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【大会テーマ：高等教育機関におけるコーチ養成の将来】 
 

第一日目：2012年3月17日（土） 

10:00～	 	 	   受付開始	 （教育棟１階） 

10:20～10:30	 開会挨拶	 （記念講堂） 

10:30～11:30	 特別講演（記念講堂） 

テーマ「Athlete Centred Coaching」Lynn Kidman氏（オークランド工科大学） 

11:45～12:45	 理事会（2203教室） 

13:00～14:00	 コンパクトプレゼンテーション(1)（記念講堂） 

14:00～15:00	 ポスター発表(1)（3201教室） 

15:15～16:45	 日本体育学会体育方法専門分科会企画シンポジウム（記念講堂） 

	 テーマ「高等教育機関におけるコーチ養成の将来」 

	 司会：三輪康廣（日本体育大学） 

	 演者：「日体大大学院実践学コース・コーチング学系の試み」伊藤雅充（日本体育大学） 

	 	 	 	 「公認スポーツ指導者制度」廣﨑正彰（日本体育協会スポーツ指導者育成部） 

	 	 	 	 「初等中等教育における現職教員の指導力向上の取り組み」佐藤豊（鹿屋体育大学） 

17:00～18:00	 総会（記念講堂） 

18:15～20:00	 懇親会（学生食堂） 

 

第二日目：2012年3月18日（日） 

9:30～10:30	 特別講演（記念講堂） 

	 日本コーチング学会国際交流推進委員会企画 

	 テーマ「 In pursuit of Coaching Excellence: A perspectives and Experience of Taiwan」 

  Chen Chuan-Show氏（台湾コーチング協会名誉会長） 

10:40～11:40特別講演（記念講堂） 

	 テーマ「Global Developments in Coaching」 

  John Bales氏（国際コーチ教育協議会会長） 

11:50～12:50 ランチョン・ワークショップ （2201教室） 

	 テーマ「コーチング現場での映像の活用」	 ダートフィッシュ・ジャパン 

13:00～14:00 コンパクトプレゼンテーション(2)（記念講堂） 

14:00～15:00 ポスター発表(2)（3201教室） 

15:10～15:20	 表彰・閉会式（記念講堂） 

日本コーチング学会第 23 回大会  
（兼	 日本体育学会体育方法専門分科会研究会）  
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場所：日本体育大学世田谷キャンパス 

 

 

 

【大会会場】  
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お願いとお知らせ  
【参加者】 
1. 大会受付：受付は教育棟１階入り口に設置します。役員の受付は 9時 30分より開始しま

す。会員および当日参加者の受付は 10時より開始します。 
2. 会員章：	 受付で学会大会会員章をお渡ししますので、学会中は必ず着用願います。 
3. 参加費：	 例年通り学会員無料。非学会員 1000円（当日受付でお支払いください）。 
4. 大会号：	 大会号（CD-ROM）は学会当日参加された方に配布いたします。 
5. 食事と休憩：3月 18日（大会 2日目）は、学内の食堂、コンビニエンスストアが使用で

きません。ランチョンセミナーに参加されない方は学外の飲食店をご利用下さ

い。また休憩は、教育棟 2階 3205教室をご利用下さい。 
6. 駐車場：	 学内駐車場はありません。公共の交通機関をご利用ください。 
7. 懇親会（情報交換会）：会費は 3000円（院生・学生 1000円）です。是非ご参加くださ
い。 

 
【一般発表（ポスター発表の演者の方へ） 
・ ポスター掲示用のパネルは横 90cm×縦 210cmのものを用意します。 
・ ポスター掲示用の画鋲等は実行委員会では用意いたしませんので、各自でご用意下さい。 
・ ポスターの掲示は大会１日目、２日目ともに、指定された場所に 12:00完了させてくだ
さい。 

・ ポスター発表時間中は、演者は必ずポスターの前で質疑応答を行ってください。ポスタ
ー発表には座長はつかず、口頭での発表も行いません。 

・ ポスター発表終了後は速やかに撤去をお願い致します。17:00の時点で撤去が完了して
いない場合は実行委員会で処分させていただきます。 
 

【コンパクト・プレゼンテーションをご希望された方へ】 
・ コンパクト・プレゼンテーションを実施する場合にもポスターの掲示は必須となります。 
・ コンパクト・プレゼンテーションはポスター発表と同じ日に実施します。 
・ 発表時間は演者交代時間を含め 5分とします。質疑応答はありません。 
・ 時間的な制約のため、実行委員会で準備する PC（Windows7,Microsoft Power Point 

2010）のみをご使用頂きます。なお、プロジェクターを使用する際には、データのコー
ピーを発表当日の 12:00までにポスター発表会場内に設置するコンパクト・プレゼンテ
ーション受付にて行ってください。 

・ コンパクト・プレゼンテーション終了後、コビーしたデータは消去させて頂きます。 
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一般発表プログラム  
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Ǯǡǥǣ äƭźíæȬƁxlÖȫǀȢȹ�Ť| ė�ȐĈ ��`ǋnt

ǧǫ
ǮǡǥǤ äƭŌ¹ťȬȤȳȬǽǭǮǭǽǭǝǺǻǹǽǹǯǹǶƾĭȩȣȬɜɷɼɞɺɈ=ã ĺ�sĄ �¦~tb

ǨǢ
Ǯǡǥǥ ŭ#ƸƓŴȫșȞȹɷɐɑɕɺɑƫ>Ȭƫ>��ǞǷǱǽȇǟ ��ƪ�ƴ ��nt

Ǩǣ
ǮǡǥǦ ÌÜ#ũntqrɡɷɼɪɼɶɗɼɮȬ�ƿ#9ɜɷɼɞɺɈɨɸɈɴɮȬíƉ �1� ÌÜ#ũnt

ǨǤ
Ǯǡǥǧ

ǙèģɡɑɉɘɜɪɼɶƲ·ȫ�ŨŷĊ7ǄɡɺɝȼĤȖȤɜɷɼɞɺɈț³ƼÚȬŬŏ
9ȫșȶȰȢ¢ǐȫȥȖȧ

ō1Æ ÌÜ#ũnt

Ǩǥ
ǮǡǥǨ �ƄĮ;9�ȬƯȖțɑɜɸɼɇěªȫ�Șȹ¢ǐʂǦćĄȬúƣ !Ŷǝ°Y Éĕ�ÅũĲƎɒɺɕɼ

ǨǦ
Ǯǡǥǩ

ɜɴȿȽɑɸɺȫșȞȹǼȊȃȅɢɼɜȬɷɼɑ�ƾ
ȍǝɜɴȿȽɑɸɺɛȾɑɕɺɑȨȬǳǺǼƠƛ3áȚȷǝȍ

ìƐıô ÇAtbnt

Ǩǧ ǮǡǥǪ ǣǢ�7ɄɼɑɜɴɵȽɺɦɘɜɪɼɶ`1ɵɼɈȬÌÜ�Ʋ·ȬƋS�Ȭƫ>�� ǀNƱ ÌÜ#ũntntǅ

ǥØǣǪÌ
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企業一覧  
 

【賛助会員】 
 

株式会社	 大修館書店 
(株)サス・スポーツプロダクト 

ILS株式会社 
株式会社	 ディケイエイチ 
日勝スポーツ工業株式会社 
株式会社	 文成印刷 

NPO法人	 日本 Gボール協会 
あどあど 

 

【協賛企業】  
 

株式会社	 ダートフィッシュ・ジャパン 
株式会社	 ベルテック・ジャパン 


