平成 29 年度北海道体育学会大会要項
1. 期日：

平成 29 年 12 月 9 日（土）・10 日（日）

2. 会場：

帯広畜産大学 講義棟
住所：北海道帯広市稲田町西２線１１番地 (http://www.obihiro.ac.jp/)
電話 0155-49-5628 FAX 0155-49-5630（大会担当：村田浩一郎）

3. 主催：

北海道体育学会

4. 主管：

帯広畜産大学

5. 日程

（タイムスケジュールは発表演題数により変更することがあります）

【第１日目】 １２月９日（土）
8:30～

受付

9:00～12:10

研究発表（口頭）

12:10～13:30

昼食

13:30～14:30

研究発表（ポスター）

14:40〜15:40

学会賞受賞記念講演

15:50～17:50

シンポジウム

「（仮）スポーツで地域をひとつに～コミュニティの創成と醸成」
18:30 懇親会
【第２日目】 １２月１０日（日）
8:30～

受付

9:00～11:30

研究発表（口頭発表）

11:40〜12:30

総会・若手賞授賞式

12:30

閉会

6. 参加および発表申し込み
(1) 参加を希望する会員は，本学会ホームページ（http://www.hspehss.jp/index.html）に
掲載されている参加および発表申し込み要項にしたがって「参加・発表申込用紙」をメ
ールにて，北海道体育学会事務局宛て提出してください。
(2) 発表申込の方は，発表抄録作成要領を参考に抄録原稿を作成してください。抄録原稿は，
PDF 形式に変換の上，「参加・発表申込用紙」と合わせ，北海道体育学会事務局宛てメー
ルにて提出してください。
(3) 発表抄録の著作権は本学会に帰属します。
(4) 「参加・発表申込用紙」，「発表抄録」提出先
〒068-8642 岩見沢市緑が丘 2−34-1
北海道教育大学岩見沢校

芸術・スポーツ文化学科内

北海道体育学会事務局（安部

久貴）

電話：0126-32-0344 FAX：0126-32-0344
e-mail: ambe.hisataka@i.hokkyodai.ac.jp
(5) 「若手研究者賞」
本賞は，暦年度において満 30 歳未満の会員を対象とし，同賞審査委員会が口頭発表（抄
録を含む）を基に審査し，授与します（共同研究の場合は，筆頭発表者）。応募される
方は，事前登録が必要ですので，申込用紙に必ずご記入ください。なお，本賞の規程に
より過年度受賞者は応募資格がありません。

(6) 「参加・発表申し込み用紙」，「発表抄録」の締め切り日
平成２９年 １０ 月 １３ 日（

金 ）（必着）

(7) 大会プログラム，及び発表抄録集（「予稿集」）は，11 月中旬頃，会員に発送する予定
です。
7. 参加費：参加者は下記の参加費を当日受付にてお支払いください。
(1) 北海道体育学会正会員および名誉会員

2,000 円

(2) 学生会員，非会員（一般，学生とも）

1,000 円

(3) シンポジウムのみの参加者は無料です
8. その他
(1) 日程，発表スケジュール等は，発表申込数によって変更する場合があります。あらかじ
めご了承ください。
(2) 宿泊等の斡旋，紹介はいたしておりません。恐れ入りますが，各自でご準備ください。
(3) 12/9（土）の懇親会は帯広駅近郊で行う予定です。
(4) 懇親会に参加ご希望の方は，「参加・発表申し込み用紙」の懇親会出欠欄にご記入くだ
さい。会費（4,000 円程度を予定）は，大会当日，受付にて納入願います。
(5) 大会会場や発表方法等に関して不明な点がございましたら，帯広畜産大学 村田浩一郎
（0155-49-5628；murata@obihiro.ac.jp）までお問い合わせください。
(6) 会場案内
＜お車でお越しの場合＞
下図をご参照の上，入構いただきますようお願いします。

会場

駐車場
＜公共交通機関をご利用の場合＞
（１）帯広駅からバスをご利用の場合（約 30 分、410 円）
・乗り場 9 番から（1 時間当たり 2 本）
バス番号 70 番「大空団地線」に乗車、『緑陽高校前』で下車、徒歩 15 分
・乗り場 11 番から（1 日当たり 4 本）
バス番号 28 番「環状線きた廻り」に乗車、『畜産大学入口』で下車、徒歩 10 分
（２）タクシーをご利用の場合 帯広駅から約 20 分

参加・発表申込要領
1. 参加および発表の申し込み
(1) 会員は，学会ホームページより「参加・発表申込用紙」をダウンロードし，必要事項を
記入の上，北海道体育学会事務局（下記）までメール又は送付してください。なお，メ
ールの場合は，件名には必ず「北海道体育学会参加申込」と記載してください。
(2) 発表される方は，以下に記載された発表抄録作成要領を参考に抄録原稿を作成し，PDF
形式に変換の上，「参加・発表申込用紙」と合わせ，北海道体育学会事務局（下記）ま
でメールにて提出してください。件名には，「北海道体育学会参加・発表抄録」と記載
してください。
(3) 発表抄録の著作権は本学会に帰属します。
(4) 「参加・発表申込用紙」，「発表抄録」提出先
〒068-8642 岩見沢市緑が丘２−３４−１
北海道教育大学岩見沢校

電話：0126-32-0344

芸術・スポーツ文化学科内

北海道体育学会事務局（安部

久貴）

FAX：0126-32-0344

e-mail: ambe.hisataka@i.hokkyodai.ac.jp

「参加・発表申込用紙」，「発表抄録」の締め切り日
平成２９年 １０ 月

１３ 日（ 金 ）（必着）

2. 発表方法
(1) 発表資格：発表代表者は北海道体育学会会員に限ります。発表を希望される方は，
必ず ９月３０日（ 土 ）までに入会手続きを完了してください。入会申込書は，学
会ホームページからダウンロードできます。
(2) 発表形式：研究発表は口頭またはポスターで行います。希望する発表形式を選択してく
ださい。口頭発表の時間は，一演題あたり 10 分または 12 分，質疑応答 3 分を予定して
います。ポスター発表でのポスターを貼るボードの大きさは，横 90cm 縦 150cm です（画
鋲は各自でご用意ください）。演題数によって発表時間の変更や発表形式の変更があり
ますので，予めご了承願います。
(3) 視聴覚機器：口頭発表用視聴覚機器としてこちらで用意している機器は，プロジェクタ
および PC(Windows 8.1 Pro)です。これらを利用する場合、プレゼン用ソフトは
PowerPoint 2013，動画ソフトは Media Player に適合する形でご用意ください。発表用
ファイルを USB メモリーでご用意の上，会場受付の PC で動作確認を行ってください。Mac
をご利用になる方は，当日発表開始前にご確認ください。
(4) 発表資料：発表者で別途資料の配布を希望される方は，100 部作成の上，当日会場受付
に提出してください。
(5) 発表抄録：発表抄録は，プログラムと一緒に「予稿集」として事前に会員に送付します
（11 月中旬予定）。
(6) 若手研究者賞：本賞は，暦年度において満 30 歳未満の会員を対象とし，同賞審査委員会
が口頭発表（抄録を含む）を基に審査し，授与します（共同研究の場合は，筆頭発表者）。

応募される方は，事前登録が必要ですので，申込用紙に必ずご記入ください。なお，本
賞の規程により過年度受賞者は応募資格がありません。
3. 発表抄録作成要領
(1) 発表抄録原稿：一発表につき A4 版縦用紙 1 枚とします。
(2) 原稿の体裁：マージンは上 20mm，下 15mm，左 20mm，右 15mm とします。発表演題は原稿
の上から 1 行目および 2 行目に，発表者氏名・共同研究者氏名・所属（略記可）は 3 行
目および 4 行目に，キーワード（3～5 語）は 5 行目に，本文は 7 行目から二段組みでご
記載ください。発表演題の文字はゴシック体で 14 ポイント，氏名・所属，キーワード，
本文の文字は明朝体で 10 ポイントとします。発表者氏名の左側に○印をつけて下さい。
目的，方法，結果・考察などを出来るだけ具体的にご記載ください。結果が記載されて
いない等，内容に不備な点がある場合には再提出を求める場合があります。作成例とし
て，最近の「北海道体育学研究」の発表抄録をご参照ください。

（原稿イメージ）

20mm

発表演題（ゴシック体，14 ポイント，1・2 行目）
○発表者氏名（所属），共同研究者氏名（所属）（明朝体，10 ポイント，3・4 行目）
キーワード：○○○○○，××××，△△△（明朝体，10 ポイント，5 行目）

20mm

【本文】
10 ポイント，明朝体
7 行目以降
二段組み

15mm

平成 29 年度北海道体育学会大会参加・発表申込用紙

氏 名

所 属

※学生の方は以下に✔を付けてください
（☐

博士課程

☐修士課程

☐

学部

）

連絡先(E-mail)

研究発表

☐
☐
☐

若手研究者賞

☐
☐

懇親会

発表する
共同研究者
発表しない
応募する
参加する

☐

応募しない

☐

参加しない

*「参加する」で申し込みされたが，何かの事情でキャンセルをしなくてはならなく
なった場合，1 週間前までに事務局へご連絡ください。

発表演題名

共同研究者氏名（所属）

発表形式

☐
☐
☐

口頭発表
ポスター発表
どちらでも可

研究領域

※発表抄録の著作権は本学会に帰属します。

