
 
予稿原稿作成要領 

第 34 回結晶成長国内会
Guidelines of Paper-

 農工大工
   Tokyo Univ. of Agriculture and

NCCG-34, the 34th National Conference on 
(JACG), is scheduled to be held between 
Agriculture and Technology. This paper prov

はじめに 

 第 34 回結晶成長国内会議(NCCG-34)が
27 日の３日間，東京農工大学小金井キャン

照)で開催されます 1)．第 2 日(26 日)には日

会創立 30 周年記念講演会が予定されてい

り，講演申込と講演予稿送付を一本化しま

意下さい．講演申込・予稿作成方法につい

講演申込方法 

 NCCG-34 で講演をされる方は，E-mail
講演予稿のPDFファイルを添付して(有)ワ
会事務局までお申込み下さい． 

a) NCCG-34 講演申込み (E-mail の件名・題

b) カテゴリー番号 (Table 1 参照) 
c) 講演題目 
d) 講演者・所属・氏名（複数名可） 
e) 連絡責任者・連絡先（責任者名，所属，住

・ 講演申込・予稿提出締め切り：2004 年 6

・ 申込・予稿提出 E-mail アドレス：nccg@w

シンポジウム企画者へ 

シンポジウムを企画される方は，シンポジウ

演者/題目/時間配分)および開催希望日時, 連絡

FAX, E-mail)を書いて，2004 年 5 月 31 日(月)ま

プログラムに従って NCCG-34 の枠を確保しま

ウム予稿原稿の作成方法，送付方法を別途お知

予稿原稿作成方法 

 NCCG-34 講演予稿は，日本結晶成長学会

の書式）に準拠して作成し，PDF 形式に変
・用紙：A4 縦 1 ページ（シンポジウムは 2 ペ

・第 1 行：標題：明朝体 12 p (Bold) ，第 2 行：

 第 4 行：著者所属：明朝体 10 p，第 5 行：英

第 7 行：英文要旨(3 行程度)：Times 9p（上下

・図(Fig.1 etc.) ，表(Table 1 etc.)のキャプション

・カラー写真や色つきグラフは白黒印刷したと

・添付 File 名には区別しやすいように著者名を

問い合わせ先 

 NCCG-34 実行委員会幹事 石橋隆幸 (TE
 日本結晶成長学会事務局 (有)ワーズ 土
 最新情報は，日本結晶成長学会 Web site

お知らせ：NCCG-34 では日本結晶成長学会

参考文献 
1) 日本結晶成長学会誌 30 [5] (2003)   

この例では説明のため文字スペース

                                                  
* [注] MS-Word で送られた場合、図の位置が
議(NCCG-34)講演申込・予稿原稿作成要領 
Submission and Digest-Preparation for NCCG34 
 佐藤勝昭 (NCCG34 実行委員長) 

 Technology, Katsuaki Sato (Chair of the Steering Committee) 

Crystal Growth organized by Japanese Association for Crystal Growth 
August 25 and 27 at the Koganei Campus of Tokyo University of 
ides guidelines of paper-submission and digest-preparation for NCCG-34. 

8 月 25 日から

パス(Fig.1 参

本結晶成長学

ます．本年よ

したのでご注

て述べます． 

に次の事項を記載し，

ーズ内日本結晶成長学

名にも書いて下さい) 

所，TEL，FAX，E-mail）  
月 15 日(火) 

ords-smile.com 

ムの標題、プログラム(講
者氏名,連絡先(所属, TEL, 
でに日本結晶成長学会事務局に E-mail でお申し込み下さい．提出された

す (開催日時はご希望に添えないこともあります)．講演者には、シンポジ

らせします．予稿原稿の締め切りは 2004 年 6 月 30 日(水)とします． 

誌 Vol.30 No.3 に掲載されます．予稿は下記の書式（このお知らせ

換して E-mail に添付してお送り下さい*． 
ージ以内）、１段組、余白：上下 30 mm、左右 25 mm 
英文標題：Times 10p，第 3 行：著者氏名：明朝体 10 p， 
文氏名：Times 10p，第 6 行：英文所属：Times 10p， 
１行空ける），第 8 行：本文：和文は明朝体、英文は Times 10p 
および参考文献：和文は明朝体，英文は Times 9 p 
き判別しにくくなりますので白黒でペーストして下さい． 
含めるようにして下さい．例) ksato_nccg1.pdf 

L: 042-388-7432, E-mail: bashi@cc.tuat.ac.jp) 
田樹子(TEL: 03-5950-1290, E-mail: tsuchida@words-smile.com) 
：http://wwwsoc.nii.ac.jp/jacg/にアクセスして下さい。 

学生会員の参加費が無料になります．(会場での入会申込も可能) 

を罫線で囲ってありますが、提出される原稿は罫線で囲まないで下さい。 

変わるなど、文書の原型が再現されないことがあります。 

Table 1 Categories 
1 結晶成長基礎 
2 結晶成長理論 
3 機能性結晶 
4 半導体バルク(成長からデバイスまで) 
5 半導体エピ(成長からデバイスまで) 
6 ナノ粒子、ナノ構造 
7 バイオクリスタル 
8 有機結晶成長、工業晶析 
9 結晶評価・その場観察 
10 [特] 窒化物結晶成長 
11 [特] Spin-electronics 結晶 
12 [特] 相変化メモリと微結晶成長 
13 その他 

東京農工大学小金井

キャンパス 
TUAT, Koganei 

Campus 

徒歩 10 分 
10 min on foot 

中央線東小金井駅 
JR Higashikoganei Stn.

Fig. 1 Access to the conference site 
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