九州体育・スポーツ学会第 60 回記念大会
1．開催期日

平成 23 年 8 月 26 日(金)～8 月 28 日(日)

2．会

公立大学法人

場

名桜大学

北部生涯学習推進センター

開催要項

〒905-8585

沖縄県名護市字為又 1220-1

3．大会ホームページおよび大会専用メールアドレス

4．日

大会ホームページ

http://www1.bbiq.jp

大会専用 E-mail

taiiku60@meio-u.ac.jp

程

8 月 26 日（金）（前日）
13:00～
学会プレ・セミナー（学会企画・九州地区大学体育連合企画・自主企画）
16:00～18:00
総務委員会
18:00～20:00
プレ・セミナー懇親会
8 月 27 日（土）（1 日目）
8:30～
受付
8:30～ 9:50 新旧理事会
10:20～12:20 一般研究発表（口頭発表）
12:20～13:20 昼休み・新理事の会
13:30～14:30 記念講演
14:40～16:20 シンポジウム
16:30～17:30 総会
18:00～20:00 記念祝賀会

8 月 28 日（日）（2 日目）
8:30～
受付
9:00～10:00 研究推進委員会企画セッション
スチューデント・セッション
10:10～12:10 専門分科会シンポジウム・分科会
12:10～13:00 昼休み
13:00～15:00 一般研究発表（口頭発表）
14:00～15:00 ポスター発表・ディスカッション
15:30～18:00 学会ポスト・ワークショップ（海洋スポーツ等）

5．研究発表申込み資格
1)平)平成 23 年度九州体育・スポーツ学会会費を納入済みの会員
2)平成 23 年度年会費を日本体育学会および九州体育・スポーツ学会の自動引き落としにより納入する会員
3)上記以外で平成 23 年 4 月 30 日(土)までに会費を納入される会員
自動引き落としの手続きをしていない本年度会費が未納の方は、年会費 5,000 円（学生年会費 2,500 円）を
4 月 30 日(土)までに学会事務局口座に納付して下さい。大会実行委員会に振り込まないように気をつけて
下さい。
学会事務局口座
郵便振替番号：01730-2-125159
加入者名：九州体育･スポーツ学会
4)今回は第 60 回記念大会として、日本体育学会員で中国・四国支部の方は、発表を受け付けます。
5)学会未入会の方は、学会事務局に連絡を取り、4 月 30 日までに入会手続きを終えて下さい。
学会事務局連絡先 鹿屋体育大学 竹下俊一（庶務担当） e-mail：kyutaijim@nifs-k.ac.jp
891-2393 鹿児島県鹿屋市白水町 1 番地
6．大会参加申込み（なるべく E-mail でお願いします。大会 HP からも用紙のダウンロードおよび申し込みができます）
1)大会参加票・発表申込票(Ａ票) 大会参加者全員が、所定の事項を記入し必ず大会専用 E-mail にてファイルを添付
し，大会実行委員会宛に送信、あるいは郵送して下さい。
平成 23 年 5 月 31 日（火）必着
2)大会参加費及び記念祝賀会費
大会参加費3,500 円及び記念祝賀会費 5,000 円（学生会員は 4,000 円）を平成 23 年 7 月 1 日(金)までに、下記「大
会実行委員会口座」に振り込んで下さい。同時に振込みの明細をＣ票に記入して大会専用E-mailにてファイルを添
付し送信、あるいは郵送して下さい。
大会実行委員会口座

琉球銀行 名護支店 普通 口座番号 837276
口座名義：九州体育・スポーツ学会第 60 回記念大会 実行委員会 副委員長 高瀬 幸一
※ 研究発表者は下記 7 の 4）の共同発表者、特別共同発表者に関する項も参照して下さい。

7．研究発表申込手続き及び申し合わせ事項について
1)大会参加・研究発表申込票(Ａ票)、採択通知書(Ｄ票)
平成 23 年 5 月 31 日（火）必着
所要の事項を記入の上、大会専用 E-mail にてファイルを添付し送信、あるいは郵送して下さい。
2)大会号原稿
平成 23 年 7 月 1 日（金）必着
大会号原稿作成要領(別紙)に従い作成し、大会専用 E-mail にてファイルを添付し送信して下さい。
3)機関誌抄録原稿
発表者は抄録原稿を抄録要領・作成見本（別紙）に従い作成し、大会当日に持参して大会受付に提出して下さい。
大会終了後の原稿受付けは致しません。
また、予備として学会事務局（竹下）に 9 月 9 日（金）までにメール添付で送って下さい。
学会事務局
〒891-2393 鹿児島県鹿屋市白水町 1 番地
鹿屋体育大学 竹下俊一（庶務担当） e-mail：kyutaijim@nifs-k.ac.jp
4)大会参加費
発表するためには、共同発表者、特別共同発表者を含めた全ての発表者が、事前に大会参加費を納入しておかな
ければなりません。筆頭演者は、平成 23 年 7 月 1 日(金)までに全員分をとりまとめ、上記「大会実行委員会の口座
に振り込んで下さい。振込み後は、振り込み明細票（Ｃ票）を大会実行委員会へ送付して下さい。
※ 特別共同発表者：本学会員以外の外国人あるいは他の分野の研究者
5)演題の訂正･取り消し及び大会号原稿に関する問い合わせ
平成 23 年 7 月 1 日(金)までに、大会専用 E-mail 又は FAX で「大会実行委員会」へお問い合わせ下さい。
6)研究発表の内容、形式等
A.一般研究発表
口頭発表もしくはポスター発表で行います。保健体育・スポーツに関する未発表の研究で完結しているものと
します。筆頭演者としての登壇は、個人研究、共同研究を問わず 1 人 1 演題に限ります。
①口頭発表（オーラル・セッション） 1 演題につき発表 12 分、質疑応答 5 分の計 17 分です。また、第 3 分科
会の発表は、1 演題につき発表 15 分、質疑応答 10 分の計 25 分になります。
②ポスター発表（ポスター・セッション）
1 演題につきヨコ 0.9ｍ×タテ 1.8ｍのスペースを用意します。午前中に指定された場所に掲示して下さい（掲
示用のピン等は主催者で準備します）。14：00 からの発表時間に各演者 3 分程度のプレゼンテーションを実施
します。その後質疑応答など対応をお願いいたします。
B.スチューデント･セッション（発表を希望される方は、5 月 31 日（火）までにＢ票で申し込みをして下さい）
大学院生による企画で、ミニ･シンポジウム形式で行います。
C .シンポジウム・セッション等
①学会企画記念講演
大会企画委員会が、テーマを決定して行う第 60 回大会記念講演です。テーマは、「琉球の武道・舞踊と文
化」です。
②シンポジウム
大会企画委員会が、テーマを設定し行うシンポジウムです。
③専門分科会シンポジウム
各専門分科会がテーマを設定して行うシンポジウムです。シンポジストは各専門分科会が選出します。
④研究推進委員会企画セッション
2010 年度に本学会の助成対象となった方に、研究経過報告および成果を発表して頂きます
7)発表資料、使用可能な視聴覚機器
発表資料を用意する方は、50 部用意して下さい。視聴覚機器は、パソコン・VTRと接続したプロジェクターを
原則とします。パソコンのOSはウィンドウズXP、発表ソフトはパワーポイント 2003とします(バージョンが新し
い場合は 2003 へ変換して発表して下さい)。また、発表用ファイルはCDかUSBメモリーでご持参下さい。なお、
不明な点は大会実行委員会へお問い合わせいただくとともに、詳しい手続きは大会前に発送される大会号をご覧
下さい。

8．記念祝賀会
第 60 回大会を記念し、学会会員相互の情報交換と交流を深めるための記念祝賀会を開催いたします。会員皆様の
多数の参加をお願いします。
1) 会場 ホテルゆがふいん
2) 会費 会員 5,000 円 学生会員 4,000 円 (参加費と同時に振り込んで下さい。大会当日の支払いでも可)
3) 申込みは、ＡおよびＣ票でお願いいたします。
9．宿泊および昼食について
宿泊については、各自で旅行会社又はインターネット等から申込んで下さい。名護市内にはビジネスホテル、市
内周辺にはリゾートホテルが多数あります。また、那覇市内からは高速道路利用で 60 分程度かかりますので、名護
市内又は名護市周辺にご宿泊されることをお勧めいたします。尚、大会当日は、昼食の弁当を販売しますので、Ａ
票により事前に予約をして下さい(会場周辺には、レストラン等がございませんので、くれぐれもご注意下さい)。
10.

駐車場について
名桜大学までは、公共交通機関でのご来場ができません。本学までは、各自でレンターカー等をご利用になり、
ご来場いただきますようお願いいたします。

11．締め切り一覧
・大会参加・研究発表申込書(Ａ票)
・各ｾｯｼｮﾝ申込み（Ｂ票）・採択通知書(Ｄ票)
・大会号要旨原稿 ・振込明細票（Ｃ票）
・演題訂正･取り消し
・大会参加費（発表者）
※筆頭演者が共同研究者、特別共同研究者の
参加費をとりまとめて振り込み
・機関誌抄録原稿

平成 23 年 5 月 31 日(火) 必着(大会実行委員会へﾒｰﾙ or 郵送)
平成 23 年 7 月 1 日(金) 必着(大会実行委員会へメール)

平成 23 年 7 月 1 日(金) 必着(大会実行委員会口座へ)
大

会

当

日

持参(学会事務局へ提出)

大会実行委員会
〒905-8585 沖縄県名護市字為又 1220-1
公立大学法人 名桜大学 九州体育・スポーツ学会 第 60 回記念大会実行委員会
TEL 00980-51-1100 FAX 0980-52-4640
大会実行副委員長：高瀬 幸一：0980-51-1082

