日本レジャー・レクリエーション学会

第 46 回学会大会開催要項(第３報)

大会テーマ「子どものレクリエーション」
主催：日本レジャー・レクリエーション学会
主管：日本レジャー・レクリエーション学会第 46 回学会大会実行委員会
後援：所沢市、所沢市教育委員会
大会長

鈴木秀雄

実行委員長

前橋

明（早稲田大学）

期日：平成 28 年 11 月 25 日(金)、26 日（土）、27 日（日）
所沢キャンパス 101 号館

会場：早稲田大学
〒359-1192

埼玉県所沢市三ケ島 2－579－15
人間科学学術院

〔西武池袋線

前橋

明

研究室（101 号館 335 研究室）内

小手指（こてさし）駅下車、早稲田大学スクールバス約 15 分〕

主な日程：
第１日目

11 月 25 日（金）地域研究

第２日目

11 月 26 日（土）理事会、基調講演、特別講演、講話、シンポジウム、懇親会

第３日目

11 月 27 日（日）研究発表、ワークショップ、総会、閉会式

大会参加者へのご案内
第１日目

地域研究

11 月 25 日（金)

「所沢航空発祥記念館」の見学

集合場所

西武新宿線

航空公園駅

YS－11 型機前に 14:00 集合、14:05 出発

「所沢航空発祥記念館」の見学、日本庭園・茶室「彩翔亭（さいしょうてい）」
14:00～17:00（２～３時間の予定）
日本の航空発祥の地「所沢航空記念公園」入園

時計塔 航空発祥記念館(入館)

茶室「彩翔亭」(お茶会)→YS-11 型旅客機前に戻り解散
費用：1,500 円程度(入館料、お茶代を含む。当日ご持参ください。)
雨天決行
第２日目

基調講演・特別講演・講話・シンポジウム・懇親会

11 月 26 日（土）受付場所
受付時間
第３日目

早稲田大学所沢キャンパス

101 号館２階正面入り口

11:00～

研究発表・ワークショップ・総会・閉会式

11 月 27 日（日）受付場所
受付時間

早稲田大学所沢キャンパス
９:00～

101 号館２階正面入り口

大会プログラム
第１日目
11 月 25 日（金） 地域研究：
14:00～17:00

航空発祥の地

所沢航空公園・航空発祥記念館
担当者：吉田恒三・菊池ありす
（早稲田大学人間科学部 前橋研究室４年）

第２日目
11 月 26 日（土） 理事会、基調講演、特別講演、シンポジウム、懇親会
11:00〜12:00

理事会（101 号館３階 332 教室）

11:00〜

受付（101 号館２階正面入り口）・クローク（101 号館２階 204 教室）

13:00〜13:20

開会式（101 号館１階 107 教室）
総合司会：泉

秀生（東京未来大学）

五味葉子（早稲田大学大学院 前橋研究室）
①大会長挨拶

鈴木秀雄氏（日本レジャー・レクリエーション学会会長・関東学院大学名誉教授・学術博士）

②実行委員長挨拶・プログラム説明

前橋

明氏（早稲田大学教授・医学博士）

101 号館１階 107 教室
13:20〜14:00

基調講演（40 分間）

「レクリエーションの本質」
鈴木秀雄氏（日本レジャー・レクリエーション学会会長・学術博士）
14:10〜15:00

特別講演（50 分間）

「子どものスポーツ・レクリエーション（仮）」
根本

忠氏（新潟県

片貝医院院長・医学博士）

プロフィール
昭和 37 年

岐阜県岐阜市にて出生、昭和 62 年

院内科学教室助手、平成 16 年

片貝医院院長

東京慈恵会医科大学卒業、平成元年

同大附属青戸病

現在に至る

新潟県体操協会副会長・国体選手団帯同ドクター、小千谷市総合型地域スポーツクラブ理事（プログラ
ム監修）、小千谷市片貝小中学校
15:10〜15:40

講話（30 分間）

学校保健委員（小学校医）

「園庭遊具の創造―恐竜遊具と子どもたち―」
吉田
15:50〜17:50

薫氏（株式会社ジャクエツ環境事業 取締役）

シンポジウム（2 時間）

「子どもがいきいきするレクリエーション」
シンポジスト
①菅原成臣 氏（YMCA

高尾の森わくわくビレッジ

プログラムマネージャー)

「子どものレクリエーション―野外活動の魅力―」
②尾木文治郎 氏（高知県大川村立大川小中学校

校長）

「早寝・早起き・朝ごはん運動の立ち上げとレクリエーションの必要性」
③松坂仁美 氏（岡山県

美作大学

教授）

「親子レクリエーションのための運動あそび」
④吉村眞由美 氏（早稲田大学人間総合研究センター

研究員・学術博士）

「子どものレクリエーションのための靴教育（シューエデュケーション）」
コーディネーター

18:10〜20:10

坂口正治 氏（日本レジャー・レクリエーション学会副会長・東洋大学教授）

懇親会

参加費：¥3,500

会場：100 号館３階

早稲田大学 生協食堂
第３日目

11 月 27 日（日）研究発表、総会、閉会式
総合司会：藤田倫子（公益財団法人ライフスポーツ財団）
廣瀬
9:00〜

団（ＪＰホールディングス）

受付(101 号館２階正面入り口)・クローク(101 号館２階 204 教室)

9:30〜11:10

口頭発表

A 会場：101 号館２階

206 教室

座長：

B 会場：101 号館２階

207 教室

座長：

C 会場：101 号館２階

208 教室

座長：

D 会場：101 号館２階

209 教室

座長：

9:00〜9:30

ポスター掲示準備（101 号館 205 教室）

9:30〜11:10
11:20～11:50

ポスター発表・質疑応答

ワークショップ （各 30 分，101 号館２階 教室は下記参照）

A．「生活リズムづくりのための運動とレクリエーション」
石井浩子（101 号館２階 206 教室）

京都ノートルダム女子大学准教授

B.「初めての独楽 ―指導者向け独楽回し入門―」
全日本独楽回しの会副会長

谷

伸行（101 号館２階 207 教室）

C.「子どものレクリエーション―紙ヒコーキ―」
片貝病院院長・医学博士

根本

忠（101 号館２階 208 教室）

D.「レクリエーション活動時のケガ対応」
山梨大学大学院教授・博士（医科学）

浅川和美（101 号館２階 209 教室）

E.「キッズヨガの体験（実技）」
ミナクシみよこ（101 号館１階 106 教室）

日本キッズヨガ協会代表

Ｆ.「３世代ニュースポーツ ―クッブ（KUBB）―」
国際基督教大学課程上級准教授

高橋

伸（101 号館東側 学生芝生スペース）

11:50〜12:50

昼休み・昼食（101 号館１階 ラウンジ）

12:50〜13:30

総

13:30〜15:00

口頭発表

会（101 号館１階 107 教室）

A 会場：101 号館２階

206 教室

座長：

B 会場：101 号館２階

207 教室

座長：

C 会場：101 号館２階

208 教室

座長：

D 会場：101 号館２階

209 教室

座長：

15:10〜15:30

閉会式（101 号館１階 107 教室）

「研究奨励賞−ポスター発表部門−」表彰を含む
大会参加費
大会参加費

正会員・非会員

￥4,000

懇親会費

￥3,500

◎合計額を 11 月 21 日（月）までに下記に振り込んでください。
ゆうちょ銀行
店名

〇三八（読み

店番

０３８

ゼロサンハチ）

預金種目：普通
口座番号：４８５２１２０
口座名義：日本レジャー・レクリエーション学会（代表

前橋

明）

参加申込・発表申込について
日本レジャー・レクリエーション学会

第 46 回学会大会 in 早稲田大学の参加申込・研究発表申込なら

びに抄録原稿投稿は、すべてインターネット登録サイト（日本レジャー・レクリエーション学会ホームペ
ージ内）にてお願いします。
筆頭発表者（申込者）が非学会員である場合は、同時に学会への入会の手続きを行うこと。なお、連記
される正会員は、
「年会費が全納済」であることを条件とする。該当年会費が未払いの正会員は、支払い手
続きを完了しておく。

研究発表抄録投稿について
〜 口頭発表 〜
・ 第 46 回学会大会における口頭発表の抄録原稿の作成にあたり、下記の要領に従い、抄録原稿を作成
してください。
・ 口頭発表の申込と抄録原稿の提出期限は、ともに 平成 28 年 10 月３日（月）必着 とし、口頭発表申
込と抄録原稿は、研究発表申込フォームから、抄録原稿添付でお申し込みください。
・ 口頭発表抄録原稿作成要項ダウンロードは、インターネット登録サイト（日本レジャー・レクリエー
ション学会ホームページ内）にてお願いします。

＝＝

記

＝＝

１．演題タイトルは、原稿第 1 行目と第 2 行目を用いる。副題（任意）は、改行して表記する。なお、
演題タイトルは、本文より大きなフォントサイズ、または、倍角文字を用いる。
２．発表者は、第 3 行目以降に氏名を表記し、 氏名 〔所属先名〕 のように表記する。
３．共同研究の場合は、筆頭発表者の氏名の前に○印を付け、最初に表記する。
４．共同研究者名は、必要に応じ、同じ行、あるいは、それぞれ改行するかはどちらでもよい。
５．キーワード（５語以内）を、本文の前に表記する。
６．本文は、氏名(あるいはキーワード)より 1 行あけてから書き始める。
７．原稿用紙 1 頁の文字数は、40 字×40 行の 1600 文字を目安とする。
８．提出原稿は、Ａ４用紙で 2 頁または 4 頁のいずれかの偶数頁とする（図表を含む）。
９．抄録原稿の言語は、日本語表記を原則とし、フォントは「ＭＳ明朝体」とする。抄録原稿内における
外国語表記、数字、記号のフォントは、発表者の任意とする。
10．本文のフォントサイズは 10.5〜11 ポイントとする。
11．ヘッダー、フッターへの挿入はしない。
12．余白設定は、上：35mm、下：25mm、左：20mm、右：20mm とする。

〜 ポスター発表 〜
・ 第 46 回学会大会におけるポスター発表の抄録原稿の作成にあたり、下記の要領に従い、抄録原稿を
作成してください。
・ ポスター発表の申込と抄録原稿の提出期限は、ともに 平成 28 年 10 月３日（月）必着 とし、ポスタ
ー発表申込と抄録原稿は、研究発表申込フォームから、抄録原稿添付でお申し込みください。
・ ポスター発表抄録原稿作成要項ダウンロードは、インターネット登録サイト（日本レジャー・レクリ
エーション学会ホームページ内）にてお願いします。
・ ポスター発表の掲示範囲は、171cm×81cm です。

＝＝

記

＝＝

１．演題タイトルは、原稿第 1 行目と第 2 行目を用いる。副題（任意）は、改行して表記する。なお、
演題タイトルは、本文より大きなフォントサイズ、または、倍角文字を用いること。
２．発表者は、第 3 行目以降に氏名を表記し、氏名〔所属先名〕のように表記する。
３．共同研究においては、筆頭発表者（申込者）氏名の前に○印を付記のこと。
４．共同研究において、筆頭発表者（申込者）以降の氏名表記の順番は、任意とする。
５．共同研究者名は、必要に応じ、同じ行、あるいは、それぞれ改行するかはどちらでもよい。
６．キーワードがあれば、本文の前に表記する。
７．本文は、氏名（あるいはキーワード）より１行あけてから書き始める。
８．提出する抄録原稿は、Ａ４用紙 1 頁である。文字数は、40 字×13 行の 520 文字を目安とする。
９．抄録原稿の言語は、日本語表記を原則とし、フォントは明朝体とする。抄録原稿内における外国語表
記、数字、記号のフォントは、発表者の任意とする。
10．本文のフォントサイズは、10.5～11 ポイントのこと。
11．ヘッダー、フッターへの挿入はしないこと。
12．余白設定は、上：35mm、下：25mm、左：20mm、右：20mm とする。

発表申込および抄録提出先、問合せ先
〒359-1192

埼玉県所沢市三ケ島 2－579－15
早稲田大学 人間科学学術院

前橋

明 研究室内

日本レジャー・レクリエーション学会 第 46 回学会大会事務局
TEL・FAX

04-2947-6902

研究（口頭）発表へのお願いとお知らせ
１．口頭発表者へのお知らせ
（１）未払い諸費用（年会費、参加費など）のある方は、会場受付時に支払手続き（全納）を済ませ
てください。
（２）配布資料や補足資料のある方は、演題番号（例：Ａ－１）、演題、演者氏名（筆頭）を記載し
た資料を 50 部ご用意の上、発表予定の教室のスタッフに渡してください。
（３）発表時間は１演題につき 15 分です（13 分経過時に１回のベル、15 分経過時に２回のベル）。
その後、５分間の質疑応答を行い、20 分経過時に３回のベルで終了です。
（４）発表に使用できる教材については、PC（Windows、power point）、ＤＶＤ、ビデオ、ＣＤ、カ
セットとなっています。
２．座長へのお願いとお知らせ
（１）受付は、開始 30 分前までに済ませてください。
（２）時間（発表時間、質疑応答時間）を厳守して、進行するようにお願いします。
（３）各発表後、速やかに質疑応答に入り、発表ごとに完結してください。
３．質問者へのお願い
（１）挙手をし、座長の指示を待って所属と氏名を告げ、質問をしてください。
（２）質問は、演者、座長、会場の聴講者に努めてわかりやすいように発言してください。

研究（ポスター）発表へのお願いとお知らせ
１．ポスター研究発表者へのお知らせ
（１）未払い諸費用（年会費、参加費など）のある方は、会場受付時に支払手続き（全納）を済ませ
てください。
（２）ポスターは、11 月 27 日（日）の 9:00～9:30 の間に掲示準備をお願いします。
（３）掲示するボードは、演題番号の貼付により指定します。
（４）ポスターサイズには、規定はありませんので、ボード範囲内に自由に掲示してください。
（５）掲示に使用する用具は、会場にて用意します。
（６）発表と質疑応答は、9:30～11:10 までです。時間内は、ポスターの前で待機をお願いします。
（７）ポスター発表終了は、11:10 です。14:00 までに掲示物の撤去を、お願いします。
２．研究奨励賞―ポスター発表部門―について
（１）学会賞研究奨励賞に「ポスター発表部門」が設けられています。同日開催される閉会式におい
て、優秀ポスターへの表彰（会長賞と理事長賞）を行います。
（２）「研究奨励賞―ポスター発表部門―」選考の該当資格は、筆頭著者が学生（大学院生、大学生、
短期大学生、専門学校生など）であることとなっています。

会場案内・アクセス
会場案内：早稲田大学
西武池袋線

所沢キャンパス 101 号館
小手指（こてさし）駅下車、早稲田大学スクールバス約 15 分

アクセス・大学構内の地図

第 46 回学会大会事務局：早稲田大学
〒359-1192

所沢キャンパス
埼玉県所沢市三ケ島 2－579－15

早稲田大学人間科学部

前橋

明研究室内

実行委員長

前橋

明

昼食のご案内
11 月 26 日（土）

早稲田大学生協食堂（100 号館３階）

11 月 27 日（日） 学内の食堂は休業（※ 近隣にコンビニはありません。各自、ご準備お願いします）

その他
キャンパス内の、建物内は禁煙です。指定の喫煙所のみ喫煙可。

日本レジャー・レクリエーション学会
第 46 回学会大会

実行委員会

実行委員長

前橋

明

［ 早稲田大学 ］

副実行委員長

永井

伸人

［ 國學院高等学校 ］

事務局長

吉村

眞由美

［ 早稲田大学人間総合研究センター ］

大会幹事

泉

実行委員

小石

浩一

［ 早稲田大学大学院 ］

五味

葉子

［ 早稲田大学大学院 ］

照屋

真紀

［ 早稲田大学大学院 ］

吉田

恒三

［ 早稲田大学前橋研究室 ］

佐藤

明日香

［ 早稲田大学前橋研究室 ］

廣中

栄雄

［ 曽野幼稚園 ］

吉田

薫

［ 株式会社ジャクエツ ］

藤田

倫子

［ 公益財団法人ライフスポーツ財団 ］

廣瀬

団

［ ＪＰホールディングス ］

金

秀生

佐野

賢植

李

祥平
昭娜

［ 東京未来大学 ］

［ 早稲田大学人間総合研究センター・仙台大学 ］
［ 早稲田大学人間総合研究センター ］
［ 早稲田大学大学院 ］

松坂

仁美

［ 早稲田大学大学院・美作大学 ］

高橋
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第 46 回大会

実行委員会日程

（場所：早稲田大学所沢キャンパス

101 号館

301 教室

予定）

第1回

4 月 14 日（木）19：00～（原案作成・終了）

第2回

5 月 11 日（水）19：00～（広報・拡大委員会召集・広告募集・プログラムづくり・打合わ
せ・終了）

第3回

6 月 8 日（水）

19：00～（原案の読み合わせ・確認・終了）

第4回

7 月 20 日（水） 19：00～（原案の読み合わせ・確認・企画話合い・終了）

第5回

8 月 24 日（水） 19：00～（予定：実行委員の役割決め）

第6回

9 月 28 日（水） 19：00～

第7回

10 月 12 日（水）19：00～

第8回

11 月 9 日（水） 19：00～

第9回

11 月 23 日（水）19：00～（予備日）

