
なお、発表希望者が上限人数に達した場合、および参加 

希望者数が会場の容量を超えた場合は、期日前に参加受付

を締め切らせていただくことがあります。ご了承ください。 

フォーラムの詳細（要旨の形式など）につきましては

参加登録を確認後、折り返しお知らせします。 

プログラム 
 

開催日時 
 2019年 11月30日【土】 13:00～21:00 
 
場所 
 京都大学 吉田キャンパス 北部構内  
 農学部総合館 
 
特別講演 

 田中 啓司 博士 

 近畿大学 大学院農学研究科 応用生命科学専攻  

  生物制御化学研究室 研究員 

    
口頭発表 
   発表時間10分 （講演8分、質疑応答2分） 
 優秀発表者には表彰を行います 
 
ポスター発表 
 
懇親会 ＠演習林ラウンジ 
   2,000円 
   （当日の受付時に集金します） 

JSBBA KANSAI 6th Student Forumは、公益財団法人日本農芸化学会 関西支部の下部組織

JSBBA KANSAI Student Committeeが主催する学生向けのイベントです。 

本フォーラムは学生の国際的なコミュニケーション能力と、発表力の向上を目的としており、

フォーラムの進行と発表はすべて「英語」、運営はすべて「学生主導」で行います！ 

大学、国籍、英語の能力、データの有無は問いません。皆さんの積極的な参加をお待ちしています。 

締切 
 

発表を希望される方 
            参加受付 : 10月25日【金】 
            要旨提出 : 11月  1日【金】 
     
参加のみ希望される方 
            参加受付 : 11月15日【金】    

参加登録方法 
 

下記 URL、もしくはQRコード
からサイトにアクセスし、必
要事項の記入をお願いします 

お問い合わせは jsbba.kansai.stu.com@gmail.com まで 

From KANSAI to the WORLD ! 

JSBBA KANSAI 6th  
Student Forum 

https://forms.gle/drPvRSNC85xNAXHN6 

Photo; http://www.photo53.com/ 



Registration 
 

Send your information to us 
through the URL or QR code.  

https://forms.gle/drPvRSNC85xNAXHN6 

Program 

Date 
  30th Nov. 2019 【Sat】13:00~21:00 

Place 
  Faculty of Agriculture main bldg., 
    North campus, Yoshida campus, 
    Kyoto Univ.  

Special Talk 

    Dr. Keiji Tanaka 
Researcher at Laboratory of Bio-regulation Chemistry, 
Department of Applied Biological Chemistry,  
Graduate School of Agriculture, Kindai University 

Oral presentation 
    10 min for each speaker 
      (8 min; presentation, 2 min; Q&A) 
    Awards for selected presenters 

Poster session      

After party 
    Fee : 2,000 yen  (on-site payment) 

Deadline 
 

For presenter 
      Registration : 25th  Oct. 【Fri】  
      Abstract      :  1st  Nov. 【Fri】 
      
For participation only 
      Registration : 15th Nov. 【Fri】    

 We will inform you of the details (e.g. abstract 
format) after we receive your information. 

If you have questions, email 
               jsbba.kansai.stu.com@gmail.com 

  We are pleased to announce the JSBBA (Japan Society for Bioscience, Biotechnology and 
Agrochemistry) KANSAI 6th Student Forum. This forum is a student-organized event sponsored by 
JSBBA KANSAI. Every presentation is to be made by “student only” and only in “English”; note that 
everyone can participate in this forum, regardless of data quality or English ability. Our purposes are to 
improve international communication skills and enhance international relationships for all students.  
 

              Please feel free to register and participate in this forum! 

From KANSAI to the WORLD ! 

JSBBA KANSAI 6th  
Student Forum 
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 Please note that the registration will be closed  
before the deadline if the number of presenters 
and participants has reached the each limit. 


