日本幼児体育学会第 16 回大会のご案内【第１報】
日本幼児体育学会第 16 回大会は、2020 年８月 22 日(土)・23 日（日）に、宮城県にて開催するこ
ととなりました。本学会の第 16 回大会を開催し、皆様をお迎えできますことを、大変うれしく思っ
ております。
学会大会 会場：仙台大学 (８月 22 日（土）
・23 日（日））
懇 親 会 会 場：仙台大学食堂「なちゅれ」（８月 22 日（土）18:00～20:00）
大会のテーマは「運動あそびを通して、すべての子どもに幸せを届けよう！」とし、幼児体育に関
する基調講演や特別講演、シンポジウム、講話、研究発表、ポスター発表を行います。
つきましては、会員の皆様方から、ご協力を賜ると同時に、研究成果のご発表や話題提供を楽しみ
にしております。本大会では、より多くの幼児体育研究者および幼児体育指導者、保育・教育関係者
の方々にご参加いただき、より有益な教育・研究の情報交換と親睦の場の提供を心がけたいと考えて
おります。是非とも、お誘い合わせのうえ、ご参加くださいますよう、心よりお願い申し上げます。
皆さまのご発表とご参加を、大会実行委員一同、心よりお待ちしております。
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Ⅰ．大会テーマ ：
『運動あそびを通して、すべての子どもに幸せを届けよう！』
Ⅱ．開催日程：2020 年８月 22 日（土）午前 10 時～
23 日（日）午後４時 30 分
【主なプログラム】
基調講演
特別講演
講話 １・２・３・４
研究発表 口頭発表・ポスター発表
シンポジウム：東日本大震災からの子ども支援「東北発信」

※８月 21 日（金）17:00～ 各委員会（理事長：永井伸人）
企画委員長：髙島 勝
編集委員長：浅川和美
資格認定委員長：池谷仁志
広報委員長：岡みゆき
推薦・表彰委員長：鵜飼真理子
18:00～ 理事会（理事長：永井伸人、副理事長：越智正篤）
Ⅲ．会 場

仙台大学 〒989-1693 宮城県柴田町船岡南２町目２－１８

Ⅳ．大会参加申込について
１）大会参加費（いずれも、大会抄録集１冊の代金を含みます）
事前申込 ：会員・一般 3,000 円，大学院生・学生 2,000 円
当日参加費：会員・一般 4,000 円，大学院生・学生 3,000 円
２）申し込み方法および期日
※『日本幼児体育学会第 16 回大会申込書』に必要事項をご記入のうえ、
郵便か、FAX、E-mail 添付にて、大会事務局までお申し込みください。
※要項・申込書は､学会ＨＰにも掲載しますので、ご利用ください。
⑴ 研究発表者の参加申し込みは、2020 年７月６日（月）必着とします。
⑵ 参加予約のみの申し込みは、2020 年８月７日（金）までとします。
＊ 必要経費の振り込みは、８月７日（金）までにお願いいたします。
Ⅴ．研究発表(個人または共同研究)
１）発表要領
（１）口頭発表 発表時間：１題につき 14 分（発表時間 10 分、質疑応答時間４ 分の予定）
※演題数により、時間を変更することもあります。ご了承ください。
※使用機材：パソコンの OS は Windows ７
アプリケーションは Microsoft office PowerPoint 2010 の予定です。
※発表用ファイル：事前に、データファイル、および、保存する USB メモリのウィルス
チェックを済ませ、ご持参ください。
（２）ポスター発表
※作成ポスターについて ポスターは幅 80 ㎝、高さ 140 ㎝以内で作成してください。
※ポスター発表会場(Ｂ棟２階フロア)のパネルに演題番号を掲示しておりますので、該当パ
ネルにポスターを掲示してください。
※ポスター貼り付け時間は 22 日 10 時より可能です。なお、貼り付けはマグネット式（こち
らで 6 個 1 セットご用意しております）
。
※ポスター発表時間（23 日 10:15～11:15）には、ご自身のポスターの前に立ち、質疑応答
をお願いいたします。
２）発表者の条件（共同研究の連名者も共通）
（１）2020 年度学会年会費（本学会は１月～12 月までですので､ご注意ください）､および、
第 16 回大会参加費を７月６日（月）までに納入していること。
※一度納入された大会参加費の返金はできませんので、ご了承ください。
（２）共同研究（連名）者は、原則として発表に参加できる方とします。
３）発表抄録原稿について（口頭発表、ポスター発表の抄録原稿書式例）
・タイトル（第１行目～２行目）
、発表者氏名および所属（第３行目～４行目）、本文（第６行目
から）の順に、２段組で作成してください。
・用紙サイズはＡ４版を使用し、２枚以内で作成してください。
・余白は、上 20mm、下 20mm、左 20mm、右 20mm に設定し、図表、写真は、鮮明なものを使用して
ください。カラー写真であっても、印刷のでき上がりは白黒になります。
・講演やシンポジウムの発表要旨の形式も同じです。ページ数はお任せしますが、抄録編集の都
合により、ご相談させていただくことがあります。ご了承ください。
・原稿締め切りは、2020 年７月６日（月）必着とし、大会事務局へ、郵送または E-ｍail（ワー
ド原稿と PDF 原稿の両方を添えてください）にてお送りください。締め切りを過ぎたものは、
受付いたしませんので、締め切り厳守でお願いいたします。

４）大会事務局
仙台大学 金賢植研究室 〒989-1693 宮城県柴田町船岡南２町目２－１８
TEL＆FAX：０２２４－５５－１５９２
e-mail : hs-kim@sendai-u.ac.jp
※発表抄録原稿送付の際には、必ず件名に口頭発表、ポスター発表のいずれかを入れて下さい。
Ⅵ．その他
１）懇親会について
８月 22 日（土）の 18:00～20:00 まで、仙台大学食堂「なちゅれ」にて懇親会を予定しており
ます。幼児体育にご関心のある皆様と情報交換ならびに親睦を深めたいと思いますので、是
非、ご参加ください。お待ちしております。
※会費：事前申込 一人 4,000 円／当日参加 一人 4,500 円
２）昼食について：各自でご用意ください。
３）宿泊について：各自で手配をお願いいたします。
４）駐車場について：大学内・外に 30 台の駐車場（無料）がございます。ご利用ください。
Ⅶ．必要経費納入について
１）振込先口座：七十七銀行(0125) 支店名 船岡支店（803）普通口座 5025484
日本幼児体育学会 学会大会 大会長 原田健次
※学会年会費とは別口座ですので、ご注意ください。
２） 振込期日 ：研究発表者・共同研究者 2020 年７月６日（月）
参加のみ 2020 年８月７日（金）
※事務処理のため、できるだけ、８月７日（金）以降の振り込みはご遠慮ください。
振り込みができなかった方は、当日ご持参ください。
Ⅷ．会場へのアクセス

日本幼児体育学会第 16 回大会プログラム
2020 年 8 月 22 日・23 日

於）仙台大学 キャンパス B 棟
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15:30

休憩・移動

16:30

閉会式

15:45

研究発表Ⅱ
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懇親会

＊演題数により、予定を変更する場合があります。

終了

