日本スポーツ心理学会第 47 回大会

1 号通信

日本スポーツ心理学会第 47 回大会のご案内
第 47 回大会委員長 粟木一博（仙台大学）
この度、日本スポーツ心理学会第 47 回大会を仙台大学において開催する運びとなりました。仙台大学
では平成 8 年（1996 年）の第 23 回大会以来、2 回目の開催となります。本年度は 1964 年以来 2 度目と
なる東京オリンピック・パラリンピック夏季大会の開催が予定されており、皆様方からの様々なお話を楽
しみにしておりましたが、残念ながら 1 年程度の延期という決定が下されました。しかし、いずれにせ
よ、大会が私たちにもたらす多くの体験は意義深いものとなることに変わりありません。また、学会終了
後の令和 3 年 3 月 11 日は東日本大震災発生から 10 年目を数えることになります。その復興にスポーツ
が大きな役割を担ってきたことはご存知の通りです。今大会がスポーツの価値をさらに高める研究発表、
討論が行われる場となることを強く祈念して、大会の準備を整えてまいる所存です。現在、本稿を認めて
いる間も新型コロナウイルスの影響が拡大しつつあり、今後の展開は予断を許さないところです。大会開
催時には被害が終息し、笑顔で皆様方とお会いできることを楽しみにしております。11 月後半、東北の
地は既に冬の本番に突入しております。暖かくお迎えできるようにいたします。多くの方々の参加をお待
ちいたしております。
■ 日程 ：

2020 年 11 月 28 日（土）
、29 日（日）

※ご注意：
＜SMT 指導士研修会についてのお知らせ：資格委員会＞
例年学会大会時に合わせて行っています SMT 指導士研修会については、学会大会前日となる 11 月 27
日（金）に仙台市内（仙台駅から数分の場所）で行う予定です。学会大会の会場（仙台大学）とは異なり
ますので、ご注意下さい。参加の申込手続きについては例年通り大会参加と含めて行ってください。詳細
は２号通信でお知らせします。
以下、諸注意を記載しておきます。
研修会参加には、
「ウェブを通じての申込」と「参加費の振込」の双方を期日までに行うことが必要です。
また、一度振り込まれた参加費については、いかなる理由があっても返納はいたしません。
以下のような場合は、参加が認められませんのでご注意下さい。
例 1）当日の飛び込み参加：いかなる理由であれ、当日参加は認められておりません。
例 2）
「ウェブ手続き済み」→「振込なし」
：当日支払いは認めておりませんので、参加できません。
例 3）
「ウェブ手続きなし」→「振込済み」
：振込だけをされる場合も参加は認められません。振込
金額の返納はいたしません。
近年は資格保有者としての資質向上を促しております。研修会参加の手続きについても定められた手順
を踏んでいただくよう、よろしくお願い申し上げます。



事前参加申し込みの期限は 8 月 31 日（月）です。それまでに会員の方は年会費を納入してください。



新規に入会して発表を希望する方は、6 月 30 日（火）までに、学会 HP「入会のご案内」
（ https://www.jssp.jp/nyukai.html ）の「入会申込手順」に則って申請し、正会員の資格を得るよ
うにしてください。



発表希望者（筆頭、共同いずれの研究者もすべて）は、8 月 31 日（月）15：00（予定）までに一般
発表（口頭、ポスター）の申し込みを行い、筆頭発表者は抄録を提出してください。



学部生は筆頭発表者ならびに共同研究者になることはできません。



発表希望者（筆頭および共同研究者）の学会「年会費」が 8 月 31 日（月）までに完納されていない
場合、および「大会参加費」が 9 月 11 日（金）までに完納されていない場合、大会プログラムおよ
び発表抄録集に掲載いたしません。なお、原則として「大会参加費」は納入後の返金はいたしません。



2020 年 3 月 31 日付で、学会「年会費」が 3 年連続して未納の方は、正会員の資格が失効していま
す。発表を申し込む場合あるいは入会希望者の推薦人になる場合に、資格の有無をご確認ください。

■ 会場：

仙台大学（〒989-1693 宮城県柴田郡柴田町船岡南 2-2-18）



大学 HP：

https://www.sendaidaigaku.jp/



大学までのアクセス：
・ 仙台駅から JR 東北本線上り線(大河原・白石・福島行きなど)に乗車、船岡駅下車徒歩 10 分（仙台
駅〜船岡駅 31 分)
・ 仙台空港駅から仙台空港アクセス鉄道で名取駅まで(約 10 分)、名取駅から JR 東北本線上り線(大
河原・白石・福島行きなど)に乗車(約 18 分)、船岡駅下車
・ 国道 4 号線柴田バイパス「仙台大学」の標識から 100m 先南に折れ、白石川・JR 東北本線を越えて
直進
・ 東北自動車道村田 I.C から大学まで 20 分、白石 I.C から大学まで 30 分
※ご注意
「仙台大学」の名称から、JR 仙台駅よりタクシーを利用される方がおられますが、本キャンパス
は、JR 仙台駅より南方約 30km、在来線で所要時間約 30 分の地点にありますので、新幹線等で仙
台駅からお越しの際は、仙台駅にて乗り換え、在来線で船岡駅までおいでください。
詳細は大学 HP の「アクセス・キャンパスマップ」をご確認ください。

■

大会行事： シンポジウム、一般発表（口頭・ポスター）
、ラウンドテーブルディスカッション（RTD）

■ 大会日程（予定）
：
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■ 大会公式 HP：

https://taikai47.jssp.jp/

4 月上旬開設（予定）

※ 一部古いブラウザではページが表示されないことがあります。その場合は、ブラウザのバージョ
ンをアップデートしてください。
■ 大会 2 号通信の予告


発送時期：6 月中旬（予定）



発想形式：郵送（および大会公式 HP への掲載）



内

容：大会参加費、一般発表および抄録提出の締切日、事前参加登録の締切日、各企画詳細、他

■ 大会事務局
日本スポーツ心理学会第 47 回大会事務局
〒989-1693 宮城県柴田郡柴田町船岡南 2-2-18 仙台大学 佐藤周平研究室内
TEL：

0224-55-1632

E-mail： conf@jssp.jp

日本スポーツ心理学会第 47 回大会での会員企画の公募要領

第 47 回大会での、RTD の企画を以下の要領で公募いたします（今大会では，自主シンポジウム，ワ
ークショップの募集は行いません）
。締め切りは 6 月 26 日（金）とし，以下の要領をご参考の上，お申
し込みください。申請された企画は理事会で選考を行い，採否（内容・構成の変更，他の申請企画との合
同開催の要請を含む）を決定し，7 月中旬に選考結果を企画代表者に E-mail にてご連絡いたします。な
お，会員外の方を話題提供者等として加えることは可能ですが，RTD 企画が採用されたら事前参加申込
と大会参加費の支払いが必要となります。また、学会および大会事務局より謝金等は出ませんのでご了承
ください。また，テーマ，内容，演者等を確定させた上で，応募してください。採否決定後の変更は認め
られません（理事会からの変更要請がある場合を除く）
。
■RTD


趣

旨： 会員が自主的にテーマ設定，企画，運営を行うものであり，話題提供者が自分の抱える

問題を提起し，それについて，参加者と自由に意見交換できるような場を目指すものです。なお，話
題提供者は 3 名程度としてください。


発表資格： 企画代表者と司会者は日本スポーツ心理学会の正会員であること



日



採択件数： 最大 3 件



応募方法： 企画代表者は，所定の応募用紙（大会 HP よりダウンロードしてください）に必要事項

時： 2020 年 11 月 29 日（日）11：00〜12：30 の 90 分間（予定）

をご記入の上，E-mail で，sugiyama@ihs.kyushu-u.ac.jp （杉山佳生）までお送りください（3 日以
内に返信メールが届かないときは，お手数ですが，メールを再送願います）
。
■自主シンポジウム：

今回は，募集を行いません。

■ワークショップ：

今回は，募集を行いません。

