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日本文化財科学会第 38 回大会 

ファーストサーキュラー  
2021 年 3 月吉日発行 

 

期日：2021 年 9 月 18 日（土）・9月 19 日（日） 

主催：日本文化財科学会 

共催：岡山理科大学 

 

日本文化財科学会第 38 回大会開催・研究発表申し込みのご案内 

日本文化財科学会第 38 回大会実行委員会 

 委員長 亀田修一 

 

大会のご案内 

 会員の皆様におかれましては新型コロナウイルス禍の中、不自由な日々をお過ごしの事と拝察申し上げ

ます。ご自愛頂きますよう、謹んでお願い申し上げます。 

 2021 年の日本文化財科学会第 38 回大会は岡山理科大学での開催ですが、2020 年の別府大会に引き続き、

オンラインによる実施を計画しております。ネット上での開催とはいえ、文化財科学の振興の為、ふるって

ご参加下さいますようお願い申し上げます。 

 また、文化財科学振興の為、会員外の方の参加も歓迎致します。関心をお持ちの方にお知らせ頂きますよ

う、併せてお願い申し上げます。 

 

記 

日本文化財科学会第 38 回大会 

日時： 2021 年 9 月 18 日（土）・19 日（日） 

会場： オンライン開催 

 

大会 HP の開設 

日本文化財科学会第 38 回大会 HP を以下に開設致します。本大会の情報を順次提供していきますのでご

利用下さい。 

          http://www.jssscp.org/2021conf/  

 

重要なお知らせ： セカンドサーキュラーは、学会に登録頂いた E-mail アドレスへ御案内します。学会に E-mail

情報を登録していない方、情報に変更が生じた方は、E-mail にて「所属・氏名（ふりがな）・E-mail アドレス・会

員番号（わかれば）・電話番号」を御連絡下さい。セカンドサーキュラーの配信は 2021 年 7 月を予定しております。 

 Email 情報登録送付先： jssscp@daibutsu.nara-u.ac.jp 

 登録期限： 2021 年 3 月 26 日（金） 

                【第 38 回大会に関する問い合わせ】 

第 38 回大会実行委員会事務局〒700-0005 岡山市北区理大町 1-1 岡山理科大学生物地球学部 富岡研究室 

Tel： 086-256-9715、携帯電話： 090-3746-9731、E-mail： jssscp2021@googlegroups.com 
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大会の概要 

1. 大会日程 

オンライン開催： 2021 年 9 月 18 日（土）・19 日（日） 

内容：リモートによる口頭発表、ポスター発表、ワーキンググループ会議を開催します。 

※ 参加費・振込み方法、詳細なタイムスケジュール等はセカンドサーキュラーでお知らせします。 

 

2. 機器紹介 

日時：2021 年 9 月 18 日（土）・19 日（日） 

内容：企業による文化財科学に関する機器情報発信の場をリモートで提供します。 

 

3. 企業セミナー 

日時：2021 年 9 月 18 日（土）・19 日（日） 

内容：機器・書籍等を紹介する企業によるリモートでの専門的なセミナーの機会を提供します。 

 

4. 特別セッション ＜一般公開＞ 

日時：2021 年 9 月 18 日（土）13:00～16:00（予定） 

「災害による文化財被害と 3D 計測」（仮）をテーマに、一般市民へのリモート公開を計画しています。  

※詳細はセカンドサーキュラーでお知らせします。 

 

5. 懇親会 

新型コロナウイルス禍の状況より、今回は実施致しません。 

  

6. 大会組織 

 委 員 長：    亀田 修一*1 

 事務局長：    富岡 直人*1 

 実行委員：    小畑直也*1、金田明大*3、白石 純*1、清家 章*2、徳澤啓一*1、那須浩郎*1、新納 泉*2、 

畠山唯達*1、三阪一徳*1、光本 順*2、守田益宗*1、山口一裕*1 

（所属 *1: 岡山理科大学、 *2: 岡山大学、 *3: 奈良文化財研究所） 

      

 

【第 38 回大会に関する問い合わせ】 

日本文化財科学会第 38 回大会実行委員会事務局 

〒700-0005 岡山市北区理大町 1-1 岡山理科大学 生物地球学部 富岡研究室 

Tel： 086-256-9715、携帯電話： 090-3746-9731 

E-mail： jssscp2021@googlegroups.com 
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日本文化財科学会第 38 回大会研究発表（口頭発表・ポスター発表）の募集 

 

Ⅰ．募集内容 

(1) 口頭発表： 1 件口頭発表 18 分以内（ライブ発表 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）、要旨は紙媒体の要旨集に掲載。事前申込者へは開催日迄に到着するように送付。ZOOM 等を

利用したライブ動画による双方向のコミュニケーションを計画しています。  

※詳細はセカンドサーキュラーで御連絡します。データは WEB システムで入稿頂きます（不可能の場

合は郵送でも受け付けます）。 

 

(2) ポスター発表 紙媒体要旨集掲載の上、リモートでのポスター掲示と質疑応答に加え、ライブでのポス

ター紹介を計画しています。 

 ※詳細はセカンドサーキュラーで御連絡します。 

 

Ⅱ．申し込み方法 

 研究発表の申し込みの締め切りは、4月 16 日（金）です。大会 HP 掲載の「申し込みフォーム」より、申

し込みを行って下さい（http://www.jssscp.org/2021conf/）。 

大会 HP から申し込みが困難な場合には、個別に第 38 回大会事務局に連絡頂ければ対応させて頂きます。

発表の採否は、4月中旬～4月下旬頃に通知致します。 

 なお、発表要旨の体裁や締め切りは、採否とともに連絡致します。 

 

Ⅲ．注意事項（よくお読み願います） 

(1) 発表区分 本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し込み

をお願い致します。なお、発表内容は、日本文化財科学会員の行動規範（スマホ

等で右 QR コードを読み込むと行動規範を示すページに飛ぶことが出来ます）を

遵守したものであることが条件となります。 

※なお、申し込み件数やプログラムの都合によりポスター発表のみとさせて頂く場合もあります。 

(2) 発表資格 口頭発表者・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、2021 年 3 月

31 日（水）時点で、2021 年度分の会費が納入ず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 2021 年 3 月 31 日（水）の時点で 2021 年度分の会費が納入ず

みの会員であることが条件です。 

(3) 研究発表 口頭発表をご希望でも発表件数が許容量に達した場合、ポスター発表に変更して頂くこと

がありますので、あらかじめご承知下さい。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下さい。 

(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、

日本語字幕か通訳をご準備下さい。 

(5) 費用負担 研究発表のための資料作成費は各自負担です。 

(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。 

 



4 

日本文化財科学会第 38 回大会研究発表申し込み（見本） 

本学会員の行動規範（右 QR コード：http://www.jssscp.org/files/code_of_conduct_jssscp.pdf を参

照下さい）に則った内容の御発表をお願いします。 

大会 HP 掲載の「申し込みフォーム」より、申し込みを行って下さい。

（http://www.jssscp.org/2021conf/） 締め切りは 2021 年 4 月 16 日（金）です。 

 

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。代表者および登

壇者・ポスター説明者は 2021 年度の会員であることが必要です。 

 例：○岡山太郎（奈良大学）OKAYAMA TARO、岡山はなこ（同）OKAYAMA HANAKO 

 

 

4．種目の別（希望する種目に○をして下さい） 

（1）口頭発表       （2）ポスター発表    

 

5．発表分野（希望する分野に○をして下さい） 

(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・成果を明記して下さい） 

 

 

 

7． 本発表が本学会員の行動規範（http://www.jssscp.org/files/code_of_conduct_jssscp.pdf）に留意

し、法令を遵守した発表内容である事を確認の上、下のチェック欄に○をご記入下さい。 

 チェック欄 （     ） 

 

8. 代表者（本学会会員あるいは会員に準ずる立場である事が必要です。企業賛助会員の場合はその点を明記下さい） 

a. 氏名 

b. 住所：〒 

c. 氏名： 

d. 電話： 

e. E-mail： 

f. FAX： 

【お問い合わせ】 日本文化財科学会第 38 回大会実行委員会事務局 

〒700-0005 岡山市北区理大町 1-1 岡山理科大学 生物地球学部 富岡研究室 

Tel： 086-256-9715、携帯電話： 090-3746-9731、E-mail： jssscp2021@googlegroups.com 
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ワーキンググループ会議開催の案内 

今大会では、テーマ別に会員が自由にリモートで討議できるワーキンググループ会議の時間を設けます。

時間帯は大会 9 月 18 日あるいは 19 日の夕方頃を予定しており、開催不可能な懇親会に替える意図もあり

ます。討議のリモート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会議開催申し

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下さい。ワーキンググループ会議への参加は非

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会議の採否につきましては、リモート枠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頂きます。 

 

申込方法：大会 HP 掲載の「ワーキンググループ会議開催申し込みフォーム」より申し込みを行って下さい。

（http://www.jssscp.org/2021conf/）  

締め切りは 2021 年 4 月 30 日（金）です。 

ご不明の点は、下記の日本文化財科学会第 38 回大会実行委員会までお問い合わせ下さい。 

 

ワーキンググループ会議開催申し込みフォーム（見本） 

①  グループの名称:                        

② a. 連絡責任者 氏名(※本学会の正会員であること)： 

b. 所属： 

c. 連絡先： 

d. E-mail:   

e. TEL:  

     f. FAX:  

③ 企画者（連絡責任者を含めて 3名以上の会員名） 

 

④ 開催テーマの概要（100 字以内） 

 

開催希望時間 （a～c の第 1～3 希望に○を付して下さい。また、連続で複数時間開催したい場合は複数時間

帯に○を付して下さい） 

                                               第 1 希望     第 2 希望      第 3 希望 

a. 2021 年 9 月 18 日（土）16:00～17:00 頃  

b. 2021 年 9 月 18 日（土）17:00～18:00 頃 

c. 2021 年 9 月 18 日（土）18:00～19:00 頃 

 

【問い合わせ先】 

日本文化財科学会第 38 回大会実行委員会事務局 

〒700-0005 岡山市北区理大町 1-1 岡山理科大学 生物地球学部 富岡研究室 

Tel： 086-256-9715、携帯電話： 090-3746-9731、E-mail： jssscp2021@googlegroups.com 
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【企業の皆様へ】機器・商品紹介、広告掲載のご案内 

機器のリモート紹介日時：2021 年 9 月 18 日（土）16:00 以降（各枠約 20 分） 

19 日（日）15:00 以降（各枠約 20 分） を予定 

広告掲載： 大会 HP（バナー・リンク）、紙媒体要旨集 

内容： 本大会では文化財科学に関する情報交換の場を ZOOM 等にて約 20 分枠で提供致します。学会員と関

連企業の皆様との情報交換の一環として各種機器・書籍・サービス等の商品の紹介が可能です。さらに、よ

り積極的にアピールを考えている企業の皆様には、各企業が自由に企画する専門的な「企業セミナー」の開

催をバックアップします。何れの参加企業も、大会 HP にバナーとリンク、さらに大会要旨集に広告が掲載

出来ますので、新型コロナウイルス禍の中でも多くの会員に広くアピール出来るものと存じます。 

 

  出展料・掲載料： 

    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 pdf 原稿をご用意下さい。 

 

 申込方法：大会 HP 掲載の「機器・商品紹介・広告掲載申し込みフォーム」より、申し込みを行って下さ

い。（http://www.jssscp.org/2021conf/） 締め切りは 2021 年 4 月 30（金）です。 

 

機器・商品紹介、広告掲載申し込みフォーム（見本： ①②必須、③④選択回答を願います） 

①  企業名:                        

②  a. 連絡責任者氏名： 

b. 所属： 

c. 連絡先： 

d. E-mail:   

e. TEL:  

f. FAX:   

③  機器・商品紹介（第 1、第 2希望にそれぞれ○をお願いします） 

                                                    第 1 希望       第 2 希望  

a. 2021 年 9 月 18 日（土）（16:00 以降を予定） 

b. 2021 年 9 月 19 日（日）（15:00 以降を予定） 

 

④ 広告掲載：  a. A4 版 2 頁  b. A4 版 1 頁 c. A4 版 1/2 頁（いずれかに○をお願いします） 

 

【問い合わせ先】 日本文化財科学会第 38 回大会実行委員会事務局 

〒700-0005 岡山市北区理大町 1-1 

岡山理科大学生物地球学部 富岡研究室 

  Tel： 086-256-9715、携帯電話： 090-3746-9731 

E-mail： jssscp2021@googlegroups.com 

  

内容    賛助会員   非会員 

リモート機器・商品紹介 40,000 円 50,000 円

研究発表要旨集の広告（A4・２頁）・HP 掲載バナー 50,000 円 60,000 円

研究発表要旨集の広告（A4・１頁）・HP 掲載バナー 30,000 円 40,000 円

研究発表要旨集の広告（A4・１/2 頁）・HP 掲載バナー 20,000 円 30,000 円
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【企業の皆様へ】企業セミナー開催のご案内 

新型コロナウイルス禍により双方向でのコミュニケーションで文化財科学関連機器の紹介が行いにくい

状況の中、本大会ではデモやプレゼンを実施して頂ける企業に ZOOM 等による企業セミナー開催の枠を設け

ます。 

時間は 9 月 18 日あるいは 19 日の正午付近を予定しており、時間を分けて複数チャンネルでの ZOOM 等に

よるセミナーを準備し、参加会員に案内をします。 

セミナー開催希望の企業は、企業セミナー開催申し込みフォームより、大会実行委員会までお申し出下さ

い。なお、リモート枠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採否を決定させて

頂きます。 

日時：2021 年 9 月 18 日あるいは 19 日（日）12：00～13:00 を予定 

会場：オンライン 

内容：文化財科学に関する情報交換の場として、学会会員と関連企業の皆様の情報交換を積極的に展開

する事を目的に機器・商品紹介、広告掲載に加え、企業の皆様の自主企画による専門的なセミナーを募集致

します。 

参加費：企業セミナーとして、約 1 時間 ZOOM 等での配信を行います。 

企業セミナー料金（リモート特別価格）120,000 円（HP 及び要旨集広告掲載料（1 頁）を含む） 

  申込方法：大会 HP の「企業セミナー開催申し込みフォーム」より、お申し込み下さい。

（http://www.jssscp.org/2021conf/）  

締め切りは 2021 年 4 月 30 日（金）です。 

 

企業セミナー開催申し込みフォーム（見本） 

① 企業名： 

② セミナー名称: 

③ セミナーの内容（100 字程度） 

 

 

                    

④ 希望日時：（いずれかに○をお願いします） 

a. 2021 年 9 月 18 日（土）12：00～13:00   

b. 2021 年 9 月 19 日（日）12：00～13:00  

⑤ a. 連絡責任者氏名： 

b. 所属： 

c. 連絡先： 

d. E-mail:   

e. TEL:        

f. FAX:   

【問い合わせ先】 

日本文化財科学会第 38 回大会実行委員会事務局 

〒700-0005 岡山市北区理大町 1-1 岡山理科大学 生物地球学部 富岡研究室 

Tel： 086-256-9715、携帯電話： 090-3746-9731  

E-mail： jssscp2021@googlegroups.com 
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日本文化財科学会第 38 回大会の組織 

 

日本文化財科学会第 38 回大会実行委員会組織 

 委 員 長：    亀田 修一*1 

 事務局長：    富岡 直人*1 

 実行委員：    小畑直也*1、金田明大*3、白石 純*1、清家 章*2、徳澤啓一*1、那須浩郎*1、新納 泉*2、 

畠山唯達*1、三阪一徳*1、光本 順*2、守田益宗*1、山口一裕*1 

（所属 *1: 岡山理科大学、 *2: 岡山大学、 *3: 奈良文化財研究所） 

      

 

日本文化財科学会第 38 回大会実行委員会事務局 

〒700-0005 岡山市北区理大町 1-1  

岡山理科大学 生物地球学部 富岡研究室 

Tel： 086-256-9715 

携帯電話： 090-3746-9731 

E-mail： jssscp2021@googlegroups.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 


