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お知らせ
第 21 回（2022 年度）日本植物分類学会賞 ( 学会賞および奨励賞 ) の受賞候補者の募集
日本植物分類学会会長　村上…哲明
学会賞選考委員長　瀬戸口…浩彰

　以下の 2つの賞の受賞候補者を募集します。候補者は，学会賞選考規定第 2条に基づき，以下に該当
する方です。自薦，他薦を問わず，会員の皆様の積極的な応募・推薦を期待しております。これまでの受
賞者名等は，学会ホームページをご参照ください。
日本植物分類学会賞　　：植物分類学および日本植物分類学会の発展に特に顕著な貢献が認められた者に

授与する。受賞者の資格は，…10 年以上継続して本会会員である者とする。
日本植物分類学会奨励賞：受賞年の 4月 1日において満 38 歳以下で，優れた研究業績をあげた将来有望

な研究者（学生を含む）に授与する。受賞者の資格は，3年以上連続して本会
会員であり，主要な研究業績の一部を本会の大会または雑誌に発表している者
とする。

募集要領
　他薦の場合は，推薦する候補者の氏名と推薦理由，どちらの賞に推薦するかをお知らせください。自薦
の場合は，(1) どちらの賞への応募か　(2)…ご自分の研究全体に関するタイトル…(3) 略歴（生年月日，学歴，
職歴など）(4) 調査・業績の概要…(5) 業績リスト ( 論文，著書など ) と本学会の大会での発表記録　をワード・
ファイルあるいは A4 用紙に記入して ( 書式は自由 ) お送りください。自薦，他薦を問わず，さらに必要
な資料があれば，学会賞選考委員会から候補者の方に提出を依頼します。応募は，e-mailでのファイル添付，
または郵便でお願いします。
書類送付先：〒 606-8501　京都市左京区吉田二本松町　　京都大学大学院人間・環境学研究科
　　　　　　瀬戸口…浩彰…宛　e-mail:…setoguchi.hiroaki.2c@kyoto-u.ac.jp
応募締切日：令和 3年 9月 30 日（木）
その他　　：両賞の受賞者は，令和…4 年 3月の日本植物分類学会第 21 回大会において表彰されます。
　　　　　　また，同大会において受賞講演を行っていただくことを原則としております。

2021 年度日本植物分類学会 野外研修会のお知らせ
野外研修会担当　鈴木…武

　関西しだとこけ談話会の協力のもと，奈良県吉野山にてシダとコケの観察と標本つくりを行います。思
いがけない植物に出会うかもしれません。植物標本作成経験が少ない若手会員を想定しています。
　※新型コロナウイルスの影響等によっては中止する場合があります。学会HP等でご確認下さい。
日程：11 月 20 日（土）・21 日（日）13 時集合，翌日 12 時解散
集合：13 時…しだのすみか（吉野山奥千本口ライン…最寄バス停「竹林院前」徒歩すぐ）
宿泊：KAM-INN（ゲストハウスカムイン）http://taikoban-yoshino.com/kaminn.html
　　　「しだのすみか」から徒歩７分。地衣類好きの山伏女将がいます。
行程：【1日目】奈良県吉野町「しだのすみか」にてシダ植物の観察と標本つくり

　シダ植物が大好きな木下茉実さんが運営している小さな植物園です（https://shidanosumika.
jp/）。周辺でシダ植物を中心に観察・採集をし，しだのこ Labo を借りてシダ植物の標本つくりを
します。
【2日目】奈良県川上村「蜻蛉（せいれい）の滝」にてコケ植物の観察と標本つくり
森と水の源流館の木村全邦さんの案内で，コケ植物を観察・採集をして，標本をつくります。8時
半出発，12 時過ぎに終了（解散：大和上市駅を予定）。
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参加費：１万 2千円
宿泊費（1泊 2食），2日め昼食，保険，予備費。参加人数によっては返金があります。集合へ
の交通費・解散場所からの交通費は参加者負担です。

募集人数：１５名程度
申込み：〒 669-1546…兵庫県三田市弥生が丘 6丁目…県立人と自然博物館　鈴木…武（野外研修担当）

Mail:…suzuki_at_hitohaku.jp（_at_…を @…に変換してください）
Fax.:…079-559-2013( 鈴木宛と明記下さい )
　お申し込みの際に緊急時にご連絡できるお電話番号をお知らせください。ご連絡いただいてか
ら 3…日以内に受付の返信をいたします（郵便の場合にはお電話を差し上げます）。返信等がない
場合には，大変恐れ入りますが再度ご連絡いただきますようお願い申し上げます。

（付記）来年度以降は，各地の植物同好会などと共同で実施することを考えています。実施してみたいと
の希望がありましら，鈴木までお問合せ下さい。

2021 年度日本植物分類学会講演会のお知らせ
講演会担当委員　高山…浩司

　2021 年度の日本植物分類学会講演会は，大阪学院大学の林一彦先生にお世話いただき，会場での開催
に向けて準備を進めております。今後の新型コロナウイルスの状況によりましては，開催形態の変更（イ
ンターネットを利用したビデオ配信など）の判断をせざるを得ないかもしれませんが，情勢を踏まえつつ
可能な限り良い講演会が開催できるよう努力してまいります。詳細につきましては，次号のニュースレタ
ーでご案内いたします。
　日時：2021 年 12 月 18 日（土）午前 10 時～午後 5時 00 分
　講演会場：大阪学院大学　2号館地下 1階 2号教室（02-B1-02 教室）

　〒 564-8511…大阪府吹田市岸部南 2丁目 36 番 1号（電話：06-6381-8434)
　講演スケジュールと演題
　　10:00–10:10　ご挨拶　村上…哲明（会長）
　　10:10–11:00　石川…直子（大阪市立大学）「オオバコのかたちの進化－奈良公園における矮化現象について－」
　　11:00–11:50　鈴木…雅大（神戸大学）「日本産紅藻類の分類学的研究」
　　(11:50–13:10………昼食 )
　　13:10–14:00　中濱…直之（兵庫県立大学）「絶滅危惧植物の過去・現在・未来－博物館標本と域外保全

集団を用いた集団遺伝解析－」
　　14:00–14:50　酒井…章子（京都大学）「花に見る♂の都合・♀の事情」
　　(14:50-15:10…………休憩 )
　　15:10–16:00　藤浪…理恵子（京都教育大学）「シダ植物小葉類の二又分枝と根と茎の進化」
　　16:00–16:50　村上…哲明（東京都立大学）「シダ植物の日本新産種や希少種の配偶体での相次ぐ発見」
　　16:50–17:00　ご挨拶　林…一彦

東アジア国際植物分類学シンポジウム 2021 のご案内（続報）
国際シンポジウム準備委員長　池田…博

　昨年延期となっていた国際シンポジウム（日中韓 3国シンポジウム）について，日程が決まりました
のでお知らせします。
　　開催日時：2021 年 10 月 29 日 ( 金 )・30 日 ( 土 )
　　開催形式：Webex…または…Zoom…を用いたリモート開催
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　　発表形式：20 題程度の口頭発表および 50 題程度のポスター発表
　詳しい内容，参加方法などについては順次，学会のホームページで連絡します。国際シンポの楽しみは，
海外の人たちと交流しながら国際共同研究を図ることかとも思いますが，昨今の状況を考えると難しい状
況にあるようです。次回開催国は日本ですので，次を盛り上げるためにも多数の参加・発表をお待ちして
います。お問い合わせは池田（h_ikeda@um.u-tokyo.ac.jp）まで。

兵庫県立人と自然の博物館植物標本庫（HYO）一時閉鎖のお知らせ
兵庫県立人と自然の博物館　高野…温子

　人と自然の博物館は現在，開館 30 周年にあたる 2022 年秋の運用開始を目指して新収蔵庫棟の建設を
行っています。新しい収蔵庫には，主に維管束植物標本が収納される予定です。現在の収蔵庫からの引っ
越し準備作業をはじめる都合上，2021 年 11 月より当館植物標本庫を一時閉鎖いたします。収蔵庫利用
の再開は 2022 年秋以降の予定ですが，その節は再度アナウンスさせて頂きます。しばらくの間ご不便を
おかけしますが，新しい収蔵庫を楽しみにお待ちいただけますと幸いです。当館所蔵の標本調査をご予定
の方におかれましては，なるべく本年 11 月までにご来館頂くようお願いいたします。

入会申込，住所変更，退会届，会費納入，購読申込
などは下記へご連絡ください。
〒 305…-…0005…茨城県つくば市天久保 4-1-1
国立科学博物館　植物研究部
日本植物分類学会　國府方…吾郎（会計幹事）
Phone:…029-853-8967,…Fax:…029-853-8401
E-mail:……kaikei@e-jsps.com
会　　費：一般会員 7,000 円，学生会員 3,000 円，

…団体会員 8,000 円
郵便振替口座番号：00120-9-41247
加入者名：日本植物分類学会

＊ニュースレターに掲載された記事の著作権は日本植物分類学会が管理いたします。
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