日本アダプテッド体育・スポーツ学会

第 27 回大会

＜主

催＞

日本アダプテッド体育・スポーツ学会

＜後

援＞

京都府、京都市、公益財団法人日本パラスポーツ協会、

開催要項

近畿ブロック障がい者スポーツ指導者協議会、
一般社団法人京都障害者スポーツ振興会（以上予定）
＜協

賛＞

日本スポーツ体育健康科学学術連合、同志社大学スポーツ健康科学会（以上予定）

＜期

日＞

2022 年 12 月 3 日（土） 11:30〜18:00
12 月 4 日（日） 9:30〜15:25

＜会

場＞

同志社大学今出川キャンパス（〒602-8580 京都府京都市上京区今出川通り烏丸東入）

＜大会テーマ＞ 「持続可能なこれからのアダプテッド・スポーツ」
＜日

程＞ ※発表演題数、講師スケジュール等により、若干の変更が生じる可能性がございます。

12 月 3 日（土）
11:30－12:40

受付・理事会

12:40－12:50

開会式・事務連絡

12:50－13:50

基調講演（公開講座＊参加費無料）

14:00－15:15

口頭発表①

15:30－16:45

口頭発表②

17:00－18:00

総会

＊懇親会は実施いたしません。
12 月 4 日（日）
9:30－

受付

10:30－12:20

シンポジウム（公開講座＊参加費無料）

12:20－13:10

休憩

13:10－13:50

ポスター発表

14:05－15:05

口頭発表③

15:15－15:25

閉会式

＊12 月 3 日の基調講演ならびに 12 月 4 日のシンポジウムのみ参加の方は参加費無料となります。
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＜参 加 費＞

連名発表者

筆頭発表者

参加のみ

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

非会員

該当なし *1

該当なし *1

該当なし *1

5,000円

6,000円

連名発表
不参加
0円 *2
該当なし *1

【注意事項】参加申し込み時に下記の事項をご承諾いただいたものとさせていただきます。
*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（jasape5@yahoo.co.jp＊学会大会事務局とは
異なりますのでご注意ください）までご連絡をいただき、入会手続きをお済ませください。
*2.学会員には、当日参加できない場合も大会抄録集を送付いたします。
*3.基調講演・シンポジウムのみ参加の方には、大会抄録集は配布いたしません(講演資料は配布させていた
だきます)。
＊10/1 以降に参加申し込みをされた方は、参加費 4,000 円となります。なお、11/21 以降に参加を決定され
た方は、当日受付で参加費をお支払いください。

＜参加申込＞
参加希望ならびに発表希望の方は、以下の Google フォームより申し込みをお願
いいたします。また、お申し込みと同時に規定の参加費をお支払いください。なお、
振込手数料は本人払いでお願いいたします。
https://forms.gle/miVXoXhKrp8vzGSbA
＜参加費振込先＞
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】14420 【番号】52337941
【口座名称】ＪＡＳＡＰＥ学会大会実行委員会
ジャサペガッカイタイカイジッコウイインカイ
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】5233794
【口座名称】ＪＡＳＡＰＥ学会大会実行委員会
ジャサペガッカイタイカイジッコウイインカイ
＊振込み時に表示文字数の都合上、操作画面や通帳等には、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 3 日（土）は、会場内の食堂ならびにコンビニをご利用いただけますが、4 日（日）は休業となってお
ります。会場最寄りの今出川駅周辺に飲食店ならびにコンビニ等がございますのでそちらをご利用ください。
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＜キッズルームについて＞
今大会は会場内にキッズルームの設置を予定しております。利用ガイド等はあらためてご案内をさせてい
ただきますが、利用を希望される方は参加申込時にその旨回答をお願いいたします。
＜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）

2022 年 9 月 30 日

参加費支払い

2022 年 9 月 30 日

発表抄録締め切り

2022 年 10 月 15 日

【参加のみの方】
早期申し込み(9/30 まで)・振込期限

2022 年 9 月 30 日

10/1〜11/20 申し込み・振込期限

2022 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 27 回大会実行委員会＞
河西正博

同志社大学スポーツ健康科学部

実行委員長

金山千広

立命館大学産業社会学部

副実行委員長

下村雅昭

京都女子大学発達教育学部

実行委員

奥田睦子

京都産業大学現代社会学部

実行委員

植木章三

大阪体育大学教育学部

実行委員

竹内亮

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

安田友紀

神戸女学院大学体育研究室

実行委員

中道莉央

びわこ成蹊スポーツ大学スポーツ学部

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 27 回大会事務局
〒610-0394 京都府京田辺市多々羅都谷 1-3
同志社大学スポーツ健康科学部 河西正博
E-Mail：27th.jasape@gmail.com （担当：河西）
＜会場へのアクセス＞
京都市営地下鉄烏丸線「今出川駅」1 番出口直結
＊1 番出口から地上に上がっていただくと、会場の今出川キャンパス良心館入口がございます。
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集

＜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＞

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＞

Google フォームよりお申し込みください。
発表申込み 9 月 30 日（金）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（演者には〇をつける）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
で作成し、e-mail にて学会大会事務局に送信してください。
抄録原稿

10 月 15 日（土）締め切り。

＊発表抄録作成の都合上、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、質疑応答は 5 分です。
＊演題数によって、若干変更させていただく可能性がございます。
・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 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。
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・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 3 日（土） 12：50 ～ 4 日（日） 15:05
：12 月 4 日（日） 13：10～13：50
：12 月 4 日（日） 15：25 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。
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