第 35 回医療体育研究会／第 18 回日本アダプテッド体育・スポーツ学会
第 16 回合同大会 開催要項

＜主

催＞

医療体育研究会／日本アダプテッド体育・スポーツ学会

＜後

援＞

（公財）日本障がい者スポーツ協会 （公財）兵庫県障害者スポーツ協会 兵庫県
神戸市教育委員会

神戸市社会福祉協議会

西宮市教育委員会

西宮市社会福祉協議会

（予定）
＜共催・協賛＞ シンポジウムⅠ （公財）ヤマハ発動機スポーツ振興財団
シンポジウムⅡ
＜期

日＞

神戸女学院大学研究所・日本スポーツ体育健康科学学術連合（予定）

2014 年 12 月 6 日（土） 9:00〜17:30
12 月 7 日（日） 9:00〜14:30

＜会

場＞

神戸女学院大学（〒662-8505 西宮市岡田山 4-1）

＜大会テーマ＞ 「アダプテッド・スポーツのこれから
＜日

～多様性とそのつながり～」

程＞ ※状況により変更される場合がございます

12 月 6 日（土）
9:00

受付

9:40 － 9:50

開会宣言

9:50 －10:50

口頭発表

11:00 －12:00

口頭発表

12:00 －13:00

各理事会

13:00 －15:00

シンポジウムⅠ：
パラリンピック選手強化の現状と課題（一般公開：無料）

15:15 －16:45

口頭発表

16:50 －17:50

各学会総会

18:30 －20:30

懇親会 西宮北口「アイリッシュパブ・カプリシカ」 会費 4,000 円

12 月 7 日（日）
9:00

受付

9:30 － 11:30

シンポジウムⅡ：
障がい者スポーツ界の変革期～関連学会にできること (一般公開：無料）

11:30 － 12:15

休憩（会場移動、昼食、ポスター閲覧時間を含む）

12:15 － 13:15

ポスター発表（ランチョンセミナーを兼ねる）

13:20 － 14:20

口頭発表

14:20 － 14:30

閉会式
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＜参加資格＞

本大会に関心のある方であればどなたでも参加可能

＜参 加 費＞
連名発表者

筆頭発表者

参加のみ

連名発表
不参加

振込期間
会員

～9/30

～9/30

10/1〜11/20

～9/30

10/1〜11/20

3,000円

3,000円

4,000円

3,000円

4,000円

0円 *2

非会員

該当なし *1

該当なし *1

該当なし *1

5,000円

6,000円

該当なし *1

【注意事項】必ずお読みください。お申込みされた時点で下記事項を承諾したとみなします。
*1.発表者(筆頭・連名共)は主催学会員に限ります。
[非会員で発表を希望する場合は、あらかじめ主催学会どちらかの事務局へ連絡し、入会手続きを済ませ
てください。]
*2.主催学会員には、当日参加できない場合でも大会抄録集を送付いたします。
*3.両日ともシンポジウムのみ聴講の方に抄録集は付きません(講演資料はあり)。抄録集の必要な方は別途
1,000 円で購入可能です。ただし、数に限りがあります。
※10/1 以降にお申し込みされた方は参加費 4,000 円となります。参加費は、抄録集や資料の作成及びその
郵送等に充てさせていただきます。11/21 以降に参加を決定した方は、当日受付で納入ください。

＜懇親会費＞
12 月 6 日(土)の夜に両学会員を対象とした懇親会を開催予定です。参加希望の方は別途懇親会費 4,000
円を大会申込み時に納入ください。
【開催場所】
「アイリッシュパブ・カプリシカ」西宮北口 〒662-0832 兵庫県西宮市甲風園 1-4-15-2F
阪急神戸線 西宮北口駅 北西出口より徒歩 1 分 ℡0798-66-5399
＜参加申込＞
参加希望者ならびに発表希望者の方は、申込書を記入のうえ、合同大会事務局あてに添付ファイルとし
て送信してください。また、規定の参加費をお支払いください。振込手数料は本人払いでお願いいたしま
す。（申込用紙 word 版は、学会 HP よりダウンロードできます）
＜参加費等振込先＞
①ゆうちょ銀行からお振込みの場合 ＊振込取扱票での振り込みは対応しておりません
ゆうちょ銀行 【記号】14670 【番号】22837901
【口座名称】第 16 回合同大会実行委員会
②ゆうちょ銀行以外の金融機関からお振込みの場合
ゆうちょ銀行 【店名】四六八 【種別】普通 【口座番号】2283790
【口座名称】第 16 回合同大会実行委員会
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＜各締切＞
[発表者（筆頭発表者・連名発表者）]
発表申し込み（演題名含む）

2014 年 9 月 30 日

参加費支払い

2014 年 9 月 30 日

抄録締め切り

2014 年 10 月 15 日

[参加のみの方の振り込み]
事前申し込み(9/30 まで)振込期限

2014 年 9 月 30 日

10/1〜11/20 申し込み振込期限

2014 年 11 月 20 日

11/21 以降にお申し込みの方

当日受付にてお支払いください

【合同大会実行委員会】
金山千広

神戸女学院大学 体育研究室

実行委員長

竹内 亮

大阪体育大学健康福祉学部

実行副委員長

曽根裕ニ

大阪体育大学健康福祉学部

実行副委員長

藤田紀昭

同志社大学大学院スポーツ健康科学研究科

実行委員

奥田邦晴

大阪府立大学大学院総合リハビリテーション学研究科

実行委員

河西正博

びわこ成蹊スポーツ大学スポーツ学部

実行委員

島 雅人

大阪保健医療大学保健医療学部リハビリテーション学科

実行委員

難波真里

学校法人天理大学

実行委員

片岡正教

大阪府立大学総合リハビリテーション学部

実行委員

【第 16 回合同大会事務局】（大会参加申し込み、協賛申し込み、各種問い合わせ先）
金山千広：

〒662-8505 西宮市岡田山 4-1 神戸女学院大学 体育研究室
℡＆Fax 0798-51-8632
E-Mail; 16th.goudou@gmail.com
＊お問い合わせは E-mail にてお願いいたします。
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＜発 表 形 式＞

口頭発表（PC プレゼンテーション） または ポスター発表

＜発 表 資 格＞

医療体育研究会会員／日本アダプテッド体育・スポーツ学会会員
発表者(筆頭・連名共)の中に非会員がいる場合は、あらかじめ主催学会どちらかの事務局へ連絡し、
入会手続きを済ませてください。

＜発 表 内 容＞

障がい者や高齢者などを対象とした体育学、スポーツ医科学、健康やレクリエーショ
ンなどの領域の調査、研究、実践活動に関するもの。

＜発 表 時 間＞

発表時間は 10 分以内、質疑応答 5 分以内とします。

＜発表申込＞

申込書を用いて、大会参加申し込みと併せてお申し込みください。
発表申込み 9 月 30 日（火）締め切り

＜抄 録 原 稿＞

演題名、演者ならびに共同演者の氏名と所属を明記し（演者には○をつける）目
的・方法・結果・考察などの順で 800 字以内にまとめてください。WORD ファイ
ルまたはテキストファイルで作成し、e-mail にて大会事務局に送信してください。
抄録原稿

10 月 15 日（水）締め切り。

抄録は『リハビリテーションスポーツ』の最新巻号に掲載させていただきます。
あらかじめご承諾くださるようお願いいたします。ご承諾いただけない場合は申
込書にご記入ください。なお、編集作業の都合上、図表の掲載はご遠慮ください。
＜発 表 方 法＞

①PC プレゼンテーション
・大会事務局で用意している PC の OS は Windows 7、アプリケーション
ソフトは PowerPoint 2010/2013 です。
・PowerPoint のスライド設定は 4：3（幅 24.5cm、高さ 19.05cm）に統一
いたします。それ以外の場合は文字がずれる可能性がありますのでご注
意ください。
・発表データは USB フラッシュメモリまたは CD-R 等のメディアにて
ご持参ください。動作確認はご自身でお願いいたします。
・持ち込むデータは、必ず事前にウイルススキャンを行ってください。
・Macintosh 版 PowerPoint で作成したデータは、互換性が損なわれる
可能性があります。事前に Windows PC にて文字のずれ等、動作確認を
行ってください。
【PC 持ち込みの場合】
・プロジェクター接続コネクター形式は、Mini D-sub 15 ピンです。
・Macintosh の場合、本体付属のコネクターを必ずご用意ください。
・PC から外部モニターに正しく出力されるか、事前にご確認ください。
・スクリーンセーバー、省電力設定は事前に解除しておいてください。
・バッテリー切れ防止のために AC アダプタを必ずご持参ください。
②ポスター発表
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・ポスターパネル（木製）のサイズは、横 183cm×縦 92cm です。
・ポスター掲示の為の画鋲等は、各自で用意して下さい。
・ポスター発表の形式は、各自の創意によって工夫してください。
・ポスターは 2～3m の距離からでも十分に分かる大きさの文字で作成
してください。
・パネル左上に演題番号を大会側で用意いたします。
・指定された時間内に、指定された場所（ご自身の演題番号のパネル）に
掲示し、在席責任時間後は指定された時間内に撤去して必ず各自でお持
ち帰りください。
・ポスター掲示時間・在席責任時間・撤去時間
掲 示
在席責任時間
撤 去

：12 月 6 日（土）12：00～13：15
：12 月 7 日（日）12：15～13：15
：12 月 7 日（日）13：15～14：30

※指定時間を過ぎても撤去されないポスターは、大会側で処分いたしますので予
めご了承ください。

＜宿泊＞

各自でご用意ください。なお、神戸女学院近隣には宿泊施設がありませんので、神戸三宮、大
阪梅田、宝塚などが便利です。また、学会期間は三宮で開催されます神戸ルミナリエ
（12/4-12/15）と重なっておりますので、三宮宿泊ご希望の方は、かなり早めのご予約をおす
すめします。

＜会場案内＞

12 月 6 日（土）～7 日（日）学会会場 神戸女学院大学 文学 2 号館 LAⅡ3 階
12 月 6 日（土）シンポジウムⅠ会場 神戸女学院大学 講堂
12 月 7 日（日）シンポジウムⅡ会場 神戸女学院大学 文学 1 号館 LAⅠ-21 教室

阪急今津線（神戸線西宮北口乗り換え）門戸厄神下車 徒歩約 10 分
門戸厄神駅にはタクシー乗り場がありません。タクシーを利用される場合は、西宮北口駅が便利です。
西宮北口駅の北改札口を出て左手、1F のタクシー乗り場から乗車約 10 分です。
キャンパス内は駐車スペースがありませんので、自家用車でのご来場はお控えくださいますよう、お願い申し
上げます。
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大阪、神戸から

新幹線をご利用の方

飛行機をご利用の方

※1 今津線への乗り換えは、宝塚方面
行をご利用ください。
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