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年会のお知らせ

2019年度日本地球化学会 
第66回年会のお知らせ（2）

主催：一般社団法人日本地球化学会
共催：日本化学会，日本分析化学会，日本温泉科学

会，日本鉱物科学会，日本地質学会，他は決ま
り次第，順次年会サイトに掲載いたします

後援：東京大学大気海洋研究所，他は決まり次第，順
次年会サイトに掲載いたします

会期：2019年9月17日（火）～19日（木）
会場：東京大学・本郷キャンパス（理学部1号館，山

上会館，弥生講堂一条ホール）
年会サイト：http://www.geochem.jp/conf/2019/
交通：地下鉄丸の内線「本郷三丁目駅」より徒歩14

分，地下鉄大江戸線「本郷三丁目駅」より徒歩
12分，地下鉄南北線「東大前駅」より徒歩10
分，地下鉄千代田線「根津駅」より徒歩8分で
す。
※アクセス方法の詳細については，下記のサイ
トをご参照下さい。
https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/about/campus-
guide/map01_02.html

宿泊：最寄り駅の駅周辺にはあまり宿泊施設がありま
せんが，都心に多数のホテルがあります。ご希
望の方はお早めに予約をしてください。

内容：口頭発表及びポスター発表，夜間集会，受賞講
演会，総会，懇親会など。関連イベントとし
て，9月16日（月）にショートコースを開催し
ます。

講演セッション：「学会基盤セッション」と「特別
セッション」を開催します。学会基盤セッショ
ンは，以下の通りです。2つの日韓合同セッ
ションG02及びG06の中で，日韓合同セッ
ションアワーを開催します。
特別セッション

S01　 海洋‒大気境界層における地球化学（SO-
LAS）

S02　地球メタロミクス
基盤セッション

G01　大気微量成分の地球化学
G02　古気候・古環境解析の地球化学
G03　地殻・地球深部流体
G04　 鉱物境界面の地球化学，水‒岩石相互作用

G05　海洋における微量元素・同位体
G06　固体地球の化学とダイナミクス
G07　宇宙化学・惑星化学
G08　生物と有機物の地球化学
G09　水圏や土壌圏の環境地球化学
G10　地球化学のための最先端計測
G11　 放射性核種の環境動態：放射性廃棄物処

分や原発事故などと関連して
G12　初期地球と生命起源の地球化学
G13　地球化学の境界領域への展開

学生発表賞：きわめて優れた口頭・ポスター発表を
行った日本地球化学会学生会員に授与します。
表彰式は学会最終日の閉会式の際に行います。
学生発表賞を希望される学生会員は，講演申請
時にエントリーしてください。学生発表賞を希
望される方で，学会入会手続きがまだの方は，
早めに入会手続き（書類提出＋入金）を済ませ
てください。

講演申込受付期間：昨年度と同様に，要旨提出も講演
申込と同時に行います。要旨原稿の提出を行わ
ないと講演申込は完了しません。年会サイトの
みから受け付けます。講演申込及び要旨提出
は，6月17日（月）14時受付開始，7月18日
（木）17時〆切を予定しています。〆切日時は
延長しない予定です。なお，投稿する要旨の原
稿は〆切日までは修正可能ですが，〆切日を過
ぎた後は一切修正できません。講演要旨の
フォーマット（PDF及びWord）は年会サイト
からダウンロードしてください。講演要旨の投
稿の際には，抄録の他にもJ-STAGEでの検索
用のテキストを入力する欄がありますので，お
手数ですが要旨の本文を入力してください。ま
た，年会サイトからの申込が困難な場合は，下
記の年会事務局宛に〆切1週間前の7月11日
（木）までにご連絡ください。

参加予約申込：年会サイトから申し込んでください。
6月17日（月）から8月27日（火）17時までに
参加予約をされた場合，事前割引が適用されま
す。それ以降は，年会会場にて当日料金で参加
登録を行ってください。

プログラムの公表：プログラムは講演申込終了後，直
ちに作成され，8月中旬に年会サイト上に公開
します。
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参加登録費：

一般会員 学生会員 会員外 
一般

会員外 
学生

事前参加登録 5,000円 2,000円 6,000円 3,000円

当日参加登録 7,000円 3,000円 8,000円 4,000円

※ 「会員」は日本地球化学会及び共催学会の会員を指
します。当日受付で入会申込された方も会員扱いと
します。
懇親会費：9月18日（水）受賞講演会終了後，開催し

ます。

一般会員 学生会員 会員外 
一般

会員外 
学生

事前参加登録 6,000円 2,500円 6,000円 2,500円

当日参加登録 7,000円 4,000円 7,000円 4,000円

お支払方法：事前参加登録時のお支払いは，年会サイ
トからクレジットカードによるオンライン決済
でお願いいたします。クレジットカードによる
お支払いが困難な場合は，下記年会事務局に〆
切の一週間前までにお問い合わせください。年
会当日の参加登録費のお支払いは現金のみとな
ります。領収書が必要な場合は，年会当日に受
付にお申し出ください。

要旨集：本年度の年会では，年会サイトによる要旨集
公開を基本とし，冊子体あるいは電子媒体
（USBなど）による要旨集の配布はいたしませ
ん。例年通り，年会サイトにて要旨を公開いた
しますので，必要な方は事前にダウンロードす
るなどしてご利用ください。ただし，冊子体要
旨集をご希望の方には販売いたします（一冊
3,000円）。ご希望の方は参加申込時にお申し
込みください。年会当日に受付にてお渡しいた
します。

インターネット接続：会場内は無線LANの環境があ
るのですが，セキュリティー管理の都合上，本
年会ではゲストアカウントの発行はいたしませ
ん。ただし，東京大学は，大学等教育研究機関
の間でキャンパス無線LANの相互利用を実現
する国立情報学研究所（NII）のサービスであ
る『eduroam JP』に加入しております。この
ため，eduroamに加入している他機関の来訪
者が，東大内のeduroamを利用して無線LAN
を利用することが可能です。eduroam加入機
関の皆様は利用方法，アカウントを事前に各機
関においてご確認ください。eduroamの詳細

情報は次のサイトをご覧ください。http://
www.eduroam.jp/

併設展示：関連機器メーカーその他による展示会を併
設する予定です。詳細については年会事務局に
お問い合わせください。年会サイトの後援・出
展のご案内と申込書（MS Word形式）をご参
照，ご記入の上，2019年会事務局までe-mail
及び原本の郵送でお申し込みください。

小集会：学会期間中の昼食時間あるいは講演終了後に
小集会を行うことができます。希望されるグ
ループは早めに年会事務局にお問い合わせくだ
さい。

夜間集会：例年通り，初日セッション終了後にいずれ
かの講演会場で行われる予定です。詳細は決ま
りましたらご案内します。

総会：9月18日（水）午後，弥生講堂一条ホールにて
開催します。

受賞講演会：9月18日（水）午後，弥生講堂一条ホー
ルにて総会終了後に開催します。

閉会式：9月19日（木）すべてのセッション終了後，
学生発表賞の表彰式等を行います。是非，ご参
集ください。

以上が，年会会期中のご案内です。その他，年会に
合わせて，次のようなイベントが予定されていますの
で，奮ってご参加ください。

●第14回日本地球化学会ショートコース
日時：9月16日（月）12時頃受付開始予定～18時頃まで
場所：日本地球化学会2019年年会会場（東京大学本

郷キャンパス・理学部1号館）
講師の先生方と講演タイトル：詳細が決まりました

ら，年会サイトでご案内します。

●その他
講演の変更・キャンセルについて：講演申込〆切後
の，講演の変更やキャンセルのご希望は，必ず発表希
望セッションのコンビーナーと年会事務局の両方に
メールでお知らせ下さい。

台風等自然災害に関する対応
・9/16（会期前日，午前7時時点）に，天候を配慮
し，LOC委員長が中止・続行を判断します。

・結果は年会サイト及びe-mailにて連絡します（参
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加者メールリストを作成して連絡，学会メールリス
トにも連絡）。
・開催しなかった場合にも要旨はJ-STAGEにて公開
され，引用可能とします。ただし，希望者には，講
演のキャンセルを可能とします。この場合にはJ-
STAGEに公開しませんので，年会事務局にメール
でお知らせ下さい。
・開催しなかった場合には参加費は払い戻されませ
ん。また，懇親会費は一部費用を差し引いて残りを
返却します。

年会事務局：〒277‒8564 千葉県柏市柏の葉5‒1‒5
東京大学大気海洋研究所
海洋化学部門
2019年度日本地球化学会年会事務局
委員長　佐野有司
E-mail: 2019LOC＠geochem.jp （＠ を
半角に変えてください）

研究集会のお知らせ

Goldschmidt国際会議2019のお知らせ

今年のGoldschmidt国際会議は，8月18日（日）か
ら23日（金）にスペイン・バルセロナ市内のバルセロ
ナ国際会議場で行われます。Goldschmidt国際会議
は，地球化学に関連する多くの分野を網羅し，会場で
は各国から3000人以上の参加者が集まり，活発な議
論がなされています。日本地球化学会の会員は会員登

録費が非会員より安く設定されています。本会議のほ
かに，オプションとして3つのフィールドツアーと22
のワークショップも予定されています（別途，個々に
要参加登録）。まずはGoldschmidt国際会議のホーム
ページを覗いていただいて，会議の概要をご覧くださ
い。バルセロナは，フランスと国境を接し，地中海を
隔ててイタリアとも近いカタルーニャ地方の中心都市
として，ヨーロッパ各国はもとより，世界中から多く
の観光客で賑わいます。夏は日が暮れるのも遅いの
で，毎日の会議終了後でもビーチや観光で楽しめそう
です。賑わう真夏のバルセロナで開かれる会議への参
加をぜひご検討ください。
今回も例年同様，会場内にGSJブースを設置いた
しますので，お気軽にお立ち寄りいただき，会期中の
情報交換や待ち合わせ場所としてもご活用ください。

Goldschmidt国際会議ホームページ
https://goldschmidt.info/2019/

〈今後の日程〉
早期参加登録締め切り：6月18日（火）

この日まで会費545€
事前参加登録締め切り：7月18日（木）

この日まで会費645€
（会場当日受付の場合，会費695€）

Goldschmidt国際会議：8月18日（日）～同23日（金）
問合せ先：広報委員会pr@geochem.jp

（広報委員Goldschmidt会議担当　日高　洋， 
広報幹事　三村耕一）

ニュースへ記事やご意見をお寄せください

地球化学に関連した研究集会，書評，研究機関の紹介などの原稿をお待ちしております。編集の都合上，
電子メールでの原稿を歓迎いたしますので，ご協力の程よろしくお願いいたします。次号の発行は2019年 
9月頃を予定しています。ニュース原稿は8月中旬までにお送りいただくよう，お願いいたします。また，
ホームページに関するご意見もお寄せください。

編集担当者（日本地球化学会広報幹事・ニュース担当）

三村耕一
〒464‒8601　名古屋市千種区不老町
名古屋大学大学院環境学研究科地球環境科学専攻
Tel: 052‒789‒3030; Fax: 052‒789‒2530
E-mail: news-hp@geochem.jp

平野直人
〒980‒8576　仙台市青葉区川内41
東北大学東北アジア研究センター
Tel: 022‒795‒3618; Fax: 022‒795‒3618
E-mail: news-hp@geochem.jp
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