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会

告

日本きのこ学会 25 周年記念大会・式典のご案内（第 1 回）

日本きのこ学会 25 周年記念大会（第 18 回大会）および記念式典は，以下の要領で，京都大学において開催いたします．
大会実行委員一同，多数のご参加およびご発表を心よりお待ちしております．
日本きのこ学会 25 周年記念大会
大会委員長 本 田 与 一

記
Ⅰ．大会概要
1．期

Ⅱ．特別講演シンポジウムおよび会合等
1．特別講演およびシンポジウム

日：

平成 26 年 9 月 10 日（水）－ 12 日（金）
2．会

1）市民公開シンポジウム
［9 月 11 日（木）10：00 － 12：00］
テーマ：
「ブーム到来！きのこ女子と食の魅力」

場：

京都大学 百周年時計台記念館

特別講演：とよ田キノ子氏

京都市左京区吉田本町

講演予定者：江口文陽，川村倫子，宮澤紀子 の各氏

3．日

2）特別シンポジウム
［9 月 12 日（金）13：15 － 16：30］

程：

テーマ：
「子実体形成はどこまでわかったか？」

9 月 10 日（水）
12：00 － 13：30

編集委員会

14：00 － 17：00

理事会

講演予定者：河岸洋和，福田泰久，馬替由美，
村口 元，宮崎安将，山中勝次 の各氏

9 月 11 日（木）
9：30 －
10：00 － 12：00

受付・登録
市民公開シンポジウム「ブーム

2．記念式典［9 月 11 日（木）14：10 － 16：30］
式典終了後，会場にて記念撮影を行います．

到来！きのこ女子と食の魅力」
12：00 － 13：00

評議員会（昼の休憩時間）

13：00 － 14：00

ポスター発表（一日目）および

3．祝賀会［9 月 11 日（木）18：00 － 20：30］
会場：ウェスティン都ホテル京都
京都市東山区三条蹴上

小中高生による発表

祝賀会に参加を希望される方は，参加申込ファイル内

14：10 － 16：30

記念式典

16：30

記念写真撮影

の祝賀会参加申込書に必要事項を記入し，会誌綴じ込み

祝賀会

の郵便振替用紙を使用し，諸会費一覧の 2）の通り，祝

18：00 － 20：30

（会場：ウェスティン都ホテル京都

賀会費を別途ご送金の上，お申し込み下さい．

京都市東山区三条蹴上）
9 月 12 日（金）
9：00 － 10：00

ポスター発表（二日目）

４．小中高校生によるプレゼンテーション
（学会執行部企画）［9 月 11 日（木）13：00 － 14：00］
高等学校の農林業専攻やバイオテクノロジー専攻で

10：10 － 11：00

総会

11：00 － 12：00

受賞記念講演

は，きのこに関する教育も実施されています．また，小・

12：00 － 13：00

昼休憩

中学校の理科クラブなどでもきのこを題材にした取り

13：00 － 13：10

ポスター賞表彰式

組みが行われています．

13：15 － 16：30

特別シンポジウム「子実体形成
はどこまでわかったか？」

日本きのこ学会では毎年，きのこ学やサイエンスに興
味をもってもらい，将来の我が国の担い手となりうる生
徒の皆さんに研究発表の場を設け，きのこ研究者とディ

＊一般講演は全てポスター形式で行います．

スカッションする機会をもって頂きたいと考えており
ます．
発表を希望される小中高生は，この機会に是非とも参
加して下さい．指導されている教職員が日本きのこ学会
の会員であれば（発表申し込みまでに入会すれば）発表
される生徒さんは，無料で参加して頂けます．また，発

日本きのこ学会誌
MUSHROOM SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY

表した生徒さんには，
発表証明書
（賞状）
を発行致します．

5

込（発表者のみ）
，祝賀会，講演要旨集の申込をご記入後，

発表を希望される生徒さんおよび指導されている教

「IV．問い合わせ先」に記載された参加申込書・講演要

職員の皆様は，実行委員会（下記）までご連絡下さい．詳

旨送付先メールアドレス宛に添付ファイルとして送信

細をご説明させて頂きます．

して下さい．

5．受賞者講演［9 月 12 日（金）11：00 － 12：00］
学会賞

2．参加費一覧
1）大会参加費（講演要旨集代を含む）

寺嶋芳江氏（琉球大学）
「野外調査と室内実験によるきのこ生態解明研究」
奨励賞
原田栄津子氏（ ㈱ 岩出菌学研究所）
「食用担子菌 Grifola gargal の分類学的解析
および培養技術の開発」
技術賞

会

員

4,000 円（予約）
， 5,000 円（当日）

学生会員

2,500 円（予約）
， 3,500 円（当日）

非 会 員

7,000 円（予約・当日ともに）

2）祝賀会費
会

員

8,000 円（予約）
，10,000 円（当日）

学生会員

5,000 円（予約）
， 8,000 円（当日）

非 会 員 12,000 円（予約・当日ともに）

市村昌紀・三原聡・小根澤秀人・篠田清嗣 の各氏

3）講演要旨集代（追加購入など要旨集のみが希望の場合）

（中野市農業協同組合）

会

員

2,000 円

「エノキタケにおける液体種菌大量培養技術の確立」

非 会 員

4,000 円

なお，団体会員で大会参加希望の方は，参加申込

6．ポスター賞授与式
［9 月 12 日（金）13：00 － 13：10］
場所：京都大学百周年時計台記念館大ホール

ファイル内の参加申込書，祝賀会参加申込書の氏名
欄に，個人名と当該団体の登録名を記入して下さい．
登録名の記入がない場合は，非会員の扱いとなり
ますのでご注意下さい．

7．諸会合
1）編集委員会
期日：平成 26 年 9 月 10 日（水）12：00 － 13：30
場所：京都大学農学部総合館（北部キャンパス）
地域環境科学専攻 中会議室（S - 186）
2）理事会
期日：平成 26 年 9 月 10 日（水）14：00 － 17：00
場所：京都大学農学部総合館（北部キャンパス）
地域環境科学専攻 中会議室（S - 186）
3）評議員会
期日：平成 26 年 9 月 11 日（木）12：00 － 13：00
場所：京都大学百周年時計台記念館 2 階
国際交流ホールⅡ
4）総会
期日：平成 26 年 9 月 12 日（金）10：10 － 11：00
場所：京都大学百周年時計台記念館大ホール

3．一般講演（ポスター発表）
1）発表にあたっての注意事項
①全ての一般発表はポスター形式となります．
②審査により，優秀ポスター賞を決定し，表彰いたし
ます．
③ポスター発表の書式等については，次号に掲載し
ます．
2）講演要旨の作成方法
①講演要旨は，大会ホームページのテンプレート
（Word 形式のひな形）に従って，表題・本文・図
表等を含めて A4 サイズ 1 ページに収めて下さい．
それを PDF ファイルに変換して，
「IV．問い合わ
せ先」に記載された参加申込書・講演要旨送付先
メールアドレス宛に送信（PDF ファイル添付）し
て下さい．
②原稿は，そのままオフセット印刷しますので，原稿

8．展示および販売
初日ポスター会場にて，グッズ等の販売を企画してい
ます（詳細は追ってお知らせします）
．

に使用するフォントの種類・サイズ・余白等は，
テンプレートの指示通りにして下さい．
③ PDF ファイル形式で保存するファイル名は，
「筆
頭著者名＿所属」
（全て全角）として下さい．

Ⅲ．参加および発表申込
1．申込方法
大会に参加される方は，講演の有無に関わらず，学会
ホームページの参加申込ファイルのテンプレート
（Excel 形式のひな形）にしたがって，大会参加，発表申

④連名の場合，発表者氏名先頭に○を付けて下さい．
⑤その他，講演要旨作成の詳細は，原稿作成例をご参
照下さい．
7 月 11 日（金）17 時です．
⑥講演要旨の提出締切日は，
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3）講演要旨集
大会予約申込者には，
大会前に郵送いたします．また，

また，祝賀会が開催されるウェスティン都ホテル

大会に参加しないで講演要旨集を希望される方は，

京都へは，各自でご参集下さい． 京都大学からは，

講演要旨集の送付先住所ならびに氏名を記入し，会

市バス京大正門前停から 31，201，206 系統（祇園

誌綴じ込みの郵便振替用紙を用いて，大会参加費一

方面行き）で東山三条下車徒歩 10 分程度，またはタ

覧の 3）のとおりご送金の上，お申し込み下さい．

クシーで 800 円程度です．

4．当日のアクセス・宿泊・食事
1）大会当日の昼食

Ⅳ．問い合わせ先（大会実行委員会）
〒606 - 8502 京都市左京区北白川追分町

実行委員会では，お弁当の予約等のお世話は致しま

京都大学大学院 農学研究科 地域環境科学専攻

せん．付近には大学生協をはじめ多くの食堂やお弁

日本きのこ学会 25 周年記念大会

当販売がございますので，適宜ご利用下さい．

実行委員会 中沢威人

2）宿泊施設
実行委員会では，宿泊のお世話はしませんので，各

TEL 075 - 753 - 6465 FAX

075 - 753 - 6471

e - mail：tnakazaw@kais.kyoto - u.ac.jp

自でお取り下さいますようお願いいたします．なお，
行楽シーズンの京都ではホテル等が混雑することも

参加申込・講演要旨ファイル送付先

ございますので，早めのご予約をお奨めいたします．

tnakazaw@kais.kyoto - u.ac.jp

3）会場までの交通
京都大学へは，公共交通機関の乗り物をご利用下さ
い．駐車場は一切ございません．以下のホームペー
ジの交通・キャンパス案内もご参照下さい．
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/access/campus/
map6r_y.htm

参加申込・講演要旨締切日
平成 26 年 7 月 11 日（金）17 時（必着）

日本きのこ学会誌
MUSHROOM SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY

講演要旨原稿記入例
ヒラタケにおける分泌型レポーターシステムの開発
○中沢威人，入江俊一*，渡辺隆司**，本田与一
（京都大・院農，*滋賀県大・環境科学，**京都大・生存研）
Development of a secretory reporter system in Pleurotus ostreatus
○Takehito NAKAZAWA, Toshikazu IRIE*, Takashi WATANABE**, Yoichi HONDA
(Grad. School of Agr., Kyoto Univ.; *Dept. of Environ. Sci., Shiga Pref. Univ.; **Res.
Inst. for Humanosphere., Kyoto Univ.)
Key words: Pleurotus ostreatus, protein secretion, reporter system, gene expression control
【目的】菌体外にリグニン分解酵素を生産するヒラタケ（Pleurotus ostreatus ）に
おいて、遺伝子の発現からタンパク質分泌経路の各ステップにおける調節メカニ
ズムをトータルに解析することを目指して、…………
（以下、MS ゴシック 10.5 ポイント・両端揃え・句読点は [、] と [。] を用いて下さい。
）

記載要領・注意事項
⑴ 講演要旨原稿記入例に従って，表題・本文・図表などを含めて A4 サイズ 1 ページに収めて下さい．
学会ホームページにテンプレート（Word 形式のひな形）を用意しますので，ご利用下さい．原稿に
使用するフォントの種類とサイズは，テンプレートの指定通りにして下さい．
⑵ 原稿は，上下左右に指定の余白（上 15 mm，下 25 mm，左右 25 mm）をとり，表題・所属・氏名
などを所定の位置に記入して下さい．なお，連名の場合は講演者名の左に○印をつけて下さい．
⑶ 行間など他の設定も，一切変更しないで下さい．
⑷ 提出する PDF ファイルは，容量は 5 MB 以下となるようにして下さい．この容量を超えるファイ
ルは受信できない可能性があります．
⑸ PDF ファイルは，提出の前に印刷するなどして，指定通りに正しく作成されていることを必ず確
認して下さい．
⑹ PDF ファイル形式で保存するファイル名は「筆頭著者氏名＿所属機関」として下さい．
必要事項をご記入の上，PDF ファイル形式で保存して，下記メールアドレス宛にお送り下さい．

要旨および学会参加申込ファイル送付先：
tnakazaw@kais.kyoto-u.ac.jp（担当：中沢威人）
送付締切：平成 26 年 7 月 11 日（金）17 時（必着）
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参加申込ファイル記入例

大会申込（予約申込

通常会員 4,000 円，学生会員 2,500 円）

氏名

中沢 威人

氏名フリガナ

ナカザワ タケヒト

住所

〒602-8502

所属

京都大学大学院農学研究科・森林生化学分野 （郵便物が届くように記入して下さい）

電話番号

075-753-6465

メールアドレス

tnakazaw@kais.kyoto-u.ac.jp

京都府京都市左京区北白川追分町 1 － 1

（郵便物が届くように記入して下さい）

講演発表申込（ *複数の場合は演者名の左に○印を付ける）
表題

ヒラタケにおける分泌型レポーターシステムの開発

氏名＊

○中沢威人，入江俊一*，渡辺隆司**，本田与一

所属（略称）

京都大・院農，*滋賀県大・環境科学，**京都大・生存研

祝賀会参加申込（予約申込
氏名

中沢 威人

氏名フリガナ

ナカザワ タケヒト

所属（略称）

京大・院農

通常会員 8,000 円，学生会員 5,000 円）

追加分講演要旨集送付先
住所

〒602-8502

氏名

中沢 威人

京都府京都市左京区北白川追分町１−１
申込部数

（郵便物が届くように記入して下さい）

○ 冊

・学会ホームページにテンプレート（Exel 形式のひな形）を用意しますので，必要事項をご記入の上 ,
ファイル名を「氏名＿所属機関」としてエクセルファイル形式のまま保存し，下記メールアドレス宛に
お送り下さい．
・講演申込をされない方，祝賀会に参加されない方，追加で講演要旨集を購入希望でない方は，該当する
部分には何も記入しないで下さい．
要旨および学会参加申込ファイル送付先：
tnakazaw@kais.kyoto-u.ac.jp（担当：中沢威人）
送付締切：平成 26 年 7 月 11 日（金）17 時（必着）
（メールでの送信が困難な場合に限って，郵送でも受け付けます．
必要事項を書いて下記住所までご郵送下さい．
）
連絡先：〒606-8502 京都市左京区北白川追分町
京都大学大学院農学研究科 地域環境科学専攻 森林生化学分野
日本きのこ学会 25 周年記念大会 実行委員会
TEL 075-753-6465（中沢威人） FAX 075-753-6471

