開催要項

第 46 回

日本障がい者体育・スポーツ研究発表会
障がいのある人の体育・スポーツ研究会

1.

目

的

障がい者スポーツ指導に関する実践力向上をめざす

2.

主

催

日本障がい者体育・スポーツ研究会

3.

協

力

近畿ブロック障がい者スポーツ指導者協議会、大阪市長居・舞洲障がい者スポーツセンター

４．後

援（公財）日本パラスポーツ協会、
（社福）大阪市障害者福祉・スポーツ協会

（未定）
５．会

場

大阪市長居障がい者スポーツセンター

〒546‐0034

６．日

時

令和 4 年 9 月 24 日（土）12：30～18：00

大阪市東住吉区長居公園 1-32

9 月 25 日（日） 9：30～13：00
７．内

容

８． 申込方法

別紙スケジュールをご参照ください。
参加申込用紙（HP からダウンロード）に必要事項を記入のうえ、郵送・FAX・メールで事務局まで
または QR コードからも申し込みできます。

申込 QR コード

※Web 参加の方は、２５日のみとなります。
２４日の内容は、シンポジウムのみオンデマンド視聴となり、後日 URL を送付します。
申込 URL

https://forms.gle/3YiickrmR8TSxT3A8

９． 参 加 費 本研究会員は無料、非会員は 500 円。（入会は当日でも可、年会費 2,000 円が必要です。）
非会員の方で、Web 参加の方は振込確認後、当日の URL を送ります。
近畿ブロック（大阪・京都・滋賀・ひょうご・奈良・和歌山）障がい者スポーツ指導者協議会会員
の方は第 46 回の参加費は必要ありません。
10. 申込期限

8 月 20 日（土）

11. 入会の手続き

入会申込用紙（ホームページからダウンロード）に必要事項を記入のうえ、郵送・FAX・メールで事

務局までお申し込みください。
（年会費 2,000 円）
12. 交 流 会 9 月 24 日（土）の発表終了後、会場近くで開催予定です。
（参加費 4,000 円程度）
13. 宿泊について 当会で用意するホテル宿泊希望の方は、事務局までメールにてご連絡ください。
宿泊先

〒558-0003 大阪府大阪市住吉区長居２丁目１３−１３ 長居パークホテル
１泊 5.500 円

会費振込先

TEL06-6608-1117

https://www.nagai-park-hotel.jp/

申し込み、問合わせ先

ゆうちょ銀行

日本障がい者体育・スポーツ研究会事務局

口座番号

〒546-0034

00930-6-317404
口座名称
日本障害者体育・スポーツ研究会

大阪市東住吉区長居公園 1-32

大阪市長居障がい者スポーツセンター内
Tel06-6697-1402
E-mail

野々村・仲本・東口

Fax06-6697-8613

jimukyoku@jshppes.org

スケジュール
■9 月２4 日（土）

12：30 受付 13：00 開会

□特別講演（13：05～14：00）
テーマ 第３期スポーツ基本計画 展望と課題
コーディネーター

増田 和茂（兵庫県障害者スポーツ協会）

講

藤田 紀昭 (日本福祉大学 スポーツ科学部長)

師

文科省「オリンピック・パラリンピック教育に関する有識者会議」委員等を歴任

□シンポジウム（14：00～15：30）
テーマ

これからのパラスポーツを考える
～これまでのパラスポーツを検証し、未来のパラスポーツを考える～

コーディネーター
シンポジスト
選手
コーチ
指導員
大学

笠本
森井
太田
藤田

大槻 洋也（至学館大学）
明里（2008 北京･2016 リオパラリンピック水泳日本代表）
貴志（日本パラ水泳連盟）
裕子（京都市障害者スポーツセンター）
紀昭（日本福祉大学 スポーツ科学部長)

□実践発表 （15:45～17:45）体育館にて
指導方法の実践発表・ワークショップ
●チャレンジド・ヨガ
一般社団法人 チャレンジド・ヨガ～視覚障がいの方のヨガ～

﨑元 宏美

●「リズムでからだを動かそう」教室報告
大阪市長居障がい者スポーツセンター 山下 靖子

□総会

（17：55～）

□交流会 （18：00～）コロナ禍の影響により変更する場合はあります。

■9 月 25 日（日）
□一般発表（9：30～13：00）
スポーツ施設における指導事例、福祉や教育の現場・地域での取り組み、医療機関からの実践報告な
ど、幅広い事例報告や調査研究などの発表を行います。

□閉会

□大阪市長居障がい者スポーツセンター

見学 （13：20～）

第 46 回 日本障がい者体育・スポーツ研究発表会
障がいのある人の体育・スポーツ研究会
発表演題募集要項
1.

日

時

令和 4 年 9 月 25 日（日）9：30～13：00

2.

発表資格

発表者は当研究会会員とします。共同研究者は非会員でも構いません。

3.

発表項目

①一般発表 1 題につき 15 分（発表時間 8 分、質疑応答 7 分）
障がい児・者の体育・スポーツに関するテーマであればどのような発表でも構いません。ただし、
他の研究会などで未発表のものとします。
②実践発表 1 題につき 50 分（発表時間２０分、実践２０分、質疑応答１０分）
障がい児・者への「日常指導」
「スポーツ教室」及び「指導者対象の指導法講習」などの内容を、
体育室等で指導場面を想定しがら実践発表もしくはワークショップ形式で行います。

4.

発表方法

一般発表については、PowerPoint や動画の使用をお勧めします。

5.

申込方法

所定の申込用紙に、必要事項を記入のうえ、郵送・ＦＡＸ・メールでお申し込みください。

6.

申込期限

7 月３１日（日）

［一般発表・実践発表の抄録作成、紀要作成について］
1.

様

式

Ａ４版

抄録は１ページ。
（図表・写真を含む）、紀要に制限はありません。

1 行目に演題を記載してください。
2 行目に副題を記載し、
「―」か「～」で囲んでください。
3 行目に演者の所属を記載し演者に○印、所属は（

）内に記載。共同研究者も同様です。

4 行目にキーワードを入れてください。
テキスト明朝１０ポイント以上、
「である」調、書式２段とします。
50 行～55 行×24～25 文字×２段余白（上下 10ｍｍ、左右 10～20ｍｍ）
2.

抄録提出期限 8 月 24 日（水）とします。事務局宛にメールにてお送りください。

3.

スケジュール 一般発表・実践発表

申込締切

令和 4 年 7 月 31 日（日）

一般発表・実践発表

抄録提出締切

令和 4 年 8 月 24 日（水）

一般発表・実践発表

研究紀要提出締切

令和 4 年 12 月 31 日（土）

研究紀要完成・送付

令和 5 年 3 月 1 日（水）

申込 QR コード

申込 URL

https://forms.gle/3YiickrmR8TSxT3A8

申し込み、問合わせ先
日本障がい者体育・スポーツ研究会事務局
〒546-0034

野々村・仲本・東口

大阪市東住吉区長居公園 1-32

Tel06-6697-1402

Fax06-6697-8613

大阪市長居障がい者スポーツセンター内
E-mail

jimukyoku@jshppes.org

