日本スポーツマネジメント学会第９回大会 大会要項
1．会

期：2016 年 12 月 10 日（土）〜11 日（日）

2．会

場：近畿大学 東大阪キャンパス 〒577-8502 大阪府東大阪市小若江３丁目４番 1 号

【近畿大学へのアクセス】
＜徒歩＞
近鉄大阪線長瀬駅からは 10 分で近畿大学西門、近鉄奈良線八戸ノ里駅からは 20 分で近畿大
学東正門に到着できます。
＜バス＞
近鉄奈良線近鉄バスご利用の場合は「八戸ノ里駅前②番のりば」より、『７１・７６・７７
金物団地前・久宝寺口駅前』行きバスに乗車、「東上小阪停留所」にて降車で、近畿大学東
正門に徒歩 1 分です。
＊交通アクセスの詳細＊
近畿大学のホームページ（http://www.kindai.ac.jp/about-kindai/campus-guide/access.html）を
ご確認ください。

3．主

催：日本スポーツマネジメント学会

後 援：近畿大学

4．大会プログラム：
全体テーマ：「大学スポーツのマネジメント-実学志向の学びと研究の可能性-」
【12 月 10 日（土）】 場所：近畿大学東大阪キャンパス＜B 館・ブロッサムホール＞
10：30〜12：00
理事会

ブロッサムホール

B 館 ２０１
13：00〜13：50
編集委員会セミナー「スポーツマネジメント研究の本質と研究公開の促進」
14：00〜14 : 05 B 館 １０１
開会の言葉
原田 宗彦 氏（日本スポーツマネジメント学会 会長）
14：05〜15：00
B 館 １０１
基調講演「大学スポーツの未来像」
松浪 健四郎 氏（日本体育大学 理事長）
15：10〜17：00
B 館 ２０１
シンポジウム：「大学スポーツのマネジメント」
藤井 純一 氏（池坊短期大学 学長）；プロスポーツ経営の観点から
小笠原 悦子 氏（順天堂大学 女性スポーツ研究センター長）；女性スポーツ研究の観点から
世耕 石弘 氏（近畿大学 広報部長 ）；大学広報の観点から
黒田 次郎 氏（近畿大学 産業理工学部准教授）；国際貢献の観点から
コーディネーター：廣田 章光 氏（近畿大学 経営学部教授 マーケティング戦略論）
17：10〜18：00
総 会
18：10〜19：40
懇 親 会

B館

１０１

ブロッサムホール

【12 月 11 日（日）】 場所：近畿大学東大阪キャンパス＜G 館：総合社会学部棟＞
8：30〜10：00／10：10〜11：40／12：20〜13：50 Ｇ館講義室 501・502・601・602
一般研究発表（口頭発表）
11：45〜12：15
Ｇ館 １階フロア
一般研究発表（ポスター発表）
13：50〜15：20 Ｇ館講義室 201／202
ラウンドテーブルディスカッションⅠ
G 館講義室 201
「ラグビーワールドカップ 2019 とラグビーの持続的成長」
徳増 浩司 氏（ワールドカップ 2019 組織委員会）
原田 隆司 氏（元トップレフリー、RUGBYʼs 代表）
廣瀬 俊朗 氏（元ラグビー日本代表キャプテン）
コーディネーター：西尾 建 氏（ニュージーランド・ワイカト大学 研究員

経営学）

ラウンドテーブルディスカッションⅡ
G 館講義室 202
「関西ワールドマスターズゲームズが日本の生涯スポーツに果たす役割とそのレガシー」
東 直也 氏（関西ワールドマスターズゲームズ事務局企画調整部長)
彦次 佳 氏（和歌山大学 教育学部准教授 マスターズスポーツ）
工藤 康宏 氏 （順天堂大学 スポーツ健康科学部先任准教授 スポーツツーリズム）
コーディネーター：高橋 一夫 氏（近畿大学 経営学部教授 観光事業論）
15:30 閉会挨拶 永松 昌樹（日本スポーツマネジメント学会第 9 回大会実行委員長）

5．大会サブプログラム：スチューデント・セミナー
【12 月 9 日（金）】場所：近畿大学

ブロッサムホール

「研究成果の商品化とスポーツコンテンツの商品価値」
16：00〜18：00 （受付開始 15：30）
討論者：宮地 元彦 氏（国立健康・栄養研究所 健康増進研究部部長）
宮本 和幸 氏（（株）TBS テレビ メディアビジネス局ライセンス事業部担当部長）
コーディネーター：永松 昌樹（近畿大学経営学部教授 スポーツ産業論）
※ スチューデント・セミナーのお申し込みおよび詳細については、学会 HP 内スチューデント・セミ
ナーのページをご参照ください。

6．大会までの日程
■一般研究発表申込原稿締切
■一般研究発表採択通知

：2016 年 9 月 30 日（金）23 時 59 分
：2016 年 10 月下旬頃を予定

7．大会参加申込
■方 法：別紙に定める大会参加申込書に必要事項を記入し、ウェブ上の参加申込フォーム、
E メールまたは FAX にて学会事務局へお送り下さい。
■参加申込締切：2016 年 11 月 18 日（水）
※期日を過ぎてのお申し込みは、大会当日に承ります。

8．大会参加費
■一般会員：8,000 円
■一般(会員外)：10,000 円
■学 生：3,000 円（大学院生・学部学生）※学生会員も含む。
※スチューデント・セミナー参加希望の方は、スチューデント・セミナー参加費（4,000 円）内に、学
会大会参加費が含まれていますので、スチューデント・セミナーのみお申し込み下さい。

■懇親会費：3,000 円
■振込先：大会参加費、懇親会費（参加者のみ）は、2016 年 11 月 18 日（水）までに下記口座にお
振り込み下さい。※事前の振り込みにご協力をお願いいたします。
銀行名：三井住友銀行 高田馬場支店 口座番号：４４７５１３８
口座名称：日本スポーツマネジメント学会 学会大会 原田宗彦

9．一般研究発表申込
■発表のタイプ：
1)実践研究：実践的な事例をまとめた研究成果・報告
2)学術研究：客観性、論理性、普遍性を備えた学術的価値の高い研究成果
■発表形式：口頭発表もしくはポスター発表
■研究分野：実践研究・学術研究とも
①スポーツマーケティング（スポンサーシップ、消費者行動など）
②マネジメント／リーダーシップ（組織、GM、ボランティアなど）
③政策
④ファイナンス＆エコノミクス
⑤ファシリティマネジメント（PFI、指定管理者制度など）
⑥スポーツマネジメント教育（カリキュラム、人材育成、インターンシップなど）
⑦スポーツツーリズム
⑧法的問題
⑨コミュニケーション（メディア、ジャーナリズム、広報など）
⑩その他

■研究発表資格：
申込時点で平成 28 年度会費を納入した本学会の一般会員であること．
もしくは学生会員（院生）であること．
※共同研究者は会員でなくても構いません。
※筆頭著者（発表者）としての申込みは、1 人 1 題に限ります。
■口頭発表時間 ：30 分（発表 20 分、質疑応答 5 分、入替 5 分）
■ポスターサイズ：A0 サイズ（たて 1189mm×よこ 841mm）
■申込方法
口頭・ポスター発表ともに、
1. 別紙に定める大会号原稿作成要領に従い作成した大会号掲載予定原稿（Word、PDF の 2 種類）
と大会参加申込書（一般研究発表申込者用）を添付．
2. ①発表種別（口頭もしくはポスター）、②発表のタイプ（実践研究もしくは学術研究）、③上
記研究分野から該当する研究分野（2 つまで）、3 点を明記．
3. ウェブ上の参加申込フォームもしくは E メールにて送信．
※E メールの場合は、件名に必ず「一般研究発表申込」と明記して下さい。
■発表申込先 ：presentation@e-jasm.jp
■発表申込締切：2016 年 9 月 30 日（金）23 時 59 分必着
■発表採択通知：申込者へ審査結果を 2016 年 10 月下旬頃（予定）に送付します。

10．お問い合わせ
■学会事務局
住所：〒202-0021
東京都西東京市東伏見 2-7-5 早稲田大学 75-2 体育教室棟 303 号室
TEL＆FAX：042-461-1071 E-mail：conference@e-jasm.jp
■一般研究発表に関するお問い合わせ
日本スポーツマネジメント学会編集委員会事務局
TEL & FAX：042-461-1071 E-mail：presentation@e-jasm.jp

