
 
 

	 

平成 28年 4月 1日 
 
各	 位 

大学博物館等協議会・博物科学会実行委員会 
委員長	 岡橋	 秀典 

 
第 19回大学博物館等協議会・第 11回博物科学会（東広島大会） 

開催のお知らせ 
 
第 19回大学博物館等協議会・第 11回博物科学会を下記要領で開催いたします。
皆様のご参加をお待ちしております。 
 

記 
 
 

１.日程・タイムテーブル	 

【6月 30日（木）】 
（総合博物館は 10：00から開館しております。） 
12：00	 受付開始（学士会館 2F レセプションホール） 
13：00~ 大学博物館等協議会 
	  13：00	 挨拶	 実行委員会委員長	 岡橋秀典 
	  13：10	 挨拶	 広島大学 学長	 越智光夫 
	  13：20	 特別講演	 大塚	 攻（広島大学大学院生物圏科学研究科教授） 
	 	 	 	 「生物多様性の危機を大学博物館から考える」 
	  14：30	 休憩（10分） 
14：40~ 博物科学会研究発表 
	  14：40	 口頭発表（学士会館 2F レセプションホール）※発表 3題 
	  15：40	 休憩（10分） 
15：50	 館長会議（文学研究科 大会議室）、ポスター発表（学士会館 2Fロビー） 
	  16：20	 休憩（10分） 
16：30	 協議会総会・博物科学会総会（学士会館 2F レセプションホール） 



 
 

	 

17：20	 ポスター発表（～18：15）（学士会館 2Fロビー） 
17：50	 総合博物館本館見学（希望者~18：20） 
18：30	 懇親会	 広島大学生協（北第 2福利） 
20：30	 散会 
 
【7月 1日（金）】 
9：00~ 博物科学会研究発表 
	  9：00	 口頭発表（学士会館 2F レセプションホール）※発表 4題 
	  10：20	 休憩（10分） 
	  10：30	 口頭発表	 ※発表 3題 
11：30	 昼食 
	  12：30	 口頭発表	 ※発表 4題 
	  13：50	 休憩（10分） 
14：00	 発見の小径・両生類研究施設・遺跡見学 
16：00	 散会 
 
※	 発表 14題（発表 15分、質疑・発表者交代 5分） 
※	 昼食について：両日とも広島大学生協・カフェが利用可能です。 
	 

２.会場（広島大学東広島キャンパス）	 

特別講演、博物科学会研究発表、総会	 	 	 	 学士会館 2Fレセプションホール 
ポスターセッション	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 学士会館 2Fロビー 
館長会議	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 文学研究科 1F大会議室 
懇親会	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 広島大学生協（北第 2福利） 
	 

＜会場（広島大学東広島キャンパス）へのアクセス＞	 

下記アドレス参照（JR山陽本線西条駅からはバスで約 20分 290円、タクシー
約 15分、約 2,000円。新幹線東広島駅からタクシー約 15分、約 2,000円が目
安です。詳しくは、下記、東広島キャンパスへのアクセスを御覧ください。） 
	 

広島大学へのアクセス	 

http://www.hiroshima-u.ac.jp/top/access/ 
東広島キャンパスへのアクセス	 



 
 

	 

http://www.hiroshima-u.ac.jp/top/access/higashihiroshima/ 
学士会館へのアクセス	 

http://www.hiroshima-u.ac.jp/gecbo/p_3e2399.html 

	 
	 

※ご来場には、原則、公共交通機関をご利用願います。	 

都合により乗用車でのご来場をご希望の方は、事前に実行委員会までご相談く

ださい。	 

	 

＜総合博物館へのアクセス＞	 

博物館ホームページ（http://home.hiroshima-u.ac.jp/museum/）をご覧くださ
い。	 

	 

	 

３.協議会等参加申込	 

申込方法：以下の情報をメールでお送りください。	 

送付先(E-mail)：kyogikai2016@hiroshima-u.ac.jp（広島大学総合博物館：本協議



 
 

	 

会申し込み専用アドレス）	 

締切：平成 28	 年 4	 月 30	 日（土）	 

--------------------------------------	 

（1）参加者 
	 	 ①氏名(漢字・ひらがな)	 

	 	 ②所属機関・部局	 

	 	 ③協議会参加	 (	 ○	 	 ×	 )	 

	 	 ④懇親会参加	 (	 ○	 	 ×	 )	 

	 	 ⑤学会発表(	 ○	 	 ×	 )	 

	 	 ⑥発見の小径・両生類研究施設・遺跡見学（	 ○	 	 ×	 ）	 

	 

【発表する場合のみ回答】	 

・希望形式（口頭発表・ポスター発表・どちらでも可）	 

※	 口頭発表の時間は 15分、質疑応答・発表者交代に 5分です。時間の都合上、
口頭発表は 14 題程度を予定しています。そのため、希望者が多い場合は、
ポスター発表にまわっていただくこともあります。	 

・発表タイトル	 

・希望セクション（教育・研究・情報・展示・地域と社会連携・マネジメント・

その他）	 

※	 今回は、「まるごと博物館、エコ・ミュージアム」に関する発表も広く募集

します。	 

	 

（2）各館紹介ポスター（	 有	 	 無	 ）	 
--------------------------------------	 

	 

	 

４.博物科学会発表要旨の提出	 

(1) 送付先、協議会参加申込と同じです。	 
(2) 締切：平成 28	 年	 5 月 16 日（月）	 
(3) 要旨作成要領	 
・	 必ず 800 字以内でMicrosoft Word で作成してください。 
・	 1 行目に演題、2 行目に講演者名（所属）、4 行目から本文。講演者が複数
の場合は当日の発表者名の左肩に○印を付けてください。 

・	 刷り上がり本文込み A4・1 頁の範囲で図を入れることができます。図はグ
レースケールとし、要旨本文に組み込まず、別ファイル（JPEG で 1 枚あ
たり 2MB 以下）でお送りください。 



 
 

	 

・	 要旨本文の Word ファイルと図の画像ファイルをメールに添付してお送り
ください。	 

	 

〈注意点〉	 

・	 口頭発表は、コンピュータ接続の液晶プロジェクタで PowerPoint を使用し
て行います。 

・	 使用予定機種・ソフトは Windows PowerPoint2013 です。発表の
PowerPoint ファイルを USB メモリでご持参ください。PowerPoint Mac 
もご利用いただけますが、その場合はフォントや図の表示の不都合を避ける

ためにノートパソコン及びコネクターをご持参ください。講演予定者は受付

時に担当者にお申し出ください。 
・	 ポスター発表者は、最大で A0縦（1189mm×841mm）でプリントしたもの
をご持参ください。  

・	 ポスター発表（各館紹介を含む）は、6 月 30 日（木）15：50~16：20、17:20
～17:50を説明の時間（コアタイム）とします。 

	 

	 

５.各館紹介ポスター	 

	 協議会・大会期間中、ポスターセッション会場にて各館紹介のポスターを展

示します。各館の特色ある活動、直面している問題など各館の紹介をポスター

（最大 A0 縦）1 枚にまとめて、当日ご持参ください。なお、3（2）により事
前にその有無をお知らせ願います。 
	 また、各館のニュースレター等、配付資料がありましたら、広島大学総合博

物館に 6月 20日（月）までにお送りくださるか、当日ご持参ください。	 
	 

	 

６.会費	 

当日、受付でお支払いください。 
	 	 学会参加費	 2,000 円 
	 	 懇親会費	 5,000 円 
	 

７.宿泊	 

各自でホテル等のご予約をお願いします。	 

※	 注意事項	 

他の学会・集会等が重なることがありますので、お早めにご予約ください。	 

JR 山陽本線西条駅周辺、広島大学周辺のホテルをお勧めします。新幹線東広



 
 

	 

島駅周辺のホテルは、交通の利便性が良くありませんのでご注意ください

（東横インにつきましては、JR 山陽本線西条駅前、新幹線東広島駅前の双方

にございますのでお間違えのないようご注意ください）。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

【大会事務局】	 

広島大学総合博物館	 

〒739-8524	 東広島市鏡山 1-1-1 
Tel:082-424-4212	 
E-mail:	 kyogikai2016@hiroshima-u.ac.jp	 


