日本アダプテッド体育・スポーツ学会第 26 回大会開催要項
大会テーマ：共生社会の担い手を育てるアダプテッド体育・スポーツの役割

＜開催方法＞
オンラインでの開催とする。基調講演・シンポジウムはライブ開催、一般発表・ポスター発表は大会
ホームページを用いたオンデマンド開催とする。
大会ホームページ：https://sites.google.com/view/jasape26th/
＜期日＞：12 月 4 日（土）
：基調講演・シンポジウム等
09:00~10:00

理事会（リモート開催）

10:00~10:15

オープニング

10:15~12:00

基調講演（ライブ開催）

13:30~15:45

シンポジウム（ライブ開催）

15:45〜16:00

クロージング

＜プログラム＞
○一般発表・ポスター発表：オンデマンド視聴・質疑（期間 12 月 4 日〜12 月 11 日）
○基調講演：雪下岳彦 氏（順天堂大学/医師・医学博士/元スポーツ庁参与）／司会：渡邉貴裕（順天堂
大学）
○シンポジウム
＜特別支援教育における子どもたちの体育・スポーツと今後の展望＞
古川文彦 氏（千葉県立東金特別支援学校教諭）
寒河江核 氏（筑波大学附属桐が丘特別支援学校教諭）
林誠之 氏（福岡教育大学附属福岡中学校教諭）
司会：尾高邦生（順天堂大学）
◆シンポジウム企画趣旨
近年、障害のある人々のスポーツについて注目が高まりつつある。2020 東京オリンピック・パラ
リンピックの開催を契機としたパラスポーツへの理解や、各学校におけるオリンピック・パラリン
ピック教育の取り組みなどから、社会的な関心が高まっているといえる。また、障害のある児童生
徒を対象とする学校教育においては、改訂された学習指導要領で、
「体育・健康に関する指導を発達
の段階を考慮して学校の教育活動全体を通じて適切に行うことにより，健康で安全な生活と豊かな
スポーツライフの実現を目指した教育の充実に努めること」と示された。学校教育においては、学
齢期での体育・健康に関する指導を通して、生涯を通じてスポーツに親しみ、現在や卒業後の豊か
な生活につなげていくことが期待されている。
そこで、本シンポジウムでは、発達段階に応じた体育の授業実践、地域との連携、生涯スポーツ
を見据えた取り組みなどの特別支援教育における体育・健康・スポーツに関する多様な視点での実
践を報告する。これらの報告を受けて、今後の特別支援教育における体育指導の在り方について新
たな視点をフロアの皆さまと考えていきたい。

＜大会までのスケジュール＞
事項

締切日

一般発表・ポスター発表申込み・抄録提出

2021 年 11 月 5 日（金）

※延長しました

2021 年 11 月 15 日（月）

発表動画・ポスターアップロード※

2021 年 11 月 26 日（金）

参加申込

2021 年 11 月 26 日（金）

＜参加費＞
筆頭発表者

連名発表者

参加のみ

振込期間

11/5 まで

11/5 まで

11/6〜11/26

11/5 まで

11/6〜11/26

会員

1,000 円

1,000 円

2,000 円

1,000 円

2,000 円

大学院生

1,000 円

1,000 円

1,000 円

1,000 円

1,000 円

非会員

該当なし

該当なし

該当なし

2,000 円

3,000 円

一般発表・ポスター発表をご予定の方は、11 月 4 日までに参加申込と参加費の振込を済ませてくださ
い。

＜参加申し込み＞
次のグーグルフォームの URL から参加申し込みを行ってください。一般発表およ
びポスター発表の申し込みは大会ホームページから可能です（下記 URL・右の QR
コードからも行えます）
。
URL：https://forms.gle/C439i6i35NLw1Pfe9
【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】4388549 【口座名称】JASAPE 第 24 回大会実行委員会
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】四四八(読み ヨンヨンハチ) 【種別】普通 【口座番号】4388549
【口座名称】JASAPE 第 24 回大会実行委員会
※第 26 回大会ではありますが、振込口座が 24 回大会の名称になっています。団体名義での口座開設
の条件がかなり厳しくなり、想定以上の時間を要するため、24 回大会の振込口座を今年度も使用する
ことといたしました。少し煩雑になりますが、ご了承ください。
※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。
【注意事項】必ずお読みください。お申し込みを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・連名共に）は主催学会の会員に限ります。
2）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、入会手続きをすませてください。
3）JASAPE 会員には、当日参加できない場合でも大会抄録（PDF）を送付いたします。

4）11 月 26 日以降に参加を決定した方は、Google Forms からではなく大会事務局までご連絡くださ
い。

＜抄録原稿＞一般発表・ポスター発表
【内容】障害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。
参加申込み用 Google フォームにて、大会参加申し込みと併せて発表抄録をフォームからアップロー
ドしてください。
【発表申込み】11 月 5 日(金)→11 月 15 日（月）締め切り（延長しました）
【内容・様式】演題名、演者ならびに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。なお、編集作業の都合上、図表の挿入はご遠
慮ください。word ファイルまたはテキストファイルで作成し下記のグーグルフォーム（参加申込と同
じ）からアップロードしてください。

＜一般発表ファイル＞
一般発表は指定期間のオンデマンド視聴で代替することとします。1 発表あたりの時間は 15 分以内と
します。発表者は、発表の動画ファイルを下記の方法でアップロードしてください。
＜ポスターファイル＞
ポスター発表は、WEB 上に電子データを一定期間掲示することで代替します。様式は自由ですが、ア
ップロードするファイルは PDF ファイルとします。ポスター発表者は、ポスターデータを一般発表と
同じく下記の方法でアップロードしてください。
アップロード締め切り 2021 年 11 月 26 日（金）
公開期間：12 月 4 日（土）16:00~12 月 12 日（日）12:00 まで
＜ファイルのアップロード方法＞
以下のフォームの URL か、グーグルドライブの共有フォルダへアップロードしてください。ファイル
名は、発表種別＿発表者名_発表タイトルとしてください。発表タイトルはメインタイトルのみで問題
ありません。一般発表は動画ファイルのみ（ZOOM 等で作成していただくと簡便ですが、ご不明な点
があれば大会実行委員までご連絡ください）
、ポスター発表は PDF ファイルでのみアップロード可能
です。
Eg. 一般発表_渡正_パラリンピック教育の現状と課題
アップロード用フォーム：https://forms.gle/D1d75TESGD7Udapt7

＜質疑の方法＞
質疑応答は、指定期間に WEB 上に質問フォームを作成します。期間後、内容をとりまとめ、発表者へ
事務局が送付し、発表者からの回答を後日掲示します。

⚫ ポスターデータ・アップロード時間

アップロード締め切り :2021 年 11 月 26 日（金）
公開期間：12 月 4 日（土）16:00~12 月 12 日（日）12:00 まで
質問期間：12 月 4 日（土）16:00~12 月 19 日（日）18:00 まで
回答掲示：12 月 26 日（月）〜
※公開時間を過ぎたら、学会事務局で削除いたします。

【大会に関する各種問い合わせ先】
日本アダプテッド体育・スポーツ学会第 26 回大会実行委員会 渡 正・村上祐介
E-mail : 26th.jasape@gmail.com
学会ホームページ:www.adapted-sp.net
学会 Facebook ページ https://www.facebook.com/japaneseasape

第 26 回大会実行委員会
実行委員長：渡邉貴裕
事務局長 ：渡 正
実行委員 ：鈴木宏哉
実行委員 ：尾高邦生
実行委員 ：村上祐介

