
平成１9 年 12 月 12 日 

会員各位 

日本体育・スポーツ経営学会 

会長 八代 勉 

[公印省略] 

 

日本体育・スポーツ経営学会第３１回大会開催について（ご案内） 

 

拝啓 時下益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

さて、本学会主催による日本体育・スポーツ経営学会第３１回大会を、別紙要項のとおり、平成２０年３月

１６日(日)～１８日（火）に、大阪 YMCA（土佐堀）と大阪体育大学キャンパスにて開催致します。 

会員各位には、是非ご参加頂きますようご案内申し上げます。大会要項および大会参加申込書を同封

致します。申込書に必要事項をご記入の上、FAX、メールまたは郵送にて、１月２５日（金）までに大会事務

局へお知らせ下さいますよう、お願いいたします。 

敬具 

 

 

記 

１． 会期 平成２０年３月１６日（日）～１８日（火） 

２． 会場  ３月１６日（日）： 大阪ＹＭＣＡ（土佐堀） （http://www.osakaymca.or.jp） 

〒550-0001 大阪府大阪市西区土佐堀 1-5-6  06-6441-0895（代） 

３月１７日（月）・１８日（火）： 大阪体育大学 （http://www.ouhs.ac.jp） 

〒590-0496 大阪府泉南郡熊取町朝代台 1-1 072-453-8886（藤本研究室） 

３． 日程 ３月１６日（日）  １２：３０～ 受付 

  １３：００～１４：１５  特別講演 

１４：３０～１６：３０  シンポジウムⅠ 

  １６：４５～１７：４５  総会 

       ３月１７日（月）   ９：４０～１２：００  研究発表 

   １２：４５～１３：１５ ポスター発表 

  １３：２０～１４：５０  シンポジウムⅡ 

 １５：００～１７：２０ 研究発表 

  １８：３０～２０：００  懇親会 

       ３月１８日（火）   ８：００～ ９：００ スポーツ交流会 

 ９：４０～１２：００ 研究発表 

 

                ※ 発表申込件数などによって多少の日程変更がございますのでご了承下さい。 
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日本体育・スポーツ経営学会第３１回大会開催要項 
 

１．会期  平成２０年３月１６日（日）～１８日（火） 

 

２．会場  ３月１６日（日）： 大阪ＹＭＣＡ（土佐堀） （http://www.osakaymca.or.jp） 

〒550-0001 大阪府大阪市西区土佐堀 1-5-6 06-6441-0895（代） 

３月１７日（月）・１８日（火）： 大阪体育大学 （http://www.ouhs.ac.jp） 

〒590-0496 大阪府泉南郡熊取町朝代台 1-1 072-453-8886（藤本研究室） 

 

３．大会日程（予定） 

 

３月１６日（日）  １２：３０～ 受付 

  １３：００～１４：１５  特別講演 

１４：３０～１６：３０  シンポジウムⅠ 

  １６：４５～１７：４５  総会 

       ３月１７日（月）   ９：４０～１２：００  研究発表 

   １２：４５～１３：１５ ポスター発表 

  １３：２０～１４：５０  シンポジウムⅡ 

 １５：００～１７：２０ 研究発表 

  １８：３０～２０：００  懇親会 

       ３月１８日（火）   ８：００～ ９：００ スポーツ交流会 

   ９：４０～１２：００ 研究発表 

 

             ※ 発表申込件数などによって多少のスケジュール変更がございますのでご了承下さい。 

 

４． 大会企画 

 

1) 特別講演： 「地域効果を創造するメガ・スポーツイベントのマネジメント」 

演者： デイビッド・スタットラー氏（ノーザンコロラド大学教授） 

2) シンポジウムⅠ： 「世界陸上大阪大会の資産とその運用」 

世界陸上 2007 大阪大会は、大阪に何を残すことができたのだろうか。大阪は残された資産

を今後どのように運用していくべきだろうか。本シンポジウムは、大阪大会の関係者や有識者を

招き、これらの疑問と課題に対して、それぞれの立場から発言を求めるとともに、意見交換およ

びディスカッションする。 

3) シンポジウムⅡ：  「“競技力”を核とした地域イノベーション」 

 競技力を有するスポーツチームやクラブは、「する」「みる」「支える」のすべてに関わるスポー

ツ振興の核となり、地域住民の凝集性を高めることができる。本シンポジウムでは、競技力の高

いスポーツチームやクラブを核とした地域イノベーションについて、その現状と課題、可能性に

ついてディスカッションする。 

4) スポーツ交流会 

大阪体育大学キャンパスのスポーツ施設を利用して、スポーツ交流会を開催する。参加は、

各大学から集まる大学院生を中心に募り、スポーツ活動を通しての交流を図る。種目は１種目

または２種目を用意し、年齢や性別に関係なく楽しめるレクリエーション的なものとする。 

 

会場： 大阪 YMCA（土佐堀） 

会場： 大阪体育大学 



５． 参加申込 

 

1) 申込方法： 同封の大会参加申込書に必要事項を記入の上、FAX、メールまたは郵送にて、 

1 月 25 日（金）までに大会事務局へ送付する。 

2) 大会参加費： 正会員： 6,000 円 

臨時会員（一般）： 6,000 円 

臨時会員（学部学生・大学院生）： 2,000 円 

3) 懇親会： 会費： 5,000 円 （ただし、大学院生と学部学生は 3,000 円） 

4) 振込先： 大会参加費、懇親会費（参加者のみ）は、2 月 25 日（月）までに下記口座にお振込み下 

さい。また、大会不参加で大会号のみの送付を希望される方も、同日までに 2,000 円を 

お振込み下さい。 

  

銀行名： 三井住友銀行 佐野支店 

口座番号： １７０６３２６ 

口座名称： 日本体育スポーツ経営学会第３１回学会大会実行委員会 藤本淳也 

 

６． 研究発表の申込 

 

1) 一般研究発表 

体育・スポーツ経営に関する研究であって、研究の完結しているものに限ります。発表形式は

口頭発表、発表時間は１５分、質疑応答５分、合わせて２０分とします。 

2) ポスターセッション 

体育・スポーツ経営に関する研究であって、研究の完結しているものに限ります。ポスターは 

１７日（月）の終日掲示し、指定された時間帯はポスター発表会場にて質問等に対応して頂きま

す。なお、ポスターセッションに限り、正会員である指導教員が推薦した学士論文の発表も受け

付けます。 

3) 申し込み方法など 

 発表資格： 平成１９年度会費および大会参加費を納入済みの本会会員または臨時会員 

 申込方法： 「大会参加申込書（別紙）」に必要事項を記入の上、FAX、メールまたは郵送 

にて、１月 25 日（金）までに大会事務局へ送付して下さい。 

 大会号原稿： 研究の概要を「学会大会号原稿作成要領（別紙）」に従って作成して、 

２月 25 日（月）までに大会事務局に送付して下さい。 

 その他： 発表資料は、100 部用意し、発表の 30 分前までに受付に提出して下さい。 

発表では、パワーポイント、ビデオの使用が可能です。 

 

７． その他 

 

1) 学会大会提携ホテルがあります。別紙をご参照下さい。 

2) 大阪体育大学へのアクセスや最寄り駅からのバスの時刻などは、大阪体育大学ホームページ、  

トップページ右上の「アクセスマップ」をご参照下さい。 

 

第３１回大会事務局  
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日本体育・スポーツ経営学会第３１回大会参加申込書 
 

記入欄に必要事項を記入の上、１月２５日（金）までに第３１回大会事務局に FAX、メールまたは郵送に

てお送り下さい。 

 

第３１回大会事務局  

〒590-0496 大阪府泉南郡熊取町朝代台 1-1 大阪体育大学体育学部 藤本淳也 
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氏 名
ふ り が な

 
 

参加種別 （    ）正会員    （    ）臨時会員    （    ）臨時会員（大学院生・学部学生）

勤務先 

（所属等） 
 

連絡先 

自宅・勤務先 

(いずれかに○) 

〒 

住所 

TEL 

FAX 

E-mail 

大会参加の

有無 
（    ）参加する 

（    ）参加しない → （    ）大会号の送付を希望する 

※２月２５日（月）までに指定の口座へ大会号代金 2,000 円をお振込み下さい。

研究発表 （    ）発表する     （    ）発表しない 

  ↓ 

（    ）一般研究発表（口頭） 

（    ）一般研究発表（ポスター）      

（    ）学生論文発表（ポスター）  →  推薦会員名 

                                                    

発表テーマ： 

 

使用機器：（    ）パワーポイント   （    ）ビデオ 

懇親会 （    ）参加する     （    ）参加しない 

 



学会大会号原稿作成要領 

 

１．印  刷        メールでファイル提出された場合は大会事務局が白黒モードで印刷し、郵送で提出

された場合は元原稿を、それぞれ直接オフセット印刷します。 

２．原稿用紙 Ａ４用紙をタテ長、横二段組で使用し、原稿２枚にまとめてください。 

３．文字・余白 ワープロ印刷とする。余白は、上 25mm、下 25mm、左右ともに 20mm とします。 

ファイル提出の場合は上記書式にて Windows Microsoft Office Word で作成し

てください。 

４．演題・氏名等    ①演題は最上段の１行目または２行目を使用し、副題がある場合は行を改めてくだ

さい。 

②演題文字は、拡大文字を使用してください。 

③演者氏名と共同研究者氏名は４行目と５行目を使用し、所属機関は（  ）に入

れ、演者氏名の前に○印をつけてください。 

５．キーワード      ６行目に２～５語程度明記してください。 

６．本  文        ①１ページ目の本文は７行目から書きはじめてください。 

               ②１ページ目の本文の字数は 26 字×88 行で 2,288 字以内です。 

               ③２ページ目の本文の字数は 26 字×94 行で 2,444 字以内です。 

               ④二段組みで記入してください。 

⑤図表や写真などを使用する場合でも、必ず本文枠内に収めてください。 

７．原稿の構成   目的、方法、結果、考察、結論など、なるべく項目別にまとめ、研究として          

完結させてください。 

８．図表及び写真    図表及び写真は本文枠内に直接作成するか、白紙または薄青色の方眼紙に作成

して貼りつけてください。この場合でも必ず本文枠内に収まる大きさとしてください。

また、白黒印刷されますのでファイル提出の方は書式設定にご注意ください。 

９．提 出 形 式    大会事務局へ E メールに原稿ファイルを添付して送るか、白色Ａ4 用紙に印刷した

原稿を郵送してください。郵送の場合は原稿を折らずにお送り願います。 

１０．提出期限   平成２０年２月２５日(月) 必着 ＜＜期限をお守りください＞＞ 

 

※ 郵送する場合、下記を切り取って宛名ラベルとしてお使いください。 

 

590-0496  

大阪府泉南郡熊取町朝代台 1-1  

  大阪体育大学体育学部 藤 本 淳 也  宛 
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日本体育・スポーツ経営学会第３１回大会 提携ホテルのご案内 

 

 

＜学会大会提携ホテル＞ 

 

関空日根野ステーションホテル （http://www.kankuhineno.jp/） 

 ＪＲ阪和線日根野駅（大学最寄り駅の熊取駅の隣）徒歩１分。 

 〒598-0021 大阪府泉佐野市日根野 4066 

Tel: 072(460)1911   Fax: 072(460)1921   Mail: info@kankuhineno.jp 

 大浴場とサウナ完備（宿泊者無料）。全室 LAN と VOD 完備。 

 懇親会会場（このホテルにて懇親会を開催いたします）。 

 学会大会参加者の宿泊が１０名以上になると、ホテルが大学へ送迎バスを出します。 

 学会大会参加者特別価格。予約の際に「大阪体育大学で開催される日本体育・スポーツ経

営学会への参加者」であることをお伝えいただき、併せて価格をご確認ください。 

 シングル： 6,500 円税別朝食付（通常 9,200 円/部屋） 

 ツイン： 二人利用でひとり 5,500 円税別朝食付（通常 14,800 円/部屋） 

 トリプル（ツインのトリプル対応）： 三人利用でひとり5,000円税別朝食付（通常16,800/部屋） 

 実行委員会は、ホテルの予約や支払いなどに関する仲介は致しませんので、個人の責任で

予約と支払いをお願いいたします。 

 ホテルのご厚意により、１月２５日（金）の学会参加申し込み締め切りまでは約４０名程度が宿

泊可能な部屋数を確保しています。その後は通常通りの予約に予約を受け付けていきます

ので、早めにご予約ください。 

 詳しいホテルの情報はホテルのホームページでご確認ください。 

 

 

＜その他のホテル（特に提携はしていません）＞ 

 

カバリエ 

 ＪＲ阪和線熊取駅（大学最寄り駅）徒歩３分 

 大阪府泉南郡熊取町大久保中 1-13-13  Tel： 072-453-0303 

 4,800 円～ 税別（朝食なし） 

 大阪体育大学まで路線バスで乗り換えなし。駅前ロータリーにバス発着。 

 ホームページ無 


