
～大会参加者へのご案内～ 

 
1. 大会受付 

場所 人文学部棟 1 階 人文ホール 
時間 9 月 10 日（土）8:30～16:00 
   9 月 11 日（日）8:30～15:00 
 
【事前予約参加者の方】 
ネームプレートをお渡し致しますので、受付にお立ち寄りください。ネームプレート

には、事前にお送りした予約参加証兼領収書を入れて下さい。予約参加証兼領収書は

再発行致しません。 
 
【当日参加者の方】 
当日参加の受付は、次のように分かれています。当日参加申込票をご記入のうえ、大

会参加費(注 1)を添えてお申し込み下さい。参加証をお渡しいたします。 
大会期間中は、常に参加証をネームプレートに入れて身につけて下さい。 
 
・名誉会員受付（大会参加および懇親会にご招待申しあげます。） 
・一般・終身会員受付 
・大学院生・学部学生会員受付 
・非会員受付 
・若手研究者支援委員会受付 
 

  (注 1) 
大会関係の諸費用（当日納入）は、以下の通りです。 
 会員 非会員 

大会参加費 
一般・終身   6,000 円 
院生・学部生  3,000 円 

一般      7,000 円 
院生・学部生  3,500 円 

発表論文集購入 
個人         6,000 円 
機関         8,000 円 

研修会参加 1,000 円 1,500 円 

懇親会参加 
一般・終身      8,000 円 
院生・学部生     4,000 円 
同伴者        5,000 円 

大会プログラム購入            1,000 円 
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2. 理事会・会員総会・常任理事会 

理事会  ：  9 日（金）15：00～17：00 人文・経済学部棟 6 階会議室 
大会総会 ： 10 日（土）11：45～12：45 第 4 講義室 

         重要な議題が予定されておりますので、会員の方はお誘い合わせの上、

是非ご出席ください。昼食をご用意しております。 
常任理事会： 11 日（日）11：45～12：45 人文・経済学部棟 6 階会議室 

 
 
3. 懇親会 

大会 1 日目（9 月 10 日の 18：30 から、松本駅に近いホテル・ブエナビスタ（〒390-0814 
松本市本庄 1-2-1 TEL 0263-37-0111 松本駅お城側出口より徒歩 5 分）にて懇親会

を開催いたします。お誘い合わせの上ご参加ください。予約されていない方も当日大

会受付にてお申し込みいただけます。なお、懇親会会場までは、バスまたはタクシー

をご利用いただくのが便利です。 
信州大学西門前からご乗車、国分町または終点の松本駅で下車（徒歩 4 分） 

 
 
4. その他 

・原則として館内呼び出しは致しません。 
・喫煙指定場所を除き、大学構内は禁煙です。 
・会場内では、携帯電話の電源はマナーモードにしてください。 
・コピー、Fax、宅配便は近隣のコンビニエンスストアをご利用ください。 
・宿泊については、各自で手配してください。 
・インターネットの接続サービスは致しません。 
・休憩室は、人文ホールと第 3 講義室（1 日目 13：00～）となっております。 
・大会本部は、人文学部棟 5 階 501 演習室です。 
・大会期間中の緊急連絡は、人文学部棟 1 階人文ホール「大会受付」、または人文学部

棟 5 階 501 演習室「大会本部」（電話 0263-37-2239）にお願い致します。 
 
＜大会 2 日目の弁当＞ 
 日曜日は食事のできるレストラン等はわずかです。初日の午後 3 時までに「大会受

付」で弁当の注文を受け付けています（1,050 円の予定）。注文された方は、翌日大会

2 日目に「弁当引換券」を忘れずにお持ちください。 
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～ポスター発表者へのご案内～ 

 
1. ポスター発表は、論文集への論文掲載、当日のポスター掲示、および在席責任時間の質

疑応答への参加によって、公式発表とみなされます。なお、連名発表者も発表会場に来

場して質疑応答に参加することが必要です。 
 

2. ポスターの掲示範囲は、1 発表につき横 90cm×縦 180cm までです。この大きさに収ま

るようにポスターを作成してください。なお、ポスターの最上部には、「発表題目」「氏

名」「所属」を明示してください。 
 
3. ポスターを掲示するボードには、それぞれに発表番号が付いています。発表者は発表当

日の 9 時 20 分から時 11 時 30 分までの間に、持参したポスターをご自分の発表番号の

付されたボードに掲示してください。押しピンは会場に準備しています。 
 
4. 在席責任時間は、60 分間です。演題番号の奇数の発表者はセッション前半、偶数発表

者はセッション後半です。この時間中に係員が出欠をとりに伺いますのでご協力をお願

いいたします。 
 
5. 在席責任時間が終わっても、セッション終了時刻まではポスターを掲示しておいてくだ

さい。セッション終了 5 分後より、大会本部係員がポスターの撤去、処分作業を行いま

すのでご自身のポスターを持ち帰られる方はそれまでに回収してください。 
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～口頭発表者・座長へのご案内～ 

 
【口頭発表者の方へ】 

1. 口頭発表は、論文集への論文掲載、当日の発表、および質疑応答への参加によって、公

式発表とみなされます。なお、連名発表者も発表会場に来場していることが必要です。 
 

2. 口頭発表者が欠席した場合は、発表取り消しとみなします。ただし、連名発表者がいる

場合には、うち 1 名が大会本部の承認を得て、口頭発表を代行することができます。口

頭発表者に欠席や交代等がございましたら、大会前であれば大会準備委員会、大会期間

中であれば大会本部まで、速やかにご連絡ください。 
 

3. 1 発表あたりの時間は、以下の通りです。 
発表   15 分 
質疑応答  5 分 

 
4. 参加者用の当日配布資料がある場合は 40 部程度あらかじめご用意いただき、発表会場

の係員にお渡しください。 
 
5. パワーポイントを使用される方は、発表用ファイルを USB メモリーに保存のうえ、セ

ッション開始 15 分前までに会場にお越しください。係員が各会場備え付けのノートパ

ソコンにインストールいたします。会場のパソコンは、OS が Windows XP、アプリケ

ーションは PowerPoint 2003 となっておりますので、この環境で動作するファイルを

ご用意ください。発表の進行を円滑に行うため、持ち込みパソコンの接続はご遠慮願い

ます。 
 

【座長の方へ】 
1. 座長は各セッション 2 名です。但し、発表件数の少ない部屋では 1 名となります。 

 
2. 全体討論の時間は設けません。最終発表者の質疑応答が終わりましたら、セッションを

閉じてください。 
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～ワークショップ発表者・司会者へのご案内～ 

 
【発表者の方へ】 
1. 参加者用の当日配布資料がある場合は、40 部程度をあらかじめご用意いただき、発表

会場の係員にお渡しください。 
 
2. パワーポイントを使用される方は、発表用ファイルを USB メモリに保存のうえ、セッ

ション開始 15 分前までに会場にお越し下さい。係員が各会場備え付けのノートパソコ

ンにインストールいたします。会場のパソコンは、OS が Windows XP、アプリケーシ

ョンは PowerPoint 2003 となっておりますので、この環境で動作するファイルをご用

意ください。発表の進行を円滑に行うため、持ち込みパソコンの接続はご遠慮願いま

す。 
 
 
【司会者の方へ】 
1. ワークショップ開始 10 分前までに会場へお越し下さい。 
 
2. フロアから質問や意見を述べられる方には、お名前とご所属を明らかにするようお伝

えください。 
 

3. 終了時間厳守でお願い致します。 
 
 

～若手研究者支援委員会からのお知らせ～ 
 
本大会では若手研究者（大学院生・研究生・学部生）の発表・参加を奨励するため、経

済面での様々な支援策を講じております。下記のような非会員への優遇措置もございます

ので、大会参加を予定されている正会員の皆様には、どうかお近くの非会員（大学院生・

研究生・学部生）の方々にお声をかけていただき、お誘い合わせの上ご参加いただきます

ようお願いいたします。 
 
1．【会員（大学院生・研究生・学部生）の大会当日参加・特別優遇措置について】 
 正会員の大学院生・研究生が責任発表者として発表を行う場合には、今年度から発表申

込み時点で発表費補助の申し込みをすることになりました。しかしながら、こうした変更

が周知徹底されていなかったことも事実ですので、今年度に限り、当日の申請でも補助を

することになりました。この場合、当該正会員は、学生証を持参のうえ、当日の「若手研

究者支援委員会受付」までお越しください。大会当日の「若手研究者支援委員会受付」は時間が決
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まっておりますのでご留意ください。 
 
2．【非会員（大学院生・研究生・学部生）の大会当日参加・特別優遇措置について】 
 正会員が、非会員である大学院生・研究生・学部生を伴って大会当日参加する場合は、

3,500 円の参加費を一人につき 2,000 円補助いたします。この場合、当該正会員は、当日の

「若手研究者支援委員会受付」までお越しください。大会当日の「若手研究者支援委員会受付」

は時間が決まっておりますのでご留意ください。また、当該の非会員学生は学生証を提示ください。 
 
3．補助金額の返還について 
上記の 1．および 2．のいずれの場合も、まず所定の大会関係諸費用を大会主催校に先に

お支払いください。その上で、大会当日の「若手研究者支援委員会受付」までお越しくだ

さい。その時、補助額を返還いたします。 
 

～理事の皆さまへ～ 

 
 以下の通り、大会前日に理事会を開催いたします。ご参集のほどよろしくお願い申し上

げます。 
 
理事会 日時 ： 9 月 9 日（金）15：00～17：00  

場所 ： 信州大学人文・経済学部棟 6 階会議室 
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