
2019 年度資源地質学会年会講演募集  
[English follows Japanese] 

2019 年度年会学術講演会を下記の予定で開催いたします．シンポジウムと学会賞表彰式，

および懇親会は１日目に，一般学術講演とポスターセッションは２・３日目に行います．例

年通り学生講演賞，ベストポスター賞を設けますので奮ってご応募下さい．  

なお，2019 年度地球惑星科学連合大会は，５月２６日(日)〜３０日(木) に，例年通り幕張

メッセ国際会議場にて開催されます（http://www.jpgu.org/meeting_2019/）．こちらも資源地質

学会提案のセッションがございますので，皆様の積極的な参加をお願いいたします．  

 

期日：  2019 年 6 月 26 日（水）～28 日（金）  

場所：東京大学小柴ホール  

 

講演申込：下記の申込要領(題目，氏名・所属，内容紹介)にしたがい，行事委員会宛に  

E-mail にてお申込下さい．申し込みをされた方には受け取りメールを送ります．

受け取りメールが届かない場合は事務局にご連絡ください．  

  

申込締切：2019 年 4 月 8 日(月) 必着  

 

講演要旨：執筆要領にしたがい E-mail の添付書類（基本はワードファイル）にてお送り下さ

い．事務局での編集作業は原則行わずにそのまま印刷しますのでフォーマットを

守ってください．フォーマットはメールに添付された Word ファイルをテンプレ

ートとしてお使い下さい。資源地質学会のウェブサイトからダウンロードするこ

とも可能です．ダウンロードできない場合は学会事務局より送付します．  

(注) 添付ファイル名には必ず筆頭講演者名を入れて下さい．要旨が提出されない

場合は，  題目と名前のみ，あとは空欄で掲載されます．  

 

提出締切：2019 年 5 月 7 日(火) 必着  

提出先：  資源地質学会行事委員会  

Home page：http://www.resource-geology.jp/ 

E-mail：srg.congress@gmail.com 

(注) 本メールアドレスは，  混乱を避けるため通常のアドレス（事務局アドレス）：  

info@resource-geology.jp とは違いますので，ご注意ください．  

 

2019 年度資源地質学会年会講演申込要領  
1. 題目：和文の場合は 35 字以内  

2. 氏名： (連名の場合は原則として筆頭者を講演者とする）  

3. 所属：わかる範囲で略記して下さい．  



4. e-mail：筆頭者のアドレスでない場合はその旨を記入して下さい．  

5. 希望種目：1，  2 と番号を入れる．  [１  . 一般講演	 ２  . ポスターセッション] 

6. 内容紹介：和文の場合 100 字以内（プログラム編成の参考にするだけで，印刷されませ

ん）．  

7. 大学の学部，  大学院の修士，  博士課程に正規に在学中の学生で，  筆頭講演者として口

頭発表ないしポスター発表を行う者は， 学生講演賞の対象です． 対象となる講演は， 学

生講演賞対象と記述下さい．留学生などの場合，周囲の方が周知するようにお願いします．  

 

Announcement on the Society of Resource Geology Annual Meeting in 2019 
  

  The Society of Resource Geology Annual Meeting in 2019 will be held on the following schedule.  

The symposium, recognition ceremony and social gathering (party) will be on the 1st day. The regular  

oral presentations and poster session will be on the 2nd and 3rd day. Student Presentation Award and 

Best Poster Award will be awarded after the session of the 3rd day. 

  In addition to this announcement, JpGU Meeting 2019 will be held from May-26 (Sun) to 30 (Thu) 

in Makuhari Messe International Conference Hall, Chiba, which includes sessions from the Society 

of Resource Geology. Your participation to this meeting is welcome. 

 

Date: June-26 (Wed) to 28 (Fri), 2019 

Place: Koshiba Hall, The University of Tokyo 

 

Entry application: Please send e-mail to Event Committee the following Entry Application 

information (title, names with affiliations, brief information of presentation and so on). 

Deadline of entry application: April-8 (Mon), 2019 

 

Abstract: Please send MS Word file by e-mail. Secretary office won’t edit the format of abstract and 

original one will be printed. Therefore, please follow the format written here. Please use the template  

Word file attached in e-mail. You can download the same one from the Society of Resource Geology 

homepage. If you cannot find the file of abstract template, please ask the Society of Resource Geology 

Secretariat. The name of attachment file should include first author’s name. In case of no abstract 

submission, only the title and authors’ name will be printed. 

 

Deadline of abstract submission: May-7 (Tue), 2019 

Submission address: The Society of Resource Geology Event Committee 

Home page: http://www.resource-geology.jp/ 

e-mail: srg.congress@gmail.com 

This e-mail address is different from the ordinary society’s address (info@resource-geology.jp). 



 

Entry application to the Society of Resource Geology Annual Meeting in 2019 

1. Title: In case of English title, make it about 20 words or less 

2. Names: In principle, the first author will be the presenter. 

3. Affiliation: Please use abbreviated expression 

4. e-mail: If it is not the first author’s address, please add a comment. 

5. Presentation style: 1 (oral presentation) or 2 (poster session) 

6. Brief information of presentation: About 50 words or less if in English. This will be used in the 

program, and will not be printed. 

7. Presenters, who are first author in oral or poster session and who are regular students in faculty 

and graduate school in universities, will be candidates for Student Award. In this case, please write  

“a candidate of Student Award”. 

 

  



資源地質学会年会講演会要旨についての  

理想的な原稿フォーマット  

資源太郎・○資源二郎 (資源大・工 )，地質花子 (地質大・理 ) 
Please write title of abstract in English here 

T. Shigen, J. Shigen and H. Chishitsu 
 

ここより本文  
1. 口頭発表・ポスターセッション共にA4版用紙１枚にワープロを用いて入力し
て下さい . 
2. 余白は上下各30mm, 左右各20mmをとって下さい．  
3. 原稿は80%に縮小され，B5版の要旨集となります．事務局で編集は行いません  
ので，フォーマットを守ってください．   

4. 1行41字×37行 (本文は30行 )程度にまとめて下さい (目安として、文字サイズは12
ポイント，行送りは18ポイントです．フォントは明朝でお願いします ). 
5. 題目行 (1行目 )の左5文字分(２cm)は講演番号に使用しますので余白にして下  
さい．  

6. 和文要旨の場合	  和文タイトル（14ポイント，太字）：中央揃え  
和文著者名（所属）（12ポイント，明朝）：右揃え  
英文タイトル（12ポイント，Timesタイプ）：左揃え  
英文著者名（12ポイント，Timesタイプ）：右揃え  

英文要旨の場合   英文タイトル（14ポイント，太字）：中央揃え   
英文著者名（所属） (12ポイント，Timesタイプ )：右揃え  

7. 筆頭者が講演者でない場合は講演者の左肩に○印を付けて下さい．  
8. 入力をする際のお願い：和文の句読点は［．］と［，］の全角を使用し，数字  
と( ),「」は半角を使用して下さい．英文は全部半角です．  

9. 図表・写真は，pdfファイルにしたデータを添えて下さい．  
 

講演要旨締切：２０１９年５月７日（火）  
原稿送付先 : E-mail: srg.congress@gmail.com 
資源地質学会行事委員会宛  
  

講演番号がはいり

ます	



 An ideal format of abstract in English  
for the Society of Resource Geology Annual Meeting 

 
T. Shigen, J. Shigen (Resource Univ.) and H. Chishitsu (Geology Univ.) 

 
Starting a body text from here. 
1. Please write the abstract for the oral and poster sessions using MS Word in one A4 

page. 
2. Top and bottom margins of 30mm, and left and right margins of 20mm. 
3. The manuscripts will be contracted 80% into B5 size, and printed as an abstract 

volume. Secretariat will not edit the format. Please follow the abstract format. 
4. Please use 37 lines (font size of 12 points and line space of 18 points) and normal 

character spacing, which include a body text with about 30 lines. Please use Times 
type font.  

5. Please keep a 2 cm space on the left side of the first title line for putting the 
presentation ID number.  

6. Title (14 points and bold): centered 
Authors’ names (affiliation) (12 points and Time type font): right-aligned 

7. If the first author is not the presenter, please put ○  on the left side of presenter’s 
name. 

8. Half-width alphanumeric characters in English manuscript. 
9. If you want to put figure and table, please send both the MS Word and PDF files by 

e-mail for checking. 
 
Please follow strictly the submission deadline of May 07 (Tue), 2019.  
 
Address of manuscript submission: E-mail: srg.congress@gmail.com 
To: The Society of Resource Geology Event Committee 

 
 

Presentation  ID 
will  be  put here  


