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「対馬学フォーラム 2022」 

ポスター発表実施要領 

 

対馬学フォーラム事務局 

 

 この要領は、令和５年３月５日（日）開催の対馬学フォーラムにおけるポス

ター発表の実施、応募方法について説明しています。 

 

1. ポスター発表の実施概要について 

（１）ポスター発表とは？ 

発表者の取組み内容や研究・実践成果等を

大判の紙 1 枚（＝ポスター）でまとめ、そ

れを聞き手に示しながら発表する形式です。 

通常の発表と異なり、ひとつの会場内で同

時に多数の発表が行われます。聞き手は会場

内を移動しながら、興味のある発表を選び、

その発表を聞きながら発表者や聞き手同士で

意見交換します。このように自然とコミュニ

ケーションが生まれるため、情報交換や相互

交流が活発になる発表形式です。 

 

（２）ポスター発表者の募集 

対馬学フォーラムにて、ポスター発表する方を下記のとおり募集します。 

項目 内容 

募集内容 対馬に関する研究や実践活動の成果をまとめたポスター 

（30 発表程度） 

対象者 

市民、小中高生、学校、地域団体、NPO、事業者、学生、大学

教員、専門家、実務家等、対馬に関する研究や実践活動に取り

組む方であれば、在住地を問わずどなたでも可。 

応募締切 令和５年１月３１日(火) ※ポスターの提出締切は 3 ㌻参照。 

応募方法 

QR コードを読み取って、申込フォームに入力。 

※その他電話やメールでのお問合せ・お申込みも可 

〈市内在住の方〉 

 

 

 

〈市外在住の方〉 
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 （３）ポスター発表実施概要 

〈ポスター発表時間〉令和５年３月５日（日）14:30～15:50（予定） 

〈ポスター発表会場〉対馬博物館エントランス(予定) 

イベント名 時間 内容 

グローカル

大学 

修了発表会 

10:00～10:20 開会挨拶、概要説明 

10:20～11:50 ゼミごとの修了発表 

11:50～12:00 修了式・講評  

対馬学 

フォーラム 

13:00～13:10 開会挨拶 

13:10～14:30 全体セッション 

14:30～15:10 ポスターセッション① 

15:10～15:50 ポスターセッション② 

15:50～16:00 閉会挨拶 

※ポスター展示自体は当日 10 時から実施しております。 

 

2. ポスター作成要領 

下記の要領で作成をお願い致します。 

項目 内容 

ポスター 

のサイズ 

A 判型（JIS 規格）を基本とし、原則、A0 判（縦 1,189ｍｍ

×横 841ｍｍ）縦型 1 枚の中に納まる大きさで作成。 

作成方法 

パソコンで作成したもの、手書きいずれも可。 

・ポスター発表では通常 1.5m 程度離れた場所に聞き手がいる 

ため、図表の使い方やフォントサイズ(文字の大きさ)に注意。 

・文字の大きさは、32 ポイント以上を推奨。 

使用言語 原則、日本語 ※海外参加者や学名等については他言語も可。 

ポスター 

の印刷 

可能であれば作成者にて実施。 

・作成者自身で困難な場合は、市にて印刷対応可【要相談】。 

ポスター

提出締切 

下記のとおり。なお、ポスター要旨も併せて提出（4 ㌻参照）。 

〈作成者自身で印刷する場合〉 

・当日持参（作成者にて所定の場所に掲示） 

・2/28(火)までに郵送・持参いただければ、市で掲示を行う。 

〈市に印刷を依頼する場合〉※市にて経費負担。 

・2/10(金)までに市にデータを提出。 

・修正可能な様式（Word、Excel、Powerpoint 等）で提出。 

・フォーラム終了後、ポスターは市にて保管・活用する。 

その他 

・ポスター作成についてご不明な点がある場合やサポートが必 

要な場合は、適宜事務局に相談すること。 

・次ページにポスターの構成イメージを示す。 
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〈ポスターの構成イメージ例〉 

※ポスターを見れば発表内容が分かるよう簡潔にまとめてください。 

※ポスター発表には、市民の皆様への研究成果の還元の意味合いもござい 

ますので可能な限り平易な表現・用語で記載してください。専門用語等 

を使用する場合は注釈等を付けてください。 

  ※（参考） 

    A0 判 1 枚＝A4 判 16 枚分 

A0 判 1 枚＝A3 判 8 枚分 

A0 判 1 枚＝A2 判 4 枚分 

A0 判 1 枚＝A1 判 2 枚分 
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3. ポスター要旨作成要領 

参加者向け当日配布資料としますので、下記の要領に基づき作成ください。 

項目 内容 

記載事項 

(必須) 

①演題名②発表者名、共同研究者名③発表者所属名 

※本文：【目的】【方法】【結果】【考察】等を記述する。 

書式 

・A4 サイズ 1 枚（縦型・横書き）、4３字×41 行以内 

・余白：上 3０mm 、下２５mm 、左右２５mm 

・書体：演題名→MS ゴシック 12 ポイント太字 

本 文→ＭＳ明朝 10.5 ポイント  

※英数字：半角・Time New Roman 

提出方法 
・２/１0(金)までに市に Word データを提出。 

 ※データ提出が難しい場合は別途事務局に相談すること。 

<ポスター要旨の記載方法> 
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4. ポスター掲示及び発表要領 

（１）ポスターの掲示方法 

 右イラストのとおり、展示

パネルに発表ポスターを貼り

付けて掲示します。 

各ポスターの左上には発表

番号を事務局にて貼り付けま

す。なお発表番号によって発

表の時間帯が異なります。番

号については発表者に事前通

知します。 

 以下、確認事項です。 

項目 内容 

ポスター

掲示作業 

・ポスターを当日持参する方は、事前通知された発表番号の場 

所にポスターを掲示する。（当日 12～13 時の間に掲示） 

※市にて印刷したポスターや 2/28(火)までに市に郵送いた 

だいたポスターは市にて掲示作業を行う。 

・掲示作業に必要な物（セロハンテープ、画びょう等）は事務 

局で準備する。 

・ポスター展示の準備・タイムスケジュールの詳細は、発表者

が決定した時点で事務局より連絡する。 

資料等の

掲示 

配布 

・連結された展示パネル（1 枚 縦 2,100 ㎜×横 1,200 ㎜） 

 にポスター等を貼り付ける。 

・写真や資料等ポスター以外の掲示物は、隣にはみ出さなけれ 

ばポスターの下に掲示可とする。 

・展示パネルへの直接書込みは不可。   

・その他配布資料等がある場合は参加者にて印刷すること。 

・展示パネル前に配布物等を置きたい場合は、長机を用意する

ので事前に事務局まで申し出ること。 

その他 

・文化財保護のため、下記に掲げるものの博物館への持込みは

一切禁止とする。またポスター以外の展示物を持参する参加

者は、持込み可能なものか必ず事務局に事前相談すること。 

〇動植物類 

〇密閉できない飲み物や水分等を含むサンプル類 

〇食品類（食用の他、展示用のサンプル等も含む） 

〇火器類 

・館内での飲食は禁止とする。ただしラウンジのみ蓋つきの容

器での水分補給は可能（お茶、水を推奨）。 
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（２）ポスター発表の方法 

以下、確認事項です。 

項目 内容 

発表時間 

・1 回の発表を 8 分程度(質疑除く)にまとめることを推奨。 

・発表の時間帯は発表番号によって下記のとおりとする。 

  奇数の発表番号：ポスターセッション①の時間帯で発表 

  偶数の発表番号：ポスターセッション②の時間帯で発表 

・発表の時間帯は必ずポスターの前に待機しておくこと。 

発表人数 
・制限なし。ただし割り当ての展示スペースを考慮して、人数

を決めること。 

その他 

・当日は、発表に対して来場者全員による投票を行い、上位優 

秀発表については表彰を実施予定（対馬市長賞等）。 

・発表者は必ずマスクを着用すること。 

・当日対馬学フォーラムに参加できず、ポスター展示のみを希

望する場合、事前に事務局まで相談すること。 

 

5. 対馬学フォーラム終了後のポスター展示 

対馬学フォーラム後は、市民の皆様に広く発表者の方々の取り組み成果を共

有・発信するために、下記の要領で発表ポスターの常設展示を行います。 

なお、常設展示のための再掲示作業は対馬学フォーラム終了後に行いますの

で、対応可能な方は、お手数ですが作業にご協力をお願い致します。 

項目 内容 

展示期間 令和５年３月５日（月）～４月７日（金）１７時(予定)  

展示場所 対馬市交流センター4 階ギャラリー(予定) 

展示方法 展示パネルにポスターのみ(参考資料、写真等除く)を掲示。 

展示対象 

ポスター 

・対馬市にて印刷対応したポスター 

・発表者が印刷したポスターで、対馬市に寄贈いただけるもの 

※返還希望のポスターであっても、発表者のご希望に応じて 

 展示対応可。ただし、展示期間終了後に発表者に返還する 

場合、郵送料は発表者負担とする。 

その他 

・常設展終了後のポスターは市役所庁舎等への掲示を通じて、

有効活用を図っていく予定。 

・データ利用可能なポスターについては、今後、対馬市のポー

タルサイト等への掲載も行い、取り組みや研究の成果を広く

発信する予定。 
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6. スケジュール関係まとめ 

ポスター発表関係についてこれまで各項目で説明したスケジュールの一覧 

を示しますので、参考にしてください。なお、運営上の都合等により、予定は

変更の可能性があります。予めご承知おきください。 

 

日にち 項目 

1 月 31 日（火） ・ポスター発表申込締切 

2 月１０日（金） 
・ポスターデータの提出締切(市に印刷依頼する方) 

・ポスター要旨の提出(全員) 

2 月 28 日（火） 
・ポスター提出締切（自身で印刷したポスターの掲

示作業を市に依頼する方） 

3 月 5 日（日） ・ポスター発表(対馬学フォーラム・対馬博物館) 

3 月 5 日(日)～ 

  4 月 7 日(金) 
・ポスター常設展示(交流センター4 階ギャラリー)  

 

7. お問い合わせ先・提出先 

その他、お問い合わせやポスター等資料の提出につきましては、下記によろ

しくお願いいたします。 

なお、ポスター作成等にあたり、ご不明なことがございましたら、いつでも

お気軽にお問い合わせください。 

 

 

 

対馬学フォーラム事務局 

（対馬市しまづくり推進部政策企画課 SDGs 推進室） 

 〒817-8510 対馬市厳原町国分１４４１ 

E-mail: ikigaku@city-tsushima.jp 

  Tel: 0920-53-6111（代表） Fax: 0920-53-6112 

 


