日本食育学術会議 第 16 回大会開催案内【第 2 報】
**********************************************************************
この度、日本食育学術会議第 16 回大会を、2022 年６月 25 日（土）
・26 日(日)において
開催いたします。今後の COVID-19 の感染状況にもよりますが、愛媛県松山市を開催地と
して計画を進めております。最終の決定は 5 月頃を予定しています。
大会では、食育に関する基調講演や特別講演、シンポジウム、講話、研究発表・実践発表
などを行う予定です。つきましては、会員の皆様方に、ご参加を賜りますと同時に、研究成
果のご発表や話題提供をお待ちしております。
本大会では、
「サステナブルな食育を目指して」をテーマにより多くの食育関連の研究者
および指導者、保育・教育関係者、関連企業の方々にご参加、ご登壇いただき、より有益な
教育・研究の情報交換と親睦の場の提供を心がけておりますので、是非とも、お誘い合わせ
のうえ、ご参加くださいますよう、心よりお願い申し上げます。あわせて、多くの皆様のご
発表も、大会実行委員一同、心よりお待ちしております。
日本食育学術会議 第 16 回大会会長 多賀昌樹
（和洋女子大学家政学部健康栄養学科 准教授）
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
記
Ⅰ．開催期間：2022 年６月 25 日（土）～６月 26 日(日)
Ⅱ．開催形式：現地＋一部ハイブリッド形式（現地開催および WEB 開催の併用）
（現時点での予定のため、変更の場合随時、メール及びホームページにてご案内します）
Ⅲ．会

場 ：愛媛県男女共同参画センター（〒791-8014 愛媛県松山市山越町 450）

Ⅳ．大会テーマ：
「サステナブルな食育を目指して」
Ⅴ．主な日程（各プログラムの開催日程内容等は変更になることがあります）
1 日目 2022 年 6 月 25 日（土）

2 日目 2022 年 6 月 26 日（日）

10:30~11:00 各種委員会

9:00~

受付開始

11:00~12:00

9:30~10:50

シンポジウム

12:00~

理事会
一般受付開始

11:00~12:00

演題発表 C

12:50~13:00 開会式

12:00~13:00

昼食

13:00~14:00

講演①

13:00~14:00

総会

14:10~15:10

講演②

14:00~15:00

演題発表 D

15:30~16:30

演題発表 A

15:00~15:30

表彰式・閉会式

16:30~17:30

演題発表 B

17:40~

交流会

Ⅳ．大会参加方法
参加登録は、2022 年 4 月 1 日（金）～6 月 23 日（木）正午までとします。
なお、演題発表者（筆頭演者）は、演題締切日（2022 年 5 月 10 日（火）正午）までに、必
ず参加登録を行なってください。
納入された参加費は、いかなる理由があっても返金には応じかねますのでご了承くださ
い。登録の重複が無いようくれぐれもご注意下さい。
１．参加費用（講演要旨集代含）
会員・非会員 3,000 円（事前）
・4,000 円（当日）
大学院生

2,000 円（事前）
・3,000 円（当日）

学生

1,000 円（事前）
・2,000 円（当日）

２．参加登録方法
下記 URL よりアクセスし、オンライン上で参加登録を行なってください。

https://onl.la/aqQadhK

なお、演題発表者（筆頭演者）は、演題登録の前に必ず上記 URL から参加登録を行
い、参加費の支払いを完了してください。
３．参加費の支払い方法
参加費は、下記「ゆうちょ口座」に振り込みをしてください。振り込み手数料は参加
登録者のご負担となります。複数名での振込はご遠慮ください。
演題発表者（筆頭演者）に限り、2022 年 5 月 10 日（火）までに参加費の支払いを完
了してください。
ゆうちょ銀行 店名：０５８（ゼロゴハチ）
普通口座：9525563
日本食育学術会議千葉支部
４．一般演題登録の手順
演題登録は、2022 年 4 月 1 日（金）正午～2022 年 5 月 10 日（火）正午までです。
Ⅶ．一般演題募集要項をお読み下さい。

Ⅶ．一般演題募集要項
一般演題募集は、オンライン登録とします。演題申込に不備な点がある場合には受理し
ないことがあります。この要項を熟読の上、ご登録ください。また、登録された発表要旨の
書式（フォーマット）は、日本食育学術会議ホームページよりダウンロードして使用してく
ださい。また、登録された発表要旨は、印刷の際に変更されることがあります。ご了承くだ
さい。
１．申込応募資格
筆頭発表者は、日本食育学術会議会員であり、さらに 2022 年度年会費納入者であるこ
ととします。また、あらかじめ日本食育学術会議第 16 回大会の参加費の納入が必要で
す。なお、連名者は、日本食育学術会議第 16 回大会への参加者であることとします。
２．一般演題登録期間
開始：2022 年 4 月 1 日（金）正午
締切：2022 年 5 月 10 日（火）正午 演題締切の延長は致しませんのでご注意下さい。
３．抄録要旨の送付先
指定のフォーマットで作成した発表要旨は、締切期日までに、下記メールアドレスに送
付してください。その際、ファイル名は、食育太郎_○○における××で作成してくだ
さい。なお、確認のため word 書式および PDF 書式にてご送付ください。
送付先メール chibashokuiku@gmail.com
４．演題発表の方法
一般演題の発表方法は、全て口頭発表を予定しています。なお、発表については、現在
現地にての発表で準備しています。新型コロナウイルス感染症の状況によっては、Web
発表へ変更する場合がありますので、あらかじめご理解下さい。
また、一般演題の申し込みが多数の場合は、現地でのポスター発表または誌上発表に代
えさせていただく場合があります。実行委員会にご一任ください。
１）口頭発表
・口頭発表：発表時間：１題につき 12 分（発表時間 9 分、質疑応答時間 3 分の予定）
※演題数により、時間を変更する場合もありますことをご了承ください。
・使用機材： パソコンの OS は Windows10、
アプリケーションは、Microsoft office PowerPoint 365 とします。
・発表用データ：事前にデータファイルのウィルスチェックを済ませ、USB メモリに
てご持参ください。
・ポスター発表については、改めて連絡します。
５．発表抄録原稿について（口頭発表の抄録原稿書式例）
・ 演題名（第１行目～２行目）
：ゴシック 14 ポイント
・発表者氏名および所属（第３行目～４行目）
：ゴシック 11 ポイント

・キーワード（５行目）
、３～５ワード：明朝 10 ポイント
・本文（第６行目から）は、２段組で作成してください。
大見出し：ゴシック 11 ポイント
中見出し:ゴシック 10.5 ポイント
小見出し:ゴシック 10 ポイント
和文：明朝 10 ポイント
英文：Century 10 ポイント
・用紙サイズはＡ４版を使用し、２枚以内で作成してください。
（フォーマットは日本食育学術会議ホームページよりダウンロードするか、演題申し込み
時にお知らせする添付ファイルのフォーマットをして使用してください）
各自で設定する場合は、下記の設定を厳守してください。
・余白は、上 25mm、下 25mm、左 25mm、右 25mm に文字数は、42 文字×40 行に設定し
本文を２段組にしてください。
・図表、写真は、鮮明なものを使用してください。カラー写真であっても、印刷のでき上が
りは白黒になります。
・ 講演やシンポジウムの発表要旨の形式も同じです。ただし、ページ数はお任せしますが、
抄録編集の都合により、ご相談させていただくことがあります。ご了承ください。
・原稿締め切りは 2022 年 5 月 10 日（火曜日）正午までに、第 16 回大会事務局へ E-mail
にてお送りください。
【第 16 回大会事務局】
〒272-8533 千葉県市川市国府台 2－3－1
和洋女子大学 多賀昌樹
TEL 047-371-1591
E-mail : chibashokuiku@gmail.com
Ⅵ．必要経費納入について
１）参加費 3,000 円
２）入金先

銀行名：ゆうちょ銀行

（普通貯金）口座番号：9525563

店名：〇五八（ゼロゴハチ） 店番０5８

加入者名：日本食育学術会議千葉支部

※学会年会費（5,000 円）とは別口座ですので、ご注意ください。
Ⅶ．昼食について
各自でご用意ください。
Ⅷ．宿泊について
宿泊については、各自で手配をお願いいたします。

【会場へのアクセス】
〒791-8014 愛媛県松山市山越町 450
愛媛県男女共同参画センター https://www.ehime-joseizaidan.com/
＜電車・バスのご案内＞
●JR 松山駅から
市内（路面）電車城北環状線 路線番号 1 番 ⇒ 本町 6 丁目電停下車⇒ 徒歩約 3 分
●伊予鉄松山市駅から
市内（路面）電車城北環状線 路線番号 1 番 ⇒ 本町 6 丁目電停下車 ⇒ 徒歩約 3 分
郊外バス北条線 ⇒ 本町 6 丁目停留所下車⇒ 徒歩約 2 分

