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日本体育学会第70回大会開催にあたってのご挨拶 
 
日本体育学会第 70 回大会を 2019 年 9 月 10 日（火）～12 日（木）の 3 日間，慶應義塾

大学日吉キャンパスを会場として開催させていただくことになりました． 
慶應義塾大学における日本体育学会大会は，1962年（昭和37年）以来実に57年ぶり2度

目の開催となります．1858年の開学から160年を経る慶應義塾において日吉キャンパスは7
学部・3大学院研究科と高等学校を有する教育の基点であり13,000余名が学んでおります．

東急線と横浜市営地下鉄線の駅に直結する立地と創立150年を機に新装された校舎・施設

で，全国から参加される会員の皆様をお迎えできることを喜ばしく思います． 
本学会大会では，「学問とは実学，すなわちサイヤンス」をテーマとしました．慶應義塾の

創始者である福澤諭吉は「学問とは実学，すなわちサイヤンス．これすべて人間交際のた

め」と述べました．実学とは単に“社会生活に実際に役立つ学問”とされることもありますが，

福澤がいう実学はすぐに役立つ学問ではなく，「科学（サイヤンス）」を指します．つまり，実

証的に真理を解明し問題を解決していく科学的な姿勢が「実学の精神」です．さらに「人間交

際－じんかんこうさい」とはSocietyを指し，サイヤンスによって人と人とのつながり，社会の

あり方がより良くならねばならないことが意図されています． 
時が経ち現在，わが国で2019年ラグビーワールドカップ，2020年東京オリンピック・パラリ

ンピック，2021年ワールドマスターズ関西大会という世界的なスポーツイベントが連続的に

開催される運びであり，スポーツによる平和や共生の実現が世界から求められています．そ

こで，70回を重ねた日本体育学会は，築いてきた「科学（サイヤンス）」によって今こそ社会

の課題と向き合い，体育・スポーツの社会的役割を明確に示していく必要があると考えま

す．本大会は，我々が人間交際を担うサイヤンス集団として，これから何を視野に持ち，国

民や世界に何を発信すべきなのか共に考える場としたいと思います． 
つきましては，本会員および関係各位に配布いたします会誌プログラムへの広告掲載，大

会期間中の貴組織に関する情報（大学紹介・活動紹介）等の展示，ランチョンセミナーの開

催，または貴組織に関する情報等を物品提供の形で行っていただくことで，大会開催をご支

援いただきたいと存じます． 
 

 
2018 年 12 月吉日 

日本体育学会第 70 回大会組織委員会 
委員長 石手  靖 
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◆学会のご紹介 
 

一般社団法人 日本体育学会（1950 年日本体育学会として発足）は，国内最大の体育・

スポーツ科学に関する学術団体（会員数約 6,000 名）です．本学会の目的は，体育・スポー

ツに関する科学的研究や関心を高めること，学際的な交流を促進すること，体育・スポーツ

科学を発展させること，研究で得られた知見を実践の場に応用することです．さらには，それ

をもって我が国の学術の発展に寄与することを目指しています． 
毎年開催される学会大会には，国内の体育・スポーツ科学の研究者，指導者を中心に約

2,500 名が参加します．最近の健康ブームの影響や競技スポーツに対する関心から，年々

参加者の範囲が拡大しています． 
 

◆大会概要 
 
1．日程 

2019 年 9 月 10 日（火），11 日（水），12 日（木） 
 
2．会場 

慶應義塾大学日吉キャンパス 
東急東横線／東急目黒線，横浜市営地下鉄ブルーライン 日吉駅（徒歩 1 分） 

 
3．主な内容 

大会テーマ：「学問とは実学，すなわちサイヤンス」 
 

3 日間にわたり，体育・スポーツの課題や学際的研究テーマに関する講演会やシンポジウ

ム等，以下の 15 の専門分科会による一般研究発表・キーノートレクチャー・シンポジウム，

企業や大学の展示，各種企画などを行います．  
 
 専門分科会 
 体育哲学      体育史       体育社会学   体育心理学   運動生理学 

バイオメカニクス  体育経営管理  発育発達     測定評価     体育方法 
保健          体育科教育学  スポーツ人類学  アダプテッド・スポーツ科学 
介護福祉・健康づくり 
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プログラム広告・展示協賛募集概要 
 

１．プログラム広告掲載概要 
媒 体 名：『日本体育学会第70回大会プログラム』 
規    格：A4版 
サ イ ズ：A4版（1/2頁はA5版） 
掲載内容：大学，学部，大学院紹介等 
発行部数：7,000部（予定） 
広告掲載料： 

 種類 タイプ 金額 
1 記事中 カラー1 頁（天地 267mm×左右 180mm） 150,000 円 
2 記事中 白黒 1 頁（天地 267mm×左右 180mm） 100,000 円 
3 記事中 白黒 1/2 頁（天地 128.5mm×左右 180mm） 50,000 円 
4 記事中 白黒 1/3 頁（天地 82mm×左右 180mm） 30,000 円 

 
※掲載順は事務局にて調整をさせていただきますのでご了承ください． 
※ご希望により，大会HP上の協賛各社の一覧より，貴大学HPにリンクを貼らせていただ

きます． 
 

お申込方法・お申込期限 
申込は，添付の申込書，又は大会HPから申込書をダウンロードしていただき，必要事

項をご記入の上，申込締切日までに下記受付係りへFAXか，メールにてご送付下さい．

申込内容を確認後，追って請求書を郵送させていただきます． 
 
お申込期限 :     2019年 4月 12日（金） 
広告原稿受付開始：2019年 5月 20日（月） 
広告原稿受付期限：2019年 6月 14日（金）必着 
 
広告原稿について： 

版下データ（完成版のイラストレーター／PDF）原稿をメールまたは郵送で以下の宛先

にお送り下さい． 
※原稿送付については追跡調査の出来る宅急便をお勧めいたします． 
※原稿のご返却は致しませんので予めご了承下さい． 
※基本的には完成版イラストレーター／ PDF 原稿以外のご入稿はご遠慮下さい． 
※完成版イラストレーター／ PDF 原稿以外の原稿入稿で DTP 作業をご希望の際は事
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前にご相談ください．その場合は原稿の種類により発生致します作業の実費のご負担

をお願い致します． 
 
【注意事項】 

電子データ（アウトライン済みのai形式またはＥＰＳ形式／フォント埋め込み済みの

PDF形式）で１頁の場合：天地267mm×左右180mm，1／2頁の場合：天地128.5mm
×左右180mm，1／3頁の場合天地82mm×左右180mmで作成をお願いします． 

・必ず出力見本を添付してください．出力見本の無い場合，印刷が意図した状態と異

なっても一切責任を負えません． 
・フォントのアウトラインは必ず行って下さい．アウトライン化されずに入稿された場

合，文字化け，白紙印刷などのトラブルが生じても責任を負えません． 
・aiのバージョンはCS2～CCまでの対応となります． 
・解像度はモノクロ：300dpi，カラー：350dpiとします．解像度の低いデータはモザイ

ク状態になる可能性があります．また，不必要にファイルサイズや解像度が高すぎ

るデータはファイルが開けない等のトラブルが発生しますので解像度には十分ご注

意下さい． 
 

お申し込み先： 
（協賛受付・広告原稿送付先） 
日本体育学会第70回大会実行委員会【協賛受付係】：永田直也 
〒223-8521 神奈川県横浜市港北区日吉4-1-1 
慶應義塾大学体育研究所内 日本体育学会第70回大会事務局 
E-mail： jimu_jspe70-group@keio.jp 
TEL&FAX： 045-565-1656 （2018 年 9 月より） 
大会ホームページ： 2018 年 12 月開設予定  

日本体育学会ホームページ内（https://taiiku-gakkai.or.jp/）にリンクします 
 
お振込先：お申込み受付後，大会組織委員会からご請求書を送付させていただきます． 

ご確認の上，下記口座へお振込ください． 
＊金融機関への振込手数料は協賛各組織様にてご負担願います． 

＜お振込先＞ 
銀行口座： 横浜銀行 日吉支店（394） 普通 6178599 
口座名義： 日本体育学会 第 70 回大会 組織委員会 
        (ﾆﾂﾎﾟﾝﾀｲｲｸｶﾞﾂｶｲ ﾀﾞｲ 70 ｶｲﾀｲｶｲ ｿｼｷｲｲﾝｶｲ) 
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２．展示概要 
展 示 期 間 ：2019年9月10日（火）～12日（木） 
会    場   ：慶應義塾大学日吉キャンパス（〒223-8521 横浜市港北区日吉4-1-1）  
展示小間数 ：10小間（予定）先着順 
搬入・搬出 ：2019年 9月 9日（月）15時～17時搬入予定 

9 月 12 日（木）16 時までに搬出予定 
出  展  料： 
 
 

＜１区画あたり＞ 
間口：180cm×奥行：180cm×高さ210cm 
展示机：W180cm×D90cm（45cm×2本） 
組織名版：W120cm×H30cm 

展示小間イメージ： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※出展料金の中に，展示小間基本仕様設営料，事務局費が含まれます． 
※追加備品使用料：テーブル（白布付）1台に付き，別途2,000円（税別） 
※組織名（社名）版でロゴ等特殊な表示が必要な場合は，版下データ（完成版のイラストレ

ーター/PDF）原稿のご提供をお願い致します．ご指定が無い場合は，白地に角ゴシック・

黒文字での表示となります． 
(ご提供頂きましたデータの内容，状態によりロゴ等を表示できない場合もございます．) 
※会場の小間割りは，事務局にてレイアウトさせて頂きますのでご了承願います． 
※出展に関する詳細は後日，「企業出展要項」にてお知らせ致します． 
 
 
 

 金額 
1 小間 50,000 円（税込） 
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お申込み方法：申込は，添付の申込書，又は大会ＨＰから申込書をダウンロードしていただ

き，必要事項をご記入の上，申込締切日までに下記協賛受付係へＦＡＸか，

メールにてご送付ください． 
申込み期限：2019年4月12日（金）必着 
 
お申し込み先： 
（展示協賛受付） 
日本体育学会第70回大会実行委員会【協賛受付係】：永田直也 
〒223-8521 神奈川県横浜市港北区日吉4-1-1 
慶應義塾大学体育研究所内 日本体育学会第70回大会事務局 
E-mail： jimu_jspe70-group@keio.jp 
TEL&FAX： 045-565-1656 （2018 年 9 月より） 
大会ホームページ： 2018 年 12 月開設予定  

日本体育学会ホームページ内（https://taiiku-gakkai.or.jp/）にリンクします 
 
お振込先：お申込み受付後，大会組織委員会からご請求書を送付させていただきます． 

ご確認の上，下記口座へお振込ください． 
＊金融機関への振込手数料は協賛各組織様にてご負担願います． 

＜お振込先＞ 
銀行口座： 横浜銀行 日吉支店（394） 普通 6178599 
口座名義： 日本体育学会 第 70 回大会 組織委員会 
        (ﾆﾂﾎﾟﾝﾀｲｲｸｶﾞﾂｶｲ ﾀﾞｲ 70 ｶｲﾀｲｶｲ ｿｼｷｲｲﾝｶｲ) 
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日本体育学会第70回大会 

プログラム広告・展示申込書 
 

申し込み日    年    月    日 
大会開催の趣旨に賛同し，下記の通り本大会プログラム広告掲載･展示開設を申し込みます． 

大学・組織名 ﾌﾘｶﾞﾅ 

 

 

ご担当者名 ﾌﾘｶﾞﾅ 

 
部署名 

E-mail： 
住所 

 
ご連絡先 

（〒      ） 
 
TEL： FAX： 

 
 
広告

詳細 

種類 タイプ 金額（税込） 件数 
記事中 カラー1 頁（天地 267mm×左右 180mm） 150,000 円  
記事中 白黒 1 頁（天地 267mm×左右 180mm） 100,000 円  
記事中 白黒 1/2 頁（天地 128.5mm×左右 180mm） 50,000 円  
記事中 白黒 1/3 頁（天地 82mm×左右 180mm） 30,000 円  

 
展示内容  

展示区画数      区画（1 区画＝50,000 円（税込）） 
貴組織 HP アドレス 
※大会 HP に掲載 

希望する ・ 希望しない  （○をお付けください） 

貴組織 HP  
アドレス：                             

ご要望  
 
 

プログラム広告のお申込み〆切：2019年4月12日（金） 
 

事務局記入欄 
 
 

受付け日 請求書発行日 お支払い日 確認 
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ランチョンセミナー開催要項 

 
学会大会期間中，学内の施設を利用し50-300名の会員を対象としたランチョンセミナーの企画

を募集いたします．下記の申込方法を参照して頂き，申込ください． 

 

開催日： 

９月１０日（火）   ３件程度募集予定 

９月１１日（水）   ３件程度募集予定 

９月１２日（木）   ３件程度募集予定 

 

費用：        セミナー開催に対する開催費，会場費は頂きません． 

 

準備頂くもの：   参加者用のお弁当などの準備，セミナー資料，講師の手配などは，申し込み企業・

団体の方で手配願います． 

 
お申込み方法：申込は，添付の申込書，又は大会ＨＰから申込書をダウンロードしていただ

き，必要事項をご記入の上，申込締切日までに下記協賛受付係へＦＡＸか，

メールにてご送付ください． 
申込み期限：  2019年4月12日（金）必着 
 
 
お申し込み先： 
（ランチョンセミナー受付） 
日本体育学会第70回大会実行委員会【協賛受付係】：永田直也 
〒223-8521 神奈川県横浜市港北区日吉4-1-1 
慶應義塾大学体育研究所内 日本体育学会第70回大会事務局 
E-mail： jimu_jspe70-group@keio.jp 
TEL&FAX： 045-565-1656 （2018 年 9 月より） 
大会ホームページ： 2018 年 12 月開設予定  

日本体育学会ホームページ内（https://taiiku-gakkai.or.jp/）にリンクします 
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日本体育学会第 70 回大会 

ランチョンセミナー申込書 

申し込み日    年    月   日 

 

貴社名 ﾌﾘｶﾞﾅ 

ご担当者名 ﾌﾘｶﾞﾅ 部署名 

E-mail： 
 

ご連絡先 
（〒 ） 

TEL： FAX： 
 

【1】ご希望会場のセミナー開催日に○印をご記入ください．※ご希望に添えない場合もあ

りますのでご了承ください． 

会場・施設名 収容人数 9/10(火) 9/11(水) 9/12(金) 

A 100人以下    

B 100-200人    

C 200-300人    
 
【2】セミナーの内容（後日でも結構です） 

テーマ  
座長・所属  
演者・所属  
共催社名  

※上記は抄録集の原稿となります． 
 

ランチョンセミナーのお申込み〆切：2019年4月12日（金） 
 

 

 

 

受付け日 確認 
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提供品募集に関する要項 

 
学会大会期間中，日本体育学会第70回大会の参加者にお配りする提供品について受付いたし

ます． 

 

提供方法：    学会会場での提供ブース，学会参加申し込み受付での配布資料での提供． 

※提供場所は，第70回大会事務局で調整させていただきます 

配布可能日：   9月10日（火）から9月12日（木）まで 

 

お申込み方法：申込は，添付の申込書，又は大会ＨＰから申込書をダウンロードしていただ

き，必要事項をご記入の上，申込締切日までに下記協賛受付係へＦＡＸか，

メールにてご送付ください． 
申込み期限：  2019年4月12日（金）必着 

 
お申し込み先： 
（提供品受付） 
日本体育学会第70回大会実行委員会【協賛受付係】：永田直也 
〒223-8521 神奈川県横浜市港北区日吉4-1-1 
慶應義塾大学体育研究所内 日本体育学会第70回大会事務局 
E-mail： jimu_jspe70-group@keio.jp 
TEL&FAX： 045-565-1656 （2018 年 9 月より） 
大会ホームページ： 2018 年 12 月開設予定  

日本体育学会ホームページ内（https://taiiku-gakkai.or.jp/）にリンクします 
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日本体育学会第70回大会 

提供品 応募申込書 
 

申し込み日    年    月   日 

 

貴社名  

 

 

ﾌﾘｶﾞﾅ  

ご担当者名  

 

 

ﾌﾘｶﾞﾅ  部署名  

E-mail：  

 

ご連絡先 （〒         ） 

 

TEL：  

 

FAX：  

ご提供品の詳細  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

物品提供のお申込み〆切：2019年4月12日（金） 
 

 

 

 

受付け日 確認 
  


