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根研究会創立 20 周年記念シンポジウム 

「アジアの風」－アジアにおける根研究の最前線― 

The JSRR's 20th Anniversary Symposium:  

The Latest Frontiers of Root Research in Asia 

および 

第 35 回根研究集会 

 

下記の通り，開催いたしますので，多数ご参加下さい． 

English announcement is available at http://www.jsrr.jp/20th/ 

 

日 程  2011 年 11 月 5 日（土）根研究集会：特別講演・根研究会賞授賞式・記念式典 

                記念祝賀会（シンポジウムのミキサーを兼ねる） 

     2011 年 11 月 6 日（日）記念シンポジウム 

 

場 所  東京大学農学部 弥生講堂（一条ホール＋アネックス） 

       http://www.a.u-tokyo.ac.jp/yayoi/map.html 

     東京大学農学部 ２号館２階第２講義室 

       http://www.a.u-tokyo.ac.jp/campus/il-map.html 

 

組 織  阿部 淳・大橋瑞江・小柳敦史・大門弘幸・村上敏文・森田茂紀（委員長）・ 

委員会  山内 章（五十音順） 

 

趣 旨  根研究会創立 20 周年を祝い，今後のいっそうの発展に向けて踏み出すとともに，

国際シンポジウムを開催して，アジアにおける根の研究の最前線の状況を把握し，

根の研究者のネットワーク化を図る． 

 

参加者  日本を中心としたアジアの根研究者や学生など約 150 名 

 

スケジュール  次頁以降をご覧下さい． 

 

組織委員会事務局 

〒113-8657 

東京都文京区弥生 1-1-1 

東京大学農学部栽培学研究室内 阿部淳気付 

Tel/Fax: 03-5841-5045  電子メール: root20@jsrr.jp 

ホームページ： http://www.jsrr.jp/20th/ 

2011 年 9 月 28 日修正版 
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スケジュール概要 

 

 

日 程 11 月５日（土） 11 月 6 日（日） 

場 所 農学部 2 号館 2

階第 2 講義室 

弥生講堂 

アネックス 

弥生講堂 

一条ホール 

弥生講堂 

アネックス 

朝 09:00～ 受付  09:00～ 受付  

午 前 10:00～12:00 

東日本大震災 

関係の特別講演 

 09:30～10:00 

シンポ開会式 

10:00～11:45 

招待講演 

ポスター設置 

昼 昼休み 12:00～13:30 

ビジネス会議 

昼休み 12:00～13:50

国際シンポジウ

ムポスター発表 

（研究集会分の

ポスター発表も

同時に行います）

午 後 13:30～15:00 

2011 年度の根

研究会賞授賞

式・受賞講演（前

後に臨時総会開

催の可能性あ

り） 

15:15～17:15 

20 周年記念式

典 

 14:00～16:30 

招待講演 

シンポ閉会式 

 

 

ポスター撤去 

夕 方  17:30～20:00 

20 周年記念祝賀

会（研究集会懇親

会・研究会賞受賞

者祝賀会・シンポ

ジウムミキサーを

兼ねる） 
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プログラム 

 

● 11 月５日（土） 

 

＜特 別 講 演＞ 10:00～12:00 

  進  行 森田茂紀（東京大学） 

  講  演 笹川正樹氏（福島県いわき農林事務所） 

        福島の震災と復興の状況を現地の視点からご報告頂きます． 

  講  演 根本圭介氏（東京大学大学院農学生命科学研究科） 

        福島の放射能汚染に関する東京大学・農学生命科学研究科の取り組みを 

        紹介して頂きます． 

  参加費無料・一般公開 

 

＜授 賞 式＞ 13:30～15:00 

  進  行 研究会執行部    授賞式につづいて，受賞講演． 

    2011 年度 根研究会賞 学術奨励賞２件 

    牧田直樹氏 （京都大学大学院農学研究科） 

          樹木の微細根形態からみた森林炭素動態に関する研究 

    モハマド エムダドゥル ハック氏（Md. Emdadul Haque） 

          （農研機構 作物研究所 麦研究領域） 

    コムギ種子根の誘導的通気組織形成の形態・生化学的解析 

  参加費無料・一般公開 

 

＜記 念 式 典＞ 15:15～17:15 

  進  行 阿部 淳（東京大学） 

  挨  拶 巽 二郎（京都工芸大学） 

  祝  辞 Peter Gregory（ISRR 会長） 

  記念講演 大門弘幸（大阪府立大学） 

  記念講演 苅住 曻（元林業試験場）＜依頼中＞ 

  名誉称号授与 ＜貢献の大きい会員への称号授与を検討中＞ 

  参加費無料・一般公開 

 

＜記念祝賀会＞ 17:30～20:00 

  企画進行 村上敏文（東北農業研究センター）・小柳敦史（作物研究所） 

  研究集会懇親会・研究会賞受賞者祝賀会・シンポジウムミキサーを兼ねて行います． 

  懇親会費：3,000 円（当日，受付にて現金払い） 

 

次ページに続く 
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11 月 6 日（日） 

＜シンポジウム＞ 

根研究会創立 20 周年記念シンポジウム 

「アジアの風」－アジアにおける根研究の最前線― 

 

・講演と質疑応答は、英語で行います． 

・演題は仮題です． 

・参加費は無料ですが，ポスター発表の方には，１件ごとにパネル代 2,000 円をご負担頂き

ます（当日，受付にて現金払い）． 

 

［開 会 式］ 09:30～09:45 

  進  行 山内 章（名古屋大学） 

  挨  拶 森田茂紀（趣旨説明） 

 

［招待講演］ 09:45～12:00 14:00～16:30  （表題はいずれも仮題） 

  基調講演 阿部 淳（東京大学） 

        Necessity of root researches in Asia 

  講  演 Yowhan Son（Korea University）40 分 

        Root biomass and respiration for Korean forests 

  講  演 劉 小京（中国科学院）Liu Xiaojing 40 分 

        Adapting mechanism of cotton roots to saline soil 

 

  講  演 張 喜英（中国科学院）40 分 

       Water and nutrient management in crop rootzone profile 

       for efficient water use 

  講  演 Amelia Henry（IRRI）40 分 

       Root traits associated with major drought yield QTLs 

  講  演 Anan Pothanee（コンケン大学）40 分 

       Agricultural Problems by waterlogging in Northeast Thailand 

 

  コメント Dr. Roel Suralta（PhilRice） 

  総  括 山内 章  

 

［ポスター発表と昼休み］ 12:00～14:00 （弥生講堂アネックス） 

 

［閉 会 式］  16:30～16:45 

  挨  拶 巽 二郎（総括と展望） 
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参加申込とポスター発表について 

 

参加費 

・11 月５日・６日とも，参加は無料ですが，下記の経費をご負担頂きます． 

・11 月５日夜の記念祝賀会（懇親会）に参加の方：懇親会費 3,000 円． 

・11 月 6 日のポスター発表を申し込まれる方：１件につきパネル代として 2,000 円． 

 （いずれも，当日の受付にて，現金で申し受けます） 

 

事前の申し込み手続き 

［次ページの申込用紙をご利用下さい］ 

・ポスター発表の予定のない方 

予約無しの当日参加も可能ですが，資料や懇親会の準備の都合がありますので，事前にお

申し込みを頂けると助かります． 

・ポスター発表を希望される方 

下記の締切までに，申し込みと要旨の提出をお願いいたします． 

●2011 年 10 月 10 日：ポスター発表「申込」の締切 

 次ページの申込用紙をご利用下さい． 

●2011 年 10 月 20 日：ポスター発表「要旨」の締切 

 ２ページ後の要旨についての説明をご参照下さい． 

・ミニポスターについて 

海外在住で参加が難しい方を対象にしています．国内からの申し込みはできません． 

ミニポスターについての詳細は，英文の案内をご参照下さい． 

 

ポスター発表の要領 

 パネルは，縦 115cmｘ横 85cm です．多少，下にはみ出したり，床に標本などを置いて

も結構です．パネルには，ピンで貼り付けます．組織委員会でピンを用意しますが，ご自分

の好みのピンをお持ち頂いても結構です． 

 ポスターの上部に，ポスター番号を貼るために 横 20 cm x 縦 10 cm の余白を設けるか，

もしくは，10 月末日までにご連絡するポスター番号を，ご自分で入れておいて下さい． 

 11 月 6 日（日）当日の午前 11 時までに，ポスターを貼って下さい．会場は，弥生講堂

（本館）から，農学部正門を挟んで反対側の弥生講堂アネックスです．発表後は，同日の午

後 2 時から 4 時の間にポスターを撤去して下さい． 

 発表は，11 月 6 日（日）の昼の時間帯です．Ａ，B の２つの時間帯に分けて発表を行い

ますので，ご自分に割り当てられた時間に，ポスターの前で説明をお願いします． 

※ ポスター発表は，国際シンポジウム分（英語または英語＋日本語で要旨・ポスターを作成）

と，根研究集会分（日本語のみ）のポスターを，同じ時間帯に，同じ会場で行います． 組

織委員会としては，国際シンポジウム分としての申し込みを推奨します． 
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参加申込書 

送り先 

電子メール： root20@jsrr . jp  

      （この要旨の内容をコピー＆ペースするか添付ファイルでお送りください） 

Fax： 03-5841-5045 

 

ポスター発表を希望される方は 10 月 10 日までにお送り下さい． 

発表をされない方も，懇親会のご予定など，この書式で事前にお知らせ頂けると助かります． 

 

========================== 

第 35 回根研究集会・根研究会創立 20 周年シンポジウムに参加を申し込みます． 

 

お名前（日本語とローマ字）： 

敬称（１つ選択）：［Prof.  Dr.  Mr.  Ms.］ 

所属（日本語と英語）： 

電子メール： 

電話番号： 

 

発表の希望の有無（１つ選択） 

・国際シンポジウムのポスター発表を希望する． 

  （英語または英語＋日本語で要旨・ポスターを作成） 

  （パネル代として，当日 2,000 円をご負担頂きます） 

  （この申込の締切：10 月 10 日，要旨の締切：10 月 20 日） 

・根研究集会のポスター発表を希望する． 

  （日本語のみで要旨・ポスターを作成；発表の時間と場所は国際シンポと同じ） 

  （パネル代として，当日 2,000 円をご負担頂きます） 

  （この申込の締切：10 月 10 日，要旨の締切：10 月 20 日） 

・発表はしない 

  （参加無料です） 

 

記念祝賀会（懇親会；11 月 5 日夜）の参加希望の有無（１つ選択） 

・参加する（当日 3,000 円をご負担頂きます） 

・参加しない 

========================= 
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ポスター発表の要旨の作成と提出 

 

 要旨は，A4 サイズで１ページに納まるように作成し，電子メールで root20@jsrr. jp へ，

10 月 20 日までにお送り下さい．MS-Word のファイルまたはリッチテキストフォーマッ

ト(RTF)で，お送り下さい． 

 要旨は，当日の配付資料のほかに，根研究会の会誌『根の研究』や，その電子版として再

掲されます．また，著作権（『根の研究』や電子版の版権）は，根研究会に帰属します．予め

ご承知おき下さい（著者自身による再利用は全く問題ありません．研究会が編集する電子版

等での再掲などの際に，お一人ずつの許諾を得る手間を省くための措置です）． 

 

＊国際シンポジウム分としてのポスターの場合 

 http://www.jsrr.jp/20th/index-j.htm から，ワードファイルの要旨書式をダウンロー

ドしてお使い下さい． 

 英語で作成して頂きますが，ページ内の下の方に，日本語の要約をつけても結構です(その

場合も，全体が１ページ以内（印刷範囲は，縦 23 cmｘ横 16 cm）に納まるようにして下

さい．余白は，上 40 mm，下 27 mm，左右 25 mm ずつです． 

 Times 系のフォント(New Times Roman など）を用い，表題は 14pt．著者名と所属・

連絡著者の電子メールを 12pt で記載し，本文も 12pt にして下さい．著者名のうち，発表

者には，アスタリスク（*）をつけて下さい． 

見本 

Root anatomical responses of kenaf plants to waterlogging 
Anan Polthanee1*, Jun Abe2 

1. Faculty of Agriculture, KhonKaen University, Thailand, 2. AE-Bio, The University of 

Tokyo, Japan (junabe@agrobio.jp) 

 下部に，日本語の要約を加える場合には，明朝系のフォント 10pt をお使い下さい． 

 

＊根研究集会分としてのポスターの場合 

 組織委員会としては．国際シンポジウム分としての発表を推奨しますが，ぜひ，日本語だ

けで発表したいというかたは，こちらの枠でお申し込み下さい． 

 http://www.jsrr.jp/20th/index-j.htm から，ワードファイルの要旨書式をダウンロー

ドしてお使い下さい． 要旨は，日本語で記載し，１ページ（上余白 35 mm，左右と下の

余白 25 mm）に納まるようにして下さい． 

 明朝系のフォントを使用し，表題は 12pt．著者名と所属・連絡著者の電子メールを 11pt

でいずれもセンタリングし，本文は 10pt にして下さい．著者名のうち，発表者には，アス

タリスク（*）をつけて下さい． 

（いつもの根研究集会の要旨作成と同じ要領です） 

 

以上 


