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Society for the Study of Molluscan Diversity 

2017 年度 軟体動物多様性学会 会 

 

International Symposium: Roles of natural history 

museum for the study of molluscan diversity 

シンポジウム：軟体動物多様性研究のための 然史系博物館の役割 

 
時 2018 年 3 3 ( )~3 4 ( ) 

場所 阪市 然史博物館（1 および 2 午後）※１ 

 阪市 東住吉会館（2 午前中）※２ 

※１〒546-0034 阪府 阪市東住吉区 居公園 1-23 TEL06-6697-6221 

※２〒546-0032 阪府 阪市東住吉区東 辺 2丁 11-28 TEL06-6699-1100  



2017 年度 会スケジュール 

参加登録・研究発表申込 

2018 年 1 15 （ ）~2 16 （ ）17：00まで 

本学会は軟体動物学の啓発に資するため、 会の参加料は無料、また学会員ではない の参加も歓
迎いたします。 

電 メールで事務局 花岡宛 (m-hanaoka@marineco.co.jp) に以下をお送りください。 

１） 名 

２） 所属または住所、 

３） 連絡先メールアドレス 

４） 参加 （「両 とも」、「1 午後のみ」、など） 

５） 懇親会の参加・不参加 

６） エクスカーションの参加・不参加 

７） 研究発表の有無（複数発表可）。有の は、「講演題 、講演者 名（演者 名の前に〇を）、

所属」の和 と英 。発表賞にエントリーなさる はその旨もご記 ください。 

 

 例： 

「沖縄本島におけるクシケマスオガイ同胞種存在の可能性」 

 軟体太郎（ 阪市 然史博物館）、〇多様聖 （ 阪湾海岸 物研究会） 

“The possibility of sibling species ‒ Cryptomya elliptica  in Okinawa island.”  

Taro Nantai (Osaka Museum of Natural History), Seiko Tayo (Association for the Research of 

Littoral Organisms in Osaka Bay) 

・発表賞にエントリーします。 

 

2 26 （ ） 

PDF 版プログラムの公表（学会ホームページ）  

若 研究者の発表賞： 軟体動物多様性学会は、若 研究者の奨励のために優れた国際研究発表に対

し、2種類の発表賞（Best Research Award および Research of Excellence）を英 で贈っていま

す。ぜひ若 研究者の は積極的にご応募ください。発表賞への応募は、発表申し込みの際にその旨

を記すだけで結構です。 



会プログラム 

３ ３ （ ） 9:30~17:30 

午前の部（ 阪市 然史博物館） 

受付  9:30~10:00 

国際研究発表 10:00~13:00 

休憩  13:00~14:00  

午後の部（ 阪市 然史博物館） 

シンポジウム 類多様性研究における 然史系博物館の役割  
オーガナイザー 久保弘 （沖縄県 海セ）・花岡皆  （株 海洋 態研） 

１． さな博物館にできること ~ 宮市 類館の場合~・・・・・・・・・・・ 

渡部哲也（ 宮市 類館）  14:00~14:30 

２．甦る畠 和  ~そのコレクションの再発 と意義~ Ver. 2018・・・・・・ 

福  宏（岡 学）    14:30~15:00 

３．博物館の収蔵標本に残される汽 性 類のいくつかの興味深い分布記録・・・ 

 惣（ 阪 然史博）  15:00~15:30 

４．博物館資料にみる分類の変遷・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

勇 （国 科博）    15:30~16:00 

特別セミナータイム 類標本作成・保存の 得（多様性保全に役 つ標本づくり） 

１．必殺 抜き道！ の嗜みを極める・・・福  宏         16:00~ 

２．研究に使える標本保存 法のポイント・・・ 勇             ~17:00 

後 付け 17:00~17:30 

懇親会 

「昭和っ家（しょわっち）」予定 （参加 数により変更あり） 

宿泊 本 会出席に際し、ご宿泊の必要な は各 での確保をお願い申し上げます。 阪

では年々、宿泊予約が取りづらい状況になっているとのことです。 

  



３ ４ （ ） 9:00~15:10 

午前の部（ 阪市 東住吉会館） 

2017 年度 総会  9:00~9:30 

国際研究発表  9:30~12:00 

午後の部（ 阪市 然史博物館） 

エクスカーション 阪市 然史博物館 収蔵庫 学 13:00~15:00 

その他 発表賞関連他 事務連絡 15:00 頃解散 

＊注：本プログラムは国際研究発表の演題数・内容に応じて、柔軟にスケジュールを変更します。 

 

交通アクセス 

1 および 2 午後 会場（ 阪市 然史博物館） 

http://www.mus-nh.city.osaka.jp/ 

・地下鉄御堂筋線「 居（ながい）」駅  

 南改札 3号出 から東へ約 800m  

・JR 阪和線「 居」駅 東出 から東へ約 1km 

・近鉄南 阪線「 」駅 へ約 1.8km 

・ 阪市営バス 4系統、24 系統「 居東」 

 または「 居東 2」停留所  

（ ：駐 場は南駐 場（最寄）、地下駐 場、 

 中央駐 場（ 型バス・ 動 輪可）があります。 

  



★ 館の際は下図の職員通 をご利 になり、守衛室で「軟体動物多様性学会に来た」

と申告して ってください。 

 

 

 

 

★ 然史博物館の職員通 は、 

居公園通をはさんで真正 が「すき家」さんです。 

公園内には他にも がありますが、「すき家」さんを 印にすれば、ぜった

い間違いません。 



2 午前 会場（ 阪市 東住吉会館） 

東住吉会館 https://osaka-higashisumiyoshikaikan.jp/ 

地下鉄 町線「駒川中野」下 徒歩約 8分 

近鉄南 阪線「針中野」下 徒歩約 12 分 

JR 阪和線「南 辺」下 徒歩約 15 分 

阪市バス 出 バスターミナル・地下鉄住之江公園 き「３」東住吉区役所前 下 徒歩約 5分 

阪市バス 鷹合団地前 き「54B/54D」東住吉区役所前 下 徒歩約 5分 

阪市バス 住吉 庫前 き「54A」東住吉区役所前 下 徒歩約 5分 

（ ：駐 場はありません。近隣の有料駐 場などをご利 下さい） 

2  東住吉会館から 然史博物館へは皆様で徒歩移動します。 

 


