JSLS

日本生涯スポーツ学会

日本生涯スポーツ学会第 24 回大会 開催要項（対面開催）
【期日】：2022 年 10 月 29 日（土）〜10 月 30 日（日）
【場所】：愛知東邦大学 名古屋市名東区平和が丘 3-11
【主催】：日本生涯スポーツ学会
【主管】：日本生涯スポーツ学会第 24 回大会実行委員会
【大会テーマ】：2026 アジア大会を見据えた愛知県のスポーツ振興 〜スポーツイベントが結ぶ地域にお
ける多様な人々〜
〈大会日程〉
10 月 29 日（土）
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10 月 30 日（日）

開会式（30 分）
基調講演（50 分）

パネルディスカッション（100 分）

口頭発表１ A・B（90 分）
口頭発表 4 A・B（90 分）
昼食（ランチ懇談会）

閉会式（30 分）

総会（40 分）
口頭発表２ 若手研究発表（90 分）
※時間・内容は、発表演題数等によ
口頭発表 3 A・B（90 分）

り変更される場合があります。

ポスター発表 質疑（50 分）
イブニングセッション
終了

【学会大会 HP について】
学会大会 HP は、https://2022-jsls-conference.jimdosite.com/です。
内容は随時更新していきます。
【各プログラム概要】
１．基調講演
テーマ：Sport, Health and Happiness in the Context of Asian Games
演者：Dr. Huimei Liu（Zhejiang University）
司会：伊藤央二（中京大学）
２．パネルディスカッション
テーマ：2026 アジア大会を見据えた愛知県のスポーツ振興
〜スポーツイベントが結ぶ地域における多様な人々〜
パネリスト：兒玉友(日本福祉大学)、佐藤剛史（名古屋グランパスエイト）、山肥田徳文（愛知県スポー
ツ局スポーツ振興課）、來田享子(中京大学)
指定討論者：杉山直樹（愛知県スポーツ局アジア・アジアパラ競技大会推進課）
モデレーター：井澤悠樹（東海学園大学）
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３．一般発表
（1） 口頭発表
パワーポイント（Windows 版、Mac 版は互換性を確認）を用いた発表をしてください。
発表時間 10 分、質疑応答 5 分となります。（発表演題数によって最終決定します）
詳細は、改めて大会 HP 等でお知らせいたします。
（2） ポスター発表
ポスターは、幅約 90cm×縦約 120cm 以内で作成し、ポスター発表セッション開始前に掲示してくださ
い。発表時間は、各演題 3 分となります。
詳細は、改めて大会 HP 等でお知らせいたします。
４．ランチ懇談会
各自ランチを準備いただき、食堂スペースにて懇談会を実施予定です。
お弁当が必要な方は参加申し込み時にお申し込みください（追加及び当日の受付は致しません）。
５．イブニングセッション
大学院生主催によるセミナーを予定。
大会 HP 等で内容や開催方法については適宜お知らせいたします。
６．総会
詳細は、大会 HP 等でお知らせいたします。

【参加・発表申込について】
１．参加申し込みについて
第 24 回大会 HP（https://2022-jsls-conference.jimdosite.com/）のホームにある大会参加申込のリンク
からフォームにてお申し込み下さい。
早期参加申込および研究発表申込期限：8 月 31 日（水）
※申込期限までに、下記の大会参加費もお振込みください。
これ以降（8 月 31 日（水）以降）の参加申込期限（研究発表の申込はできません）：10 月 14 日（金）
２．口頭発表（一般、若手）・ポスター発表の研究発表申込について
参加申込の際には、希望する発表区分をお知らせください。
発表者は、大会 HP（https://2022-jsls-conference.jimdosite.com/）に示された発表抄録用紙リンクをク
リックし、発表抄録用紙をダウンロード、記入・作成の上、PDF ファイル及び Word ファイルの両方を下
記メールアドレスへファイル添付にて提出してください。
口頭発表（若手）の発表抄録は事前審査を行いますので２ページ以内、それ以外の発表抄録は１ペー
ジで作成してください。なお、発表抄録は、結果までを明記したものに限り受理します。また、下記の
【その他】にある筆頭者や共同研究者の要件を確認して申込願います。
研究発表抄録提出期限：9 月 16 日（金）
抄録提出先メールアドレス： 24th_jsls@edu.aichi-toho.ac.jp
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【大会参加費】
参加申込後、下記の金額を振込んでください。
個人会員（一般）
早期申込・振込 5,000 円（8 月 31 日まで），それ以降の申込・振込
個人会員（院生）
早期申込・振込 5,000 円（8 月 31 日まで），それ以降の申込・振込
学部生（会員/非会員）
早期申込・振込 2,000 円（8 月 31 日まで），それ以降の申込・振込
非会員（一般/院生）
早期申込・振込 6,000 円（8 月 31 日まで），それ以降の申込・振込

7,000 円
7,000 円
3,000 円
8,000 円

【大会参加費の振込先】
銀行名
名古屋銀行（金融機関コード：0543）
支店名
一社支店（店番：140）
預金種目
普通
口座番号
5005643
口座名
ﾆﾎﾝｼｮｳｶﾞｲｽﾎﾟｰﾂｶﾞｯｶｲﾀﾞｲ 24 ｶｲﾀｲｶｲ ﾀｲｶｲｼﾞｯｺｳｲｲﾝｶｲｹｲﾀﾝﾄｳ ｽｷﾞﾀﾆ ﾏｻﾂｸﾞ
日本生涯スポーツ学会第 24 回大会 大会実行委員会計担当 杉谷 正次
※本年度は名古屋銀行で口座を開設しています（昨年度及び学会費の口座とは異なります）
【若手研究発表賞について】
会則第３条に定める目的を促進するために「若手研究発表賞」を授与します。詳細は、以下の通りです。
若手個人会員の皆様、また研究室所属の大学院生にお勧めいただき、奮ってエントリーいただきますよ
うお願いいたします。
（1） 対象者：当該年度末（3 月 31 日）に 35 歳未満の者
（2） 対象発表：当該年度の学会大会における口頭発表
（3） エントリー：応募は自薦とし、参加申込時に「口頭発表（若手）」を選択してください。
（4） 受賞者の決定：研究企画委員会によって選出された「若手研究発表賞選考委員会」の審査によっ
て決定します。なお、賞は発表者のみに授与します。
（5） 表彰：選考委員長が選考経過および選考理由を学会期間中に報告し表彰します。
（6） 副賞：3 万円
【ポスター発表賞について】
学部学生および大学院生によるポスター発表を促進するためにポスター発表賞を授与します。
詳細は下記の通りです。奮ってエントリーいただきますようお願いいたします。
（1） 部門および対象者
学部生部門: 単独・共同に関わらずポスター発表を行う学部学生および共同研究者
大学院生部門: ポスター発表を行う大学院生（筆頭者）および共同研究者
（2） エントリーと審査
ポスター発表にエントリーされた発表のうち、両部門に該当するすべての発表を審査対象としま
す。ただし、単独・共同発表に関わらずエントリーは 1 編のみです。なお、共同研究者として複数
の発表に名前が記載されることは妨げません。
（3） 表彰および副賞
両部門のそれぞれに「最優秀」、「優秀」を授与します。賞状には対象者全員の名前およびタイト
ルが明記されます。「最優秀」には１万円程度、「優秀」には 5 千円程度の副賞を授与します。
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【その他】
（1） 日本生涯スポーツ学会の年会費が未納の方（筆頭者）は発表できません。
発表申込をされる方は、下記の振込先に事前に年会費の納入をお願いします。
ただし、学部生は大会参加費のみで発表できます。
（2） 共同研究者となれるのは（抄録への氏名記載）、下記①②のいずれかに該当される方です。
①日本生涯スポーツ学会会員（年会費の未納がないこと）で、大会参加費を納めた方
②日本生涯スポーツ学会非会員で、上記大会参加費を納め方
発表申込をされる方は、共同研究者について条件をご確認ください。
（3） 学部生（非会員）が発表する場合、共同研究者に必ず個人会員（一般/院生）1 名以上が入ってくだ
さい。

【参考：日本生涯スポーツ学会年会費振込先（大会参加費とは別口座です）】
郵便振替
口座名
日本生涯スポーツ学会
記号番号 ０１７５０－９－８０５６２
ゆうちょ銀行（コード：９９００）
店番
１７９
預金種目 当座
店名
一七九店（イチナナキュウ店）
口座番号 ００８０５６２

【問い合わせ先】
日本生涯スポーツ学会第 24 回大会事務局（学会大会の問い合わせ）
〒465-8515 名古屋市名東区平和が丘 3−１１ 愛知東邦大学人間健康学部 大勝志津穂
e-mail：24th_jsls@edu.aichi-toho.ac.jp メールの件名に 【JSLS24th】 と表記
日本生涯スポーツ学会事務局（学会入会及び年会費の問い合わせ）
〒259-1292 平塚市北金目 4-1-1 東海大学体育学部生涯スポーツ学科 久保田研究室
e-mail： jp.lifelong.sport@gmail.com 担当者： 久保田 晃生
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