第 20 回千葉県学校保健学会年次大会開催案内（第 1 報）
1) 開催期日
平成 28 年 12 月 10 日（土）
2) 会場
聖徳大学（松戸市岩瀬 550）
3) メインテーマ
「子どもの健康、皆で考えよう! ～子どもの健康は、適切な食と適度な運動から～」
4) プログラム
8:30～9:00

受付

9:00～9:30

理事・評議員会

9:30～10:00

大会長講演
「学校等での食育のあり方」
講師：上田 伸男（聖徳大学教授）
座長：渡邊 智子(千葉県立保健医療大学教授)

10:00～11:00

特別講演（市民公開講座）
「学校保健のフロンティア ‐未来に生きる子どもたちの健康を守り育てる-」
講師：植田 誠治（聖心女子大学文学部教授）
座長：上田 伸男（聖徳大学教授）

11:00～12:30

シンポジウム（市民公開講座）
「子どもの健康、食と運動について考える」
コーディネーター：
シンポジスト：
① 小学校：上野 理絵 (船橋市立金杉小学校 栄養教諭)
② 中学校：今井 美子 (船橋市立三山中学校 養護教諭)
③ 高等学校：
④ 千葉県教育委員会：

12:30～13:30

昼食

13:30～13:50

総会

14:00～15:00

一般口演

15:20～17:00

ワークショップ
・子供の食生活研究委員会
・健康教育ネットワーク委員会
・ヘルスカウンセリング研究委員会
・スポーツ栄養研究会

17:30～19:00
＊9:00～16:00

懇親会
協賛企業等展示

※会場及びその周辺には駐車場が十分ありませんので、お車でのご来場はお控え下さい。
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5) 学会参加費
事前申し込み：3,500 円、当日：4,000 円
学生：1,000 円
※ 講演集のみ購入 1,000 円
6) 昼食
学内には購買部(ジャンティ三越)、学生食堂(レストラン・アミティエ)、喫茶(カフェハーモニー)など
があります。ご利用下さい。
弁当（お茶を含む）を 1,000 円にて予約販売します。参加の事前申し込みと同時にお申込み下さい。
なお、当日は受け付けておりませんのでご留意下さい。
7) 懇親会
場所：レストランメインディッシュ(伊勢丹松戸店 11 階)
参加費：4,000 円
※当日も受付けますが、準備の都合上できるだけ事前に参加費の納入と同時にお申し込み下さい。
8) 参加申込み
(1) 期日：平成 28 年 11 月 14 日(月) 迄
(2) 参加申し込み：大会参加申し込み用紙をダウンロードして、必要事項
① 氏名 ②住所 ③連絡先 TEL 及び E-mail アドレス ④所属と送金の内訳⑤～⑦
⑤参加費：3,500 円
⑥弁当代：1,000 円
⑦懇親会費：4,000 円
をご記入の上、メール(hoken20th@gmail.com)、郵送または FAX(047-363-1401)で学会本部事
務局までご送付下さい。
(3) 参加費振込：参加申し込書の合計金額を、下記の銀行口座へお振込み下さい。
千葉銀行松戸支店

普通預金

口座番号

第 20 回千葉県学校保健学会大会長

4246525

上田 伸男
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一般演題の募集と申し込み方法
1) 演題申し込み及び講演集原稿締め切り期日
・演題申込：平成 28 年 9 月 20 日（火）必着
・講演集原稿提出締切り：平成 28 年 10 月 10 日（月）必着
2) 演題・ワークショップ申込方法
演題及びワークショップのお申し込みに関しては学会ホームページの、「演題・ワークショップ申込書」
をダウンロードして、演題名、発表者・連名者等必要事項をご記入の上、第 20 回年次大会本部・事務局
に E-mail（hoken20th@gmail.com）で送信して下さい。
(申込書はこちらからダウンロードして下さい。→演題・ワークショップ申込書 )
なお、郵送でお申込みの方は、申込書にご記入の上、第 20 回年次大会本部・事務局(p4 記載)まで送
付して下さい。
また、演題を申し込むにあたっては発表者及び連名者共に千葉県学校保健学会会員であり、平成 28
年度の会費納入者であることとします。発表者並びに連名者が非会員の場合は千葉県学校保健学会へ
入会し、会員になる必要があります。従って、応募する前に学会ホームページ（http://chiba-sh.org/）にアク
セスし、入会申し込書をダウンロードして必要事項をご記入の上、メールまたは郵送で下記学会本部事
務局までご送付下さい。
千葉県学校保健学会本部事務局：
〒271-8555 松戸市岩瀬 550 聖徳大学人間栄養学部食品衛生研究室
TEL:047-365-1111(内線 4164)

FAX:047-363-1401 E-mail: yukihide@seitoku.ac.jp

郵便振替口座番号：00120-3-359514
加入者名： 千葉県学校保健学会
年会費：3,000 円 入会金：1,000 円（現在非会員の方）
3) 講演集原稿の作成方法（一般口演・ワークショップ）、送付先
（1）講演集原稿の作成方法
①講演集の様式は A4 判用紙で 2 ページ、余白は上下 30mm、左右各 25mm にして下さい。1 頁当たり
40 字×36 行でお願いします。
※原則としてマイクロソフト・ワードで作成して下さい。それ以外のソフトを使用する場合は、大会本部・
事務局までご一報下さい。
②フォントは、表題が MS ゴシック体 12 ポイント太字で中央揃え、発表者および共同研究者は MS 明朝
体 10.5 ポイント太字で中央揃え、研究内容（本文）は MS 明朝体 10.5 ポイントで印字して下さい。英数
字はすべて半角を使用して下さい。
※テキスト（文章）のフォントを厳守し、図表を挿入した場合のフォントの大きさは、バランスを考慮し、
任意設定して下さい。
③講演集原稿作成上の留意点（重要）
ア 原稿（図表がある場合はこれも含む）は、必ず 2 頁以内にまとめて下さい。
イ 提出された原稿はそのまま講演集に掲載します。事務局では一切訂正・加筆等の校正は行いま
せん。図表のレイアウトも含め、完全な原稿として提出して下さい。
ウ 筆頭発表者名の左に○を付けて下さい。その次に共同研究者を明記し下さい。
記入例： 〇松戸太郎（聖徳大学）、取手花子（千葉市立○○中学校）- - -3-

エ 発表内容のキーワードを本文の左上に 3 つお書き下さい。
記入例： キーワード：学校保健、連携、協働
オ 【目的】～【まとめ】までは【

】で括って下さい。また、これらの項目構成は発表内容に準じ発表者

の判断で変更可と致します。以下、【目的】【方法】【結果】【考察】【まとめ】という一例もありますが、
【結果および考察】【結論】などに変更しても構いません。
なお、書式の具体例については学会ホームページに掲載している書式例を参考にして下さい。
（2）原稿の送付先
完成した原稿は E-mail にて年次学会本部・事務局に送付して下さい。なお、提出の際は、ファイル名
に筆頭発表者氏名を入れて下さい。
4） 一般口演の発表方法
口頭発表になります。（発表時間は大会ホームページでご確認下さい）
発表は「パワーポイント」が使用可能です。OS は Windows8、パワーポイントのバージョンは 2010 です。
パワーポイントを使用する場合は、12 月 5 日(月)～12 月 7 日(水)の期間に下記アドレスに送信してくだ
さい。容量が多く送信できない場合はＵＳＢにて下記住所へ送付して下さい。

年次大会本部・事務局
第 20 回千葉県学校保健学会年次大会本部・事務局
〒271-8555 松戸市岩瀬 550 聖徳大学 人間栄養学部 食品衛生学研究室 小松崎
TEL：047-365-1111(内線 4164)

E-mail：hoken20th@gmail.com
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