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会

日本きのこ学会第 22 回大会のご案内（第 2 回）

告

日本きのこ学会第 22 回大会のプログラムが決定しましたので，お知らせいたします．大会実行委員一同，多数のご参
加を心よりお待ちしております．
日本きのこ学会第 22 回大会
大会委員長 中 谷

誠

記
Ⅰ．大会概要

14：10 － 15：10 受賞記念講演（2F サブ）

１．期

15：20 － 15：50 優秀ポスター賞・

日：

平成 30 年 9 月 12 日（水）－ 14 日（金）

学生優秀発表賞表彰式，
閉会式（2F サブ）

２．会

場：

学会本部行事：サンリフレ函館
1 階 中会議室

Ⅱ．プログラム
１．公開シンポジウム（一般参加可・無料）

函館市大森町２
http://s-refre-hakodate.com/
学 会 大 会：函館アリーナ

［9 月 13 日（木）14：40 － 17：20］
テーマ：
「北海道のきのこ産業 － 生産から研究まで － 」
場 所：函館アリーナ 2F サブアリーナ

1 階 多目的会議室 A（会議室 A）
，
多目的会議室 B（会議室 B）
，スタジオ B
2 階 サブアリーナ（2F サブ）

座 長 中谷 誠（太陽ファーム）
S-1

函館市湯川町 1-32-2
www.zaidan-hakodate.com/arena
懇

親

（社福）侑愛会 三山 美由紀 氏
S-2

会：花びしホテル
函館市湯川町 1-16-18

「野菜と椎茸栽培による複合経営」
（株）丸巳 矢沢 睦 氏

S-3

「きのこの消費拡大に向けた取り組み」

S-4

「ヒトを対象にしたキノコの機能性研究」

北海道きのこ生産・消費振興会 坂内 重人 氏

www.hanabishihotel.com
３．日

「椎茸栽培を通しての障がい者支援」

北海道情報大学 西平 順 氏

程：

9 月 12 日（水）学会本部行事（サンリフレ函館）
12：00 － 13：30 編集委員会（中会議室）

２．懇親会 ［9 月 13 日（木）18：00 － 20：30］

13：40 － 17：00 理事会（中会議室）

場 所：花びしホテル 2F 芙蓉の間

9 月 13 日（木）学会大会（函館アリーナ）

函館市湯川町 1-16-18

9：00 －

受付・登録（会議室 A）

www.hanabishihotel.com

9：30 － 11：45 学生会員による口頭発表（2F サブ）
9：15 － 12：00 一般口頭発表（会議室 B）
12：00 － 13：00 評議員会（スタジオ B）
		

昼休憩

３．受賞記念講演 ［9 月 14 日（金）14：10 － 15：10］
場 所：函館アリーナ 2F サブアリーナ
W-1

崔 宰熏 氏（静岡大学学術院農学領域）

13：00 － 14：20 ポスター発表（2F サブ）
14：40 － 17：20 公開シンポジウム（2F サブ）
18：00 － 20：30 懇親会（花びしホテル）
9 月 14 日（金）学会大会（函館アリーナ）
9：45 － 11：45 学生会員による口頭発表（2F サブ）
9：30 － 12：00 一般口頭発表（会議室 B）

奨励賞
「きのこと植物のクロストークに関する化学的研究」

W-2

学会賞
霜村典宏 氏（鳥取大学農学部附属菌類きのこ遺伝資
源研究センター）
「外生菌根菌ショウロの人工栽培に関する研究」

12：00 － 13：00 昼休憩
13：00 － 14：00 総会（2F サブ）
14：00 － 14：10 名誉会員証贈呈式及び
学会賞等授賞式（2F サブ）

４．学生会員による口頭発表
［9 月 13 日（木）サブアリーナ 9：30 － 11：45］
1A01 ト キ イ ロ ヒ ラ タ ケ（Pleurotus salmoneostramineus

日本きのこ学会誌
MUSHROOM SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY

L.vass）子実体由来セリンプロテアーゼの精製と諸
性質の決定
○中西祐二，平山朋美，松井 葵，大沼広宜，福田泰久*，
白坂憲章*（近大院・農，*近大・農）
1A02 Pleurotus salmoneostramineus NBRC31859 の 栽 培
期間中に活性化されているプロテアーゼ群のプロ
ファイルと酵素精製
○波多野彩子，中西祐二，平山朋美，福田泰久*，白坂憲
章*（近大院・農，*近大・農）
1A03 ヒラタケ属（Pleurotus sp.）きのこ子実体の自己消化
におけるトレハラーゼに関する研究
○舘村仁美，アラスト・アリレザ，中澤昌美，阪本龍司，
楠田瑞穂，小林仁*，大内謙二*，稲富聡*，上田光宏（阪
府大院・生環科，*ホクト・きのこ総合研）
1A04 リグニンの分解時期に着目したタマチョレイタケ科
菌種による腐朽材の経時変化
○的崎利規，服部 力*，中桐 昭**，前川二太郎**，遠
藤直樹**，早乙女梢**（鳥取大院・連農，*森林総研，
**鳥取大・農・FMRC）
1A05 油ヤシ残渣（EFB）を用いたヒマラヤヒラタケ栽培
技術の開発
○徳田裕二郎，原 啓文*，山田真義，黒田恭平**，八木
史郎***，山内正仁（鹿児島高専，*MJIIT，**都城高専，
***鹿児島大）
1A06 押麦を用いた固体培地におけるマツタケの培養およ
び菌床中の菌体バイオマス量の測定法の検討
大沼広宜，原 健人，○張 正熙，福田泰久*，白坂憲
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グおよび褐変抑制作用
○東 真衣，鮫島由香*，松井徳光*（武庫川女子大院・
食栄，*武庫川女子大・食栄）
2A04 冬虫夏草（Cordyceps militaris）由来レクチンが宿主
への感染に及ぼす影響の検討
○小野晶子，柏 毅*，本山高幸*，崔 宰熏**,***，平井
浩文**，道羅英夫**，長田裕之*，河岸洋和**,***，鈴木
智大****（宇都宮大院・農，*理研 CSRS・ケミカルバ
イオロジー，**静岡大・グリーン研，***静岡大・農，
****宇都宮大・バイオ）
2A05 小型きのこからの新規線虫捕食菌の分離と同定
○広島祐樹，石崎孝之*，高畠幸司（琉球大・農，*玉川
大・農）
2A06 Pleurotus salmoneostramineus 由来色素タンパク質
（PsPCP）遺伝子の大腸菌内発現とインドロン複合体
の生成
○松井 葵，亀井健吾，藤井陽介，大沼広宜，福田泰久*，
白坂憲章*（近大院・農，*近大・農）
2A07 ヒラタケおよび Ceriporiopsis subvermispora におけ
る CRISPR/Cas9 を用いたゲノム編集系の確立
○井上智香子，中沢威人，Dong Xuan Nguyen，刑部敬
史*，坂本正弘，本田与一（京大院・農，*徳島大・生
物資源産業）
2A08 マイタケ子実体形成に伴う細胞内微細構造変化の
解析
○尾崎佑磨，川口信久*，會見忠則**，霜村典宏**（鳥取
大院・連農，*一正蒲鉾㈱，**鳥取大・農）

章*（近大院・農，*近大・農）
1A07 マツタケ（Tricholoma matsutake）の菌根成長に対
するシュウ酸の効果
○髙橋 翔，山田明義*，平井伸博**（信州大院・総合理
工，*信州大・農，**京都大・農）
1A08 The role of specific mycorrhiza helper bacteria in
the mycorrhization of Pinus thunbergii roots in vitro
○ Sawithree PRAMOJ NA AYUDHYA，Yukiko ONDA*，
Tadanori AIMI* and Norihiro SHIMOMURA*（ The
Unit. Grad. School of Agr. Sci., Tottori Univ.，*Fac. of
Agr., Tottori Univ.）

５．
一般口頭発表
［9 月 13 日（木）多目的会議室 B 9：15 － 12：00］
1B01 原木しいたけにおける摘芽と収穫量との関係について
◯八島武志，小谷二郎，角 正明（石川農林総研）
1B02 エリンギ栽培における脱脂米ヌカ・小麦全粒粉併用
の有用性
◯奥田康仁，大内功男*，村上重幸（日本きのこセ・菌
蕈研，*国際飼料工業㈱）
1B03 ヌメリスギタケ「福岡 O-N」の菌床栽培における培
養日数短縮が収量に及ぼす影響
○上田景子，梅田剛利，廣松真輔**，森 康浩*（福岡農

［9 月 14 日（金）サブアリーナ 9：45 － 11：45］
2A01 きのこ麹甘酒の製造およびきのこ麹甘酒により発酵
させた食肉の変化
○辰巳桃子，鮫島由香*，松井徳光*（武庫川女子大院・
食栄，*武庫川女子大・食栄）
2A02 ナメコの発酵能を用いたきのこ味噌の開発
○城畑麻奈，鮫島由香*，松井徳光*（武庫川女子大院・
食栄，*武庫川女子大・食栄）
2A03 エルゴチオネイン高生産食用きのこのスクリーニン

林試資源セ，*福岡農林試，**農事組合法人ドリーム
マッシュ）
1B04 ブナシメジ廃培地のナメコ栽培への再利用
○板橋康弘，木村栄一，鴫原 隆（㈱キノックス）
1B05 菌床への廃菌床炭化物の添加によるブナシメジ菌糸
の伸長促進
○吉澤秀二，橋川裕子，庭田雄介*，堀敦 博**（明星大・
理工，*金沢機工㈱，**㈱エコクリエイティブ）
1B06 エノキタケの構成一核系統を用いた交配育種
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○山口真弥，清水宏幸*，城石雅弘 *，福田正樹**，前
澤憲雄***（JA 中野市，*長野農工研，**信州大・農，
***日本きのこマイスター協会）
1B07 選抜用 DNA マーカーを活用したシイタケの高温発
生菌株作出の試みについて II- 育種母材菌株
（KV-92）
からの優良一核菌糸菌株の選抜 ○後藤史和，山内隆弘，彌田涼子*，木下晃彦**，宮崎和
弘**，田中徳夫***（㈱北研，*大分県農研セ，**森林総
研，***森産業㈱）
1B08 シイタケの SSR マーカーの開発
○斎藤輝明，作田元気，大内謙二，稲冨 聡（ホクト㈱
きのこ総合研究所）
1B09 リンパ球に対するヒメマツタケの放射線防護作用
（3）

2B07 マツタケおよびバカマツタケの栄養成長期における
桂皮酸メチルの生成について
○楠田瑞穂，寺下隆夫，上田光宏（大阪府大）
2B08 調理加工を行ったツキヨタケ中の有毒成分イルジン
S の残存量
○大河原龍馬，篠原秀幸（山形県衛生研）
2B09 「美味しさ」に着目したナメコ栽培技術の開発（2）
－味の数値化－
○増野和彦，城石雅弘*，中村美晴*，古川 仁（長野林
総セ，*長野農工研）
2B10 きのこ類を用いて発酵させた新規甘酒様発酵飲料の
開発
○本間裕人，山口和真*，数岡孝幸，舘 博，徳田宏晴（東
京農大・醸造，*東農大院・農学）

○原田栄津子，森園智浩，金澤亜希*，斉藤正好*（㈱岩
出菌学研究所，*千葉大・医・画像診断・放射線腫瘍学）
1B10 培地中の放射性セシウムの挙動と子実体への移行
村野井友，○木野康志，田巻廣明，板橋康弘*，中島
丈博*，郡山慎一*，木村栄一*，鴫原隆*（東北大・理，
*㈱キノックス）
1B11 立木のスクリーニング検査に用いる放射能検査装置
の開発

６．ポスター発表
［9 月 13 日（木）サブアリーナ 13：00 － 14：20］
P-01 野外栽培におけるササクレヒトヨタケ（Coprinus
comatus）収穫量の季節変化
○井上 伸，西井孝文（三重林研）
P-02 里山の自生樹種を利用したマイタケ原木栽培
○津田 格，河合純子*，廣瀬正嗣*，中島和哉*（森林文

○加賀谷美佳，榎本良治 *，片桐秀明**，近藤亮太郎***，

化アカデミー，*養老町教育委員会）

村石 浩***，渡辺 宝***,****
（仙台高専，*東大・宇宙

P-03 マイタケ菌床栽培に適した広葉樹の探索Ⅳ

線研，**茨城大・理，***北里大・医衛，****首都大）

○瀧田隆文，山口 優，川口信久，倉島 郁*（一正蒲鉾
㈱，*新潟県森林研）

［9 月 14 日（金）多目的会議室 B 9：30 － 12：00］
2B01 関東圏のシイタケほだ場で発生した Hypocrea lactea
の由来に関する考察について
○宮崎和弘，*相場翔平（森林総研九州，*富士種菌）
2B02 昆虫病原性線虫によるシイタケ害虫フタマタナガマ
ドキノコバエの防除
○阿部正範，藤井良光，吉住真理子，中野昭雄（徳島農
技セ）
2B03 野外での白トリュフ発生地土壌の接種によるコナラ
の菌根形成
○水谷和人，野口享太郎*，中村慎崇*，山中高史*（岐阜
森林研，*森林総研）
2B04 マツタケ山シロ上への菌根合成苗の移植
○古川 仁，小林久泰*，山田明義**，片桐一弘，山中高
史***（長野県林総セ，*茨城県林技セ，**信州大・農，
***森林総研）
2B05 マツタケ菌根苗近傍に植え付けた無菌根苗の菌根
形成
○小林久泰，河合昌孝*，山中高史**（茨城県林技セ，
* 奈良県森技セ，**森林研究・整備機構）
2B06 グリコーゲン添加培地におけるマツタケ菌糸の成長
藤原直哉（岡森研）

P-04 マイタケ菌床栽培における袋カット方法の検討
松本哲夫（群馬林試）
P-05 ハタケシメジ菌床栽培へのアカマツ・スギ混合樹皮
の利用
○土屋 慧，森田泰男 *（青森産技林業研，*藤沢活性化
協議会）
P-06 アラゲキクラゲ菌床栽培における未利用資源の利用
と芽出し方法の検討
新田 剛（宮崎・林技セ）
P-07 PWM 制御による青色 LED 照射下でのアミスギタ
ケ子実体原基の光誘導促進
○竹内美織*,**，辻山彰一***，鈴木 彰****，北本 豊*****
（*京府大・生環，**広島市・農林課，***京府大院・生
環，****東京都市大，*****吉林農業大）
P-08 米ぬか代替資材「築野 mix」を用いたエノキタケ
栽培
〇風間 宏，山中 崇*（長野県野菜試・菌茸部，*築野
食品㈱）
P-09 化学繊維製培養土を用いた食用きのこ栽培の検討
亀井健吾（大阪府大）
P-10 ハナビラタケ（ Sparassis crispa ）の空調施設栽培
○西井孝文，井上 伸（三重林研）
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P-11 菌床シイタケビン栽培技術の開発を目指した培養方
法に関する検討
○片桐一弘，加藤健一，増野和彦（長野林総セ）
P-12 北海道トドマツ人工林には多様なセイヨウショウロ
属菌種が棲息する
○小長谷啓介，山中高史，尾崎研一，木下晃彦*，玉井
裕**（森林総研，*森林総研九州，**北大農）
P-13 国 内 に 自 生 す る ホ ン セ イ ヨ ウ シ ョ ウ ロ（Tuber
japonicum）の成分特徴について
○下川知子，木下晃彦，仲野翔太，山中高史（森林総研）
P-14 マツタケのシロへの加温が菌糸量，菌糸分布および
子実体発生量に及ぼす影響
○成松眞樹，山口宗義*，山中高史*（岩手県林技セ，*森
林総研）
P-15 上乗せ型の感染苗木によるマツタケ林地接種種菌の
作成の検討
○藤田 徹，山口宗義*（京都府農水セ，*森林総所）
P-16 マツタケ菌糸体における桂皮酸メチルの生成と桂皮
酸カルボキシルメチルトランスフェラーゼ様遺伝子
のクローニング
○田﨑裕二，加藤美帆（長岡高専・物質工）
P-17 シイタケ菌床上のナガマドキノコバエ幼虫に対する
天敵寄生蜂の防除効果
○向井裕美，北島 博（森林総研・森林昆虫）
P-18 昆虫病原性線虫製剤によるホダ木内ハラアカコブカ
ミキリ幼虫・成虫防除の検討
○石原宏基，小坂 肇*，北島 博*（大分県農研セ，*森
林総研）
P-19 日本国内で初めて発生した MVX 病
○横井寿郎，升屋勇人（森林総研）
P-20 リュウコツナガマドキノコバエ成虫に対する昆虫病
原糸状菌ボーベリア・バッシアーナの防除効果
○北島 博，佐藤大樹（森林総研）
P-21 シイタケ原木栽培における土壌から子実体への放射
性 Cs の移行に与える防草シートの効果
〇福井陸夫，*今井芳典，*杉本恵里子，*齊藤佳緒里，*石
川洋一（全菌協，*栃木県林業セ）
P-22 放射能汚染地域における原木栽培シイタケの放射性
セシウムによる二次汚染（第２報）
平出政和（森林総研）
P-23 きのこ原木ロットの 137Cs 濃度分布
手代木徳弘（福島林研セ）
P-24 木質組織の違いによる放射性セシウムの子実体への
移行挙動の違い
○田巻廣明，木野康志，村野井友，板橋康弘*，中島丈博
*，郡山慎一*，木村栄一*，鴫原 隆*（東北大・理，*
株式会社キノックス）
P-25 立木中の放射能測定可搬型検査装置の開発
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○石川洋一，今井芳典，杉本恵里子，齊藤佳緒里（栃木
県林業セ）
P-26 福島県で採集したタマゴタケに濃集した 137Cs の分析
○坂本文徳，香西直文，Guido Garcia Fabiola，Bernd
Grambow*（原子力機構，*Subatech）
P-27 菌床栽培しいたけによる 137Cs の濃集
○ Guido Garcia Fabiola，香西直文，坂本文徳，Bernd
Grambow*（原子力機構，*Subatech）
P-28 複数集団の統合データを利用したシイタケの秋期発
生に関する QTL 解析
寺島和寿，○佐々木明正，長谷部公三郎（日本きのこ
セ・菌蕈研）
P-29 マコモタケの共存・不稔の分子機構解明
○伊藤綾乃，謝 肖男*，崔 宰熏**,***，河岸洋和**,***，
鈴木智大*（宇都宮大・農・応生化，*宇都宮大・バイ
オ，**静岡大・農，***静岡大・グリーン研）
P-30 ヒラタケにおける分泌型レポーターアッセイシステ
ムの構築
〇坂知奈美，中沢威人，湯村直樹，竹中敦紀，Dong
Xuan Nguyen，坂本正弘，本田与一（京大・農）
P-31 バーミキュライト法による菌根性担子菌培養株の凍
結保存法の開発
○佐藤真則，
野口麻里子，
稲葉重樹*，
中桐 昭**（NITE・
NPMD，*NITE・NBRC，**鳥取大・農・FMRC）
P-32 ベトナム・アジアゾウの糞から発生したヒトヨタケ
類糞生菌
○吹春俊光，P.T. Nguyen*,**，清水公徳**（千葉中央博，
*Southern Institute of Ecology, Vietnam，**東京理
科大）
P-33 蛇紋岩地における腐生性のアンモニア菌
○深山寛人*，福田達哉*,**，萩谷 宏*,**，鈴木 彰**
（*東京都市大院・環境情報，**東京都市大・知識工）
P-34 ２種類の異なる土壌棲息性きのこによる木材腐朽の
促進
○辻山彰一，高田那緒（京府大院・生環）
P-35 Laetiporus sulphureus の人工栽培と α-1,3- グルカン
の生産に関する研究
福田泰久**，
白坂憲章**（*京都文教短大・
○小西康仁*,**，
食物栄養，**近畿大・農院）
P-36 褐色腐朽菌オオウズラタケ由来ソーマチン様タンパ
ク質の β-1,3- グルカナーゼ活性
○和田凪左，海老原俊，金野尚武，鈴木智大*，羽生直人
（宇都宮大・農，*宇都宮大・バイオ）
P-37 白色腐朽菌（シイタケ）廃菌床からのフルボ酸様物
質の抽出
○吉澤秀二，橋川裕子，滝口隆雄（明星大・理工）
P-38 カバノアナタケ（Fuscoporia obliqua）菌糸体の活性
評価
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○長山純子，斎藤 貴（神奈川工科大院・工）
P-39 ナメコ廃菌床処理によるトマト灰色かび病に対する
抑制効果
○大﨑久美子，
田中陽子*，
松村和洋*，
石原 亨（鳥取大・
農，* 鳥取県園芸試験場）
P-40 北海道のきのこによる食肉軟化の研究（Ⅱ）―マイ
タケ抽出液によるエミュー肉の軟化―
◯檜山 亮，山木一史*，相馬幸作**（道総研・林産試，
*道総研・食加研，**東京農大・北方圏農）
P-41 6 次産業化へ向けた ｢ 農大ブランド ｣ の研究開発 ～
きのこ味噌～
○江口文陽，堀田和彦，徳永冠哉，宮澤紀子*，木田マ

発表と，
2 分 30 秒の質疑応答でお願いいたします．
（1 鈴：
10 分，2 鈴：12 分，3 鈴：15 分）
．
⑶ 口頭発表は，すべて液晶プロジェクターを用いて行いま
す．発表用の PC は各自ご持参ください．
・接続や PC の立ち上げは講演者自身あるいは連名者等
が行ってください．
（機器や操作のトラブルによる遅
れは発表時間に含めます．
）
・バッテリーが付いていること（要充電）を確認してく
ださい．
・お持込みの機種専用の AC アダプタ（電源コード）を
お持ちください．
・液晶プロジェクターと PC は，Mini D-Sub 15 ピン 3

リ*，森園由香**，吉本博明**（東京農大，*女子栄養大，

列コネクター（一般的なモニター端子，VGA コネク

**第一工大）

ター，写真）または，HDMI 端子で接続します．PC 本

P-42 タモギタケの胞子欠損性変異による呈味成分・食味
の差異
○齋藤沙弥佳，米山彰造，東 智則 *，佐藤真由美，冨
*道総研・本部，
山隆広**，
松本晃幸***（道総研・林産試，
**㈱スリービー，*** 鳥取大・農）
P-43 大分県産乾シイタケの品柄の違いが嗜好特性に及ぼ
す影響

体の外部出力モニター端子の形状を必ず確認し，必要
な場合（Macintosh 等）は専用の変換アダプターをご
持参ください．
・発表中にスクリーンセーバーや省電力モードになら
ないよう，設定してください．
・PC プロジェクターの解像度は，1024 × 768（アス
ペクト比率 4：3）
です．お使いの PC とプロジェクター

○飯田千恵美，有馬 忍，宮澤紀子*，江口文陽**（大分

のアスペクト比が異なる場合には，画面が上下もしく

県農研セ，*女子栄養大・栄養，**東農大・地域環境）

は左右に引き伸ばされる可能性がありますので，PC

P-44 乾燥条件の違いによる乾シイタケの嗜好性および成
分含量の調査
○田淵諒子，作野えみ（日本きのこセ・菌蕈研）
P-45 ヒラタケを用いたクズ葉のタンパク質資源への変換
○入江俊一，井本篤志，酒井瞳美，杉浦省三，泉津弘佑，
鈴木一実（滋賀県大・環境）

の解像度は 1024 × 768 に設定してください．
⑷ 口頭発表会場のうち，2F サブアリーナは 9：00 から会
議室 B は 8：45 から入場できます．開場後，各日の発表
開始 5 分前まで試写が可能です．
⑸ 学生会員による口頭発表の中から，
「日本きのこ学会学
生優秀発表賞」を審査により選定し，14 日の閉会式で
表彰します．

Ⅲ．発表される方への諸注意
口頭発表・ポスター発表とも，日本語または英語で作成し，
下記の指針に沿って発表してください．なお，図表の作成に
当たっては，
「バリアフリープレゼンテーション法」のサイ
ト http://cudo.jp/cbf/ もご参照ください．
１．座長へのお願い

パソコン側

プロジェクター側

⑴ 担当講演の 5 分前までに，
次座長席までお越しください．
⑵ 各演題の進行は座長に一任します．所定の時刻になり

２． ポスター発表される方

ましたら開始してください．発表時間は交代も含め 15

⑴ ポスターは 9 月 13 日（木）9：00 から 9：30 の間に掲

分（発表 12 分，質疑応答 2 分 30 秒）として進行して

示し，14 日（金）13：00 までに撤収してください．都

いただき，時間内で終了していただきますよう，円滑な

合がつかない場合を除き，13 日，14 日の 2 日間に渡る

進行にご協力をお願いします．

掲示をお願いいたします．
⑵ 発表番号の奇数，偶数によって説明時間帯を設けてい

２．口頭発表される方
⑴ 発表開始時間の 5 分前までに，会場前方にある次演者席
にお越しください．
⑵ 発表時間は交代も含め 15 分を予定しています．12 分の

ますので，発表者は，ポスター前にて説明と質疑応答を
行ってください．
13：00 － 13：40 奇数番号説明時間
13：40 － 14：20 偶数番号説明時間

日本きのこ学会誌
MUSHROOM SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY

⑶ ポスターサイズは A0 サイズ（高さ 1,189 mm ×幅 841
mm）を基準に作成してください．発表 1 件につき，展
示パネル（高さ 1,800 mm ×幅 1,200 mm）を１つ用意
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物「バスラーメン」および「ハセガワストア焼き鳥弁当」
の販売が予定されています．
⑵ 大会会場までの交通

します．展示パネルに発表番号を記していますので，そ

「函館アリーナ」へは，徒歩あるいは公共交通機関等

の下のスペースをご利用ください．ポスターの貼り付け

をご利用下さい．市電をご利用の場合，最寄の停留所

に，画鋲は使用できません．貼り付け用の粘着付面ファ

「函館アリーナ前」まで，函館駅より約 30 分，五稜郭よ

スナーを会場に用意しますので，ご使用ください．

り約 12 分程度，函館空港からバスで 15 分程度，新幹

⑷ ポスター上部には必ず，発表題目，発表者氏名および所

線の新函館北斗駅からはバスまたは JR（函館駅下車）

属を明記してください．ポスターは 2 m 離れたところか

と市電で，いずれも１時間程度となります．会場は市電

らも明瞭に読み取れるように，文字や図表の記号などの

停留所から徒歩１分です．駐車場はご利用頂けません．

大きさにご配慮ください．

以下のホームページの交通案内をご参照下さい．

⑸ ポスター発表の中から，
「日本きのこ学会優秀ポスター
賞」を審査により選定し，14 日の閉会式で表彰します．

www.zaidan-hakodate.com/arena/access
⑶ 懇親会会場までの交通
懇親会が開催される花びしホテルへは，各自でご参

Ⅳ．参加およびアクセスについて

集下さい．函館アリーナから徒歩 5 分程度となります．

１．参加方法
⑴ 事前申し込みをされた方
大会予約申込者には，大会前に講演要旨と名札を郵
送いたしますので，当日ご持参下さい．
⑵ 事前申し込みをされていない方
7 月 31 日までの事前参加申し込みなく大会に参加さ
れる方は，当日受付にて以下の大会参加費，懇親会費を
お支払いください．
大会参加費（当日，講演要旨集代を含む）
会

員

5,000 円

学生会員

3,500 円

非 会 員

7,000 円

懇親会費（当日）
会

員 10,000 円

学生会員

5,000 円

非 会 員 10,000 円
２．当日のアクセス・食事
⑴ 大会当日の昼食
実行委員会では，お弁当の予約は致しませんので，各
自おとりください．なお，当日会場の駐車場では函館名

Ⅴ．問い合わせ先（大会実行委員会事務局）
〒 060-8589 札幌市北区北 9 条西 9 丁目
北海道大学農学部森林科学科
日本きのこ学会第 22 回大会
大会実行委員会（担当：玉井）
e-mail:kinoko2018@agr.hokudai.ac.jp

