
生物科学学会連合　2009生物学年カレンダー　2009.5.14現在 ☆：研究者向け　★：一般・学生向け　◎：「生物学年」を協賛している催し

2009年 開催（開催予定）の催し 会期 会場 会場所在地 大会長等（敬称略） 学術集会ＵＲＬ

1月 ☆ 2008年度生態学会関東地区会公開シンポジウム 1/10（土）

◎ 日本生物教育学会第86回大会　公開講演会 1/10（土） 中村学園大学西2号館4階2405教室 福岡県福岡市城南区別府5-7-1 冷川　昌彦（実行委員長） http://www.justmystage.com/home/sbsej2009/index.html

2月 ★
第20回国際生物学オリンピック（IBO2009）プレイベント「ダーウィ
ン生誕200周年記念　上野動物園スタンプラリー」(仮） 2/11日(水）～5日(日） 上野動物園 東京都台東区上野公園9-83 井村裕夫（国際生物学オリンピック2009組織委員会委員長） http://ibo2009.org/index_j.html

3月 ☆ 第29回日本生態学会関東地区会修士論文発表会 3/7（土） 明治大学生田校舎

☆ 第82回日本薬理学会年会 3/16（月）～3/18（水） パシフィコ横浜 神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1 元村成（年会長、弘前大） http://www.pharmacol.or.jp

☆ 第56回日本生態学会大会 3/17（火）～3/21（土） 岩手県立大学 岩手県岩手郡滝沢村
由井正敏（大会会長）、
牧陽之助（大会実行委員長） http://www.esj.ne.jp/meeting/56/

☆ 第50回日本植物生理学会年会 3/21（土）～24（火） 名古屋大学 愛知県名古屋市千種区不老町 町田泰則（年会委員長、名大） http://www.jspp.org/

◎
Perspectives of Plant Science in the 21st Century
（日本植物生理学会50周年記念国際シンポジウム／一般公開） 3/23（月） 名古屋大学豊田講堂 愛知県名古屋市千種区不老町 町田泰則（年会委員長、名大） http://www.jspp.org/

☆ 第114回日本解剖学会総会・全国学術集会 3/28（土）～ 30（月） 学校法人 加計学園 岡山理科大学 岡山県岡山市理大町 1-1 佐々木順造（会頭、岡山大） http://www.convention-w.jp/jaa-114/

★ 市民公開講座（日本解剖学会）3/28-30学会中に開催予定

4月 ★ 科学オリンピックフェア（詳細未定） 4/13-19頃（科学技術週間中） 都内調整中 未定 江崎玲於奈（日本科学オリンピック推進委員会　委員長） http://www.jsoc-info.jp/

5月 ☆ 日本分子生物学会第9回春季シンポジウム 5/11（月）～12（火） 宮崎ワールドコンベンションセンターサミット 宮崎県宮崎市山崎町浜山 中山建男（世話人、宮崎大） http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/2bio/mbsj2009/index.html

★ 市民公開講座（日本分子生物学会） 5/10（日） 宮崎市民プラザ・オルブライトホール（予定） 宮崎県宮崎市橘通西1-1-2 中山建男（世話人、宮崎大） http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/2bio/mbsj2009/index.html

☆ 中国四国支部例会（日本生化学会） 5/15（金）～16（土）

☆ 九州支部例会（日本生化学会） 5/16（土）～17（日）

☆ 日本生態学会中国四国地区会 5/16～5/17（未定） 高知大学

☆ 中部支部例会（日本生化学会） 5/23（土）

◎★ 市民公開講座（日本発生生物学会、新潟朱鷺メッセ） 5/30（土）午後

☆ 日本発生生物学会第42回大会 5/29（金）～31（日） 朱鷺メッセ 新潟県新潟市 濱口哲（新潟大） http://www.jsdb.jp/kaisai/jsdb2009/index-e.php

6月 ☆ 第120回日本薬理学会関東部会 6月予定 未定 未定 萩原正敏（部会長、東京医歯大） http://www.pharmacol.or.jp

☆ 第61回日本細胞生物学会大会 6/2（火）～4（木） 名古屋国際会議場 愛知県名古屋市熱田区熱田西町1-1 貝淵弘三（大会委員長、名大）

☆
平成21年度日本生化学会関東支部例会
「若手が担う次世代型生化学研究」 6/20（土） つくば国際会議場 茨城県つくば市竹園2-20-3 西村善文（関東支部長、横浜市大） http://www.md.tsukuba.ac.jp/bc_kanto/index.html

☆ 第52回日本神経化学会大会 6/22（月）～6/24（水） ホテル天坊 群馬県伊香保温泉 田代朋子（青山学院大） 未定

☆ 第115回日本薬理学会近畿部会 6月26日(金) ホテル金沢 未定 米田幸雄（部会長、金沢大） http://www.p.kanazawa-u.ac.jp/~yakubutu/jps115.k/toppage.html

7月 ★ 第20回国際生物学オリンピック(IBO2009) 7/13（月）～7/18（土） 筑波大学 茨城県つくば市 井村裕夫（組織委員会委員長） http://ibo2009.org/index_j.html

☆ 第36回国際生理学会世界大会（IUPS2009） 7/27（月）～8/1（土） 国立京都国際会館 京都府京都市左京区宝ヶ池 宮下保司（大会長、東大） http://www.iups2009.com/

☆ 第86回日本生理学会大会（IUPS2009と同時開催） 7/27（月）～8/1（土） 国立京都国際会館 京都府京都市左京区宝ヶ池 丸中良典（大会長、京都府立医大） http://homepage3.nifty.com/kpum/index.html

8月 ☆ 日本進化学会第11回札幌大会 8月予定 北海道大学 渡邊日出海（大会委員長、北海道大）

9月 ☆ 第43回日本味と匂学会 9/2（水）～4（金） 旭川市民文化会館 北海道旭川市7条通9丁目 柏柳　誠（大会長、旭川医科大） http://www.asahikawa-med.ac.jp/dept/mc/physi2/43osirase.html

☆ 植物学会第73回大会 9/15 (火) ～ 17（木） 山形大学小白川キャンパス 山形県山形市小白川町 1-4-12 原　慶明（大会会長、山形大） 未定

☆ 日本遺伝学会第81回大会 9/16（水）～9/18（金） 信州大学 長野県松本市旭3-1-1 伊藤建夫（信州大） 未定

☆ 第32回日本神経科学大会 9/16(水）～18（金） 名古屋国際会議場 愛知県名古屋市熱田区熱田西町1-1 伊佐　正(大会長、自然科学研究機構生理学研究所) http://www.jnss.org/neurosci2009

☆ 第60回日本薬理学会北部会 9月予定 未定 未定 倉石泰（部会長、富山大） http://www.pharmacol.or.jp

10月 ☆ 第23回日本宇宙生物科学会大会 10/2（金）～3（土） JAXA筑波宇宙センター 茨城県つくば市 高沖宗夫（大会長、JAXA) http://www.jsbss.jp

★ 一般公開の催し（日本宇宙生物科学会、詳細未定） 10/4頃

☆ 第82回日本生化学会大会 10/21（水）～24（土） 神戸ポートアイランド（神戸国際会議場他） 兵庫県神戸市中央区 西田栄介（会頭、京大） http://www.aeplan.co.jp/jbs2009/

☆

CompBiol2009
（第34回日本比較内分泌学会大会・
日本比較生理生化学会第31回大会―合同大会） 10/22（木）～24（土） 千里ライフサイエンスセンター 大阪府豊中市新千里東町1-4-2

南方宏之（大会長／日本比較内分泌学会、(財)サントリー生物有機科学研究所）、
沼田英治（大会委員長／日本比較生理生化学会、大阪市立大学） http://www.senrilc.co.jp/

☆ 第47回日本生物物理学会年会 10/30（金）～11/1（日） 徳島文理大学ならびにアスティとくしま 徳島県徳島市山城町 桐野豊（実行委員長、徳島文理大） 未定

☆ 第121回日本薬理学会関東部会 10月予定 未定 未定 丸義朗（部会長、東京女子医大） http://www.pharmacol.or.jp

☆ 個体群生態学会第25回大会 10月予定

11月 ☆ 生態学会東北地区会 11月予定 宮城県 未定

☆ 第116回日本薬理学会近畿部会 11月予定 未定 未定 岡村富夫（部会長、滋賀医大） http://www.pharmacol.or.jp

☆ 第62回日本薬理学会西南部会 11月予定 未定 未定 前山一隆（部会長、愛媛大） http://www.pharmacol.or.jp

☆ 第25回日本微生物生態学会 11/21（土）～23（月） 広島大学東広島キャンパス 加藤純一（大会実行委員長、広島大） http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsme2/homeJ.html

12月 ☆ 第39回日本免疫学会総会・学術集会 12/2（水）～12/4（金） 大阪国際会議場（グランキューブ大阪） 大阪府大阪市 宮坂昌之（大阪大） 未定

☆ 第32回日本分子生物学会年会 12/9（水）～12/12（土） パシフィコ横浜 神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1 小原雄治（年会長、遺伝研） http://www.aeplan.co.jp/mbsj2009

その他 ★
アウトリーチ活動（日本免疫学会、「免疫ふしぎ未来2009」5/2-3・
東京、その他全国6-7ヵ所で開催（4月～6月））

☆ 第19回関東支部懇話会（日本解剖学会） 春予定 未定 未定 未定 未定

☆ 第55回東北・北海道連合支部学術集会（日本解剖学会） 秋予定 未定 未定 未定 未定

☆ 第97回関東支部学術集会（日本解剖学会） 秋予定 未定 未定 未定 未定

☆ 第69回中部支部学術集会（日本解剖学会） 秋予定 未定 未定 未定 未定

☆ 第85回近畿支部学術集会（日本解剖学会） 秋予定 未定 未定 未定 未定

☆ 第64回中国・四国支部学術集会（日本解剖学会） 秋予定 未定 未定 未定 未定

☆ 第65回九州支部学術集会（日本解剖学会） 秋予定 未定 未定 未定 未定

☆ 第37回薬物活性シンポジウム（日本薬理学会） 秋予定 未定 未定 未定 http://www.pharmacol.or.jp

http://www.convention-w.jp/jaa-114/

