
公益社団法人 日本女子体育連盟 

  

 

 

【令和４年度  開催要項】 

◆第 66回 研究論文発表部門  ◆卒業ダンス作品発表部門 

 

ごあいさつ 

（公社）日本女子体育連盟は本年度も、感染症防止対策を万全にして成果発表や研修会などの新しい学

びを共に創る機会を提供してきました。その一環として、次のステージへと進む人たちが交流する機会であ

る『JAPEW 未来世代の研究発表会』を、３年ぶりにホームグラウンドであるオリンピック記念青少年総合セン

ターで開催する運びとなりました。 

この研究発表会は、大学・大学院を卒業・修了する学生たちが互いの研究や創作活動の成果を発表し、

所属や領域を越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

プローチした研究成果が集まり、それぞれのテーマやプレゼンテーションテクニックにはこだわりが溢れます。

また、オーディエンスの側も、質問やコメントをどのような言葉にして伝えるのかを学びます。作品発表部門

ではダンス作品への独創的で新しい取り組みが提示されます。 

久しぶりのオンサイト開催では、言語においても非言語においても、今ここで身体が仲間と共にあることで

深まる学びの発見があるはずです。全国から、たくさんのご参加を、心からお待ち申し上げております。 

 

令和 4年 11月                                    公益社団法人 日本女子体育連盟 

会長 八木ありさ 

 

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

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

■ 期  日  令和 5年 2月 11日（土・祝） 

■ 会 場  国立オリンピック記念青少年総合センター カルチャー棟 小ホール 

〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町 3-1 小田急線「参宮橋駅」徒歩７分  https://nyc.niye.go.jp/ 

■ 内  容  1．卒業論文・修士論文・博士論文の発表（口頭およびポスター） 

2．令和 4年度卒業・修了学生によるダンス作品の発表 

■ 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】 研究論文発表および卒業ダンス作品発表者 1人 1,000円 

（両部門発表者も 1人 1,000円となります） 

【見学・鑑賞者】 1．研究論文発表 無料 （研究抄録集をご希望の場合は 500円です。抄録集を

お求めの場合、ダンス作品も鑑賞いただけます） 

2．卒業ダンス作品発表 500円（プログラム代を含む） 

■ 問い合わせ  miraijapew＠gmail.com 

https://www.japew.net/
https://nyc.niye.go.jp/
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1．プログラムと当日スケジュール 

time 全体 論文発表者 ダンス発表者 

9:15～10:05 受付開始 @小ホールロビー 受付開始 受付開始 

    口頭発表準備 9:15～ 代表者打ち合わせ 

    ポスター掲示   

10:15 開会式・発表者紹介 全員小ホールに着席 全員小ホールに着席 

10:30～11:50 口頭発表（博論・修論） 口頭発表の聴講 口頭発表の聴講 

          @小ホール     

        

11:50 昼食・休憩 昼食・休憩 昼食・休憩 

    ポスター見学 12:15～13:45 ゲネプロ 

     ポスター見学 

14:00～16:00 ポスター発表（修論・卒論） ポスター発表 ポスター発表聴講 

          @小ホールロビー 発表者は 5分前待機        または休憩 

        

    ポスター発表聴講   

        

16:20～17:30 ダンス発表 @小ホール ダンス鑑賞 ダンス発表・鑑賞 

      発表者は 2作品前下手待機 

        

17:40 閉会 ポスター撤収 楽屋控え室撤収 

※当日のスケジュールが変更になる場合はホームページでお知らせいたします。 

 

2．研究論文発表部門 

(1) エントリーについて 

【定員】 口頭発表（博士論文・修士論文）    3題 

ポスター発表（修士論文・卒業論文） 36題 

※定数超過の場合、エントリー数の多い指導教員の先生には、人数調整をご相談する場合があります。 

【エントリー期間】 

令和4年12月6日（火）～12月20日（火） 17:00 

【エントリー方法】 

・ エントリーや提出、及び必要書類のダウンロード等は、以下の「未来世代の研究発表会」特設ページか

ら行います（Webエントリー）。 

特設ページには、「日本女子体育連盟HP」➪「未来世代の研究発表会」からもアクセスできます。 

https://sites.google.com/view/r4miraijapewentry/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0 

 

・ 発表者は、各大学の教員から推薦を受けた後、開催要項をよく読み、エントリーしてください。 

特設ページ内「研究論文発表エントリーフォーム」からエントリーできます。 

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

・ エントリー時の入力項目は、発表者の基本情報（氏名、大学名、連絡先等）と演題名、指導教員名と指

導教員連絡先、卒業ダンス発表出演の有無になります。 

 

 

https://sites.google.com/view/r4miraijapewentry/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0


(2) 要旨作成・提出について 

【要旨作成】 

1) 必要書類のダウンロード 

12月 21日（水）以降、特設ページより「要旨作成ファイル」をダウンロード。 

2) 要旨作成上の注意 

・ 「要旨作成ファイル」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（博論 56行以内）で入力。 

・ A4判縦置き横書きの 1/2ページ分（博論 1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「要旨作成用ファイル」と異なる場合掲載できない場合もある。 

【提出期間】 

令和 4年 12月 21日（水）～令和 5年 1月 19日（木） 17：00 

【提出方法】 

・ 要旨のファイル名を【大学名＿氏名＿演題】にしてください（ ＿ はスペース）。 

・ 必要事項を記入の上、以下のメールに添付にて提出してください。 

miraijapew＠gmail.com 

※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

員に連絡をさせていただく場合があります。 

※期限遅れの場合は演題・氏名・所属のみ、要旨集に掲載します。 

※提出後の差し替えはできません。 

 

(3) ポスター発表について 

【発表時間】 10分（プレゼンテーション 7分＋質疑応答 3分） 

【ポスター作成について】 

・ ポスターは A0サイズです（右図参照）。A0 ノビサイズは不可。 

・ 演題名・発表者名（所属）を上段に入れてください。 

  ※演題番号はこちらで掲示します 

【発表演題番号・発表時刻】 

令和 5年 2月 1日（水）以降に、特設ページにてお知らせします。 

 

(4) 口頭発表について 

発表者には発表機器及び発表スケジュール等、担当者より個別に 

メール連絡いたします。 

 

 

◎研究論文発表部門に関するお問い合わせ  miraijapew＠gmail.com 
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3．卒業ダンス作品発表部門 

(1) エントリーについて 

【作品数上限】 10作品 （出演者は原則として、本年度の卒業・修了予定者） 

【エントリー期間】 

令和4年12月6日（火）～12月20日（火） 17:00 

【エントリー方法】 

・ エントリーや提出、及び必要書類のダウンロード等は、以下の「未来世代の研究発表会」特設ページか

ら行います（Webエントリー）。 

特設ページには、「日本女子体育連盟HP」➪「未来世代の研究発表会」からもアクセスできます。 

https://sites.google.com/view/r4miraijapewentry/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0 

 

・ 特設ページ内「卒業ダンス作品発表エントリーフォーム」からエントリーできます。 

・ 代表の方のみがエントリーを行い、氏名記入欄には、代表者名に続けて同じ枠に出演者の名前も入力

してください。参加費は人数分をいただきます。 

・ エントリー時の入力項目は、代表者の基本情報（氏名、大学名、連絡先等）と作品名、ダンスジャンル、

指導教員名と指導教員連絡先、研究論文発表の有無になります。 

 

(2) プログラム原稿、舞台音響確認票の作成・提出について 

【提出期間】 

令和 4年 12月 21日（水）～令和 5年 1月 19日（木） 17：00 

【提出方法】 

・ 12月 21日（水）以降、特設ページより「プログラム原稿、舞台音響確認票ファイル」をダウンロード。 

・ 必要事項を記入の上、以下のメールに添付にて提出してください。 

  dmiraijapew＠gmail.com 

※期限遅れの場合は作品名・大学名・出演者名のみ掲載します。 

※提出後の差し替えはできません。 

 

(3) 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) 舞台及び照明 

・ 小ホール舞台間口約 17m×奥行 8.5m、袖幕は 3幕（出入りは 2幕目と 3幕目の間のみ可能） 

板張り床（松やに等の使用禁止） 

・ 作品中の照明は地明かりのみ、作品間は暗転 

・ 小道具の使用は要相談（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、2部準備する。 

当日、代表者打ち合わせ時に提出する。 

5) 発表順・発表時刻 

令和 5年 2月 1日（水）以降に、特設ページにてお知らせします。 

 

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

 

https://sites.google.com/view/r4miraijapewentry/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0
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■ 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

業ダンス作品をご見学・ご鑑賞されますよう、ご協力お願いいたします。 

 

■ 新型コロナウイルス感染症予防対策に関して 

発表者の皆様には、エントリー終了後に新型コロナウイルス感染症予防対策について連絡をさせていただ

く予定です。ご協力をよろしくお願い致します。 

 

個人情報保護に関する誓約 

本事業において、申込時にお知らせいただいた個人情報は、本事業に関連するご連絡、ご案内のみに使用し、

法に定める場合を除き、ご本人の同意を得ることなく第三者に個人情報を開示することはいたしません。 

尚、本連盟ホームページ、『女子体育』などにおいて映像・写真を使用させて頂く場合がありますのでご了承く

ださい。 

 

利用条件・免責事項について 

本事業参加によるコンピューターウイルスや第三者の妨害等行為による不可抗力によって生じた損害等の一

切の責任を負いませんのでご了承ください。本事業にかかる映像、画像、テキスト、音声又は関連資料等のコン

テンツの著作権は講演者、主催者、その他の著作権者に帰属します。目的の如何を問わず、コンテンツの複製

（ダウンロード、キャプチャ等）、送信、転載、その他二次利用行為はお断りさせて頂きます。 

 

 

■ 会場案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 問い合わせ 

「JAPEW未来世代の研究発表会」 全体 miraijapew＠gmail.com 

研究論文発表部門               miraijapew＠gmail.com 

卒業ダンス作品発表部門          dmiraijapew＠gmail.com 

【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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