日本文化財科学会第37回大会
ファ ー スト サ ー キ ュラ ー
2020年1月8日発行

日本文化財科学会第37回大会・総会開催・研究発表申込みのご案内
日本文化財科学会第37回大会実行委員会
委員長 飯沼 賢司（別府大学）
大会および総会のご案内

会員の皆様におかれましては、
ご清祥のこととお慶び申し上げます。
日本文化財科学会第37回大会・2020年度総会は、
別府大学を会場として下記のように開催いたします。
ふるってご参加くださいますようお願い申し上げます。
また、会員外の方の参加も歓迎いたします。関心をお持ちの方にお知らせいただきますよう、併せて
お願いいたします。
記

日本文化財科学会第37回大会・2020年度総会

期日：2020年7月10日
（金）
・11日
（土）
・12日
（日）
会場：別府大学（大分県別府市北石垣82）
主催：日本文化財科学会・共催：別府大学

ウェブページの開設

日本文化財科学会第37回大会のウェブページを以下に開設いたします。本大会の情報を順次提供し
ていきますのでご利用ください。
http://www.jssscp.org/2020conf/ （調整中）

《重要なお知らせ》

今大会よりセカンドサーキュラーは、学会に登録いただいたメールでご案内させていただきます。

まだ学会にアドレスを登録されていない方は、
この機会に登録をお願いします。なお、アドレスを

持たない方は、2020年5月中旬ごろから上記大会HPでもセカンドサーキュラーの公開を予定して

おりますので、大会HPをご覧下さい。HPが見られない会員につきましては、郵送させていただきま
すので、大会事務局までご連絡ください。

●アドレス登録先：jssscp@daibutsu.nara-u.ac.jp
●登録期限：2020年1月31日
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大会および総会の概要
1.

大会日程

日時：2020年7月10日
（金）
・11日
（土）
・12日
（日）
会場：別府大学本学キャンパス

内容：口頭発表・ポスター発表に加えて、
ワーキンググループ会議、エクスカーションを開催します。
※参加費・振込み方法等はセカンドサーキュラーでお知らせします。
2.

機器展示・企業セミナー

日時：2020年7月11日
（土）
・12日
（日）
会場：別府大学本学キャンパス

内容：本大会では文化財科学に関する情報交換の場を提供します。情報交換の一環として、機器・書
籍等を展示すると共に、企業による専門的なセミナーを開催します。

3.

特別行事

（1）特別セッション＜一般公開＞

日時：2020年7月11日
（土）午後
会場：別府大学3号館ホール

内容：
「文化財と三次元計測（仮）」
をテーマに、一般公開の特別セッションを計画しています。
（2）エクスカーション＜会員対象＞
日時：7月10日
（金）午後

Aコース：宇佐神宮と大分県立博物館見学（解説付き）
Bコース：臼杵石仏見学（解説付き）

※詳細はセカンドサーキュラーでお知らせします。
4.

懇親会

日時：2020年7月11日
（土）18:30〜20:30（予定）

会場：ホテルサンバリーアネックス
（大分県別府市石垣東10-1-20
会費：事前登録5000円、当日6000円

TEL：0977-26-6555）

学生は事前登録3000円、当日4000円

※詳細はセカンドサーキュラーでお知らせします。
5.

総会

日時：2020年7月12日
（日）11：00〜12：00（予定）
会場：別府大学3号館ホール

内容：正会員をもって構成し理事・監事の選任や予算の損益などの重要事項について議決します。
多くの正会員の参加をお待ちしておりますが、参加できない会員は委任状をご提出ください。
【第37回大会に関する問い合わせ先】
日本文化財科学会第37回大会実行委員会事務局
〒874-8501 別府市北石垣82
別府大学文学部史学・文化財学科 渡辺研究室
E-mail：jssscp2020@gmail.com
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日本文化財科学会第37回大会研究発表（口頭発表・ポスター発表）の募集
1．募集内容
(1)口頭発表：1件18分以内（発表15分、質疑3分の予定、件数により変更の可能性もあります）
※使用可能機器：液晶プロジェクター
※データはUSBメモリに記録してご持参ください。
(2)ポスター発表：ポスターパネルは、A0サイズ（841mm×1189mm）
を予定しています。
※発表内容に関する解説の時間を設けます(13:00〜14:00の予定)。
2．申込み方法
研究発表申込みの締め切りは2月29日
（土）
です。大会ウェブページ掲載の「申込みフォーム」に必要
事項を記入の上、お申込みください（http://www.jssscp.org/2020conf/）。
ウェブページから申込みが
困難な場合には、個別に第37回大会事務局に連絡いただければ対応させていただきます。発表の採否
は、3月末頃に通知いたします。
なお、発表要旨原稿（A4版・2頁）の提出締め切りは4月30日
（木）必着です。
3．注意事項（よくお読み願います）
(1)発表区分

学会は文化財に関する年代測定、古環境、材質・技法、産地、保存科学、文化財科学一般、探査、
文化財防災における人文科学と自然科学の学術的研究を目的としています。
この趣旨に沿った分野
における研究発表の申込みをお願いいたします。

(2) 発表資格

登壇者あるいはポスター説明者は当日に参加できる本学会会員に限ります。
また、2020年3月31日
時点で、2020年度分の会費が納入済みの会員であることが条件です。
連名の場合は、代表者、登壇者あるいはポスター説明者が2020年3月31日の時点で2020年度分
の会費が納入済みの会員であることが条件です。

(3) 研究発表

本大会は口頭発表会場が２会場となりますので、発表件数は50件ほどになります。口頭発表の申
込み件数が多数の場合、ポスター発表に変更していただく場合がありますので、あらかじめご承知
ください。
なお、他学会等で発表済みの研究または同じグループによる類似内容の発表はお控えください。

(4) 発表形態

海外の方の口頭発表、ポスター発表では英語の使用も可能です。
ただし、口頭発表の場合は、
日本
語通訳をご同伴ください。

(5) 費用負担

研究発表のための資料作成費および旅費は各自ご負担ください。

(6) 学会誌への投稿

発表内容は学会誌『文化財科学』への投稿を依頼する場合があります。
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日本文化財科学会第37回大会研究発表申込み
大会ウェブページ掲載の「申込みフォーム」に以下の必要事項を記入の上、申込みを行ってください。
（http://www.jssscp.org/2020onf/）
締め切りは2020年2月29日
（土）必着です。当日はシステムが混み合いますので、
できるだけ早めのお
申込みをお願いいたします。

1．発表題目（日本語）
2．発表題目（英語）
3．発表者名（所属）
・ローマ字標記
※連名の場合は、登壇者あるいはポスター説明者に○印を付けて下さい。氏名・所属を正確に記入
して下さい。登壇者あるいはポスター説明者は2020年度の会員であること。
例：○温泉太郎（別府大学）ONSEN TARO、温泉花子（同）ONSEN HANAKO
4．種目の別（希望する種目に○をしてください）
（1）口頭発表

（2）ポスター発表

5．発表分野（希望する分野に○をしてください）
(1) 年代測定

(2) 古環境

(3) 材質・技法

(4) 産地

(5) 保存科学

(6) 文化財科学一般

(7) 探査

(8) 文化財防災

6．発表概要（400字程度で、特徴・独自性・成果を明記してください）
7．代表者（連絡責任者）
住所：〒
氏名：
電話：
E-mail：
FAX：
【問い合わせ先】
日本文化財科学会第37回大会実行委員会事務局
〒874-8501 別府市北石垣82
別府大学文学部史学・文化財学科 渡辺研究室
E-mail：jssscp2020@gmail.com
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ワーキンググループ開催のご案内
本大会では従来からの口頭発表、ポスター発表および特別セッションの枠組みに加えて、
テーマ別に
会員が自由に討議できる時間を設けます。時間帯は大会1日目(7月10日)の夕方を予定しており、討議の
会場は実行委員がグループごとに準備致します。議論の形式や進行の一切は各グループで選出頂くコー
ディネーターに一任します。
開催希望者は、本会会員3名以上の連名で立ち上げのグループを作り、
ワーキンググループ開催申し
込みフォームにご記入のうえ、大会実行委員会まで申し出てください。
ワーキンググループへの参加は非
会員・学生などを含めて自由です。
討議内容の概要について、大会後に発行する｢会報」
でご報告頂き、全会員で共有を図りたいと思いま
す。
なお、
ワーキンググループの採否につきましては、会場に限りがありますので、
申し込み順を原則として
大会実行委員会で決定させていただきます。
申込方法：大会ウェブページ掲載の「ワーキンググループ開催申し込みフォーム」に必要事項を記入の上、
申込みを行って下さい。
（http://www.jssscp.org/2020conf/）
締め切りは2020年2月29日
（土）必着です。
ご不明の点は、下記の日本文化財科学会第37回大会実行委員会まで問い合わせください。

ワーキンググループ開催申し込みフォーム
① グループの名称:
② 連絡責任者

※本学会の正会員であること

氏名：
所属：
連絡先：
E-mail:
TEL:
FAX:
③ 企画者（連絡責任者を含めて5名以上の会員名）
④ 開催テーマの概要（100字以内）
⑤ 開催時間
7月10日夕方（17：30〜19：30）の間での設定となります。
【問い合わせ先】
日本文化財科学会第37回大会実行委員会事務局
E-mail：jssscp2020@gmail.com
担当委員：加藤・小林
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＊企業の皆様へ

企業セミナー・機器展示・広告掲載のご案内

本大会では学会会員と関連企業の皆様との文化財科学に関する情報交換の場を提供するために、
企業の皆様による専門的なセミナー開催の場を提供すると共に、機器・書籍等の展示ブースをポスター
会場に併設します。
また、大会要旨集に広告を掲載することによって貴社の製品を関係者に広く周知で
きます。企業の皆様の積極的なご協力、
ご参加をお願いいたします。

＜企業セミナー＞
学会会員と関連企業の皆様との情報交換の一環として機器展示・広告掲載に加えて企業の皆様の自
主企画による専門的なセミナーを募集いたします。
機器の紹介、
デモやプレゼンテーションにご利用いた
だけます。時間は大会2日目、3日目の昼休みを予定しており、大会実行委員会が企業ごとに会場を準備
いたします。
セミナー開催希望の企業は、企業セミナー開催申し込みシートにご記入のうえ、大会ウェブページより
お申込みください。
なお、会場に限りがありますので、採否につきましては申込み先着順を原則として大会
実行委員会で決定させていただきます。
日時：2020年7月11日
（土）
・12日
（日）12：00〜13:00を予定
会場：別府大学本学キャンパス
（口頭発表会場に近い教室を準備いたします）
使用料：企業セミナーとして約1時間をご使用いただけます。企業セミナー料金250,000円。
※機器展示ブース1区画（50,000円）
と広告掲載料（40,000円）
を含みます
申込方法：大会ウェブページ掲載の
「企業セミナー申込みフォーム」
に必要事項を記入の上、
お申込みくだ
さい。
（http://www.jssscp.org/2020conf/）
締め切りは2020年2月29日
（土）必着です。

企業セミナー開催申込みフォーム
① 企業名：
② セミナー名称:
③ セミナーの内容（100字程度）
④ 連絡責任者
氏名：
所属：
連絡先：
E-mail:
TEL:
FAX:
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＜機器展示・広告掲載＞
機器・書籍等の展示ブースをポスター会場に併設します。
また、大会要旨集に広告を掲載することに
よって貴社の製品を関係者に広く周知できます。
機器展示日時：2020年7月11日
（土）10：00〜18:00、12日
（日）9：30〜15:00を予定
会場：別府大学本学キャンパス
区画：1区画あたり幅180×奥行45㎝の机2台と椅子2脚をご用意します。
出展料・掲載料：以下の通りです。
内容

賛助会員

展示ブース （1区画あたり）

40,000円

研究発表要旨集の広告（A4・１頁）

30,000円

研究発表要旨集の広告（A4・１/2頁）

20,000円

非会員

50,000円
40,000円
30,000円

研究発表要旨掲載の広告原稿：A4版1頁あるいは1/2頁の印刷原稿をご用意ください
申込方法：大会ウェブページ掲載の「機器展示・広告掲載申込みフォーム」に必要事項を記入の上、お申
込みください。
（http://www.jssscp.org/2020conf/）
締め切りは2020年2月29日
（土）必着です。

機器展示・広告掲載申込みフォーム
① 企業名:
② 連絡責任者氏名：
所属：
連絡先：
E-mail:
TEL:

FAX:

③ 申込内容：機器展示
広告掲載

1区画 、2区画（どちらかに○）
を申し込みます。
A4版 1頁

A4版2頁

A4版 1/2頁（どちらかに○）
を申し込みます。

【問い合わせ先】
日本文化財科学会第37回大会実行委員会事務局
E-mail：jssscp2020@gmail.com
担当委員：渡辺・細川・比佐
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日本文化財科学会第37回大会・総会会場のご案内
交通機関

JR「別府大学」駅より徒歩約15分（詳しくは別府大学のHPをご覧ください）

別府大学
セブン
イレブン●

●体育館

セブンイレブン●
●GS
別府大学駅

←大分

●別府国際観光港

10

亀川→

※近隣にホテルは多数ございますが、近年の観光客の増加に伴い予約が取りにくくなっております。
ご参加が決まりましたら、お早めのご予約をおすすめいたします。

日本文化財科学会第37回大会の組織
日本文化財科学会第37回大会実行委員会
委 員 長：飯沼賢司（別府大学）
事務局長：渡辺智恵美（別府大学）
実行委員：富岡直人（岡山理科大学） 細川金也（佐賀県立博物館） 村上浩明（株式会社とっぺん）
木川りか（九州国立博物館） 加藤和歳

小林 啓（以上、九州歴史資料館）

比佐陽一郎（福岡市埋蔵文化財センター） 山路康弘（大分県教育庁文化課）
石川優生（大分県立歴史博物館） 神田高士（臼杵市教育委員会）
秦 広之（別府市教育委員会） 西村靖史
篠崎悠美子

白峰 旬

玉川 剛

段上達雄

下村 智

田中裕介

上野淳也

篠籐マリア
（以上、別府大学）
日本文化財科学会第37回大会事務局
〒874-8501 別府市北石垣82
別府大学文学部史学・文化財学科 渡辺研究室
Tel：0977-27-6116・6218／Fax：0977-27-6117
E-mail: jssscp2020@gmail.com
日本文化財科学会事務局
〒631-8502 奈良県奈良市山陵町1500
奈良大学文学部文化財学科 魚島研究室
Tel/Fax：0742-41-9548
E-mail：jssscp@daibutsu.nara-u.ac.jp
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