
研究区分

Research category Representative of Research project

参加者 Participant　※オレンジの欄は日英両方ご記入下さい。

自宅住所

(Home

address)

※ファイル名に参加者氏名を英語フルネーム 【問い合わせ先】

（First name_LAST NAMEの順）で入れて下さい。 総合地球環境学研究所

*Prepare the application form 研究基盤国際センター

with the full name (First name_LAST NAME.xlsx) of the presenter as a file name. 計測・分析部門

(e.g.) Taro_CHIKYU.xlsx 倉田純子

【参加申込書送付先メールアドレス】 TEL：075-707-2453

Send this form to the following E-mail address: E-mail: j-kurata[at]chikyu.ac.jp

E-mail: doitai[at]chikyu.ac.jp

　※[at]は@に置き換えてください。 【Contact】

Junko Kurata

Laboratory and Analysis Division of the RIHN Center,

Research Institute for Humanity and Nature

457-4 Motoyama, Kamigamo

Kita-ku, Kyoto 603-8047

tel.  +81 (0)75-707-2453

E-mail: j-kurata[at]chikyu.ac.jp

14.備考(Remarks, if any)

*学生発表者（学部生・大学院生）のみ申請できます。旅程および自宅住所をご記入下さい。弊所の旅費規定に基づき支給しま

すので、実際の経路での支給にならない場合もございますがご了承のほどお願いします。

*Student presentator (Undergraduate or Graduate student) can apply. Please fill out an itinerary and your home address. As it is paid based

on our travel expenses regulations, payment is not assured for the actual route. Thank you for your understanding.

13.学生発表者旅費支給(Application to traveling

benefits for students)

※赤字の記入例は消してご記入下さい。
12/19 東京駅⇒京都駅（JR）、京都駅⇒国際会館駅（地下鉄）、国際会館駅⇒地球研（京都バス）

12/20 地球研⇒国際会館駅（京都バス）、国際会館駅⇒京都駅（地下鉄）、京都駅⇒東京駅（JR）

*Fill in after erasing sample written in red.

12/19 Tokyo Sta.⇒Kyoto Sta.(JR), Kyoto Sta.⇒Kokusaikaikan Sta.(Subway), Kokusaikaikan Sta.⇒

Chikyuken(Kyoto bus)

12/20 Chikyuken⇒Kokusaikaikan Sta.(Kyoto bus), Kokusaikaikan Sta.⇒Kyoto Sta.(Subway), Kyoto Sta.⇒Tokyo

Sta.(JR)

旅程

（経路）

Itinerary

(Route)

〒○○○-○○○○

＊参加ご希望の場合は該当するところにチェックして下さい。*If you join it, check the appropriate box.

11.懇親会(Reception)

12.地球研ハウス(RIHN Guest House)

＊格安につき、学生の方優先とさせて頂きます。ご理解のほど、よろしくお願い致します。

*Students are given priory because of the cheap accommodation fee. Thank you for your understanding.

第9回　同位体環境学シンポジウム　参加申込書

2019年11月1日（金）　締切

1.ふりがな

2.氏名(漢字)

3.所属(日本語)

Name（ローマ字）

Application form for the 9th Symposium on  Environmental Isotope Study 

Deadline Fri, 1st Nobember, 2019

研究代表者氏名

＊近郊には食事のできる所がほとんどございません。*There are few restaurants nearby.

Affiliation（英語）

Title, Grade（英語）4.職位・学年等（日本語）

5.所属住所(Address of Affiliation)

10.昼食(Lunch Box)

6.E-mail

7.TEL

8.ポスター発表(Poster Presentation)

9.発表題名(Title of Poster Presentation )

※8.で「発表する」にチェックされた場

合、日本語・英語ともご記入下さい。

*Fill the title here if you check "Yes, I do" in the column

No.8. For English speakers, Japanese title is not

required.

日本語タイトル名

(Japanese title)

英語タイトル名

(English title)

希望する 12月20日（金）600円 Yes, I order  20th December(Fri) 600yen 

4,000円 一般 (Regular 4,000yen)

1,500円 学部生、大学院生 (Undergraduate, Graduate student 1,500yen)

12月19日（木）（前泊） 19th December(Thu) (the night before the event)

12月20日（金） 20th December(Fri)

発表する (Yes, I do) 発表しない (No, I do not)

希望する (I require)


