日本アダプテッド体育・スポーツ学会

第 24 回大会

開催要項

＜主

催＞

日本アダプテッド体育・スポーツ学会

＜後

援＞

熊取町、
（公財）日本障がい者スポーツ協会、近畿ブロック障がい者スポーツ指導者協議会
（公社）堺観光コンベンション協会、堺ホテル協会、大阪体育大学（予定）

＜協

賛＞

基調講演（地域公開講座） 大阪体育大学・熊取町
日本スポーツ体育健康科学学術連合（予定）

＜期

2019 年 12 月 7 日（土） 10:00〜17:00

日＞

12 月 8 日（日） 9:00〜14:30
＜会

大阪体育大学（〒590-0496 大阪府泉南郡熊取町朝代台 1-1）

場＞

＜大会テーマ＞ 「東京 2020 を好機としたアダプテッド体育・スポーツの真の普及推進をめざして」
＜日

程＞ ※発表演題数、講師スケジュール等により、変更する場合がございます。

12 月 7 日（土）
10:00 －11:30

わくわくアダプテッド・スポーツクラブ※

12:00 －13:10

受付 理事会

13:10 －13:25

開会式・事務連絡

13:30 －14:30

口頭発表①

14:45 －15:45

口頭発表②

16:00 －17:00

総会

17:30 －19:00

懇親会 大学内食堂 会費 2,000 円（軽食・各種飲み物）

※大阪体育大学教育学部主催の地域支援事業（特別支援学校に通う児童生徒対象）
。参加を希望さ
れる方は、動きやすい服装、室内シューズをご持参ください。見学のみでも大歓迎です。
12 月 8 日（日）
8:30

受付

9:00 － 10:00

基調講演（地域公開講座：無料）

10:15 － 12:00

シンポジウム（地域公開講座：無料）

12:00 － 12:50

休憩

12:50 － 13:30

ポスター発表

13:15 － 14:15

口頭発表③

14:20 － 14:30

閉会式

＜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です。

＜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、あらかじめ学会事務局へ連絡し、入会手続きを済ませてください。]
*2.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.地域公開講座のみ参加の方は、大会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。11/21 以降に参加を決定した方は、当日
受付で参加費をお支払いください。

＜懇親会費＞
12 月 7 日(土)の夕刻に、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
2,000 円を大会参加費と合わせて納入ください。なお、路線バスの運行ダイヤの都合上、懇親会の時間が
例年より短くなっております旨、何卒ご理解ください。
【懇親会会場】
大学内食堂（N 号館 1 階）
＜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、大会実行委員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、大会 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】14400 【番号】43885491
【口座名称】ＪＡＳＡＰＥ第２４回大会実行委員会
シ゛ャサヘ゜タ゛イニシ゛ュウヨンカイタイカイシ゛ッコウイインカイ
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】四四八（読み ヨンヨンハチ） 【種別】普通 【口座番号】43885491
【口座名称】ＪＡＳＡＰＥ第２４回大会実行委員会
シ゛ャサヘ゜タ゛イニシ゛ュウヨンカイタイカイシ゛ッコウイインカイ
※ 振込み時、操作画面や通帳等には、文字数の都合上、口座名称（カタカナ）がすべて表示されない場合
がありますので、あらかじめご了承ください。

＜昼食＞
12 月 7 日（土）は、大学内の食堂がご利用いただけますが、8 日（日）は定休日となっております(大学近
隣にセブンイレブンあり)。8 日に限り、弁当の注文を受け付けます。ご希望の方は、大会申込書にご希望の
旨選択いただき、その金額分を大会参加費と合わせてお振込みください。
＜宿泊＞
会場周辺には、宿泊施設の数が限られているため、お早めに各施設へお問い合わせください。なお、堺市内
（会場より大阪市内寄りの立地となります）にて宿泊をご検討の方は、一度大会実行委員会までご連絡くださ
い。堺観光コンベンション協会提供の、宿泊に関する情報をお知らせさせていただきます。
＜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）

2019 年

9 月 30 日

参加費支払い

2019 年

9 月 30 日

抄録締め切り

2019 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

2019 年

9 月 30 日

10/1〜11/20 申し込み振込期限

2019 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

【第 24 回大会大会実行委員会】
竹内亮

大阪体育大学教育学部

実行委員長

植木章三

大阪体育大学教育学部

実行委員

金子勝司

大阪体育大学教育学部

実行委員

曽根裕ニ

大阪体育大学教育学部

実行委員

金山千広

立命館大学産業社会学部

実行委員

安田友紀

神戸女学院大学

実行委員

河西正博

同志社大学スポーツ健康科学部

実行委員

【大会参加申し込み、協賛申し込み、各種問い合わせ先】
日本アダプテッド体育・スポーツ学会 第 24 回大会事務局
〒590-0496 大阪府泉南郡熊取町朝代台 1-1 大阪体育大学 教育学部
E-Mail：24th.jasape@gmail.com （担当者：竹内・河西）

＜アクセス＞

竹内研究室

電車・バスでお越しの方
JR 阪和線 熊取駅下車
南海ウィングバス 1 番のりば 「熊取駅前」発「大阪体育大学前」下車 所要時間 約 15 分（230 円）
（「大阪体育大学口」および「浪商学園前」にてお降りになりませんようご注意ください）
熊取駅からタクシーでお越しの方
「大阪体育大学 O 号館前」とお伝えください。 所要時間 約 12 分（約 1300 円）
車でお越しの方
大学 B 地区の駐車場入り口からお入りいただき、守衛に学会参加の旨お伝えください（正門からはご入
場いただけません）。万一、ご不明な場合は、一旦大学正門入口までお越しいただき、守衛の指示のもと B
地区へご移動ください。

一

般

演

題

募

＜発 表 形 式＞

口頭発表（PC プレゼンテーション）

＜発 表 資 格＞

日本アダプテッド体育・スポーツ学会会員

集

または

ポスター発表

発表者(筆頭・連名共)の中に非会員がいる場合は、あらかじめ学会事務局へ連絡し、
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（月）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（火）締め切り。

なお、編集作業の都合上、図表の挿入はご遠慮ください。

＜発 表 方 法＞

①PC プレゼンテーション
・発表時間は 10 分以内、質疑応答 4 分以内です。
・大会事務局で用意している PC の OS は Windows 10、アプリケーション
ソフトは PowerPoint 2016 です。
・発表データは、USB フラッシュメモリ等に保存してご持参ください。
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 ピンおよび HDMI 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
・ポスターパネルのサイズは、横 90cm×縦 180cm です。
・ポスター掲示に使用する画鋲等は、会場で用意します。
・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）にポスタ
ーを掲示し、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 7 日（土） 12：00～8 日 9：00
：12 月 8 日（日） 12：50～13：30
：12 月 8 日（日） 14：30 まで

※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。

