旧情報
最新の情報はトップページまたはお知らせを御覧下さい。

2017
・(JSPS) 日本植物分類学会第 17 回大会（金沢）のご案内 -- (2017.11.30)
・(JSPS) 会費変更（2018 年度より一般会員 7,000 円、学生会員 3,000 円）のお知らせ、会費
納入（前納制）のお願い -- (2017.11.30)
・(JSPS) 2017 年度日本植物分類学会講演会 (12/16 大阪学院大学 ) のお知らせ． -- (2017.10.12
)
・(JSPS) ニュースレター 66 号を掲載しました． -- (2017.09.06)
・( 一般・公募 ) ふじのくに地球環境史ミュージアム職員（研究職：植物）の募集 -(2017.09.01)
・( 一般・公募 ) 大阪市立大学理学部附属植物園 教授の公募 -- (2017.08.31)
・( 一般・公募 ) 鹿児島大学総合研究博物館 特任助教の公募 -- (2017.08.21)
・(JSPS) ニュースレター 65 号を掲載しました． -- (2017.07.05)
・(JSPS) ニュースレター 64 号を掲載しました． -- (2017.03.04)
・( 一般・公募 ) 京都大学大学院理学研究科准教授の公募 -- (2017.02.03)
・( 一般・公募 ) 高知県立牧野植物園研究員（ポスドク相当）の公募 -- (2017.01.27)
・(JSPS) 日本植物分類学会第 16 回大会（京都）の発表申込締切 (2017 年 1 月 20 日 ( 金 )) が
迫っています。発表申込お忘れでないでしょうか？ -- (2017.1.18)
・(JSPS) J&#8211;STAGE ( 総合学術電子ジャーナルサイト ) から和文誌『分類』の公開が始
まりました -- (2017.1.16)

2016
・(JSPS) J&#8211;STAGE ( 総合学術電子ジャーナルサイト ) から英文誌『Acta
Phytotaxonomica et Geobotanica』の公開が始まりました -- (2016.12.21)
・(JSPS) ニュースレター 63 号を掲載しました． -- (2016.12.13)
・(JSPS) 学会図書一覧を掲載しました． -- (2016.12.09)
・( 一般・公募 ) 千葉大学大学院園芸学研究科特任助教の公募 -- (2016.12.02)
・( 一般・公募 ) 長野県環境保全研究所職員の募集 -- (2016.12.02)
・( 一般・公募 ) 滋賀県立琵琶湖博物館学芸員（植物分類学 1 名）の募集 -- (2016.12.02)
・(JSPS) 日本植物分類学会第 16 回大会（京都）の参加・発表申込が始まりました。大会本
部サイトをご参照下さい。発表申込は 2017 年 1 月 20 日 ( 金 ) までです。-- (2016.12.01)
・(JSPS) 2016 年度日本植物分類学会講演会 (12/17 大阪学院大学 ) のお知らせ． -- (2016.11.10
)
・(JSPS) ニュースレター 62 号を掲載しました． -- (2016.09.02)
・(JSPS) 日本植物分類学会第 16 回大会（京都）のご案内 -- (2016.08.02)
・( 一般 ) 本会会員の岩槻邦男先生が 2016 年コスモス国際賞受賞！ -- (2016.07.22)
・( 一般・公募 ) 名城大学農学部生物環境科学科准教授または助教の公募 -- (2016.07.19)
・(JSPS) 日本産被子植物のグリーンリスト、Ver.1.01 をリリース -- (2016.06.07)
・( 一般・公募 ) 茨城県職員（学芸員（維管束植物））の募集 -- (2016.06.07)
・(JSPS) 国際植物分類学シンポジウム 2016（東京）のご案内（参加・発表申込み）-(2016.05.31)
・(JSPS) ニュースレター 61 号を掲載しました． -- (2016.05.31)
・(JSPS) 国際植物分類学シンポジウム 2016（東京）のご案内（予報）-- (2016.04.23)
・(JSPS) ニュースレター 60 号を掲載しました． -- (2016.02.25)
・(JSPS) 日本植物分類学会第 15 回大会 ( 富山 ) のプログラムが大会本部サイトで公開されて
います。-- (2016.02.24)
・( 一般・公募 ) 新宿御苑 温室栽培管理職員の募集 -- (2016.01.21)
・( 一般・公募 ) 大分大学工学部応用化学科（理工学部理工学科自然科学コース）准教授ま
たは講師 -- (2016.01.18)

2015
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・(JSPS) ニュースレター 59 号を掲載しました． -- (2015.12.11)
・(JSPS) 日本植物分類学会第 15 回大会 ( 富山 ) のご案内 -- (2015.12.05)
・(JSPS) 2015 年度日本植物分類学会講演会 (12/19 大阪学院大学 ) のお知らせ． -- (2015.11.24
)
・(JSPS) ニュースレター 58 号を掲載しました． -- (2015.10.06)
・(JSPS) ニュースレター 57 号を掲載しました． -- (2015.06.29)
・( 一般・公募 ) 東京大学総合研究博物館 特任助教 -- (2015.06.19)
・(JSPS) 日本産被子植物のグリーンリストについて -- (2015.06.19)
・( 一般・公募 ) 神戸大学大学院理学研究科生物学専攻教員 -- (2015.06.01)
・( 一般 ) 名古屋議定書実施に向けた意見交換会のご案内 -- (2015.05.29)
・( 一般・公募 ) 千葉大学理学研究科生物学コース 准教授 -- (2015.04.01)
・(JSPS) 学会誌バックナンバーの特別価格販売の期間延長について -- (2015.03.17)
・(JSPS) ニュースレター 56 号を掲載しました． -- (2015.03.03)
・(JSPS) 日本植物分類学会第 14 回大会のプログラムが大会本部サイトで公開されています。
-- (2015.03.02)

2014
・(JSPS) ニュースレター 55 号を掲載しました． -- (2014.12.09)
・(JSPS) 「著しく高い生物多様性を擁する沖縄県大浦湾の環境保全を求める 19 学会合同要
望書」を掲載しました．-- (2014.11.28)
・(JSPS) 2014 年度講演会 (12/13 大阪学院大 ) の案内を掲載しました . -- (2014.11.21)
・(JSPS) 2015 年大会の HP が開設されました。-- (2014.11.17)
・( 一般・公募 ) 埼玉県環境科学国際センター研究員 -- (2014.11.10)
・( 一般・公募 ) 横須賀市自然人文博物館学芸員 -- (2014.10.31)
・( 一般・公募 ) 国立科学博物館植物研究部研究員 -- (2014.10.15)
・( 一般・公募 ) 富山県立大工学部教養教育 ( 生物 ) -- (2014.10.06)
・( 一般・公募 ) 高知県立牧野植物園学芸員 ( 再公募 ) -- (2014.10.03)
・(JSPS) ニュースレター 54 号を掲載しました． -- (2014.09.16)
・( 一般・公募 ) 兵庫県立大自然・環境科学研究所准教授 ( 保全遺伝学部門 ) -- (2014.09.12)
・( 一般・公募 ) 静岡県ふじのくに地球環境史ミュージアム研究職 -- (2014.08.21)
・( 一般・公募 ) 沖縄県北谷町職員 ( 学芸員 ) -- (2014.07.25)
・( 一般・公募 ) 高知県立牧野植物園学芸員 -- (2014.07.07)
・(JSPS) ニュースレター 53 号を掲載しました． -- (2014.06.25)
・(JSPS) 学会誌バックナンバーの特別価格販売について -- (2014.06.24)
・( 一般・公募 ) 自然環境研究センター嘱託職員 -- (2014.03.24)
・(JSPS) Flora of New Zealand 及びその関連書籍の無償提供 -- (2014.03.12)
・(JSPS) ニュースレター 52 号を掲載しました． -- (2014.03.05)
・(JSPS) 日本植物分類学会第 13 回大会のプログラムが大会本部サイトで公開されています。
-- (2014.02.17)
・(JSPS) 事業者からの回答に関するリンクを印西市「千葉ニュータウン 21 住区開発用地 (
通称、そうふけっぱら )」の生物多様性保全を求める意見書に追記しました。 -(2014.02.06)
・( 一般・公募 ) 兵庫県立人と自然の博物館研究員 -- (2014.01.29)
・(JSPS) 日本植物分類学会第 13 回大会 : 参加・発表登録中です。公開シンポジウムの詳細が
公開されています。大会本部サイトをご参照下さい。発表登録は 2014 年 1 月 24 日までで
す。-- (2014.01.10)

2013
・(JSPS・公募 ) 自然環境研究センター嘱託職員 (RDB 編集支援 )・再公募 -- (2013.12.11)
・(JSPS) 日本植物分類学会第 13 回大会 : 参加・発表登録が始まりました。大会本部サイトを
ご参照下さい。発表登録は 2014 年 1 月 24 日までです。-- (2013.12.01)
・(JSPS) ニュースレター 51 号を掲載しました． -- (2013.11.29)
・( 一般 ) 第 7 回生物多様性協働フォーラムのお知らせ -- (2013.11.14)
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・(JSPS) 2013 年度講演会 (12/21 会員外の来聴歓迎 ) の案内を掲載しました。 -- (2013.11.08)
・( 一般・公募 ) 山形大学准教授 -- (2013.10.23)
・(JSPS) 第 13 回熊本大会の案内を掲載しました。 -- (2013.10.18)
・(JSPS・公募 ) 自然環境研究センター嘱託職員 -- (2013.10.16)
・( 一般・公募 ) 福島大学教員 -- (2013.10.15)
・(JSPS) ニュースレター 50 号を掲載しました． -- (2013.09.09)
・( 国際 ) 日中韓国際シンポジウム EAPDC2013 -- (2013.08.20)
・( 国際 ) 次期国際単子葉植物学会 (MONOCOTS VI) について -- (2013.08.20)
・( 一般・公募 ) 岡山理科大学教員 -- (2013.08.07)
・( 一般・上映会 ) 橋本梧郎生誕 100 周年記念ドキュメンタリー映画上映会 -- (2013.08.07)
・( 一般・公募 ) 国立科学博物館特定非常勤研究員 -- (2013.08.07)
・( 一般・公募 ) 千葉県立中央博物館職員 -- (2013.07.03)
・(JSPS) 印西市「千葉ニュータウン 21 住区開発用地 ( 通称、そうふけっぱら )」の生物多様
性保全を求める意見書を提出しました。 -- (2013.06.11)
・(JSPS) ニュースレター 49 号を掲載しました． -- (2013.05.24)
・( 一般・公募 ) 京都大助教 -- (2013.04.15)
・( 一般・公募 ) 龍谷大専任教員・特任教授 -- (2013.03.21)
・(JSPS) 日本植物分類学会第 12 回大会 : 大会当日の受付での混雑を緩和するために、当日参
加の事前登録を割り引き価格にて受付中です。大会本部サイトをご参照下さい。 -(2013.03.05)
・(JSPS) ニュースレター 48 号を掲載しました． -- (2013.03.04)
・(JSPS) 日本植物分類学会第 12 回大会 : プログラムが大会本部サイトのこのページで閲覧・
ダウンロードできます。 -- (2013.2.26)

2012
・(JSPS) 日本植物分類学会第 12 回大会 : 参加・発表登録のウェブ受付が始まりました。大会
本部サイトをご参照下さい。発表登録は 2013 年 2 月 1 日までです -- (2012.12.26)
・(JSPS) 日本植物分類学会第 12 回大会および 2013 年度総会、公開シンポジウムのアナウン
スが出ています。大会本部サイトをご参照下さい。 -- (2012.12.03, 12.19)
・(JSPS) ニュースレター 47 号を掲載しました． -- (2012.12.03)
・(JSPS) 2012 年度日本植物分類学会講演会 (12/22 大阪学院大 ) のお知らせ -- (2012.11.27)
・(JSPS) ニュースレター 46 号を掲載しました． -- (2012.10.05)
・( 一般・公募 ) 大阪市立大講師または助教 -- (2012.10.05)
・( 一般・公募 ) 北海道教育大准教授または講師 -- (2012.08.31)
・( 一般・公募 ) 大阪市立自然史博・学芸員 ( 補 ) -- (2012.08.15)
・(JSPS) 2012 年度野外研修会 (9/21-23 新潟県妙高山麓 ) は、参加申し込みが 20 名を超えた
ため、受け付けを終了しました。 -- (2012.08.02)
・(JSPS) ニュースレター 45 号を掲載しました． -- (2012.07.06)
・( 一般・集会 ) 牧野富太郎生誕 150 年記念展 & 関連シンポジウム -- (2012.06.08)
・(JSPS) 「微生物データベースの将来に関するフォーラム」のご案内 -- (2012.03.16)
・( 一般・公募 ) 北海道大学北方生物圏フィールド科学センター植物園・任期付き助教 -(2012.03.09)
・(JSPS) ニュースレター 44 号が発行されました． -- (2012.03.07)
・(JSPS) 第 11 回大会のプログラムを掲載しました -- (2012.02.10)
・( 一般・公募 ) 高知県立牧野植物園・学芸員 -- (2012.01.30)
・( 一般・公募 ) 福島大学共生システム理工学類・特任助教 -- (2012.01.25)
・( 一般・集会 ) 生物多様性協働フォーラム〜 関西から発信する多様な主体による広域連携
に向けて 〜 -- (2012.01.25)
・( 一般・公募 ) 新宿御苑・職員 -- (2012.01.08)

2011
・(JSPS) ニュースレター 43 号が発行されました． -- (2011.12.09)
・( 一般・公募 ) 大妻女子大学・教員 -- (2011.12.09)
・( 一般・公募 ) 東京大学総合研究博物館・助教 -- (2011.12.09)
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・( 一般・公募 ) 琵琶湖博物館・学芸員 -- (2011.12.09)
・(JSPS) 2011 年度講演会のご案内 -- (2011.11.15)
・(JSPS) 第 11 回大会公開シンポジウムのご案内 -- (2011.11.11)
・(JSPS) 第 11 回大会および 2012 年度総会のご案内 -- (2011.11.11)
・( 一般・公募 ) 三重県職員（学芸員・学芸技師）の募集について -- (2011.11.07)
・( 一般 ) 岐阜大学教育学部教員募集のお知らせ -- (2011.08.10)
・( 一般 )「沖縄研究奨励賞」の募集のお知らせ --(2011.6.21)
・(JSPS) ニュースレター 41 号が発行されました． -- (2011.5.31)
・( 一般 ) 公開シンポジウム ( 本学会後援 )「緊急集会：被災した自然史標本と博物館の復
旧・復興にむけて−学術コミュニティは何をすべきか？」(6 月 6 日 ) のお知らせ
--(2011.5.27)
・( 一般 ) 東北大学教授 ( 植物園 ) 募集のお知らせ --(2011.5.26)
・(JSPS) 日本植物分類学会第 10 回大会の開催代替措置についてのお知らせ --(2011.5.17)
・(JSPS)『APG』『分類 (Bunrui)』が 2 年の経過なしに閲覧可能になりました --(2011.4.1)
・( 一般 )15th Flora of Thailand Meeting, Chiang Mai, Thailand (7-11 November 2011)--(2011.4.1)
・(JSPS) 日本植物分類学会第 10 回大会延期のお知らせ -- (2011.3.18)
・(JSPS) 大会開催の可否は今しばらくお待ちください -- (2011.3.12)
・( 一般 ) ランの多様性と保全の日・入門講座とワークショップ (2011 年 3 月 18 日 ) の御案
内 -- (2011.3.4)
・(JSPS) ニュースレター 40 号が発行されました． -- (2011.2.21)
・( 一般 ) 東京学芸大学准教授（環境科学分野）募集のお知らせ -- (2011.02.10)

2010
・(JSPS) 日本植物分類学会第 10 回大会および 2011 年度総会，日中韓 3 国シンポジウム
2011，日本菌学会共同シンポジウム，公開シンポジウム「植物の 30 億年の歩み」のご案
内 -- (2010.12.27)
・( 一般 ) 大阪市博物館協会職員採用試験のお知らせ -- (2010.12.24)
・(JSPS) ニュースレター 39 号が発行されました． -- (2010.12. 3)
・( 一般 ) 国立科学博物館植物研究部研究員公募のお知らせ -- (2010.11.25)
・( 一般 ) XVIII International Botanical Congress について -- (2010.10.22)
・( 一般 ) H23 花博記念協会助成事業の公募のお知らせ -- (2010.10.5)
・( 一般 ) 東京学芸大学准教授（環境科学分野）募集のお知らせ -- (2010.10.5)
・( 一般 ) 日本植物学会公開シンポ「生物多様性研究の現状と課題：生物多様性って何？」
のお知らせ -- (2010. 9. 6)
・(JSPS) ニュースレター 38 号が発行されました． -- (2010. 9. 3)
・(JSPS) APG 61(1) が発行されました． -- (2010. 7.31)
・(JSPS) 絶滅のおそれのある植物種の調査・選定に関する支援要員の公募について -- (2010.
6. 5)
・(JSPS) ニュースレター 37 号が発行されました． -- (2010. 5.29)
・(JSPS) 2010 年日韓中合同シンポジウムのご案内 -- (2010. 5.23)
・(JSPS) ニュースレター 36 号が発行されました． -- (2010. 2.27)
・( 一般 ) 広島市動植物園・公園協会職員採用試験のお知らせ -- (2010. 2. 5)
・(JSPS) 入会申し込みフォームが出来ました． -- (2010. 2. 3)
・(JSPS) 日本植物分類学会第 9 回大会の HP ができました． -- (2010. 1.25)

2009
・(JSPS) 日本植物分類学会第 9 回大会および 2010 年度総会のご案内 -- (2009.12. 4)
・(JSPS) ニュースレター 35 号が発行されました． -- (2009.11.27)
・( 一般 ) 「第 5 回国際シンポジウム・アジアのランの多様性と保全」のお知らせ -- (2009.11
. 2)
・( 一般 ) 日台科学技術交流の各種事業案内 -- (2009.10.30)
・( 一般 ) 花博記念協会助成事業の公募のお知らせ -- (2009.10.28)
・( 一般 ) 国際シンポ「生物の相互作用が創る多様性」のお知らせ -- (2009.10.15)
・(JSPS) 「高等植物分類表」会員特別割引販売について -- (2009.10. 9)
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・( 一般 ) 『博物館スタッフのための技術講座【展示照明編】』のお知らせ -- (2009.10. 9)
・( 一般 ) 福井県立大学生物資源学部助教または講師の公募（植物資源学） -- (2009. 9.25)
・( 一般 ) 維管束植物の形態と進化（原書第 3 版）について -- (2009. 8.17)
・(JSPS) 「小野蘭山没後二百年記念事業」募金のお願いについて -- (2009. 7.29)
・( 一般 ) 大阪市立大学理学部附属植物園の園長・教授の公募について -- (2009. 7.28)
・( 一般 ) 神奈川県立生命の星・地球博物館学芸員の募集について -- (2009. 7.28)
・( 一般 ) 福武学術文化振興財団助成事業について -- (2009. 7.21)
・( 一般 ) アジア留日経験研究者データベースについて -- (2009. 7. 8)
・( 一般 ) 第 31 回（平成 21 年度）沖縄研究奨励賞公募のお知らせ -- (2009. 6.24)
・(JSPS) 日・韓・中・分類学合同シンポジウムファーストサーキュラー -- (2009. 6.15)
・(JSPS) 第 8 回大会のプログラムに一部変更がありました -- (2009. 3. 9)
・( 一般 ) 国立科学博物館植物研究部研究員公募のお知らせ -- (2009. 1.22)
・(JSPS) 日本植物分類学会第 8 会大会の発表締切は 1 月 16 日です． -- (2009. 1.16)
・(JSPS) 新体制になりました． -- (2009. 1.16)

2008
・(JSPS) 日本植物分類学会第 8 会大会（仙台大会，2009 年）のお知らせ（ホームページ開設
について） -- (2008.12.29)
・( 一般 ) 大型加速器 SPring-8 による 8900 万年前の花化石の 3D 動画の公開について -(2008.12.10)
・(JSPS) 日本植物分類学会講演会のお知らせ -- (2008.12. 5)
・(JSPS) 会員向けメーリングリスト ml-JSPS の登録用アドレスについて -- (2008.12. 4)
・(JSPS) 日本植物分類学会第 8 会大会（2009 年）のお知らせ -- (2008.12. 2)
・( 一般 ) 日本植物学会東北支部公開シンポジウムについて -- (2008.12. 1)
・(JSPS) ニュースレター 31 号が発行されました． -- (2008.11.26)
・(JSPS) 2008 年日韓中合同シンポジウムの要旨集を掲載しました -- (2008.11.26)
・( 一般 ) 日光植物園の技術職員募集のお知らせ -- (2008.11.17)
・(JSPS) 2008 年度日本植物分類学会講演会のお知らせ -- (2008.11.16)
・(JSPS) 日本植物分類学会第 8 会大会（2009 年）のお知らせ -- (2008.11.16)
・( 一般 ) 平成 20 年度九州大学総合研究博物館公開講演会 -- (2008.11.13)
・(JSPS) 第 4 回国際シンポジウム・アジアのランの多様性と保全 -- (2008.11.13)
・(JSPS) 平成 21 年度花博記念協会助成事業の公募について -- (2008.10.29)
・( 一般 ) 牧野標本館 50 周年記念事業について -- (2008.10.28)
・(JSPS) 会員向けメーリングリスト ml-JSPS について（再） -- (2008. 9.19)
・(JSPS) 和文誌「分類」の投稿規定が一部変更になりました．電子投稿が可能になりまし
た． -- (2008. 9.16)
・(JSPS) 筑波実験植物園 25 周年記念公開講演会について -- (2008. 9.10)
・(JSPS) ニュースレター 30 号が発行されました． -- (2008. 9. 1)
・(JSPS) APG 投稿規定を掲載しました． -- (2008. 3.31)
・( 一般 ) 東邦大学理学部生物学科・大学院理学研究科生物学専攻「系統分類学」教員公募
のお知らせ -- (2008. 7. 4)
・(JSPS) ニュースレター 29 号が発行されました． -- (2008. 6. 9)
・(JSPS) 国際シンポジウム「東アジアの植物多様性と保全」 発表要旨の期限・参加申し込み
について -- (2008. 6. 6)
・( 一般 ) 京都大学大学院理学研究科教授公募のお知らせ -- (2008. 5.21)
・(JSPS) 国際シンポジウム「東アジアの植物多様性と保全」開催について -- (2008. 5.20)
・(JSPS) 会員向けメーリングリスト ml-JSPS（仮称）について -- (2008. 4. 1)
・(JSPS) APG 投稿規定を掲載しました． -- (2008. 3.31)
・(JSPS) ニュースレター 28 号が発行されました． -- (2008. 3. 3)
・(JSPS) 電子図書館 CiNii の抄録検索の件について -- (2007. 4.26)
・(JSPS) 第 7 回大会準備委員会からのプログラム公開のお知らせと発表に関するお願い -(2008. 2.13)
・( 一般 ) 地球観測統合・解析プロダクトアンケート調査について -- (2008. 1.31)
・(JSPS) 日本植物分類学会第 7 回大会の発表締切が迫っています．発表申込お忘れでないで
しょうか？ -- (2008. 1.21)
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2007
・( 一般 ) 弘前大農学生命科学部の公募（2 件）について -- (2007.12.19)
・( 一般 ) 国立科学博物館植物研究部の公募情報について -- (2007.12.17)
・(JSPS) 日本植物分類学会第 7 回大会および 2008 年度総会のご案内 -- (2007.12. 7)
・(JSPS) ニュースレター 27 号が発行されました． -- (2007.12. 5)
・( 一般 ) 国際科学技術財団「日本国際賞」について -- (2007.12. 4)
・( 一般 ) 『国際植物命名規約（ウィーン規約）2006［日本語版］』のご案内（再） -(2007.11.19)
・(JSPS) 平成 19 年度日本植物分類学会講演会のお知らせ -- (2007.11.13)
・( 一般 ) 生物多様性国家戦略の見直しに関する意見募集（パブリックコメント）のお知ら
せ -- (2007. 9.28)
・( 一般 ) 「コスモス国際賞」受賞記念講演会のお知らせ -- (2007. 9.27)
・( 一般 ) 国際栽培植物命名規約 (ICNCP) 改正案について -- (2007. 9.26)
・( 一般 ) 静岡大学理学部公募情報 -- (2007. 9.20)
・( 一般 ) 平成 19 年度 菌学教育研究会 菌類の多様性と分類 後期講座開催のご案内（日程変
更のお知らせ） -- (2007. 9. 6)
・( 一般 ) 小石川植物園の Amorphophallus gigas の開花について -- (2007. 9. 6)
・( 一般 ) ライデン Hortus botanicus の PhD position 募集情報 -- (2007. 9. 6)
・(JSPS) ニュースレター 26 号が発行されました． -- (2007. 8.30)
・( 一般 ) 『国際植物命名規約（ウィーン規約）2006［日本語版］』のご案内 -- (2007. 8.17)
・( 一般 ) 京都大学公募情報（グローバル COE 特別講座） -- (2007. 8. 1)
・旧ページ -- (2007. 8. 1)
・( 一般 ) リンネ生誕 300 年記念本「体系への情熱−リンネと自然の体系への情熱」につい
て -- (2007. 7.20)
・( 一般 ) 広島大学大学院理学研究科（附属植物遺伝子保管実験施設）教員の公募 -- (2007.
6.22)
・( 一般 ) 国立科学博物館国際セミナ―と公開講演会について -- (2007. 6.18)
・(JSPS) ニュースレター 25 号が発行されました． -- (2007. 5.28)
・(JSPS) 電子図書館 CiNii の抄録検索の件について -- (2007. 4.26)
・( 一般 ) 東京大学総合研究博物館教員公募 -- (2007. 4. 7)
・( 一般 ) 2007 年度「信州フィールド科学賞」募集のお知らせ -- (2007. 4. 4)
・( 一般 ) 国際協力公開シンポジウム「ボルネオ島での生物多様性保全の経験と今後必要な
取り組み」 -- (2007. 3. 9)
・( 一般 ) カール・フォン・リンネ生誕 300 年記念講演会 -- (2007. 3. 6)
・(JSPS) ニュースレター 24 号が発行されました． -- (2007. 2.20)
・( 一般 ) 白亜紀の花 国立科学博物館 特別展 -- (2007. 2.13)
・(JSPS) 大会ホームページから，講演要旨集がダウンロードできるようになりました．さら
に，ポスター用のパネルのサイズが横 1m10cm ｘ縦 1m20cm に拡大しました． -- (2007.
2.13)
・日本植物分類学会第 6 回大会
・(JSPS) 庶務報告（2006 年 11 月 -2007 年 1 月） -- (2007. 2. 7)
・(JSPS) プログラムが決定しました． -- (2007. 1.29)
・日本植物分類学会第 6 回大会のプログラムが決定しました．
・日本植物分類学会第 6 回大会
・( 一般 ) 高知県立牧野植物園学芸員の公募 -- (2007. 1.25)
・( 一般 ) 新潟大学教育研究院自然科学系教員（多様性生物学分野）の公募 -- (2007. 1.16)
・(JSPS) 現在，工事中です．しばらくお待ちください．-- (2007. 1.16)
・旧 HP http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsps/oldindex.html
・(JSPS) 発表受付と参加申込の締切日延長． -- (2007. 1.16)
・日本植物分類学会第 6 回大会の発表受付および参加申込みの締切が 2007 年 1 月 19 日
（金）18:00 になりました．奮ってご参加ください．

2006 年以前
・旧サイトを御覧下さい。
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