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日本文化人類学会

日本文化人類学会第43回研究大会

登録トップ

新規登録

新規に登録を行う場合はここをクリックしてください。

登録内容確認

登録内容の確認、変更・取り下げを行う場合はここをクリックしてください。受付番号と登録時に入力したパスワードが必要です。

＜登録内容の再確認について＞ 
入力環境により、文字化け・脱字などが生じることがありますので、新規登録時および変更後は必ず確認画面で再度確認をしてくだ
さい。

＜推奨ブラウザについて＞ 
当システムを快適にご利用頂くために、以下のブラウザを推奨致します。 

Windows）Microsoft Internet Explorer 5.5 以上 、Netscape 6.0 以上  
Macintosh）Microsoft Internet Explorer 5.1 以上 、Netscape 6.0 以上 

 
推奨環境以外でのご利用や、推奨環境下でもウェブブラウザの設定によっては、 

  ご利用できないもしくは正しく表示されない場合があります。 
  また、セキュリティソフトウェア・ネットワーク等の設定によっては、当サイトの一部が 
  ご利用いただけない場合があります。 

＜操作上の注意＞ 
ブラウザの「戻る」「進む」ボタンは使用しないでください。誤作動が生じることがあります。

＜Cookieの設定について＞ 
登録にあたり、お使いのブラウザのCookieの設定を有効にする必要があります。 

Internet Explorerの場合は、［ツール］-［インターネットオプション］により設定 
    （その後の操作はVersionにより異なりますのでヘルプを参考に設定してください）  

Netscape Navigatorの場合は、［編集］-［設定］より設定 
    （その後の操作はVersionにより異なりますのでヘルプを参考に設定してください） 

＜プロキシサーバ経由でアクセスする場合の注意＞ 
プロキシサーバ経由でアクセスされている場合、Internet Explorer標準設定ではHTTP1.0プロトコルで通信するように設定されていま
す。接続できないなどの支障がでた場合HTTP1.1に変更する事で不具合が解消される場合があります。 

変更方法 
 [ツール]- [インターネットオプション]- [詳細設定]- [HTTP1.1設定]で「プロキシ接続でHTTP1.1を使用する」をオンにしてください 

＜個人情報の収集・利用目的、取り扱いについて＞ 
日本文化人類学会は、皆様が登録した個人情報(氏名、住所、電話・FAX番号、電子メールアドレス、会社名・団体名、部署名・役職、勤務先所在地、その他連絡先に関する情報など）につい
て、日本文化人類学会第43回研究大会の開催以外の目的で利用しません。また、ご提供いただいた個人情報は、個人情報保護法に従い適正に取扱い、管理致します。 
 
【お問い合わせ窓口】 
個人情報に関するご不明の点については、下記にお問い合わせください。 
Email: xxxxx@xxxx.xx
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連絡者情報登録 演題・発表者情報登録 登録内容確認 登録完了

       

新規登録／連絡者情報登録 (1/4)

システムメッセージ

入力内容にエラーがある場合は、ここにメッセージが表示されます。

連絡者に関する情報を入力後、発表者、所属機関、キーワードの件数を入力して「次へ」ボタンをクリックしてください。 
「キャンセル」ボタンをクリックすると登録内容が無効になり[登録TOP]に戻ります。 
連絡者とは、演題に関して事務局から連絡が必要なとき連絡する方です。普通は入力者が連絡者となります。 
発表者とは、登録した演題を研究大会で発表する方です。

が表示されている項目は必ず入力してください。  
（ふりがな）の表示がある項目はひらがなで入力してください。  
（英語）または（ローマ字）の表示がある項目は半角英数字で入力してください。  
入力内容が英字のみの場合は、（日本語）（ふりがな）（英語）（ローマ字）全ての欄に英字を入力してください。 

      戻る      次へ   キャンセル

連絡者に関する情報      ※連絡者と発表者が同一の場合は、必須項目以外必要ありません。

氏名

 姓 名

（日本語） 山田 太郎

（ふりがな） やまだ たろう

（ローマ字） Yamada Taro

所属
（日本語） 株式会社アトラス

（英語） ATLAS

郵便番号   （例：123-4567）（半角数字）103-0014

住所
 

所属機関 自宅 その他

東京都中央区蛎殻町1-39-5 水天宮北辰ビル２Ｆ

電話番号 03-5642-9300

内線番号 1122

FAX番号 03-5642-9301

電子メールアドレス xxxxx@xxxx.xx

電子メールアドレス確認 xxxxx@xxxx.xx

パスワード

パスワードは登録内容の確認や変更を行う時に使用します。必ず安全な場所に保管してください。 
4文字以上10文字以内で入力してください。 
なお、パスワードは「登録内容の変更」により変更することが可能です。 

 
（半角英数字）

パスワード確認  
（半角英数字）

連絡先が変更となる可能性がある場合は、確実に連絡が取れる連絡先を入力してください。 
※連絡先の例：「8/10から8/16までは携帯電話090-****-8888あるいは自宅03-****-5555に電話連絡をしてくださ



今後の連絡先 

い」 

今後の連絡先に変更あり 

ユーザ使用環境

ご使用になられているコンピュータ環境を下記よりお選びください。 
リスト中の「その他」を選択された場合は右のテキストボックスにご自身の環境を入力してください。 

その他WindowsXP

備考欄

発表者、所属機関、キーワードの総数入力  ※ここで入力した数の入力欄が以後の入力画面で表示されます。

発表者の人数
2

1 - 3人
※分科会趣旨説明の場合は、分科会代表者の人数、それ以外の場合は登録
する演題を発表する人数を記入してください。

所属機関の数
2

0 - 3件
※発表者の所属する機関の総数を記入してください。お1人1機関以内としてく
ださい。また、複数人数の発表でも所属が同じ機関であれば、「1」となります。

キーワードの総数 2 0 - 5件

      戻る      次へ   キャンセル

Copyright(c)1999-2008 Japan Science and Technology Agency
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新規登録／演題・発表者情報登録 (2/4)

システムメッセージ

入力内容にエラーがある場合は、ここにメッセージが表示されます。

以下では、まず、演題と発表者に関する情報を入力してください。 
続いて、発表内容の抄録の入力と、要旨ファイルのアップロードを行ってください。 
すべての作業を終えたら、「次へ」のボタンをクリックして、登録内容の確認にお進みください。

が表示されている項目は必ず入力してください。  
（ふりがな）の表示がある項目はひらがなで入力してください。  
（英語）または（ローマ字）の表示がある項目は半角英数字で入力してください。  
入力内容が英字のみの場合は、（日本語）（ふりがな）（英語）（ローマ字）全ての欄に英字を入力してください。 

インデックス [ 演題分類 | 演題情報 | 所属機関 | 発表者 | 抄録 | キーワード | 要旨ファイルのアップロード ]

      戻る      次へ   キャンセル

※このページを書きかけで前のページに戻ることはできますが、そうするとこのページに記入した内容は失われます。不完全でも一
旦登録してから、再ログインして書き直しをすることができますので、その方をお勧めします。

演題分類 [トップへ]

研究領域 理論・学史

対象地域 日本（南西諸島を除く）

演題情報 [トップへ]

発表種別 個人発表 分科会趣旨説明 分科会発表 合同シンポジウム

演題名
（日本語） J-STAGEの概要20081209_1000

（英語） About J-STAGE20081209_1000

副題名
（日本語）

（英語）

所属機関 [トップへ]

所属機関番号 1
（日本語） 独立行政法人科学技術振興機構

（英語） Japan Science and Technology Agency

所属機関番号 2
（日本語） 株式会社アトラス

（英語） ATLAS Co. Ltd.

発表者に関する情報 [トップへ]

発表者1

所属番号 ) 
※所属機関に関する情報で入力した所属機関番号を入力してください。

1



氏名

 姓 名

（日本語） 田中 次郎

（ふりがな） たなか じろう

（ローマ字） Tanaka Jiro

会費区分 一般

備考 
 

（分科会発表の場合は、分科
会タイトルと分科会リーダーの
名前をここにお書きください。
会費区分で「非会員」を選んだ
場合は、事情などもお書きくだ
さい。）

必要な機材 無し PC+プロジェクター スライド映写機 その他

上で「その他」を選んだ場合は、
具体的にお書きください。

発表者2

所属番号 ) 
※所属機関に関する情報で入力した所属機関番号を入力してください。

2

氏名

 姓 名

（日本語） 鈴木 花子

（ふりがな） すずき はなこ

（ローマ字） Suzuki Hanako

会費区分 学生

備考 
 

（会費区分で「非会員」を選ん
だ場合は、事情などもお書きく
ださい。）

抄録 [トップへ]

 
日本語は200字以内、英語は
65words以内でお願いします。英
語抄録は省略可です。 
 
本文中で使用できるタグは<B>、
<I>、<U>、<SUP>、<SUB>、<BR>
の6種類のみです。これらは複合
して使用することもできます。 
 
上付き文字が必要なときは、文
字の前後を<SUP>と</SUP>で囲
ってください。 
下付き文字が必要なときは、文
字の前後を<SUB>と</SUB>で囲
ってください。 
太文字が必要なときは、文字の
前後を<B>と</B>で囲ってくださ
い。 
イタリック文字が必要なときは、
文字の前後を<I>と</I>で囲ってく
ださい。 
アンダーラインが必要なときは、
文字の前後を<U>と</U>で囲っ

（日本語) 

日本の科学技術研究を国際的なレベルに保ち発展させていくためには、優れ
た研究開発成果をいち早く世界に向けて発信していくことが重要です。その
ためには、現在利用機関でおこなわれている紙の出版物としての学会誌，論
文誌の発行を電子化し、インターネット上で公開していくことが重要です。

（英語） 



てください。 
改行したい場合は段落最後の文
章の後に<BR>を記述してくださ
い。

In order to maintain and develop Japan's science and technology 
research at an international level, it is important to disseminate 
outstanding research and development results to the world 
instantaneously. To that end, it is important to computerize 
bulletins of academic societies and research papers that are 
currently appeared on paper by user organizations and release them 
to the appearance on the Internet.

キーワード [トップへ]

キーワード 1
（日本語） インターネット

（英語） Internet

キーワード 2
（日本語） 検索

（英語） search

要旨ファイルのアップロード 
（要旨ファイルのひな型は、第43回研究大会ホームページの「演題登録」ページよりダウンロ
ードできます。）

[トップへ]

PDF

PDFを添付する場合は「参照...」ボタンをクリックしてファイルを選択してください。 
添付可能なファイルはサイズ3MB以下のPDF( .pdf )ファイルのみです。 

 参照...

      戻る      次へ   キャンセル

Copyright(c)1999-2008 Japan Science and Technology Agency
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新規登録／登録内容確認 (3/4)

システムメッセージ

入力内容にエラーがある場合は、ここにメッセージが表示されます。

以下の表示内容を確認し、連絡者に関する情報、演題/発表者に関する情報で入力漏れや間違いがないか十分にご確認ください。 
修正を行う場合は、「修正」ボタンを押してから、正しい情報を入力しなおしてください。 
確認のうえ、すべての入力内容が正しければ、「登録」ボタンをクリックしてください。「受付番号」が発行されます。

インデックス [ 連絡者 | 発表者 | 演題情報 | 要旨ファイルのアップロード ]

   演題情報修正  発表者・所属機関修正    キーワード修正      要旨ファイル修正  

演題分類
研究領域 理論・学史 

対象地域 日本（南西諸島を除く） 

表示サンプル 日本語

J-STAGEの概要20081209_1000

田中 次郎1), 鈴木 花子2)

1)独立行政法人科学技術振興機構

2)株式会社アトラス

 
日本の科学技術研究を国際的なレベルに保ち発展させていくためには、優れた研究開発成果をいち早く世
界に向けて発信していくことが重要です。そのためには、現在利用機関でおこなわれている紙の出版物とし
ての学会誌，論文誌の発行を電子化し、インターネット上で公開していくことが重要です。

キーワード：インターネット, 検索

表示サンプル 英語

About J-STAGE20081209_1000

Jiro Tanaka1) and Hanako Suzuki2)

1)Japan Science and Technology Agency

2)ATLAS Co. Ltd.

 
In order to maintain and develop Japan's science and technology research at an international level, it is 
important to disseminate outstanding research and development results to the world instantaneously. To 
that end, it is important to computerize bulletins of academic societies and research papers that are 
currently appeared on paper by user organizations and release them to the appearance on the Internet.

Keywords：Internet, search

  連絡者に関する情報   修正   [トップへ]

氏名

 姓 名

（日本語） 山田 太郎



（ふりがな） やまだ  たろう 

（ローマ字） Yamada  Taro 

所属
（日本語） 株式会社アトラス 

（英語） ATLAS 

郵便番号 103-0014 

住所
東京都中央区蛎殻町1-39-5 水天宮北辰ビル２Ｆ 
所属機関

電話番号 03-5642-9300 

内線番号 1122 

FAX番号 03-5642-9301 

電子メールアドレス xxxxx@xxxx.xx

今後の連絡先  

ユーザ使用環境 WindowsXP 

その他  

備考欄  

  発表者に関する情報   修正   [トップへ]

発表者1

氏名

 姓 名

（日本語） 田中  次郎 

（ふりがな） たなか  じろう 

（ローマ字） Tanaka  Jiro 

会費区分 一般 

備考 
 

（分科会発表の場合は、分科
会タイトルと分科会リーダーの
名前をここにお書きください。
会費区分で「非会員」を選んだ
場合は、事情などもお書きくだ
さい。）

 

所属機関 1

必要な機材 無し

上で「その他」を選んだ場合は、
具体的にお書きください。

 

発表者2

氏名

 姓 名

（日本語） 鈴木  花子 

（ふりがな） すずき  はなこ 

（ローマ字） Suzuki  Hanako 

会費区分 学生 

備考 
 

（会費区分で「非会員」を選ん
だ場合は、事情などもお書きく
ださい。）

 

所属機関 2

  演題情報   修正   [トップへ]

演題分類
研究領域 理論・学史

対象地域 日本（南西諸島を除く）



発表種別 個人発表

  要旨ファイルのアップロード   修正   [トップへ]

PDF uploaded PDF file

   

「登録」ボタンは一回だけクリックしてください。

   戻る      登録   キャンセル

Copyright(c)1999-2008 Japan Science and Technology Agency
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新規登録／登録完了 (4/4)

システムメッセージ

入力内容にエラーがある場合は、ここにメッセージが表示されます。

登録が完了いたしました。

受付番号は 100019 です。

登録内容の確認メールをお送りいたしますので、着信を確認してください。

確認メールが届かない場合は、登録が完了しておりません。

TOP 大会ホームページ

Copyright(c)1999-2008 Japan Science and Technology Agency
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登録トップ

新規登録

新規に登録を行う場合はここをクリックしてください。

登録内容確認

登録内容の確認、変更・取り下げを行う場合はここをクリックしてください。受付番号と登録時に入力したパスワードが必要です。

＜登録内容の再確認について＞ 
入力環境により、文字化け・脱字などが生じることがありますので、新規登録時および変更後は必ず確認画面で再度確認をしてくだ
さい。

＜推奨ブラウザについて＞ 
当システムを快適にご利用頂くために、以下のブラウザを推奨致します。 

Windows）Microsoft Internet Explorer 5.5 以上 、Netscape 6.0 以上  
Macintosh）Microsoft Internet Explorer 5.1 以上 、Netscape 6.0 以上 

 
推奨環境以外でのご利用や、推奨環境下でもウェブブラウザの設定によっては、 

  ご利用できないもしくは正しく表示されない場合があります。 
  また、セキュリティソフトウェア・ネットワーク等の設定によっては、当サイトの一部が 
  ご利用いただけない場合があります。 

＜操作上の注意＞ 
ブラウザの「戻る」「進む」ボタンは使用しないでください。誤作動が生じることがあります。

＜Cookieの設定について＞ 
登録にあたり、お使いのブラウザのCookieの設定を有効にする必要があります。 

Internet Explorerの場合は、［ツール］-［インターネットオプション］により設定 
    （その後の操作はVersionにより異なりますのでヘルプを参考に設定してください）  

Netscape Navigatorの場合は、［編集］-［設定］より設定 
    （その後の操作はVersionにより異なりますのでヘルプを参考に設定してください） 

＜プロキシサーバ経由でアクセスする場合の注意＞ 
プロキシサーバ経由でアクセスされている場合、Internet Explorer標準設定ではHTTP1.0プロトコルで通信するように設定されていま
す。接続できないなどの支障がでた場合HTTP1.1に変更する事で不具合が解消される場合があります。 

変更方法 
 [ツール]- [インターネットオプション]- [詳細設定]- [HTTP1.1設定]で「プロキシ接続でHTTP1.1を使用する」をオンにしてください 

＜個人情報の収集・利用目的、取り扱いについて＞ 
日本文化人類学会は、皆様が登録した個人情報(氏名、住所、電話・FAX番号、電子メールアドレス、会社名・団体名、部署名・役職、勤務先所在地、その他連絡先に関する情報など）につい
て、日本文化人類学会第43回研究大会の開催以外の目的で利用しません。また、ご提供いただいた個人情報は、個人情報保護法に従い適正に取扱い、管理致します。 
 
【お問い合わせ窓口】 
個人情報に関するご不明の点については、下記にお問い合わせください。 
Email: xxxxx@xxxx.xx
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日本文化人類学会第43回研究大会 
演題登録

日本文化人類学会

日本文化人類学会第43回研究大会

登録内容確認／認証（受付番号）

システムメッセージ

入力内容にエラーがある場合は、ここにメッセージが表示されます。

受付番号とパスワードを入力し、「ログイン」ボタンをクリックしてください。 

◆Enterキーは押さないようお願いします◆ 

ログイン

受付番号

パスワード

   戻る  ログイン

パスワードを忘れた方はこちら  クリック
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日本文化人類学会第43回研究大会 
演題登録

日本文化人類学会

日本文化人類学会第43回研究大会

登録内容確認

システムメッセージ

入力内容にエラーがある場合は、ここにメッセージが表示されます。

登録票に関する情報

新規登録日時 2008/12/09 09:51

最新の更新日時 2008/12/09 09:51

受付番号 100019

演題名 J-STAGEの概要20081209_1000

連絡者名 山田  太郎

発表者 1. 田中  次郎  2. 鈴木  花子  

演題分類
研究領域 理論・学史 

対象地域 日本（南西諸島を除く）

発表種別 個人発表

 
演題詳細を表示

 
PDFファイルを表示

登録した内容を変更する場合は「登録内容変更」へ、登録を取下げる場合は「演題取下げ」へ進んでください。

  登録内容変更    パスワード変更    演題取下げ    ログアウト  
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