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ファイルのバックアップをお入れいただき、ご持参くださいます
ようお願いいたします。郵送していただきました CD は会期中に
会場受け付けでお返しいたします。
Win ユーザーへ： Windows は OS XP、Office 2003 環境で支障
なく映写できることを各自で確認後に CD を送って下さい。使用
するフォントは、システム標準フォントと、アプリケーションイ
ンストール時にインストールされるフォントに限ります。
Mac ユーザーへ： 会場の Mac は OS Ⅹを使用いたしますので、
ファイルの作成はこの環境で支障なく映写できることを各自で確
認されてから CD を送って下さい。使用するフォントは、システ
ム標準フォントと、アプリケーションインストール時にインス
トールされるフォントに限ります。

第 39 回日本原生動物学会（佐賀）のご案内（第 2 報）
大会長
１．会期
２．会場

高橋

忠夫

（西九州大学 健康福祉部 健康栄養学科）

2006 年 11 月 17 日（金）〜 19 日（日）
西九州大学第一視聴覚教室
〒 842-8585 佐賀県神埼市神埼町尾崎 4490 − 9
http://www.nisikyu-u.ac.jp/

３．発表
1） 一般講演： 口頭発表 15 分（発表 12 分、討論３分）。OHP と
液晶プロジェクターを使用できます。会場には、液晶プロジェク
ターを繋いだ Windows と Mac のパソコンを用意いたします。OHP
およびパソコンの操作は発表者各自で行っていただきます。
35mm スライドは本大会では使用できません。

2） ポスター発表： ポスターのサイズは、横 90 ㎝、縦 180cm 以
内としてください。一番上に、発表者氏名（所属）を入れてくだ
さい。演題番号は大会事務局で、ポスターボードの左上に貼り付
けます（10 ㎝ｘ 10 ㎝）。ポスターのボードへの貼り付け用とし
て、ワッポンおよび画鋲を大会事務局で用意します。ポスターの
発表時間内 (11 月 18 日(土) 13:00 〜 14:30) は説明者がポス
ター前に待機してくださるようお願いいたします。なお、口頭発
表からポスター発表に変更していただく場合は、大会事務局から
ご連絡いたしますので、ご協力のほどお願いいたします。

液晶プロジェクターをご使用の場合のお願い
液晶プロジェクターを使用する場合は、11 月 10 日（金）（必
着）までに Powerpoint で作成したデータファイルを入れた CD を
大会事務局に郵送して下さい。CD には、Windows、Mac の別と、
発表者の氏名を明記してください。講演会場で使用予定のパソコ
ンとプロジェクターを使って、大会事務局が試写を行い、問題が
ある場合には修正等のお願いをご連絡いたしますが、ご自身の
ノートパソコンにデータファイルを入れてご持参をお願いする場
合もあります。その場合は、休憩時間等を利用して会場での試写
をお願いいたします。他のアプリケーションソフトをお使いの場
合もノートパソコンをご持参ください。動画を含むなどトラブル
が予測される場合には、念のために、演者自身のノートパソコン
をご持参ください。
なお、Powerpoint のスライドの用紙設定（サイズ指定）は「画
面にあわせる」に統一してください。当日に予期せぬトラブルが
生じる可能性がありますので、USB メモリスティック等にデータ

3） 特別講演： 11 月 18 日(土) 16:00-17:00
演者： Dr. Wilhelm Foissner （FB Organismische Biologie, Universität Salzburg）
演題： Protist Flagship Species and Statistics: Indicators for
Protist Biogeography and High Species Numbers.
４．懇親会

日時： 11 月 18 日（土） 18:00 〜
会場：ホテルニューオータニ佐賀
大学から懇親会場までは送迎バスをご用意いたしますのでご利
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用ください。送迎バスは特別講演終了後、西九州大学スクールバ
ス発着所より 17 時 20 分出発予定です。懇親会終了後も懇親会場
から佐賀駅までの送迎バスをご用意する予定です。

される方はプログラム掲載用要旨および原生動物学雑誌掲載用講
演要旨（英文抄録を含む）のファイルを入れたフロッピーディス
ク（またはＣＤ）および、それをプリントアウトしたもの各 1 部
を同封して申し込み締切日（10 月 13 日（金） 消印有効）まで
に、大会事務局までお送り下さい。フロッピーディスク（または
ＣＤ）には、Windows、Mac の別と、発表者の氏名を明記してくだ
さい。
（ｃ）FAX ：上記の申し込み必要事項をご記入のうえ、大会事務
局に申し込んでください。なお、講演発表される方はプログラム
掲載用要旨および原生動物学雑誌掲載用講演要旨（英文抄録を含
む） のファイルを入れたフロッピーディスク（またはＣＤ）お
よび、それをプリントアウトしたもの各 1 部を、別途、申し込み
締切日 （10 月 13 日（金） 消印有効）までに大会事務局までお
送り下さい。フロッピーディスク（またはＣＤ）には、Windows、
Mac の別と、発表者の氏名を明記してください。

５．参加費
大会参加費、懇親会費につきましては、大会当日、受付にて支
払いをお願いいたします。
大会参加費： 一般会員 3,000 円 学生会員 1,000 円
懇親会費：
一般会員 5,500 円 学生会員 4,500 円
６．申し込み
1） 申し込み締め切り： 2006 年 10 月 13 日（金）
2） 申し込み方法
今年は従来と申し込み方法が変更になりましたのでご注意くだ
さい。
なお、申し込み確認メールを事務局から返信いたします。申し
込み 3 日後まで返信メールが届かない場合には、申しわけありま
せんが、再度の申し込みをお願いいたします。
昼食：大会期間中、学生食堂は営業しておりません。大学より
徒歩 10 分ほどの場所にコンビニエンスストアがあります。希望
される方にはお弁当を準備いたしますので、申し込み時にお知ら
せください（600 円程度を予定しています。代金は大会当日お支
払い下さい）。大学周辺にはレストラン、食堂等ございません。
（ａ）電子メール： 下記の一般参加・講演申し込みフォーマッ
トに従って、必要事項を本文に書き込んで（添付ファイルにしな
いでください）、大会事務局のアドレスに送信してください。そ
の際、プログラム掲載用要旨および原生動物学雑誌掲載用講演要
旨（英文抄録を含む）も下記の作成要領に従って作成し、添付
ファイルにて送信してください。
ただし、Windows ユーザーの方は
Windows 受付用アドレス yuko-h@nisikyu-u.ac.jp へ、
Mac ユーザーの方は
Mac 受付用アドレス yhisa@nisikyu-u.ac.jp
へご送信ください。

事務手続き上、できるだけ電子メールで申し込んでください。
郵送していただいたプログラム掲載用要旨および原生動物学雑誌
掲載用講演要旨（英文抄録を含む）のフロッピーディスク（また
はＣＤ）は原則として返却いたしませんのでご了承ください。
（注）講演発表者は日本原生動物学会の会員に限られます。学会
未加入者の発表予定者は、あらかじめ入会手続きをお願いします
（入会申込書は、原生動物学雑誌の各号末か学会のホームページ
（http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsproto/index.html） にありますので、
日本原生動物学会庶務にお送り下さい）。
７．プログラム掲載用要旨作成要領 （MS Word で作成してくださ
い）
1) 和文タイトル
2) 和文発表者氏名（全員）（所属）（共同研究の場合は、発表
者の前に○印をつける。所属が異なる場合は、上付きの 1、
2、3…で区別する）
3) 英文タイトル
4) 英文発表者氏名（全員）（所属）
5) 本文： 全角で 250 字以内。英文の場合は 100 ワード以内。

【一般参加・講演申し込み用フォーマット】
８．講演要旨（原生動物学雑誌掲載用）作成要領 （MS Word で作
成してください）
「原生動物学雑誌」を参考に原稿を作成して下さい。原生動物
学雑誌に発表される講演要旨は、インターネット上でも公開され
ます。
1) 和文タイトル
2) 和文著者氏名（全員）（所属）（共同研究の場合は、発表者
の前に○印をつける。所属が異なる場合は、上付きの 1、2、
3…で区別する）
3) 英文タイトル
4) 英文著者氏名（全員）（所属）
5) 英文要旨（200 ワード程度）
6) 本文（2000 字程度）（目的、方法、結果、考察、文献の順に
記入してください）

一般参加・講演申し込み
１） 郵便番号
2) 住所
3) 所属
4) 氏名（ふりがな）
5) 電子メールアドレス
6) 電話・ＦＡＸ番号
7) 一般・学生（いずれかを選択して記入してください）
8) 講演発表の有無（発表は一人１題とします。共同研究者が
発表する場合は発表者名を明記してください。参加者名簿
作成の参考にいたします）：講演発表する・ポスター発表
する・参加のみ
9) 講演発表の方法（発表者のみご記入ください）： 液晶プロ
ジェクター（Win）・液晶プロジェクター（Mac）・ＯＨＰ
（いずれかを選択して記入してください）
10) 若手の会： 参加・不参加
11) 若手の会の懇親会： 参加・不参加
12) 懇親会： 参加・不参加
13) 弁当： 18 日のみ・19 日のみ・両日 （いずれかを選択して
記入してください）
14) その他連絡事項
（ｂ）郵送：上記の申し込み必要事項をご記入のうえ、講演発表
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(注１) 英文は、著者の責任で適切な校閲を行った上で御提出く
ださい。編集部にて不適切と判断した場合には英文校閲に回
しますが、その費用は著者に請求いたします。
(注 2) 図（線画あるいは写真）も使用できます。ただし、その
場合には、図を画像ファイルにしたものをあわせて提出して
ください。画像ファイルの規格は TIFF フォーマットとし、
線画の場合には 600dpi、写真の場合には 300dpi で作成した
ものを、本文ファイルと同じ 3.5 インチフロッピーディスク
か CD に入れて（あるいはメールに添付して）提出してくだ

さい。メールで提出する場合、ファイルの大きさが 5MB を
超える場合には、CD に入れて、申し込み締切日（10 月 13 日
（金） 消印有効）までに、別途、大会事務局までお送りく
ださい。その場合、Windows、Mac の別と、発表者の氏名を
明記してください。

（神埼駅から西九州大学まで）
神埼駅から大学までの公共交通機関はございません。下記のい
ずれかの方法をご利用ください。
○「神埼駅」 から「大学」までスクールバス。
（当日は特別運行となりますので、時刻表は後日、学会ホー
ムページでお知らせいたします）
○「神埼駅」 からタクシーで 10 分程度（料金は 1200 円程度）
です。
[新幹線博多駅より西九州大学]
○新幹線下車後、JR をご利用ください。（上記参照）
[有明佐賀空港より西九州大学]
○有明佐賀空港より佐賀市営バスにて 「佐賀駅バスセンター」
下車（所要時間 35 分）。
佐賀駅から西九州大学へは JR をご利用ください。（上記参
照）
[乗用車で西九州大学]
○福岡・大分・熊本方面からは九州自動車道、鳥栖 JCT より長
崎自動車道へ入り、東背振インターから県道 31 号線経由で西
九州大学。
○長崎方面からは長崎自動車道、佐賀大和インターから県道 31
号線経由で西九州大学。（約 20 分）
学内には十分な駐車場がありますので、ご自由にご利用くださ
い。

９．大会事務局
〒 842-8585 佐賀県神埼市神埼町尾崎 4490-9
西九州大学 健康福祉学部 健康栄養学科 生物学研究室
第 39 回日本原生動物学会大会事務局 久富裕子
TEL: 0952-52-4191
FAX ： 0952-52-4194
電子メール: Windows 受付用アドレス: yuko-h@nisikyu-u.ac.jp
Mac 受付用アドレス: yhisa@nisikyu-u.ac.jp
１０．宿泊先
特に斡旋はいたしません。大学周辺にはホテルはございませ
ん。下記の WEB から佐賀市の宿泊施設等を探すことができます。
佐賀駅に近い宿泊施設が会場へのアクセスには便利です。
http://www7.ocn.ne.jp/~s-kanko/tomaru.html
各自お早めにインターネットなどを用いて直接手配して下さ
い。
１１．大会予定
11 月 17 日（金）
15:00 〜 17:00 評議員会
15:00 〜 17:00 若手の会（西九州大学第一視聴覚教室）
11 月 18 日（土）
9:00 〜 12:00 一般講演（西九州大学第一視聴覚教室）
12:00 〜 13:00 昼食
13:00 〜 14:30 ポスター発表（西九州大学第一視聴覚教室ロ
ビー）
14:30 〜 15:45 総会及び学会賞・奨励賞授賞式（西九州大
学第一視聴覚教室）
16:00 〜 17:00 特別講演
18:00 〜
懇親会（ホテルニューオオタニ佐賀）
11 月 19 日（日）
9:00 〜 12:00 一般講演（西九州大学第一視聴覚教室）
12:00 〜 13:00 昼食
13:00 〜 16:00 一般講演（西九州大学第一視聴覚教室）
１２．大会会場への交通機関
［福岡空港から西九州大学］
（福岡空港から博多駅まで）
○福岡市地下鉄空港線 「福岡空港」 より 「博多駅」下車。
（所要時間 5 分）
（博多駅から神埼駅まで）
○ JR 鹿児島本線 「博多駅」 より 「鳥栖駅」 （所要時間 45
分程度）で長崎本線へ乗り換え、 「神埼駅」 で下車（所要
時間 20 分程度）。
（博多駅〜鳥栖駅間、博多駅〜佐賀駅間には特急があります
が、特急は神埼駅には停車しませんのでご注意ください。
博多駅〜鳥栖駅間には快速（所要時間 30 分程度）も、時間
帯によっては運行しています。）
（福岡空港より佐賀駅経由、神埼まで）
○福岡空港より高速バスで「佐賀駅バスセンター」 下車（所要
時間 70 分程度： 30 分おきに運行）、 JR 「佐賀駅」 より
長崎本線、鳥栖行き（普通）に乗車、 「神埼駅」 で下車
（所要時間 10 分）。
なお、高速バスは天神バスセンターからも佐賀駅バスセン
ター行きが 30 分おきに運行しています。

１３. 大会会場案内図

＜西九州大学アクセスマップ＞
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＜西九州大学キャンパスマップ＞

☆懇親会☆
若手研究者から先生方まで、たくさんのご参加をお待ちしてお
ります。

若手の会のコーナー
★☆★若手の会のご案内★☆★

日時： 11 月 17 日（金）18:30 〜 20:30
場所：佐賀駅周辺 （詳細な場所は未定）
会費： 1 人 3,000 〜 4,000 円程度

本会は若手研究者の交流を深め、成長できる場を目指してお
り、毎年原生動物学会と同時期に開催しています。下記の日程で
若手研究者によるワークショップとフォトコンテストを開催しま
す。大勢の若手研究者、先生方のご参加をお待ちしております。

★フォトコンテスト★
顕微鏡写真にとどまらず、様々な写真を募集します。現象を
じっくり観る、現象を写真におさめる、これは研究の基本です。
年齢制限なしです。若手研究者から先生方まで、お宝写真を披露
していただけないでしょうか。
A3 サイズの用紙に写真タイトル、氏名／所属、作品の説明文を
添付し、当日所定の場所へ持参し展示していただきます。学会参
加者により優秀作品が決定され、記念品が贈呈されます。豪華商
品（腕時計やマウスパッド等）をご用意していますので、奮って
ご応募ください！！

★若手研究者によるワークショップ★
若手研究者による研究発表会を行います。発表ではこれまでの
研究成果＋アルファ、例えば原生動物を研究材料にする理由や原
生動物の魅力について等の話もしていただければ幸いです。若手
研究者による斬新な考え、先生方の厳しいご意見により、さらな
る研究へのモチベーションにつながることを期待しています。参
加者の年齢制限はありませんが、できるだけ若手研究者どうしの
ワークショップを目指し、院生以上を対象に発表者を募集しま
す。
日時： 11 月 17 日（金）15:00 〜 17:00
会場： 西九州大学 第一視聴覚教室
発表内容： 自分の研究テーマ（発表・未発表は問いません）
発表形式： プロジェクター （Win or Mac）
発表時間： ひとり 20-40 分程度
発表者人数： 4 名程度
発表者募集締め切り： 9 月 1 日（金）

若手研究者によるワークショップ、若手の会懇親会への参加は
例年とは異なり、メールもしくは郵送、Fax での申し込みです。
フォトコンテストへの応募は、メールによる事前申し込み（西原
宛）が 必 要 で す。申 し 込 み・質 問 等 の お 問 い 合 わ せ は、西 原
（rl04o009@stkt.u-hyogo.ac.jp）までお願いします。
（日本原生動物学会若手の会

編集・刊行 日本原生動物学会編集局
〒657-8501 神戸市灘区六甲台町1-1
神戸大学理学部生物学科内 （編集長： 洲崎敏伸）
Tel/Fax: 078-803-5722, E-mail: suzaki@kobe-u.ac.jp
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西原絵里）

