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参加方法の説明 

 
別紙「日本ショーペンハウアー協会第 33 回全国大会のご案内」および「『郵

便とメールとによる熟議学会』開催の趣旨説明」にてご説明しましたとおり、

現在全国的に新型コロナウイルス感染症が蔓延していることから、今年度の全

国大会は「メールおよび郵送」による方法で開催させていただくこととなりま

した。 
会員の皆様には「メールによる参加」または「郵便による参加」のいずれか

をお選びいただきたく存じます。なお、質疑応答や参加者相互の熟議に、より

アクティヴにご参加いただけますよう、電子メール（e-mail）をお使いの方には

できるだけメールによる参加をお奨めいたします。 
発表内容に対するご質問の受付は、郵便によるご参加の場合、個人研究発表

とシンポジウム提題ともに 12 月 22 日（火）（消印有効）までです。なお、シン

ポジウム提題へのご質問につきましては、締め切りの 22 日をすぎても、26 日

（土）までにご投函いただいた場合は、質問をお受けすることができます。そ

の場合は、恐れ入りますが郵送代をご負担ください。メールによるご参加の場

合は、個人研究発表への質問等の受付が 12 月 19 日から 22 日まで、シンポジウ

ム提題への質問等が 12 月 26 日から 29 日までとなりますが、それ以降でも、議

論の流れの中で適宜ご発言ください。 
会員総会の投票用紙は、メールでご参加の場合はシンポジウム提題文などと

共に添付ファイルにて、また郵便によるご参加の場合は、投票用紙と返信用封

筒とを併せ、シンポジウム提題文などの第 2回郵便物と一緒に郵送いたします。 
メール参加、郵便参加それぞれのスケジュールについては、「4-2. 大会スケ

ジュール説明」、「4-3. 大会工程表」の各文書をご覧ください。 
 
1）全国大会にメールによる参加の場合 
メール参加の場合は、全国大会専用メーリングリスト（メール同時配信システ

ム、以下 ML と略記）を用います。メールアドレスをお持ちの方なら、皆様の

方で特別の準備や設定は必要ありません。ML の利用方法については、参加登録

をなさった皆様に別途メールでご案内します。参加ご希望の場合は、以下の要

領にてメールにてお申込みください。なお、なんらかのトラブルによるメール

参加登録の漏れを防ぐために、できるだけ同封しております返信用はがきもご

返送ください。 
 
宛先：entry●schopenhauer.org 
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（メールアドレス中の●は@に変更して送信して下さい。以下同様） 
件名：メール参加の申請 
本文： 
・お名前： 
・ご所属（会員は記載不要）： 
・登録するメールアドレス： 
申込期限：2020 年 12 月 5 日（土）まで 
※12 月 5 日以降に申込みをご希望される場合も、同じ要領でお申し込みいただ

けます。ただし、登録や資料送付などが遅れることがあります。 
※登録の誤りを防ぐため、登録希望のアドレスから直接申し込みメールを、 
entry●schopenhauer.org 宛にお送りください。 
※メール参加の申込をいただいた方には、72 時間以内に申込受理の確認メール

を entry●schopenhauer.org よりお送りします。また 12 月 9 日(水)24 時までに

大会専用メーリングリスト配信のテストメールをお送りします。 
これらのメールが上記期限までに届かない場合は、至急事務局

（http://schopenhauer.org/data/contact.html 参照）にお問い合わせください。 
 
2）全国大会に郵送による参加の場合（本協会会員のみ） 
大会への郵送による参加をご希望の場合は、同封しております葉書にて郵便で

お申し込みください。 
申込期限：12 月 5 日（土）まで 
※12 月 5 日までに郵便による参加申込をなさった方で、その後メール参加への

切り替えをご希望の方は、学会終了日までいつでも、上記 1) の要領で大会専用

ML による参加に切り替えることができます。 
 
 

日本ショーペンハウアー協会事務局 
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全国大会スケジュールついてのご説明 

■ 全国大会開催前に 

11 月 20 日(金)前後に事務局より大会資料、大会参加方法に関する案内文書、

会員総会資料等、お送りいたします。（今回の郵送書類一式です。）また開催

の辞、発表要旨集、研究発表論文、シンポジウム提題文を 12 月 11 日(金)にそれ

ぞれメール、郵便（配達までに通常 1～3 日ほどかかります）にてご送付いたし

ます。 

■ 全国大会の開始 12 月 19 日(土)午前中、事務局より大会専用のメーリング

リスト（ML、説明は「4-1. 参加方法の説明」をご覧ください）を用いて皆様の

メールアドレス宛てに、全国大会の開始をお知らせします。 

■ 個人研究発表(12 月 19 日～25 日)［ML での質問の受付 19 日～22 日、郵便

での質問の受付締切 22 日（返信封筒使用、当日消印有効）］ 

12 月 19 日午前中に、事務局による開始のお知らせメールに続いて、司会者が

ML で研究発表の開始を告知いたします。ML での質問等の投稿は、19 日から

22 日(火)21 時までとさせていただきます。郵便(12 月 22 日消印有効)によるご質

問等は、事務局から発表者と司会者とに転送いたします。その後 ML 上で発表

者と参加者との質疑応答が行われます。司会者の交通整理のもと、すべての参

加者がメールで発言でき、またそれらの発言は直ちに全員にメールで配信され

ます。12 月 25 日(金)に個人研究発表者の最終コメント、および司会者のまとめ

の後、個人研究発表を終了します。ただし司会者の判断により、これ以降もシ

ンポジウムと並行して、ML 上で議論を継続することができます。郵便参加者の

個人研究発表への質問等に発表者から回答があれば郵送いたします（1 月 5 日頃

配達予定）。 

■ シンポジウム(12 月 26 日～2021 年 1 月 12 日)[ML での質問の受付 26 日～29
日、郵便での質問の受付締切 22 日（返信封筒使用、当日消印有効）] 

12 月 26 日(土)午前中に、ML に事務局がシンポジウム開始の告知と司会者に進

行を引き継ぐ旨のお知らせをお送りいたします。ML での質問の受付は 12 月 26
日～29 日です。郵便でのご質問は、研究発表へのご質問等と共に 12 月 22 日(当
日消印有効)までにお送りください。その後も 12 月 26 日（当日消印有効）まで

ご質問は受付けますが、その場合郵送料はご負担下さい。ご質問等は、事務局

から提題者と司会者に転送いたします。12 月 29 日午後 9 時にシンポジウムに対

する ML での質問等、一旦受付を終了いたします。ただしそれ以降も ML 上で
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発言・討論が可能です。ご質問等を郵送された郵便参加者の方には、提題者か

ら回答があれば事務局が 2021 年 1 月 12 日(火)に郵送いたします。年末年始も

ML の投稿は可能ですが、事務局は 12 月 30 日(水)から 1 月 4 日(月)まではお休

みです。 

■ 1 月 12 日(火)、提題者の最終コメント、および司会者のまとめの後、午後 9
時、シンポジウムを終了します。9 時 30 分、事務局より大会終了を宣言します。 

大会終了後、ML上での個人研究発表・シンポジウム関連の意見交換は1月末まで継

続可能です。 

なお、2021 年の『日本ショーペンハウアー協会会報』冬季号および『ショーペ

ンハウアー研究』第 26 号（それぞれ会員に郵送）において、本全国大会の概要

をご報告いたします。 

※12 月 26 日(土)には会員総会も開催されますが、詳細は同封の、 

■会員総会関連文書 をご覧下さい。 
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大会工程表 

日付 郵便参加者 メール参加者 

11 月 24 日（火）頃 全国大会・総会案内（今回お送りした文書一式です）を全会員に郵送 

12 月 5 日（土） ・参加申込葉書返送（消印有効） 

・参加申込メール送信（日本時間タイムスタンプ有効） 
宛先: entry●schopenhauer.org（●は@に変更して送信してください） 
・送信 72 時間以内に参加申込メール受付確認メールが送られ

ない場合、または12月9日(水)24時までにメーリングリスト(ML)
テストメールが届かない場合は、至急協会事務局に問い合わ

せてください。 

12 月 11 日（金）  
・開催の辞、発表要旨、研究発表論文、シンポジウム提題文、

会員総会投票用紙を ML で配信 
◆会員総会投票用紙返信開始・宛先: 事務局 

12 月 15 日（火）頃 

・開催の辞、発表要旨集、研究発表論文、シンポジウム提題文、

会員総会投票用紙、返信用封筒到着 
・返信用封筒により、個人研究発表およびシンポジウム提題への

質問、投票用紙の返送ができます。 

 

12 月 19 日（土） 
全国大会開始 
（開始のお知らせはいたしません） 

全国大会開始 
司会者の司会・指示により、ML 上で個人研究発表への質問

等受付開始。発表者からは順次あるいはまとめて回答 

12 月 22 日（火） 

・個人研究発表およびシンポジウム提題への質問等、および 
◆投票用紙返送期限（返信用封筒を使用、12 月 22 日消印有

効） 
・シンポジウム提題への質問等（事務局宛）は 22 日から 26 日（消

・午後 9 時 個人研究発表質問等受付一旦終了。ただし、司

会者の指示に従い、それ以降も ML 上で引き続き発言・討論可

能 
◆会員総会投票用紙のメール返送締切（日本時間タイムスタ
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印有効）までも可能ですが、郵送料はご負担ください。 ンプ有効） 

12 月 25 日（金）  
・個人研究発表者の最終コメント、および司会者のまとめの後、

個人研究発表を終了。ただしこれ以降も、シンポジウムと並行

して、ML 上で議論を継続することができます。 

12 月 26 日（土） 

シンポジウム開始 
シンポジウム提題への郵便での質問締め切り（消印有効） 
◆会員総会開会 
投票の開票結果を後日報告 
討議、議決を必要とする議題がある場合はただちに郵便で通知 
◆会員総会閉会（会期が延長されることがあります） 

シンポジウム開始 
司会者の司会・指示により、ML 上でシンポジウム提題への質

問等受付開始。提題者からは順次あるいはまとめて回答 
◆会員総会開会 
投票の開票結果を ML で報告 
討議、議決を必要とする議題がある場合は ML で審議 
◆会員総会閉会（会期が延長されることがあります） 

12 月 29 日（火）  
・午後 9 時 シンポジウムに対する質問等受付一旦終了。ただ

し、ML 上で引き続き議論は継続します。 

12 月 30 日（水）～ 
1 月 4 日（月） 

・事務局はお休みです。 
・事務局はお休みですが、ML 上での議論は継続します。ご都

合に合わせてご参加ください。 

1 月 5 日（火）頃 
・個人研究発表に送った質問等に発表者から回答があれば郵

送されます。 
 

1 月 12 日（火） 

・シンポジウム提題者に送った質問等に提題者から回答があれ

ば、大会終了数日後に郵送されます。 
・後日、大会および◆会員総会の概要報告は、会員に郵送され

る 2021 年の最初の『日本ショーペンハウアー協会会報』に掲載

予定です。 

・シンポジウム提題者の最終コメント、および司会者のまとめの

後、午後 9 時シンポジウム終了 
・午後 9 時 30 分大会終了 
・ただしこれ以降も、ML 上での個人研究発表・シンポジウム関

連の討論は 1 月末まで継続可能です。 

※◆の項目は、会員総会に関係するものです。 


