
「日本結晶学会 令和３年（2021年）度年会」 

開催および協賛広告料募金趣意書 
 

１．会議の名称 

「日本結晶学会 令和３年(2021)度年会」 
 

２．主催団体 

主催：日本結晶学会 

 

３．会期と会場 

会期：2021 年 11 月 19 日（金）～ 21 日（日）(3 日間） 

11月19日、21日は、口頭発表，ポスター発表，企業セミナーをオンラインで開催 

11月20日は、授賞講演、70周年記念シンポジウムをハイブリッド形式で開催 

ハイブリッド会場：〒060-0811 北海道札幌市北区北 8 条西 5 丁目 

国立大学法人 北海道大学 学術交流会館(https://www.hokudai.ac.jp/bureau/property/s01/) 
 

４．会議の目的 

日本結晶学会（https://crsj.jp/）は、結晶学に関係した物理、化学、生命科学、薬学、

材料科学、地球科学等の研究者によって構成される学際的な組織（会員数 約 1100 名）

であり、結晶学およびこれに密接に関連する物質科学から生命科学までの広範な先端的

科学技術分野の進歩・発展を目的とした伝統ある学会であります。 

日本結晶学会は、国際的には日本学術会議の結晶学研究連絡委員会を通じて、国際結晶

学連合(IUCr)に加盟しており、世界的な活動を行っております。また、国内的には、年１

回の学術研究の発表の場として、日本結晶学会年会を毎年開催しています。 

日本結晶学会年会は、結晶学およびこれに密接に関連する研究分野の最新の研究成果を

発表し、学術研究の進展を通して人類の福祉の向上への貢献を目的としており、毎年１回

秋に各地で開催されています。札幌市には、結晶学に関する多くの研究者が在籍し、高

エネルギー加速器研究機構や SPring-8などでの蛋白質結晶構造解析や化学、ナノテク材

料の構造解析等の最新の研究成果が日本結晶学会年会の主要な研究発表の一つであるこ

とから、日本結晶学会総会（2019年11月）において令和３年度年会を、10年前の2011年度

年会を経験した札幌にて開催することが決定されました。 

このような経緯を踏まえ、本年会では結晶学およびこれに密接に関連する研究分野の 

最新の研究成果を発表し、基礎科学の進展および産業利用に資することを目的とします。 

 

５．研究発表の主な内容 

・核酸や蛋白質などの結晶構造解析による生命科学的研究 

・有機化合物、金属錯体および有機金属化合物の機能等に関する構造化学的研究 

・ナノ無機材料の粉末回折法や電子顕微鏡を用いた材料科学研究 

・高温超伝導体、強磁性体、誘電体等の物性物理学関連の構造科学的研究 

・鉱物結晶や無機結晶の高圧構造解析などの地球科学的研究 

・放射光・中性子等を用いた構造解析手法の開発等に関する研究 

 



６．会議の概要 

（１）会議の構成：学会賞受賞講演、シンポジウム、一般講演、ポスター発表、日本結晶

学会総会および各種委員会 

（２）発表予定件数：受賞講演   約5件 

          シンポジウム 約15件 

一般講演     約50件 

          ポスター   約150件 

（３）参加予定者：国内 約 400 名 

（４）論文集   ：講演要旨集を発行 

参加登録費（講演要旨集代金を含む）： 

当日受付の場合は、会員 7,000 円、学生会員 4,000 円、非会員 10,000 円事前申込の

場合は、会員 5,000 円、学生会員 3,000 円、非会員 9,000 円 

 

７．運営組織 

年会実行委員会 

実行委員長：北海道大学大学院先端生命科学研究院  姚 閔 

（011-706-4481, yao@castor.sci.hokudai.ac.jp） 

同副委員長：北海道大学大学院薬学研究院 前仲 勝実 

委 員：朝倉清高(北大触媒研)、緒方英明(北大低温研)、尾瀬農之(北大院先

端)、 

（五十音順） 喜多俊介(北大院薬)、近藤英昌(産総研)、田所高志(北大院薬)、 

原田潤(北大院理)、古川敦(北大院薬)、安武義晃(産総研)、 

于健(北大院先端生命)  

プログラム委員会 

委員長：  北海道大学大学院薬学研究院 前仲 勝実 

（011-706-3970, maenaka@pharm.hokudai.ac.jp） 

委 員：物理・鉱物系：杉山 和正（東北大）、森 茂生（大阪府大）、 

中塚 晃彦（山口大）、水牧 仁一朗（SPring-8）    

化学系：星野 学氏(理研)、佐藤 文菜(自治医大)、大津 博義(東工大) 

生物系：松村 浩由(立命大)、喜田 昭子(京大)、原田 彩佳(慶大) 

70年記念シンポジウム企画委員会 

    委員長：栗栖源嗣 

委員：中川敦史，河野正規，橋爪大輔，久保田佳基 

 

８ 広告料・寄附金の募金を必要とする理由 

本年度の日本結晶学会年会では国内から約400名の参加を予定しておりますが、開催の

準備、運営に関する経費は総額400万円近くに達すると予想されます。参加者が充分な発

表と質疑応答を行うためには、かなりの規模を持った会場が必要であります。経費節減

を基本に北海道大学内の施設を利用することにして計画を進めていますが、参加登録料

および学会からの補助だけでは会議の運営が難しいというのが現状であります。したが

って、必要経費の一部を諸団体、企業、個人等の浄財からのご援助に頼らざるを得ない

状況にあります。会議運営に要する予算総額400万円の内、参加登録料、学会からの補

助を除く約200万円を広告料・寄附金によって充当したいと考えています。 

まことに恐縮でありますが、日本結晶学会年会の目的をご理解いただき、本年会

を成功させるために何卒ご支援を賜りますよう宜しくお願いする次第であります。 
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付録．日本結晶学会の組織概要 

（１）学会の運営組織 

会 長 山縣 ゆり子 (尚絅大学) 

庶務幹事 禾 晃和 (横浜市大) 

会計幹事 小松 一生 (東大院理) 

広報幹事 森 茂生 (大阪府大) 
行事幹事 橋爪 大輔 (理研)  

情報幹事 岡崎 伸生 (CROSS) 

編集幹事 植草 秀裕 （東工大）  

男女共同参画幹事 森吉 千佳子 (広島大) 

 

（２）監査役 

    神山 崇 (高エネ機構) 
    菅原 洋子(北里大) 
 
（３）評議員 

   (任期: 令和2年4月～令和4年3月)

海野 昌喜  (茨城大) 

上村 みどり (帝人ファーマ) 

栗栖 源嗣   (阪大) 

玉田 太郎    (量研) 

松村 浩由    (立命館大) 

三木 邦夫    (京大) 

山縣 ゆり子  (尚絅大・短大) 

吉朝 朗      (熊本大) 

尾関 智二 (日大) 

熊坂 崇   (JASRI) 

千田美紀  (KEK) 

橋本 博   (静岡県立大) 

平田 邦生 (理研) 

姚 閔     (北大) 

山本 雅貴 (理研)

   (任期: 平成31年4月～令和3年3月) 

足立 伸一      (高エネ機構物構研) 

植草 秀裕      (東工大院理) 

神山 崇 （高エネ機構物構研） 

佐藤 衛 （横浜市大） 

栗藤間 祥子  (奈良先端科技大) 

西堀 英治    (筑波大学数物系) 

森吉 千佳子   (広島大院先進理工) 

和田 啓       (宮崎大医) 

井上 豪     (阪大院薬) 

大原 高志   (原子力機構) 

坂田 修身   (JASRI) 

杉山 和正    (東北大金研) 

中川 敦史    (阪大蛋白研) 

禾 晃和      (横浜市大院生命医) 

山口 宏       (関西学院大学) 

（４）学会事務局 

住所： 〒162-0801 東京都新宿区山吹町358-5 アカデミーセンター 
一般社団法人日本結晶学会事務局 

TEL: 03-6824-9375、FAX: 03-5227-8631 
担当:   古川 ひとみ 
E-mail:  crsj-post@bunken.co.jp  

HP：   http://www.crsj.jp/

mailto:crsj-post@bunken.co.jp
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日本結晶学会 令和３年(2021年)度年会 

広 告 料・寄 附 金 募 集 要 項 

 

１．広告料・寄附金募金の名称 

日本結晶学会 令和３年(2021年)度年会 

 
２．募金の目標額 

200 万円（経費総額 400 万円） 

 
３．募金の使途 

日本結晶学会 令和３年(2021年)度年会の準備・運営及び関連行事の費用に充当しま

す。 

 

４．広告の形態 

広告料(税別) 
（１）要旨集広告(A4）に印刷(モノクロ)(カラー希望の場合は別途相談) 

(a) 裏表紙 100,000 円 (既にお申し込みがありました） 

(b) 表紙裏と裏表紙裏 90,000 円(既にお申し込みがありました） 

(c) その他の頁 80,000 円／１頁40,000 円／半頁 

発行部数：500部 

発行予定：2021年11月上旬 

 

（２）オンライン・ループ放映広告 

                  あらかじめご用意頂いた広告動画等をセクション前・休憩中にオンラ

インにより繰返して流します。 

10,000円/1分が基本単位ですが、放映するスロット回数（放映する休

憩時間の回数）および放映動画の長さに応じた費用変動制となり（n 

* 10,000円/1分）です。ご用命により、フレキシブルに対応致しま

す。実行委員会にご相談ください。 

 

（３）オンラインポスター展示 

                  あらかじめご用意頂いた広告動画等をポスターセッションで展示す

る。 

50,000円/1件が基本単位です。「オンライン・ループ放映広告」に合

わせることもできるので、実施につきましては実行委員会にご相談くだ

さい。 

 

   （４）オンライン企業セミナー 

午前のセッション枠を設ける予定です。 

       １セミナーあたり   200,000 円～ 

※実施につきましては実行委員会にご相談ください。 

 

 

 

 



５．寄附金 

寄附金に関しては，１口１万円から受付致しております。 

 

６．広告・寄付の申込先 

〒060-0810 札幌市北区北10条西 8 丁目北海道大学大学院

 先端生命科学研究院 

日本結晶学会 令和３年度年会実行委員

 尾瀬農之 

Email： ose@castor.sci.hokudai.ac.jp 
電話 011-706-3221, FAX 011-706-3221 
（別紙申込書でEmailにてお申し込みください。） 

 

７．申込締切 

2021 年 9 月 30 日(木)（以降はご相談ください。定数に達し次第、締切ります。） 

 

９．送金方法 

郵便振替にて下記の口座にご送金ください。 

銀行名    ：ゆうちょ銀行 

店名(店番) : 九〇八（キユウゼロハチ）店（９０８） 

預金種目   ：当座 

口座番号  ：４５４７７４８ 

口座記号番号: １９０５０－４５４７７４８１ 

口座名称    ：日本結晶学会令和３年度年会 

（ニホンケッショウガッカイレイワサンネンドネンカイ） 

 

１０．募金の管理方法 

募金の経理は、下記の担当者（日本結晶学会 令和３年度年会実行委員）が代表し

て年会実行委員会で管理します。 

経理担当者：尾瀬 農之 

〒060-0810 札幌市北区北 10 条西 8 丁目 

北海道大学大学院先端生命科学研究院 

 

 

 
上記に相違ないことを証明します。 

 
〒060-0810 札幌市北区北 10 条西 8 丁目 

北海道大学大学院先端生命科学研究院 

日本結晶学会 令和３年(2021年)度年会 

実行委員長 姚 閔 
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