
日　程：2016年6月4日（土）～ 5日（日）
　　4日（土）
　　　 （ 9:00 ～　編集委員会）
　　　 （10:30 ～　評議委員会）
　　　　10:20 ～　受付
　　　　13:00 ～　公開シンポジウム
　　　　15:30 ～　一般講演（口頭）
　　　　17:30 ～　総会
　　　　18:30 ～　懇親会

　　5日（日） 
　　　　 9:00 ～　一般講演（口頭）
　　　　10:00 ～　ポスター講演
　　　　11:50 ～　参加者写真撮影
　　　　13:00 ～　トビムシ研究会設立総会（新）
　　　　13:00 ～　ミミズ研究談話会総会
　　　　13:30 ～　エクスカーション
会　場：
　　〒036-8561 青森県弘前市文京町3
　　　　　　　弘前大学農学生命科学部

第39回日本土壌動物学会大会案内
大会委員長　　大高　明史　

大会事務局長　池田　紘士　

　第39回日本土壌動物学会大会を弘前大学農学部キャンパスにおいて下記の要領で開催します．
　ぜひ，多くの皆様の御参加をお待ちしております．
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交　通：
【青森空港から】
　　バス（約50分）：弘前市内（弘前バスターミナル）
行きのバスにご乗車いただき，JR弘前駅前で
下車ください．

【JR弘前駅から】
　　徒歩（約20分）
　　タクシー（約5分）
　　バス（約15分）：JR弘前駅前（中央口）バスター
ミナルの3番乗り場より「小栗山・狼森線」ま
たは「学園町線」に乗車いただき，【弘大農学
生命科学部前】で下車ください．

【自家用車】
　　大学内には来賓の方用の駐車スペースがござ
いますが，駐車できる台数に限りがあります。
そのため，お車でお越しの方は事前に事務局の
池田（E-mail: hikeda    hirosaki-u.ac.jp）までご
相談ください．

昼　食：
　　昼食は各自でおとりください．弘前大学生協
の食堂は，4日(土）は11:00 ～ 14:30と17:00 ～
19:30の時間に営業しております．大学構内の
売店は，4日(土）は8:00 ～ 20:00，5日(日）は
10:30 ～ 14:30の時間で営業しております．ま
た，大学より徒歩5分程度の範囲にコンビニが
2件ございます．5日(日）の昼食につきまして
は，参加申込書にて事前に御予約いただいた方
に限り，弁当を準備いたします．

宿　泊：
　　宿泊は各自でおとりください．弘前駅周辺な
どに宿泊施設がございます．補助金の報告のた
め，利用される宿泊施設を当日の受付でご記入
いただきます．

懇親会：
　　4日（土）の18：30より，弘前大学生協の食堂
で行います．津軽の郷土料理や青森の地酒をご
用意しております．

エクスカーション：
　　5日（日）の13：30に会場内に集合していただ
き，木村秋則さんの無農薬リンゴ園を見学する
予定です．参加人数が多数の場合には，当日自
家用車でお越しの方で，エクスカーションに
ご参加予定の方に，車の分乗に御協力をお願
いする場合がございます．ご協力が可能な方が
いらっしゃいましたら，事務局の池田（E-
mail: hikeda  hirosaki-u.ac.jp）まで参加申込の
際にご連絡ください．当日は弘前大学で16:30
頃の解散を予定しております．

参加申し込み：
１．参加者は別紙「大会参加申込書」に必要事項を
記入の上，2016年4月15日(金)(必着)までに大
会事務局までメールまたは郵送してください．
メールの場合は，申込書の様式通りの必要事項
をメール本文に記載してお送りください．

　　メールアドレス：jssz2016@gmail.com



２．一般講演予定者は，2016年4月15日(金)(必着)
までに，大会参加申込書と同時に講演要旨を
大 会事務局までメールまたは郵送にてお送り
ください．講演要旨は，本案内の最後に掲載の
作成要領に従って作成してください．メールの
場合，添付ファイルでの講演要旨申込みを受け
付けていますが，ワープロソフトでのファイル
は受け付けません．PDF形式で保存されたファ
イルのみ受け付けますので，御注意ください．

３．発表形式は，①口頭発表と②ポスター発表です．
　　【口頭発表】講演時間は一人15分（12分講演，
3分質疑応答）です．口頭発表はPowerPointを
使用した形式で行います．ファイルはあらか
じめCDもしくはUSBメモリーに記録し，発表
前に事務局で用意したPCにて動作確認をお願
いいたします．事務局ではWindows 7のPCを
用意いたします．PowerPointのバージョンは
2010を用意いたします．Macでの発表者が多数
の場合にはMacをこちらで準備いたしますが，
少数の場合はこちらで用意いたしませんので，
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発表される方はご自分のパソコンと接続用の
アダプターをご持参ください．なお，口頭発表
の希望者が多数となった場合には，ポスター発
表への変更をお願いすることがあります．

　　【ポスター発表】発表時間は，5日（日）の
10:00 ～ 11:30を予定しております．ポスター
は横90cm×縦120cm以内で作成ください．4日
（土）の11:30から掲示可能です．5日（日）9:30
までに掲示し，13:00までに忘れずにご回収く
ださい．

大会事務局連絡先：
　　〒036-8561 青森県弘前市文京町3　
　　弘前大学農学生命科学部　池田紘士
　　第39回日本土壌動物学会大会事務局
　　E-mail: jssz2016@gmail.com

支払い：
　　諸費用を，4月15日（水）までに下記の口座に
お振り込みください．振り込まれた参加費等の
領収書は当日，受付にて発行します．

　　１．大会参加費　3,000円（一般）
　　　　　　　　　　2,000円（学生）
　　２．懇親会費　　5,000円（一般）
　　　　　　　　　　2,000円（学生）
　　３．５日昼食代　 600円
　　
　　<振込先>
　　郵便振替口座番号：02220－6－120389
　　加入者名：日本土壌動物学会第39回大会
　　　　　　　実行委員会
　　

企画案内：
１．公開シンポジウム（参加無料，申込不要）
         「木村リンゴ園の土壌を考える」

　　日時：
　　　2015年6月4日（土）13:00 ～ 15:00 
　　場所：

　　　弘前大学農学生命科学部 402教室
　　内容：
　　　司会：金子信博
　　　演者：藤田正雄、岡田浩明、杉山修一
　　　コメンテーター：木村秋則（予定）

２．第10回トビムシ研究会（新）設立総会
　　日時：6月5日（日）13:00 ～ 17:00
　　場所：弘前大学農学生命科学部  330
　　内容： 
　　　トビムシ研究会設立趣旨説明
　　　　　　　　　　　　　　　　（長谷川元洋）
　　講演1「形態と分子データを用いた日本産トビ
ムシ分類の再整理の方向性について」

　　　　　　　　　　　　　　　　　（中森泰三）
　　講演2「trait-dataを用いた群集生態学の展開」
　　　　　　　　　　　　　　　　　（菱　拓雄）
　　講演3「青森県周辺の特徴的なトビムシについ
て、標本観察と解説」

　　　　　　　　　　　　（須摩靖彦、山内　智）



　　申し込み及び問い合わせ先：
　　　長谷川元洋
　　メール：motohiro    ffpri.affrc.go.jp
　　〒780-8077　高知県高知市朝倉西町2-915
　　　　国立研究開発法人　森林総合研究所
　　　　四国支所
　　　　　　　流域森林保全研究グループ
　　TEL：088-802-8922　FAX：088-844-1130

３．第17回ミミズ研究談話会総会
　　土壌動物学会に合わせて，今年もミミズ研究談
話会の総会を開催致します．総会に合わせて，
2題（各30分）の講演を予定しております．申
し込みは不要です．会員でない方も，ご興味が
ある方はぜひお誘い合わせの上ご参加下さい．

　　日時：6月5日（日） 13:30 ～ 15:00
　　場所：弘前大学農学生命科学部  402教室
　　内容：ミミズ研究談話会の総会を開催するとと
もに，以下の講演２題を予定しております．
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　　講演1「ミミズ由来微生物の農業利用への試み」
　　　　　（鷲尾尚輝・阿野貴司
　　　　　　　近畿大学大学院生物理工学研究科）
　　講演2「淡水産ミミズ類の多様性」
　　　　　　　　　　（大高明史　弘前大学教授）

　　問い合わせ先：
　　　南谷幸雄
　　ウェブサイト: https://sites.google.com/site/
mimizuyanjiutanhuahuihomu/　

　メール: soilzoologyynu   gmail.com　
栃木県立博物館 学芸部自然課　　　
〒320-0865 栃木県宇都宮市睦町2-2
　Tel: 028-634-1311

４．エクスカーション
　　日時：6月5日（日）13:30 ～ 16:30
　　場所：木村秋則さんの無農薬リンゴ園
　 ん　内容：岩木山のふもとにあります木村秋則さ
の無農薬りんご園の見学を予定しています．弘
前大学からの移動は自家用車の分乗にて対応
する予定です．

演要旨作成要領

・講演要旨の原稿はA4版サイズの用紙を縦長に用
い，横書きとします．1講演につき1枚内に収まる
ようにしてください．
・要旨の余白は上下3 cm，左右2.5 cmとします．
・１行目に演題を書きます．その際，講演番号が入
るスペースを確保するため，冒頭の書き出しにつ
きまして，1.5 cm以上空けてください．演題が２
行以上にわたる場合は，以下の項目をその分下げ
ます．
・３行目に発表者名（所属）を右揃えで記入します．
発表者が複数の場合は，演者の氏名の左肩に「○」
をつけて，演者が分かるようにしてください．
・４行目は空白行とし，５行目から本文を始めてく
ださい．
・郵送でお送りいただく場合はそのままの状態で，
また，メール添付でお送りいただく場合はこちら
でプリントアウトしたものを印刷に回します．文
字，図表などは黒で鮮明に印刷されるように作成
してください．
・上記の条件を満たしていれば，文字の大きさ，フォ
ント，書式などに制限はありません．ただし，読
みやすい形式にてお願いいたします．
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