日本熱帯農業学会第 126 回講演会
期 日

2019 年 11 月 23 日（土），24 日（日）

場 所

アトールエメラルド宮古島（講演会）・沖縄県宮古島市マティダ市民劇場（シンポジウム）

事務局

〒156-8502 東京都世田谷区桜丘 1-1-1 東京農業大学国際農業開発学科
運営委員長 入江憲治
運営委員 志和地弘信、小塩海平、菊野日出彦、真田篤史、パチャキル・バビル
TEL：03-5477- 2403 (入江)、2404 (パチャキル)
FAX：03-5477-4032（国際農業開発学科事務室）
E-mail h3kikuno@nodai.ac.jp （菊野：問い合わせ）
tp201893@nodai.ac.jp （パチャキル ：参加・発表申込）

日程
2019 年 11 月 22 日(金)
評議員会 若手の会
2019 年 11 月 23 日(土)
講演会（口頭発表・ポスター発表）
シンポジウム：「九州および南西諸島地域における気候変動に対応する
熱帯農業研究」
パネリスト
鈴木 伸治 東京農業大学
宇賀 優作 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
寺島 義文 国際農林水産業研究センター
山本 雅史 鹿児島大学
懇親会（ホテルアトールエメラルド宮古島）
2019 年 11 月 24 日(日)
講演会（口頭発表）
重要期限（必着）
発表申し込み：2019 年 9 月 24 日(火) まで
発表要旨送付：2019 年 10 月 15 日(火) まで
参加申し込み：2019 年 10 月 22 日(火) まで
参加申込 本講演会に参加を希望する方は,発表の有無にかかわらず 2019 年 10 月 22 日
(火)までに上記アドレス「tp201893@nodai.ac.jp」へお申し込みください．E-mail の件
名は「参加申込」とし，本文には 1.氏名，2.所属(連絡先)，3.懇親会参加の有無，を明
記して下さい．本講演会事務局で申し込みを確認し，メールで返信します．
発表申込 発表を希望する方は,2019 年 9 月 24 日(火)までに，件名を「発表申込」として
アドレス「tp201893@nodai.ac.jp」へお申込ください．メール本文には, 下記 1～3 を必
ず記載して下さい．
1.発表者氏名 (連名の場合には講演する方の名前のまえに*を付してください.講演者は
会員に限ります．発表当日までに入会手続きをして下さい．)
2.発表形態 （口頭発表/ポスター発表の別，学生優秀発表賞対象希望の有無）．学生優
秀発表賞対象希望者の口頭発表は講演会初日の午前，授賞式は懇親会で行います．
3.発表題目
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講演要旨原稿の送付 口頭発表およびポスター発表の講演要旨原稿は,下記の作成要領に従
って作成し,2019 年 10 月 15 日(火)(必着,期限厳守)までに PDF 形式で保存したファイル
を E-mail に添付し,件名 を「要旨送付」としてアドレス「tp201893@nodai.ac.jp」に送
付してください.
発表形式
口頭発表：発表者は各自で PC を持参ください．会場には PC プロジェクターと HDMI コネ
クターおよび 15 ピンコネクターをご用意します．講演会事務局では発表用 PC を準備いた
しません.発表時間は 12 分+質疑 3 分とします．
ポスター発表：発表者は発表するポスターを 11 月 23 日(土)の 11 時までに所定の場所
に掲示してください．ポスターの大きさは 縦 175cm × 横 85cm (A0 幅)までとします．
参加費および懇親会費
事前受付
参 加 費（要旨集代含む）：一般 5,000 円，学生 3,000 円
懇親会費
：一般 5,000 円，学生 3,000 円
参加申し込み期限の 2019 年 10 月 22 日(火)までに以下に振込をお願いします。
三井住友銀行 経堂支店 （店番号５９７） 普通口座 （口座番号 6801950）
東京農業大学熱帯作物学研究室 代表 志和地弘信（トウキョウノウギョウダイガク ネ
ッタイサクモツガクケンキュウシツ ダイヒョウ シワチヒロノブ）
当日受付：
参 加 費（要旨集代含む）：一般 6,000 円，学生 4,000 円
懇親会費
：一般 5,000 円，学生 3,000 円
＊参加費は，学会年会費とは別です．講演会参加費および懇親会費を納入してください．
講演要旨作成要領
1 ．A 4 版の要旨 2 枚を使用し，縦書きにする（用紙 1 枚が 1 頁となる）．
2 ．用紙はそのままコピーされるので留意すること．
3 ．（1）用紙は A 4 縦とし，上下左右 25mm の余白をとり，1 頁 43 行，1 行 40 文字と
する．フォントは明朝体 10.5 ポイント，英文の場合は Times New Roman 11 ポ
イントとする．
（2）連名の場合，演者には＊を付けること（記入例参照）．
（3）1 行あけて次の行より要旨および図表を用紙 2 枚におさまるように配置する．
4 ．文字および図表は，すべて黒色を使用すること．写真もモノクロとすること．
5 ．文章，生物名，学名その他記述法は学会誌の投稿原稿作成要領に従うこと．
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記入例
熱帯における農業と開発について
＊
日本太郎１・農業花子２
（１熱帯大学農学部・２学会大学農学部）
Agriculture and Development in Tropical Area
*Taro NIPPON1 and Hanako NOUGYOU2
1
( Faculty of Agriculture, Nettai University, 2Faculty of Agriculture, Gakkai University)
この研究は，・・・・・・・・・・・・・・・・・

＜会場案内＞
ホテルアトールエメラルド宮古島
〒906-0000 沖縄県宮古島市平良下里１０８−７
http://www.atollemerald.jp
沖縄県宮古島市マティダ市民劇場
https://www.city.miyakojima.lg.jp/kurashi/syougaigakusyu/matidashimingekijyo/
ホテルアトールエメラルド宮古島とマティダ市民劇場は隣接しています。
アクセス
宮古空港：那覇(JAL),石垣（JTA）,羽田（JTA,ANA）,名古屋(ANA),関空(ANA)から
宮古（下地島空港）：LCC Jetstar（成田から金・土・日・月のみ、関空から月・水・
金・土のみ ＊スケジュール変更の可能性あり）
宮古空港よりタクシーで 15 分,下地島空港より路線バスで 30 分（フライトに合わせて）
http://www.atollemerald.jp/access.html など
宿泊案内
宿泊ホテルについては,各自で直接お申し込みください.
宮古島は観光客が年々増えており, 直前での予約は困難です.お早めにご予約ください.
以上
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