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大会（WEB開催）のご案内

みなさまにおかれましてはCOVID-1 9の対 策にご 尽 力されていることと拝 察申し上 げます。
第 3 7 回 大 会につきましては、開 催 期日を7月から9月に変 更し、その後も状 況を勘 案しながら
検 討を かさねてまいりましたが 、9 月4 〜 6日の 大 会 の 現 地 開 催 は 難しいと判 断し、今 年 度 は
W E B 開 催 にて実 施することにいたしました。また、総 会 につきましても対 面での 実 施 は困 難と
考えますので、総 会の開 催については、別 途ご連 絡いたします。
このような 大 会 の 運 営 は、初めての 試 みとなりますので、行き届 か な い 点もあるかとは 存じ
ますが、何卒ご理解のほどよろしくお願 い申し上 げます。
従来のように一堂に会して親交を深めることはできませんが、時間や移動に縛られることなく
気軽にご 参加いただけるものと思っておりますので、ふるってご 参 加ください。また、会 員 以外
の方の参 加も歓 迎 いたしますので、関 心のある方にお 知らせ いただきますよう、あわせてお 願
い申し上 げます。
なお、WEB開催に伴い、開催期間や参加申し込み方法等が変更されておりますのでご注意く
ださい。
記

１．大会（WEBによる開催）

開催期間：2020年9月5日
（土）9：00〜2020年9月13日
（日）17：00

２．開催要項

WEB 上に口頭発表並びにポスター発表の資料データを掲載し、要旨集と合わせて閲覧いただくことで、
通常の大会時に準じた情報を得られるようにいたします。
また、通常の大会時には異なる会場の同時刻の
発表については視聴できませんが、今回の方法では全ての発表内容が閲覧可能となります。
興味のある発
表をじっくり閲覧いただくために、開催期間を９日間設けさせていただきました。緊急時の学会の開催方
法の一つとして、今回初めての試みとなります。
※開催内容は、要旨集の事前送付、特別セッション（動画配信）、研究発表（口頭およびポスター発表）、
ワーキンググループ
（希望されるグループのみ）
の開催告知、企業関係の紹介
（HPからのリンク）
を予定して
おります。詳細はサードサーキュラーでお知らせいたします。
※発表に関する質問やコメントについてはメール等により当事者間で行っていただく形式となります。
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３．参加方法

日本文化財科学会第37回大会ホームページ（以下、大会HP、http://www.jssscp.org/2020conf/ ）
上に7月1日
（水）
より大会参加申し込みフォーム
（発表者用・参加者用）のリンクを設置いたします。
そちら
から申し込みいただき、参加登録費を振り込まれた方に対して、事前に要旨集を発送いたします。要旨集
発送の際にWEB開催特設ホームページ（以下、特設HP）のURL とログインパスワードの通知を同封いた
します。なお、特設HPについては、大会HPならびに、
日本文化財科学会のHPにリンクを設置します。
※研究発表代表者は、7月10日
（金）
までの参加登録費のお振込みが発表の条件となりますので、必ず期
日までにお振込みください。

４．参加登録費
登録期限および
参加登録費内訳

事前登録（振込）

2020年7月10日(金)まで

通常登録（振込）

2020年7月11日(土)～8月20日(木)まで

正会員

3,000円

4,000円

学生会員

2,000円

3,000円

非会員（一般）

5,000円

6,000円

非会員（学生）

3,000円

3,000円

※賛助会員および団体会員の参加登録については、大会事務局にお問い合わせください。

【振込先】
ゆうちょ銀行
(口座記号番号) 00920-5-324699
(口 座 名 称) 日本文化財科学会大会実行委員会
(口座名称カナ) ニホンブンカザイカガクカイタイカイジッコウイインカイ
※払込取扱票（青色：払込手数料は払込者負担）
を郵便局で入手し、必要事項を記入の上、各自払い込み
ください（1名1枚）。
その際、必ず大会参加登録費であることを明記して下さい。なお、払い込まれた参
加登録費は返金いたしませんのでご了承ください。
※事前登録振込期限：2020年7月10日
（金）
まで
通常登録振込期限：2020年8月20日
（木）
まで
※７月10日
（金）
を過ぎてからの事前登録料金による払い込みについては、通常登録料金との差額をい
ただくことになりますので、
ご了承ください

5．懇親会およびエクスカーションについて
中止となります。

6.ワーキンググループについて

現地開催のような形式での実施はできませんが、WEB開催などを企画しているワーキンググループに
つきまして、特設HPより告知するなどのご協力をいたします。

7.企業セミナー・展示について

現地開催の形式については、中止となりますが、
ご協力いただける企業につきましては、特設HPからの
リンクにより企業の製品・活動をご紹介する予定です。
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８．研究発表およびワーキンググループ代表者の方へ

＜研究発表要旨集原稿の提出＞
WEB開催においても、例年通り研究発表要旨集（モノクロ）
を発行し、学会開催前に参加者へ郵送いた
します。
ファーストサーキュラーに掲載された研究発表申し込みシステム「発表論文アップロード」
よりご提出く
ださい。提出締切は2020年7月3日
（金）
です（締切厳守でお願いいたします）。
※参加登録費の事前登録期日までお支払いが発表の必須条件となりますので、7月10日
（金）
までに必ず
お振込みください。
※なお、
すでに要旨原稿をご提出いただいている場合は、参加登録費の事前振込み期限
（７月10日
（金）
）
までに振込みが確認でき次第、掲載させていただきます。
＜特設HP掲載用発表データの提出＞
通常、会場にて口頭発表時に使用されるパワーポイント資料や、ポスター会場に掲示するポスターを
WEB開催用のデータとしてご提出ください。大会実行委員会事務局では、WEB開催にあたりまして、以下
の点について留意して実施するよう考えております。
ご協力いただきますよう、お願い申し上げます。
・特設HPについては、参加登録費をお支払いいただいた方のみにログインパスワードをお知らせします。
・掲載される発表資料については、閲覧のみ可能となり、
データのダウンロードなどはできない形で掲載
いたします。
・ただし、画面キャプチャ―などの行為には対応できませんので、注意事項として以下の文章を掲載いた
します。
「※WEBページ上に掲載される発表資料・写真・動画等につきましては、各発表者の著作権等が発生しま
す。違法なダウンロードや転用など全て禁止いたします。」
データの仕様、提出先および締切は以下の通りです。
【データ形式、容量、
ファイル名、その他注意事項】
・口頭発表
発表用パワーポイント等をPDF化したもの（スライドサイズ：ワイド画面16:9推奨）。
スライドに解説文章を付ける場合は、①スライド内、②スライドの横、③スライドの下、いずれの形式
も使用できます。
・ポスター発表
ポスターデータをPDF化した縦長レイアウトもしくは、モニターでの閲覧に適した横長レイアウトの
どちらでも構いません。
・データ量
口頭、ポスターいずれも10MB以内です。
※発表用原稿にはファイル名に必ず発表IDと代表者氏名を記載してください。
（例：id001 Onsen Taro ）
※掲載については参加登録費のお支払いが必須条件です。
データをアップロードされても参加登録費の
振り込みが確認できない方については、掲載されませんのでご注意ください。
※発表にあたっては、
『日本文化財科学会行動規範』に照らし、著作権・知的財産権の侵害等を発生させ
ないよう、十分に留意してください。
（参考資料：
『日本文化財科学会行動規範』http://www.jssscp.org/ﬁles/code̲of̲conduct̲jssscp.pdf）
※発表原稿の掲示形式見本は大会HPにてお示ししますので、参照ください。
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※WEBページ上に掲載される発表資料等につきましては、各発表者の著作権等が発生します。
違法なダウ
ンロードや転用など全て禁止いたします。各資料の掲載資料・画像等の著作権・肖像権等の手続きが必
要なものに関しましては発表者の責任にて行うようにしてください。
この他、発表内容は、社会通念や公
序良俗を熟慮したものであることをご留意願います。
【発表に対する質問受付方法】
質問の受付を希望される方は、資料最終頁に連絡先など必要事項を記載するようにしてください。
なお、
事務局側での仲介等はいたしかねますので、当事者間にて行うようにしてください。
【アップロード方法と期限】
大会申し込みフォーム
（発表者用）にてデータをアップロードしてください。
提出期間および締切：2020年7月1日
（水）〜8月7日
（金）
（締切厳守でお願いいたします）
※期限後に到着したデータの掲載については保証いたしかねます。
※大会申し込みフォームは 7月1日
（水）
より大会HP上にリンクを公開予定です。

9．開催方式変更に伴う発表の変更等について

今回、
日程の変更により発表の取り下げをされた方で再発表を希望される方、WEB開催への移行により
発表を取り下げられる方は2020年6月18日
（木）
までに大会事務局までご連絡ください。

10．
プログラムについて

発表プログラムは、暫定版を６月20日頃をめどに大会ホームページに呈示します。
その後、登録状況を
確認の上、確定版としてサードサーキューラー（７月中頃発行予定）にてお知らせいたします。
今回、COVID-19の影響によりWEB開催に移行したため、発表予定者および大会参加を希望される方々
に大変ご迷惑をおかけしております。
可能な限り早めにお届けする所存でございますので、今しばらくお待
ちくださいますよう、
よろしくお願い申し上げます。
【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

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（福岡市経済観光文化局） 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
上野 淳也

篠﨑 悠美子

玉川 剛

段上 達雄

下村 智

白峰 旬

篠藤 マリア
（以上、別府大学）

-4-

田中 裕介

