
 

第21回大会開催要項 
 

＜大 会 名＞第 21 回日本アダプテッド体育・スポーツ学会 Winter Meeting・臨時総会 

      略称 JASAPE21- 

      (大会 HP) https://sites.google.com/a/adapted-sp.net/21thjasapemeeting/ 
 

＜主  催＞ 日本アダプテッド体育・スポーツ学会 

 Asian Society for Adapted Physical Education and Exercise Japan 
 

＜共  催＞ 日本体育大学 
 

＜後  援＞ 全国特別支援学校校長会、東京都障害者スポーツ指導員協議会 

 

＜協    力＞ 株式会社オーエックスエンジニアリング、サイコスポーツ株式会社、 

       セノー株式会社、日本卓球株式会社（Nittaku） (五十音順) 
 

＜協  賛＞  大阪体育大学、セノー株式会社、サイコスポーツ株式会社・一般社団法人日本ペガー

ボール協会     (申し込み順) 

＜期  日＞ 2016 年 12 月 10 日（土） 10:00〜17:15 
 

＜会  場＞ 日本体育大学 世田谷キャンパス（〒158-8508 東京都世田谷区深沢 7-1-1） 
 

 

＜日  程＞  

12 月 10 日（土） 

9:30 受付  教育研究棟２階北側(3街区)  

10:00        開会宣言  

10:05－12:00 子ども向けアダプテッド・スポーツ用具開発企業によるプレゼンテーション 

12:30－13:10 臨時総会、学会功労者表彰 

13:15－17:10 口頭発表 

17:15    閉会宣言 

（編集委員会・理事会） 9:10-9:25 編集委員会   9:25-9:55 理事会（予定） 
 

＜参加資格＞ JASAPE 会員及び ASAPE 会員 

       本大会に関心のある方も参加費のお支払により参加可能（発表はできません） 
 

＜発表申し込み等＞ 

    ・発表申し込み（演題名含む） 2016 年 9 月 30 日まで（参加申込書の e-mail 送付による） 

    ・発表者の抄録・参加費等締め切り 2016 年 10 月 11 日 

     (参加申し込みでは、10 月 11 日までの参加費の支払がお得です。) 
 

＜参加費等＞ 
  

筆頭発表者
※1 

連名共同発表参加者 

※1、※2  

参加のみ 
連名発表 

不参加※2 
振込期間 ～10月 11日まで ～10月 11日 ～10月 11日 

10 月 12 日～ 

12 月 6 日
※3 

会  員 
(ASAPE 会員を含む) 

2,500円 2,500円 2,500円 3,500円 0円 

学生会員 
(ASAPE 会員を含む) 

1,000円 1,000円 1,000円 1,500円 0円 

非 会 員 非該当 5,000円 1,000円 1,500円 5,000円 

◎非会員のうち、＜共催＞＜後援＞＜協力＞＜協賛＞に掲載されている組織の方の参加費は無料に

なります。資料がある場合の準備の関係から、参加のご希望を 12 月 8 日(木)24 時までに

jsape105@hotmail.co.jp に、ご所属、お名前、携帯電話(緊急連絡のため)、障害の有無と程度等

をご連絡ください。大会号（抄録集）は有料になります。この場合の参加者は、当日受付で、名

刺をお渡しください（名刺が無い場合は、身分証明書可）。 



 

○注意事項 
※1  筆頭発表者は JASAPE または ASAPE 学会員に限ります。筆頭発表者及び連名共同発表参

加者は、9 月 30 日までに参加申込の上、10 月 11 日までに参加費をお振り込み下さい。振込

が無い場合には、発表ができなくなる場合もあります。 

※2   非会員の連名共同発表参加者／連名発表不参加者がある場合は、9 月 28 日までに筆頭発表

者が 21th 大会事務局へ、その方のお名前、ご所属とそのご住所(大会抄録集送付のため)をメ

ール(jsape105@hotmail.co.jp)で準会員(今大会のみ会員)として登録して下さい。 

    加えて、抄録提出締切日(10 月 11 日)までに準会員登録費(非会員(学生非会員も含む)¥5,000

を、後述の参加費等振込先にお振り込み下さい(登録と準会員登録費
．．．．．．．．．

支払により、
．．．．．．

当該筆頭発
．．．．．

表者の発表が可能
．．．．．．．．

とさせていただきます。大会事務局からの連絡は特に行いません)。 

    登録や振込が無い場合には、筆頭発表者が JASAPE／ASAPE 会員であっても発表ができ
．．．．．

なく
．．

なり
．．

ます
．．

。なお、その場合であっても
．．．．．．．．．

大会事務局から確認の
．．．．．．．．．．

連絡をしません
．．．．．．．

ので、該当

する筆頭発表者は十分にご注意ください。 

※3  12/  6 以降に参加を決定された方は、当日受付にて当該金額をお支払い下さい。 

◎ 大会抄録集は、学会員及び連名共同発表参加者に事前に送付いたします。 

◎ 大会抄録集を追加等で必要な方は別途 1,000 円／冊で購入可能です。ただし、数に限りがあり

ます。 

◎  参加費は、抄録集等作成及びその郵送の費用等に充当させていただきます。 
 

◎ 第 21 回大会は、「健康運動指導士及び健康運動実践指導者」の登録更新に必要な履修単位の認

定(講義 2 単位: 認定番号 166619)及び（公財）日本障がい者スポーツ協会 障害者スポーツ指

導員「活動実績証明」が可能です。関係証等を受付にご提示下さい。（当日のみ受付） 

 

＜参加費等振込先＞ 

 

【口座】ゆうちょ銀行（郵貯から）記号：10110  番号：85111301 

          （他銀行から）店名：018  普通貯金：8511130 

【名称】JASAPE21-   (ジャサペニジュウイチ)  ※ハイフンのカタカナ読みはありません。 
 

＜実行委員会＞ 委員長(大会長)：田中 信行 （日本体育大学） 

           副 委 員 長    ：野村 一路 （日本体育大学） 

           委      員   ：安藤 佳代子（立教大学） 

                 曽根 裕二（大阪体育大学） 

                       山田 千紘（日本体育大学） 

                              中村 光希（日本体育大学） 

 

    (大会 HP) https://sites.google.com/a/adapted-sp.net/21thjasapemeeting/ 

【21th 大会事務局】 

     田中信行：〒158-8508 

     東京都世田谷区深沢 7-1-1 日本体育大学 アダプテッドスポーツ学研究室内 

     e-mail:  jsape105@hotmail.co.jp 
     ＊お問い合わせは E-mail のみでお願いいたします。 
 

＜宿    泊＞   実行委員会では、ご案内しておりません。 
 

＜会場受付＞  ・世田谷キャンパス 教育研究棟２階北側(3街区) 廊下 

       （同時に他学会も開催しておりますのでご注意ください。本学会の会場：3201、3202、

2203、2204、3205、3206の各教室になります。） 



 

＜会場アクセス等＞ 

・駐車スペースが十分にありませんので、自家用車でのご来場はお控えください。近隣にコインパ

ーキングがありますが、駐車できるかの保証はしかねます。  

・公共交通機関の乗り換え案内 

 

・東急田園都市線「桜新町」駅からのバス ・・・・・(徒歩でも可能：約 15 分、サザエさん商店街を通過します) 

❶． 「黒０７ 系統 目黒駅行」 

❷． 「都立０１ 系統 都立大学駅北口行」 

※いずれも「日本体育大学前」にて下車 

・東急大井町線「等々力」駅からのバス ・・・・・・・（徒歩でも可能：約 25 分、駅近くに等々力渓谷があります） 

   「等１２、用０６ 系統 成城学園前駅行」 

   ※「日本体育大学前」にて下車

 

 ※その他にも、JR 恵比寿駅西口 のりば③ 系統番号等「恵 32」 （用賀駅行 東急バス、所要時間 30 分程度） 

もあります。 

 



 

 

【演 題 募 集 要 項】 
＜発表形式＞口頭発表 

＜発表資格＞日本アダプテッド体育・スポーツ学会(JASAPE)及び Asian Society for Adapted Physical 

Education and Exercise (ASAPE)の会員  (非会員の連名共同発表の方がいらっしゃる

場合は、大会への参加・不参加に問わず大会事務局への連絡と準会員登録費を納入する

必要があります。) 

＜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＞10 分以内、質疑応答 5 分以内（発表数により変更のある場合もありますのでご了解

下さい。変更があった場合は、発表者に個別に連絡します。） 

＜発表申込＞「発表・参加等申込書」を用いてお申し込みください。 

       発表申込み〆切  9 月 30 日（金） 

＜抄録原稿＞演題名、筆頭発表者(演者)及びに共同発表者の氏名と所属を明記し（演者頭に○をつ

ける）、目 的・方法・結果・考察の順で 800 字以内にまとめてください。原稿は、

MS-WORD で作成し e-mail により大会事務局に送信してください。 なお、編集作業の

都合上、図表の掲載はご遠慮ください。記載があった場合は、大会事務局で編集しま

す。    抄録原稿 〆切 10 月 11 日（火） 

＜発表方法＞・プレゼンテーションは、ＰＣプロジェクター又は印刷資料配付、口頭発表によるも

のになります。 

・大会事務局で用意する PC の OS は、 Windows 10、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に統一します。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 フラッシュメモリでご持参ください。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。  

・印刷資料配付の場合は、発表者ご自身で 50部の印刷をご準備願いします。（会場に

あるコピー・印刷機は、IDカードによるものしかありませんので、対応することは

できません。） 

         【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。HDMIも使用可能

です。 

・Macintosh の場合、本体に専用のコネクターをご自身で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。  

 



 

E-Mail 送信先： jsape105@hotmail.co.jp  ←注)ja sape・・ではありません 

第 21 回日本アダプテッド体育・スポーツ学会 

 

発表・参加等申込書 
（締切日：筆頭発表者・連名共同発表 9 /30 まで）【注意】参加のみは 12/ 5 までで、12 / 6 以降は当日参加扱いになります。 

●次の項目について記入もしくは該当するところを□で囲んで下さい。 ＊ の枠は大会事務局の記載 

申し込み

月 日 
     月      日 

受付番号 ＊  受付月日 ＊ 

 

     月   日 

ﾌﾘｶﾞﾅ  ﾌﾘｶﾞﾅ  

氏 名  所 属 
 

連絡先 

住 所 

〒 

        都 府 

        道 県 

TEL  0       (      )             Fax 0      (   )   

E-mail 
添付ファイルを送ることができるものをご記入下さい。 

@                            

参加内訳 

(該当に□) 

１．会員（ JASAPE and/ or   ASAPE ） 

２．入会希望（ jasape5@yahoo.co.jp に連絡願います。登録が無い場合は、当該参加費等が徴収されます） 

 ３．非会員 （筆頭発表者にはなれません） 

介 助 等

支 援 の

希望 

介助が必要な方は具体的内容をご記入ください（ご希望に添えない場合もありますのでご理解ください。） 

 

発表予定 １．演者として発表する  ２．共同演者として発表する      ３．発表なし 

演題名  

発表方法 

口 頭 発

表 

該当するものに□をして下さい。 １.既設 PC 使用、      ２.持込 PC 使用、 

              ３.印刷配布資料 50 部準備、 ４.口頭のみ 

 
※該当する振り込み金額を□で囲んでください。 

  筆頭発表者 連名共同発表参加者 参加のみ 連名発表 

不参加 
振込期間 ～10 月 11 日まで ～10 月 11 日 ～10 月 11 日 

10 月 12 日～ 

12 月 6 日
※3 

会  員 
(ASAPE 会員を含む) 

2,500円 2,500円 2,500円 3,500円      0円 

学生会員 
(ASAPE 会員を含む) 

1,000円 1,000円 1,000円 1,500円     0円 

非 会 員 非該当 5,000円 1,000円 1,500円 5,000円 

 

 ●記載いただいた情報は、本学会及び本大会に関わることだけに使用し、また関係者以外による取り扱いはしま

せん。 


