DV-Xα'2006 の発表者の方へ
DV-Xα研究協会会報用の原稿準備のお願い
DV-Xα'2006（（第４回 DV-Ｘα 法国際会議 兼・第１９回ＤＶ−Ｘα 研究会）で発表し
てくださった方全員のプロシーディングスを、例年通り DVXα研究協会会報に掲載予
定です。
発表者の方は下記要項で、原稿の準備をお願いします。
原稿の長さは 1 ページから 8 ページとします。
書式は、添付の見本をご覧ください。
別途案内いたします、Proceedings と原稿の重複のないようにお願いいたします。
同じ内容で掲載を希望する場合には、会報用の原稿が、Proceedings 用の原稿の Abstract
になるように編集してください。あるいは、別のトピックに焦点を当てた原稿をご準備
ください
原稿締め切り：2006 年 9 月 30 日
原稿提出形態：印刷物と電子ファイル（PDF または Word）
モノクロ印刷可能な原稿の提出をお願いします。
本件に関する問い合わせ先と原稿送付先：
関根理香
E-mail: scrseki@ipc.shizuoka.ac.jp
422-8529 静岡市大谷（おおや）８３６ 静岡大学理学部化学科
TEL: 054-238-4754 FAX: 054-237-3384
A4 サイズの無地の用紙に原稿を作成してください。原稿の大きさはこの文書の用紙設
定を目安にしてください。余白は右 22mm、上 12mm で枠の大きさは横 168mm、縦 253mm
です。枠の線は不要です。B5 に縮小印刷されますので文字の大きさに留意してくださ
い。本文 12points 以上、図表中の文字も 9points 以上にしてください。
原稿は、２部提出願います。
講演番号記入のお願 い
研究会要旨の場合は、原稿の枠内、左上に講演番号を記入してください。フォントは
Times、BOLD、18points でお願いします。
また、2 ページ目以下には原稿下部の余白に講演番号とページを Poster 2 のように鉛
筆で記入してください。
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Instruction for preparing Camera-ready Manuscripts for Bulletin of
the Society for Discrete Variational Xα (bold 14 points)
Names of Authors, Xxxxx Xxxxx and Xxxxx Xxxxx* (12 points)
Affiliations and address (12 points)
E-mail: xxxx@xxx.xxx.xx.xx (Corresponding author)

English abstract within 200 words. (12 points)
Send manuscript to Rika SEKINE, Shizuoka Univ.
e-mail: scrseki@ipc.shizuoka.ac.jp,
Deadline 30 September, 2006.
Instructions for Preparing Manuscripts for Bulletin of the Society for Discrete Variational Xα
This is an example instruction.
All participants, including those who submit a full paper to Proceedings of DV-Xα 2006, are
strongly requested to submit a manuscript to Bulletin of the Society for Discrete Variational Xα.
These manuscripts will make another type of Proceedings of the 4th International Conference on
DV-Xα Method (DV-Xα 2006) and the 19th Annual Meeting.
The maximum length of the manuscript is 8 pages
If the contributor is plan to submit a full paper to  Proceedings of DV-Xα 2006, the manuscript
for the Bulletin is prepared as an abstract of the full paper, or focused on another topic.
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Figure legend should be written in English (larger than 9 points)

Camera-ready manuscript is required. PDF file or MS-WORD doc file is preferable. Printed in
monochrome.
Size A4 (297mm x 210mm); the margin is indicated the frame line with this template, however,
don’t draw frame lines in your manuscript.
The printed size is 85% of the original one. Please use 12 points font for text. For figures and
tables the fonts should be lager than 9points.
Indicate the paper number on the upper-left corner in the first page. The font of Times with 18
points in bold-type is preferable.

