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東北植物学会第 12 回大会（宮城大会）準備委員会 

 

今年度の東北植物学会第 12 回大会は、宮城大学太白キャンパスで開催いたします。本大会

では、口頭発表、ポスター発表ともに対面形式で行う予定で、この形式での開催は第 9 回大

会以来の 3 年ぶりとなります。本大会が最新の研究成果の発信や活発な議論を通して、研究

者のネットワークやコミュニティの構築、そして植物科学のさらなる発展の機会となるべく

準備を進めております。特に、学部学生や大学院生、若手研究者など植物科学の未来を支え

る若い方々の研究発表を奨励いたしますので、積極的にご参加いただけると幸いです。 

本大会では昨今の状況を鑑みて懇親会を開催せず、その代わりに簡素な交流会（ソフトド

リンクを提供予定）を企画しております。対面開催のメリットを生かして、研究者同士の新

たなネットワークを築く場になればと願っております。 

公開シンポジウムとして「宮城の植物性食材生産の今とこれから」を企画しております。

宮城で行われている植物生産について、生理応答、育種や栽培技術などの研究を紹介し、植

物科学の視点から食材生産を議論します。 

なお、今後の新型コロナウィルス感染症の状況を踏まえて、大会の実施形式を変更（オン

ライン形式）することがありますので、ご承知いただけると幸いです。大会の最終的な実施

形式については 11 月の第 2週までに判断し、周知いたします。 

会員に限らず、非会員の方々にも多数のご参加をお待ち申し上げます。非会員の方で参加

される方には、是非この機会に入会下さるよう併せてご案内申し上げます。 

 
【会場】（資料 1） 

宮城県仙台市太白区旗立二丁目 2 番 1 号  

宮城大学 太白キャンパス  

口頭発表、公開シンポジウムなど：講義棟大講義室など 

ポスター発表：メモリアルホール 

会員交流会：太白生協カフエテリア（レストラン） 

 
【日程概要】発表申込数等により時間が変更されることがあります。 

12 月 10 日（土） 

10:00〜12：00  役員会 

11:00～   参加登録開始  

11:00〜13:00  ポスター貼付 

13:00～15:30  口頭発表 1 

15:30～15:40  休憩 

15:40～16:00   2021 年度奨励賞受賞者講演 



16:00～16:10  休憩 

16:10～16:55   ポスターセッション I（奇数番号） 

16:55～17:40  ポスターセッション II（偶数番号） 

17:40～19:10  会員交流会（帰りのバス（19：24）までご歓談下さい）。 

 

12 月 11 日（日） 

9:00～   参加登録開始  

9:30〜12:00   口頭発表 2 

12:00～12:30  休憩（昼食） 

12:30～13:10   総会、学会功績賞と奨励賞の表彰、優秀発表賞の選出と表彰 

13:10〜13:20  休憩 

13:20～14:40   公開シンポジウム「宮城の植物性食材生産の今とこれから」 

 

【公開シンポジウム】 

公開シンポジウム「宮城の植物性食材生産の今とこれから」 

12 月 11 日（日）13:20〜14:40 

宮城大学太白キャンパス 講義棟 1F 大講義室 

演者・演題 

佐々木 都彦（宮城県古川農業試験場）「宮城のイネ育種（仮題）」 

菊地 郁（宮城大学）「多様なイメージング技術の活用による植物機能の可視化」 

佐藤 陽一（理研食品）「三陸における海藻の陸上養殖生産〜基盤研究成果を事業化へ〜」 

 

【大会申込締切日】 

参加及び講演発表申込 11 月 30 日（水） Web フォームで申込 

講演要旨原稿送付 11 月 30 日（水） 電子メールで送付 

 
【参加費】 

大会参加費 

一般：会員 2,000 円、非会員 3,000 円 

学生：会員 1,000 円、非会員 2,000 円 

＊学部学生で発表をしない場合には、参加費は必要ありません。 

＊非会員の方で入会を希望される方は、大会受付で手続きをして下さい。年会費は 500 円です。

入会手続きをして頂いた場合は、本大会も会員として参加できます。非会員で入会予定の方はそ

の旨を参加申込の際にご連絡下さい。 

 

要旨集別売価格 

1部 500 円 

 



＊大会参加費は大会当日に受付にてお支払い下さい。 

 

【懇親会】 

本大会では懇親会を実施しません。1日目の夕方に会員交流会（無料）を予定しています。ソフト

ドリンクなどを準備します。 

 
【交通】 

仙台駅から宮城大学太白キャンパスまでは、以下の交通手段をご利用下さい。 

（参考リンク https://www.myu.ac.jp/access/） 

 
（公共交通機関利用の場合）本数が多い「地下鉄・バス乗り継ぎ」を推奨します。特に 2 日目は

仙台駅前からの直通バスを利用すると、始発でも開始時刻に間に合いません。「地下鉄・バス乗り

継ぎ」をご利用下さい。 

「バス直通」 

「仙台駅前」バスプール７番のりばから、宮城交通バス「日本平」行き、「仙台南ニュータウン」

行きで約 40 分、「宮城大学太白キャンパス前」下車（資料 2） 
 
「地下鉄・バス乗り継ぎ」（推奨） 

• 仙台駅―長町南駅（市営地下鉄 で約 10 分）  

• 「長町南駅・太白区役所前」4 番のりばから、宮城交通バス「仙台南ニュータウン」行き、

「茂庭台」行き、「日本平」行きで約 20分、「宮城大学太白キャンパス前」下車（資料 2） 

 
宮城大学太白キャンパスから長町南駅（市営地下鉄）、長町駅（JR）、仙台駅（JR）までは、バスを

利用下さい。 

「宮城大学太白キャンパス前」2番のりば（資料 2） 
 
（車利用の場合） 

東北自動車道「仙台南 I.C.」から、秋保温泉方面へ約 10分で到着 

来客用駐車場にお車をご駐車下さい。（資料 1） 
 
【中学生・高校生発表の募集中止のお知らせ】 

本年度は中学生・高校生発表を実施いたしません。発表をお考え頂いておりました方々にはご期

待に添えず申し訳ございませんが、本大会の趣旨をご理解頂き宜しくご了承下さい。 

 
【昼食】 

12 月 10、11 日ともにキャンパス内の大学生協が営業しておらず、キャンパス付近にも食堂はあ

りません。昼食を持参していただくようお願いいたします。また 10、11 日のお昼に弁当（1000 円）

をご用意いたしますので、ご希望の方は参加・発表とともにお申し込み下さい。弁当代は当日に



受付でお支払い下さい。口頭発表、ポスター発表がオンラインになった場合は弁当の申し込みは

キャンセルにさせていただきます。 

 
【宿泊施設】 

宿泊に関しては各自でご予約下さい。 

 
【会場の web 環境】 

宮城大学キャンパス内で eduroam と大学の無線 LAN が利⽤できます。大学の無線 LAN は接続可

能な数に限りがありますので、eduroam を利用できる方は、そちらを利用して下さい。eduroam 利

⽤許可については、所属大学等の情報処理センター等にお問い合わせ下さい。大学の無線 LAN の

利用方法については、当⽇に受付で配布いたします。 

 
【コロナウィルス対策について】 

学会に参加される皆様は、マスクやアルコール消毒など、感染にはできる限りご注意願います。

大会会場では、体温計測や消毒用エタノールを準備しております。ご協力をお願い申し上げます。 

 

【大会に関するお問い合わせ・連絡先】 

〒982-0215 宮城県仙台市太白区旗立二丁目 2番 1号 

宮城大学食産業学群 

東北植物学会第 12回大会（宮城大会）準備委員会 

TEL: 022-245-1214（日渡祐二） 

e-mail: tbs2022miyagi@gmail.com 

 

東北植物学会第 12 回大会（宮城大会） 参加・発表希望の方へ 

【発表・参加申し込み方法】 

以下の google フォームに必要事項を入力して下さい。 

https://forms.gle/AMQohTCDDEDCskVt6 
電子メール、郵便等による申し込みを希望する方は、準備委員会にご連絡下さい。 

 
【発表資格】 

演者は東北植物学会会員に限ります。非会員の方は、東北植物学会の入会案内のページに

（http://tohokubs.sakura.ne.jp/TohokuBotanicalSociety/nyukai.html）に従って、入会手続き

を行うか、または大会当日に受付で入会手続きを行って下さい。 

 
【講演要旨】 

• A4版（縦）の用紙 1枚以内に収めて下さい。 

• タイトルは、MS ゴシック 12 ポイントで、それ以外は、明朝体 11 ポイントとして下さい。 



• 上下左右の余白、要旨フォーマットは下記の例に従って下さい。 

• カラー、グレースケールの図表等は印刷の際につぶれてしまう恐れがありますので、ご注意

下さい。 

• ファイルを PDF 形式で保存し、電子メールで（メールタイトルは「要旨原稿」）、11 月 30 日

（水）までに送付下さい。 

電子メールアドレス: tbs2022miyagi@gmail.com 

 
 
【発表要項】 

口頭発表 

口頭発表では、15 分の持ち時間（12分発表、3分質疑応答等）を予定しています。液晶プロジェ

クターを使用しますので、発表に用いるパソコンは各自用意し、操作も発表者自身で行って下さ

い。発表者は、口頭発表前の休憩時間等に動作確認をして下さい。コネクタは一般的なもの（HDMI

または D-Sub15）です。接続に特殊なケーブルを必要とされる方は各自ご持参下さい。 

 
ポスター発表 

パネルの大きさは、縦 120cm×横 90cm です。掲示の際には講演番号を貼るための余白（10 cm×10 

cm）を左上角にとって下さい。貼付け用のテープなどは準備委員会で用意します。 

 
【東北植物学会第 12 回優秀発表賞】 

大会参加者の投票により、学生会員（ポスドク等を含む）による一般発表の中から最も優れた口

頭発表およびポスター発表を選出し、優秀発表賞として表彰します。学生会員の皆さんによる発

表申し込みをお待ちしています。優秀発表賞にエントリーを希望する場合は、講演申込の際に優

秀発表賞対象を選択して下さい。 

 

2.5 cm 以上 4.5 cm 

3 cm 3 cm 

2.5 cm 以上 



【新型コロナウィルスの濃厚接触者等になった講演者の措置について】 

発表日直前に新型コロナウイルスの濃厚接触、または感染が疑われる場合は、以下のいずれかの

対応が可能です。いずれの場合でも大会準備委員会に電子メールでご連絡下さい。 

(1) 共著者による講演 

事前参加登録をしていない方の対面講演もお認めします（当日の参加登録は必要です）。 

(2) 対面での講演を中止（発表スライド資料の提出） 

発表スライド資料を発表予定時間にスクリーンにプロジェクター投影いたします。 資料提出

と投影で講演成立とみなします。 

 

＊ポスター発表は、別途、大会準備委員会にご相談下さい。 

 

  



資料 1【会場案内】 

 

 

受付（講義棟 1Fロビー） 

口頭発表・公開シンポジウム会場（講義棟 1F・大講義室） 

ポスター会場（メモリアルホール） 

会員交流会会場（レストラン棟） 

幹事・役員会（講義棟 2F・202 講義室） 

  

  



資料 2【交通案内 バス時刻表】 

仙台駅前 7 番バスプール 

 
⻑町南駅・太⽩区役所前 4 番のりば 

 
宮城⼤学太⽩キャンパス前 2 番のりば 

 
 
 


