送付先（集会幹事）が別々になりますのでご注意下さい。

園芸学会大会における研究発表の申し込みにあたっては、以下を熟読の上、不備のないよ

うご注意下さい。 
 
１発表者の資格等 
代表発表者（口頭発表あるいはポスター発表における説明者）および筆頭者は本学会の正

会員に限ります。なお、各大会において代表発表者として発表できる課題は、口頭発表お

よびポスター発表をあわせて１人につき１課題とします。 
注意：代表発表者および筆頭者の方は必ず発表当日までに学会加入の手続きを済ませてく

ださい。学会加入しておりませんと発表できません。 
 
２発表形態等 
１）口頭発表 
・以下に示す４部会から構成します 
・果樹部会 
・野菜部会 
・花き部会 
・利用部会 
・１課題当たりの発表時間は１２分（講演開始１０分後に予鈴）とし、各発表に引き続き

３分間の討論時間を設けます。 
・発表部会の決定に際しては発表者の申し込み時の希望を尊重しますがプログラム編成上

等の理由から希望と異なる場合もあります。 
・発表は日本語によることを原則としますが、代表発表者が外国人等の場合には英語によ

る発表も認めます。ただし、発表に際しては、発表内容に精通し、かつ日本語による質疑

応答が可能な共同研究者等を同伴してください。 
２）ポスター発表 
・以下に示す４区分から構成します。 
・果樹 
・野菜 
・花き 
・利用 
・ポスター作成上の注意点等については「園芸学 研究」に掲載される「大会のお知らせ」

を参照 してください。 



・ポスター発表申し込み数が大会における受け入れ可能数を超えた場合、ポスター発表の

受け付けを打ち切ります。 
３発表の申し込み方法 
注意 
発表申し込み（これまでのテキストファイル情報）がＷｅｂ申込みあるいは郵送申し込み

となり、それぞれの締め切り日が異なりますのでご注意ください。 なお、お手数ですが

発表原稿は上記お申込み終了後、集会幹事宛に受領通知コピー等を確認の上ご郵送下さい。 
１）Ｗｅｂ申し込み 
学会ホームページ（ｈｔｔｐ：／／ｊｓｈｓ．ａｃ．ａｆｆｒｃ．ｇｏ．ｊｐ）の「春季・

秋季大会について」よりお申し込み下さい。口頭発表用とポスター発表用とはＵＲＬが異

なります（下記参照）。それぞれのアドレスにアクセスし、必要事項を入力の上お申し込み

ください。＜ユーザー名： ｊｓｈｓ、 パスワード： ｅｎｇｅｉ＞を入力してくださ

い。ポスター発表数を制限する場合、ＵＲＬ画面の上部に現在の申し込み数が表示されま

す。制限数に達し次第、ポスター発表の受付を終了いたします。その際、口頭発表の締め

切りはポスター発表の２日後に設定しておりますので、口頭発表へのお申し込みは可能で

す。 
登録開始予定日 平成１７年１２月１日 
口頭発表申し込みＵＲＬ 
ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｄｉｇｎｅｔ．ｊｐ／ｊｓｈｓ／２００６ｓｐ／ｏｒａｌ．ｐ

ｈｐ 
ポスター発表申し込みＵＲＬ 
ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｄｉｇｎｅｔ．ｊｐ／ｊｓｈｓ／２００６ｓｐ／ｐｏｓｔｅｒ．

ｐｈｐ 
注意： Ｗｅｂ申し込みの場合修飾文字α、β等は日本語フォントで入力してください。

また機種依存文字（丸付き数字・、ローマ数字・、単位℃、ｃｍ等は認識できませんので

適当な文字で代用してください。プログラムは修飾文字抜きで作成されますのでご了承下

さい。発表原稿は修飾文字を用いて正確に作成下さい。なお、機種依存文字の確認は 
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｅｍ．ｓｃｉ．ｏｓａｋａ－ｕ．ａｃ．ｊｐ／ｔｏｙｏｄａ

／ｊｉｓｘ０２０８．ｈｔｍｌ 
をご覧下さい。 
２）郵送申し込み 
別紙に掲載される発表申し込書あるいは画面より発表申し込を印刷し必要事項を記入し、

中西印刷へ郵送してください。なお、郵送申し込みの場合は受領通知送付用ハガキ（官製

ハガキ・表面に住所・氏名を明記）を同封してください。 
＜送付先＞ 
〒６０２－８０４８ 京都市上京区下立売小川東入 



中西印刷株式会社内 
園芸学会春季・秋季演題登録係 
ＴＥＬ： ０７５－４１５－３６６１， ＦＡＸ： ０７５－４１５－３６６２ 
受領通知は、Ｗｅｂ申し込みの場合はＥ－ｍａｉｌにて数分後に、郵送の場合は１月１０

日までにお送りします。受領通知が来ない場合は、１月１２日までに上記中西印刷内園芸

学会春季・秋季大会演題登録係までご連絡ください。 
３）発表申し込み締切日 
郵送申し込（中西印刷宛） 平成１７年１２月２８日（水） 
（当日必着） 
Ｗｅｂ申し込 
ポスター発表 平成１８年１月５日（木） 
口頭発表 平成１８年１月７日（土） 
４）発表原稿締切日（集会幹事宛） 
ポスター発表・口頭発表 平成１８年１月２０日（金）（当日消印有効） 
 
４発表原稿の執筆要領（参照：別紙「発表原稿見本」） 
・発表原稿は、図表等（写真を含む）を含めＡ４版１ 枚片面とします。 
・原稿はワードプロセッサー等により作成してください。 
上下３ ｃｍ、左右２ ｃｍのマージンをとり、文字は明朝体（和文）９ポイント、字数

は１行４６文字（全角）で４６行程度とします。斜体等文字飾りの使用は必要最小限に留

めてください。原稿はそのままのサイズでオフセット印刷されるので明瞭な原稿の作成に

努めてください。 
・冒頭に表題、発表者名および所属機関名を和文で記載し、引き続き表題および発表者名

の英訳を記載してください（記載の位置については別紙「発表原稿見本」を参照）。なお、

所属機関名は別表「機関名の省略法」に基づいた省略形を用い、発表者名に続けて括弧付

きで記載してください。また、発表者および所属機関が複数となる場合は、それぞれ中点

「・」（全角）およびコンマ「、」（全角）で区切って連記してください。 
発表者名および所属機関名（和文）の記載に当たって、代表発表者名の左肩には肩付き記

号「○」を付してください。また、発表者が複数で、発表課題に係る研究を実施した際の

所属機関が異なる場合は、該当する発表者名の右肩および所属機関名の左肩に同一番号を

肩付き数字で、発表者の現在の所属機関（現所属機関）が発表課題に係る研究を実施した

際の所属機関と異なる場合には、該当する発表者名の右肩および現所属機関名の左肩に肩

付き記号「＊」をそれぞれ付してください（現所属機関を複数記載する場合は、「＊」の個

数で区別します（「＊」、「＊＊」等））。なお、所属機関に係る肩付き数字および肩付き記号

「＊」を連記する場合、発表者名については数字に引き続き「＊」を、所属機関について

は「＊」に引き続いて数字を記載してください。 



・発表者名および所属機関の記載例 
○園芸太郎１・学会花子２・園芸次郎２＊・園芸三郎１＊＊ 
（＊１○○大農学部、２◇◇園試、＊＊△△研セ） 
研究実施時の現在の所属機関の 
所属機関所属機関 
園芸太郎 ○○大農学部○○大農学部 
学会花子 ◇◇園試◇◇園試 
園芸次郎 ◇◇園試○○大農学部 
園芸三郎 ○○大農学部△△研セ 
・本文は［目的］、［材料および方法］、［結果および考察］で構成し、園芸学会雑誌投稿規

定・原稿作成要領に準じ、和文で記載してくださ（注：英語による口頭発表においても発

表原稿は和文で作成してください）。 
・図表等は園芸学会雑誌投稿規定・原稿作成要領に準じ、和文又は英文で作成してくださ

い。なお、図表等の数は多くとも３個程度とし、紙面に占めるスペースは全体の５０％を

越えないようにしてください。 
 
５発表原稿の送付方法  
発表原稿はＡ４版です。発表原稿の執筆要領に従って原稿を作成し、オリジナル原稿１部、

その原稿のコピー２部、Ｗｅｂ申し込みの方は受領通知の印刷１部、郵送申し込みの方は

ハガキの受領通知を印刷したもの１部（いずれも受領番号記載のもの）を必ず同封し平成

１８年１月２０日（金）（当日消印有効）までに、集会幹事宛にお送り下さい。なお、発表

申し込み時点で未会員の方は年会費を払い込み、その郵便振替払込金受領書のコピーを同

封して下さい。 
 
６発表原稿送付先および大会発表に関する問い合わせ先 
＜送付先＞ 
〒３０５－８５１９ 茨城県つくば市藤本２－１ 
（独）農業・生物系特定産業技術研究機構花き研究所内 
園芸学会集会幹事宛 
ＴＥＬ： ０８０－３４２４－１５７５、ＦＡＸ： ０２９－８３８－６８１２ 
Ｅ－ｍａｉｌ： ｅｎｇｅｉ＠ｃｏｍａｘ．ｎｅｔ 
注）大会に係る最新情報については、園芸学会の公式 ホームページ（ｈｔｔｐ：／／ｊ

ｓｈｓ．ａｃ．ａｆｆｒｃ．ｇｏ．ｊｐ／）を参照すること:  
 
 
 



国際園芸学会会費納入のご案内 
 ２００６年度国際園芸学会個人会員に、入会または更新をお考えの方へのお知らせです。
２００６年度国際園芸学会個人会費は、４５・（ユーロ）または６０ ＄ （米ドル）です。

新規入会・更新手続きはＩＳＨＳ会員のＨＰ （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｉｓｈｓ．ｏｒ

ｇ／ｍｅｍｂｅｒｓ／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍ）から、オンラインで可能です。新規入会は、

Ｏｎｌｉｎｅ Ｍｅｍｂｅｒｓｈｉｐ Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎのページ、更新はＩＳＨ

Ｓ ｍｅｍｂｅｒに ログイン（ｌｏｇｉｎ）し、Ｍｅｍｂｅｒｓｈｉｐ Ｒｅｎｅｗａ

ｌのページに入って手続きを行います。その際、Ｅ－ｍａｉｌアドレスまたは会員番号と

パスワードの入力が必要になりますのであらかじめご用意下さい。また、新規入会の際に

入力したパスワードは後ほどアクセスする際に必要になりますので、必要に応じてお控え

下さい。手続きは、クレジットカードをお持ちなら簡単ですが、お申し込みの時点で、欧

州ユーロ或いは米ドルを選ぶ必要があります。いずれが有利かは為替レートに影響されま

すので、ご確認下さい。クレジットカードを利用することで、送金手数料も不要になりま

すので、可能な方はオンラインでの更新をお勧めいたします。 
また、２８才以下に限定されておりますが学生会員のカテゴリーもございます。学生会員

の年会費は１５ユーロまたは２０米ドルで、同じくオンライン手続きが可能です。 
 園芸学会では会員サービスの一環としまして、従来どおり園芸学会を通じた入会・更新

手続きも行います。オンライン入会・更新が困難な方はこちらをご利用下さい。学会を通

じた手続きは、送金手数料等も考慮しまして、今年度６，７００円（学生２，５００円）

の会費を承ります。下記用紙に必要事項を記入し、（１）点線以下を担当係（丸尾達）宛に

お送り下さい。また、会費（６，７００円、学生２，５００円）は（２）の国際園芸学会

の口座宛に送金してください。締め切りは、２００５年１２月２５日（厳守）です。 
 
 
 


