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【令和元年度  開催要項】  
◆第６３回 研究論文発表部門   ◆卒業ダンス作品発表部門 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 主  催  公益社団法人 日本女子体育連盟 https://www.japew.com/ 

事務局 〒151-0052 渋谷区代々木神園町 3-1 NYC 内 TEL03(3469)7995／FAX 03(3469)8427    

■ 後  援  公益財団法人スポーツ安全協会 

■ 期  日  令和 2 年 2 月 15 日（土） 

■ 会  場  国立オリンピック記念青少年総合センター    https://nyc.niye.go.jp/category/access/ 

カルチャー棟 小ホール（口頭発表、ダンス発表）、小ホールホワイエ（ポスター発表） 

 〒151-0052 渋谷区代々木神園町 3-1 小田急線「参宮橋」駅徒歩 7 分  

■ 内  容  1．卒業論文・修士論文・博士論文発表 2．卒業ダンス作品・特別プログラム発表 

■ 対  象  学生（大学生以上）・会員（正会員・特別会員・購読会員）および一般  

■ 参加費  【発表者】   研究論文発表及び卒業ダンス作品発表者共  1 人 1,000 円 

                      （両部門出演者も 1 人 1,000 円となります。） 

【見学･鑑賞者】  1．研究論文発表見学：無料 ※抄録・プログラム代別途 500 円 

2．卒業ダンス作品発表鑑賞：抄録・プログラム 500 円購入者に限る 

 

ごあいさつ 

 

（公社）日本女子体育連盟は本年度から「ダンスで世界を変えていく」をテーマに、様々な事業に取り

組んでいます。その中で、２月に開催される『JAPEW 未来世代の研究発表会』は、「研究発表部門（卒

論・修論・博論）」と「卒業ダンス作品発表部門」を 2 本の柱にして、大学・大学院を卒業・修了する学生

たちが互いの成果を発表し、所属や領域を超えて交流し合う場です。 

「研究発表部門」では体育・スポーツ、ダンス領域に様々な視点からアプローチした研究発表が行わ

れます。こだわりのテーマはどれもが珠玉、プレゼンテーション方法の追求も目覚ましいものがありま

す。「ダンス作品発表部門」では青春を共にした同級生と、独創的な新しい取り組みに挑戦する姿があ

ります。いずれの部門ともに見逃せません。 

ダンス、スポーツ、体育の、そして一人ひとりの今と未来を共に語り合い、次の一歩を確かめ合う、そ

んな夢のある交流の機会をと願っています。集って学んで踊る熱い一日を、ご一緒に創ってみません

か！ 全国からのご参加を、お待ち申し上げております。 

 

令和元年 11 月 

     公益社団法人 日本女子体育連盟 

会長 八木ありさ 

 

 

https://www.japew.com/
https://nyc.niye.go.jp/category/access/


■プログラムと当日スケジュール （会場：小ホール及びホワイエ） 

 

 

■ 研究論文発表及び卒業ダンス発表の参加 

   

エントリーについて 

 

【定員】  １．研究発表部門（卒論・修論）ポスター発表 48 題 

a２．卒業ダンス作品発表部門 10 作品 

※〆切時点で定数を越えた場合は、エントリー人数が多い大学の指導の先生には 

人数の調整をご相談する場合があります。 
 

【エントリー申込期間】   

令和元年12月9日（月）～２０日（金） 17:00 ※期限厳守 webは時間で閉じます。 
 
【エントリー方法】 

・各大学の教員から推薦を受けた後、エントリーしてください。 

・エントリーは下記の手順に沿って要項をよく確認の上、本人が行ってください。 

・１演題を共同研究として連名で発表する場合は、参加費は人数分をいただきます。エントリー

は代表の方のみが行い、氏名記入欄には、代表者名に続けて同じ枠に共同研究者の名前も

入力してください。 

≪Web エントリー≫ 

「日本女子体育連盟 HP」➪「未来世代研究発表会」➪「要項」ⅮL 

➪「研究論文発表エントリーフォーム」項目入力 

➪「卒業ダンス作品発表エントリーフォーム」項目入力 

≪入力項目≫ 

       入力項目には発表者の基本情報のほか、各部門で以下の情報が必要になります。 

１．研究論文発表 

指導教員 PC アドレス、研究領域（ＡダンスＢ体育科教育学Ｃ運動生理学Ｄ体育社会学Ｅその他） 

発表者の卒業ダンス作品発表出演の有無 

２．卒業ダンス作品発表     

作品タイトル、指導教員 PC アドレス、ダンスジャンル、出演者の研究論文発表の有無 

time 全体 論文発表者 ダンス発表者

9:40 受付 受付開始　@ホワイエ 代表者集合　＠下手袖

10:10

口頭発表準備　＠ホール
ポスター発表準備　＠ホワイエ

　　代表者受付　＠ホワイエ

10:20 開会式　発表者紹介　＠ホール

10:30 口頭発表（博論・修論）　＠舞台

11:45 昼食、休憩 昼食、休憩
ポスター見学

ゲネプロ　＠舞台
ポスター見学

14:10 ポスター発表　@ホワイエ

  　（15:10～15：20　休憩）
16:20
16:40 ダンス発表 ダンス観賞　＠ホール

17:40 発表終了・閉会式

17:50 閉会 ポスターとパネルの撤収 楽屋控室の撤収

全員ホールに集合

口頭発表の視聴

ポスター発表視聴　＠ホワイエ
　（修論・卒論）

　発表者は5分前には待機

ポスター発表視聴　＠ホワイエ
　（修論・卒論）

　または控室で準備

ダンス発表・観賞　＠ホール
　発表者は2作品前に
　　下手舞台袖に待機



エントリー後から発表まで 
 

１．研究論文発表 

  【要旨作成・提出】 

１）必要書類のⅮL 

   12 月 26 日（木）以降、以下の書類を「日本女子体育連盟 HP」よりＤL 

          ①要旨作成ファイル ②注意事項 

２）要旨提出 

HP トップ➪「未来世代研究発表会」➪「要旨作成ファイル」DL 

要旨の作成 ➪ HP「要旨提出フォーム」にＵL 

※令和 2 年 1 月 17 日（金）17:00〆切 ※期限厳守 

※期限遅れの場合は演題・氏名・所属のみの掲載いたします。      

※提出後の差し替えは不可です。 

※提出前に必ずご指導の先生に内容と体裁を確認いただいて下さい。不備がある場合

は、指導教員にご連絡をさせていただく場合があります。 

   ３）要旨作成上の注意 

・「要旨作成用ファイル」にそのまま打ち込む。 

・演題、所属、氏名、指導教員、本文全てを含め 50 字×28 行以内で入力。 

・Ａ４判縦置き横書きの 1/2 ページ分レイアウト。行数オーバーの場合は既定行数でカット。 

・図表や写真は入れない。 

・他からコピーペーストする場合、字体、行数、字数、行送り等が変わらないよう注意する。 

・行送りや文字の大きさが「用紙作成用ファイル」と違った場合掲載できない場合もあります。 

 

【ポスター発表に関する諸事項】 

１）発表時間   10 分 (プレゼンテーション 7 分＋座長による質疑応答 3 分) 

２）発表スペース  

・ポスター掲示パネル（右図参照） 

・演題名・発表者氏名（所属） を上段に入れる。 

・本文 ； Ａ０サイズ 縦 1189mm×横 841mm 

   Ａ０ノビサイズは不可。確認ください。 

※演題番号は展示パネルにこちらで表示します 

３）発表演題番号・発表時刻 

令和 2 年 2 月 7 日以降ＨＰにて発表 

      

【口頭発表（修論・博論）に関して】 

        該当者（3 名）には発表機器及びスケジュールなど         

担当者より個別にメール連絡します。 

       

◎研究論文発表会に関するお問い合わせ 

 miraijapew＠gmail.com  

 

 

 

1189mm

ｃｍ 

841mm 

  

  
演     題 

発表者氏名 所属 所 



２．卒業ダンス作品発表 

【必要書類作成・提出】 

１）必要書類のⅮL 

１2 月 26 日（木）以降、以下の書類を「未来世代研究発表会」ページよりＤL 

①プログラム原稿・舞台音響確認票作成ファイル ②注意事項 

２）プログラム原稿、舞台音響確認票提出 

HP トップ➪「未来世代研究発表会」➪「プログラム原稿・舞台音響確認票作成ファイル」ＤL 

原稿・確認票の作成 ➪ 「プログラム原稿・舞台音響確認票提出フォーム」にＵL 

※令和 2 年 1 月 17 日（金）17:00〆切 ※期限厳守 

※期限遅れの場合はタイトル・大学・出演者名のみの掲載      

※提出後の差し替えは不可 

 

【卒業ダンス作品発表に関する諸事項】 

１）出演者      原則として本年度の卒業・修了予定者 

２）発表時間     4 分半程度 （出入りを含む） 

３）ステージ及び照明 

・小ホール舞台 舞台間口約 17m×奥行 8.5m（312 席の場合） 

          板張り床（松やに等の使用禁止）になっています。 

・作品中の照明は地明かりのみ、作品間の暗転はあります。 

・小道具の使用は事前に要相談（床に傷がつく可能性があるため） 

４）使用音源 

  本番用音源だけを入れた CD（音響機器で確認済みのもの）に、大学・タイトルを明記して 

2 部準備してください。 

５）プログラム順・発表時刻 

令和 2 年 2 月 7 日以降ＨＰにて発表 

 

◎卒業ダンス作品発表会に関するお問い合わせ  dmiraijapew＠gmail.com 

 

■ お願い 

本発表会は学生同士の交流を目的としております。発表・参加の学生は、必ず他大学の論文発表及

び卒業ダンス作品・特別プログラムをご見学・ご鑑賞されますよう、ご協力お願いいたします。 

 

■ 会場案内 

 

 

【交通案内】 

●小田急線「参宮橋駅」 

下車－徒歩 7 分 

●地下鉄千代田線「代々木公園

駅」 

下車－徒歩 10 分 

●京王バス 

 新宿駅西口 

（16 番）～「代々木５丁目」下車 

渋谷駅西口 

（14 番）～「代々木５丁目」下車 
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