
日本植物形態学会第 34 回総会・大会（京都大会）のご案内（第２回） 7/1６修正版 

 
※ 現時点では，対面での実施を予定しています．但し，新型コロナ感染症（COVID-19）の感染拡大の

状況によっては，以下の記載内容に関わらず、オンライン開催への変更があり得ます．特に，植物学会

第 86 回大会の開催形式と連動いたします．オンラインとなった場合でも，総会，受章講演会，ポスター

発表などを実施する予定です．変更の際は本会ウェブサイトへの掲載ならびに会員への電子メール配

信などにより速やかにお知らせします． 

 

第 34 回大会会長、兼大会実行委員長：西村 芳樹（京都大） 

第 34 回大会準備委員長：宮沢 豊（山形大） 

第 3４回大会準備委員：松﨑 令（国立環境研） 

第 34 回大会会計委員長：岩元 明敏（神奈川大） 

日本植物形態学会長：野崎 久義（東京大/国立環境研） 

日本植物形態学会庶務幹事：林 八寿子（新潟大） 

 

１． 期日 2022 年 9 月 16 日（金） 
 

２． 会場 京都府立大学下鴨キャンパス 京都府立 京都学・暦彩館 

（〒606-8522 京都市左京区下鴨半木町 1-29） 

京都市営地下鉄【烏丸線】北山駅 [K03]（1 番、3 番出口）南へ徒歩約 4 分. 
https://rekisaikan.jp/ 

 

３．プログラム（注 1） 
   11:00-12:15 評議員会    （京都学・歴彩館 1F 大ホール） 

   12:30-13:15 総会    （京都学・歴彩館 1F 大ホール） 

   13:30-15:00 講演会    （京都学・歴彩館 1F 大ホール） 

   15:00-16:00 ポスターフラッシュ（注 2）           （京都学・歴彩館 1F 大ホール） 

16:00-18:30 ポスター発表／ポスター賞表彰  （京都学・歴彩館 1F 小ホール） 

   
（注 1）場所・時刻については変更の可能性があります．ウェブサイトをご確認ください. 
（注 2）実会場による口頭発表(1〜2 分程度)を予定しています．概要を PowerPoint ファイル 1〜2 枚にま

とめ，前日までに所定のオンラインストレージにアップロードしてください. 実会場にてスクリーン表示を

行います.  

 

３． 参加費  
大会当日は，参加費受付を設置しません．8 月 12 日（金） 17:00 までに必ず振り込みを行なってくださ



い． 

 
会員： 一般 2,000円, 学生 1,000円  

非会員： 一般 3,000円, 学生 2,000円 

・郵便振替口座番号：00120-2-669588（加入者名：日本植物形態学会） 

・オンラインバンキング：（銀行名：ゆうちょ銀行，金融機関コード：9900，店番：019，預金種目：当座，店

名：〇一九 店（ゼロイチキユウ店），口座番号：0669588） 

 

※ 通信欄等がある場合は、振込内容（「大会参加費のみ」あるいは「大会参加費と年会費」など）をご記

入ください． 

※ 学生の年会費は 1,000 円です．非会員の学生さんには是非入会をお勧め下さい． 

※ オンラインの場合も同額です． 

※ショートトーク発表・ポスター発表の発表代表者は，学会員に限ります．現在非会員で発表を希望され

る方は，遅くとも発表申し込みまでに入会をお願いします． 
 

５．事前参加登録およびポスター発表申し込み  
当日参加は受け付けません． 8 月 12 日（金） 17:00 （必着）までに以下の大会受付（Google フォー

ム）から登録および申し込みを行なってください． 

 

大会登録受付サイト:	https://forms.gle/4NQLMWWh79phYF559  

 

※ 申込完了後，登録頂いたメールアドレス宛に Googleフォームから申込内容の確認メールが届

きます．登録内容は，そのメールで確認ください．確認メールが届かない場合には登録されたメ

ールアドレスの誤記入が考えられますので，本案内文の最後にあります連絡先までお問い合わせ

ください．（なお，Googleにログインされている場合でも Gmailアドレスの情報は学会には通知

されません．） 

※ Google フォームでの申し込みができない方は，文末の連絡先までお問い合わせください． 

※ 発表スペースに限りがありますので，ポスター発表は早めに締め切らせていただく場合もあります.

（上限演題数 48） 

 

完成度の高い研究発表はもちろん，未完成でこれからまとめの段階にはいるような研究発表も歓迎しま

す．多数の発表をお待ちしております． 

なお，発表された学生・大学院生のポスターの中から大会に参加の一般会員の投票により「ポスター賞」

を 1件選び，賞状と賞品を授与する予定です．オンラインになった場合もポスター賞を選出します． 

 
６．ポスター発表講演要旨 



以下の提出要項に従い，8 月 19 日（金） 17:00 までに提出して下さい．要旨は，植物形態学会要旨集

として学会ウェブサイトで事前公開されるとともに，後日 Plant Morphology誌に掲載され，J-STAGE上

でも公開されます． 
 

＜要旨提出要項＞ 
1) ポスター発表をされる方は，大会ウェブサイトより要旨テンプレートをダウンロードして下さい．  
2) 要旨テンプレートの書式に従い，要旨を記入して下さい。字数は 300 字程度、総行数は（ポスター番

号および所属と本文の間の空行も含め）26 行まででお願いします．  
3) 要旨記入済みのファイルを 8 月 19 日（金） 17:00 までに e-mail で大会準備委員長（山形大学 宮

沢豊，miyazawa@sci.kj.yamagata-u.ac.jp）までお送り下さい．その際，ファイル名は「形態学会要旨

_氏名.doc」，電子メールのタイトルは「形態学会要旨_氏名」としてください．なお，要旨ファイルを e-
mail で送付できない方は，発表申し込み時にその旨大会準備委員長にお伝え下さい．  
4) 要旨を受領した後，大会準備委員長から受領の確認メールをお送りいたします．要旨提出後 2, 3 日

しても連絡が無い場合は，その旨大会準備委員長までご連絡下さい．  
5) その他、不明な点がありましたら大会準備委員長までご連絡下さい． 
 

7． ポスター発表の形式 

・ポスターのサイズは縦 150 cm×横 90 cm の範囲内で作成してください．  

・ポスターの上部には発表者氏名・所属，表題を明記して下さい．  

・画鋲等の貼り付け用具は本学会で用意いたします．  

 
8．総会・講演会 

総会において「日本植物形態学会３賞」の授賞式をとり行なうとともに，講演会において受賞者による受

賞講演を行なう予定です．奮ってご参加下さい． 

 

9. 日本植物学会第 86 回大会における共催シンポジウム 
9 月 15 日（木），9 月１７日（土）~９月１９日（月）に開催される日本植物学会第 86 回大会において，日

本植物形態学会が共催するシンポジウム２件が開催されます. こちらにも奮ってご参加ください． 

 

・JPR国際シンポジウム 

「Mechanical forces in plant growth and development」 

Organizers：Akitoshi Iwamoto（Kanagawa University），Mariko Asaoka（Kanagawa 

University） 

[シンポジウム概要] 

本シンポジウムでは機械的な力（Mechanical forces）が植物の成長・発達に及ぼす影響を多角的に捉

え，両者の普遍的な関係性を検討することを目的とする. シンポジウム前半 4 題では，特に花の形態形



成と機械的な力との関係性に着目し，その進化的傾向，実際の例，実験的検証について解説する．後

半 2題では，機械的な力と植物の成長・発達の関係性を分子遺伝学的なアプローチによって明らかにし

た研究成果を紹介する． 

 

・一般シンポジウム 

「ピレノイド：植物の相分離オルガネラのカッティング・エッジ」 

オーガナイザー：山野 隆志（京都大学），平川 泰久（筑波大学），松﨑 令（国立環境研究所） 

[シンポジウム概要] 

葉緑体内で RubisCO が集まり作られるピレノイドは，CO2固定の中心的役割を担う重要なオルガネラ

である．ピレノイド研究の歴史は古く，形態分類学分野を中心に行われてきたが，近年は緑藻のピレノイ

ドを液-液相分離させる分子の発見など，ピレノイド形成の分子メカニズムに関する研究も大きく進展して

いる．本シンポジウムでは，ピレノイドをもつ多様な藻類やツノゴケ類での研究最前線を共有し，その多

様性や普遍性を議論するとともに，今後の研究展望についても討論したい． 

 

10．その他 
A. 大会プログラムと要旨集は 9 月 9 日（金）までに学会ウェブサイトに掲載する予定です．ダウンロー

ドしてご利用下さい．  

B. 特許出願予定の内容を含む発表をされる場合は，予め特許庁に所定の手続きをお取り下さい．  

C. 宿泊，保育に関するお世話はいたしませんが，外部の託児施設等をご利用になられる場合，学会

より会員に補助を行います（１時間あたり 300 円程度）．ご利用予定の方は，事前に大会実行委員

長（京都大学，西村芳樹 nishimura.yoshiki.5n@kyoto-u.ac.jp）までお問い合わせください． 

D. 参加時においては，感染防止対策（マスク着用、手指の消毒、検温など）をお願いいたします． 

E. 本年度は，ポスター会場にてのアルコール飲料の提供と大会後の懇親会は行いません． 

F. 大会参加，ポスター発表申し込み，大会についての連絡，お問い合わせ等は，下記までお願いいた

します． 

  

   [連絡先] 〒990-8560            

        山形県山形市小白川町１−４−１２ 山形大学理学部内           

        日本植物形態学会 第 34 回大会準備委員長 宮沢 豊          

        Tel/Fax: 023-628-4614           

        E mail: miyazawa@sci.kj.yamagata-u.ac.jp 

  

新入会員の申し込みについては本会の学会誌 Plant Morphology または本会ウェブサイト

（http://square.umin.ac.jp/pl-morph/）をご覧下さい. 年会費は一般 3,000円, 学生 1,000円です． 


