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第 23 回大会（八戸大会）のご案内 －第１号通信－
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三浦 亜紀（青森県立八戸盲学校）
川村 修弘（宮城教育大学附属特別支援学校）

謹啓 会員の皆様にはコロナ感染症対策の中、お元気でお過ごしのこととお喜び申し上げます。
この度，日本Ｋ－ＡＢＣアセスメント学会第 23 回大会を青森県八戸市にて，下記の要領で開催させ
ていただくことになりました。時節柄，公私誠にご多用と存じますが，多数の皆様方に八戸大会にご
参加くださいますようご案内申し上げます。なお，今後の詳しい日程等につきましては，学会本部ホ
ームぺージでお知らせする予定ですが，まずは略儀ながらご案内まで申し上げます。

１．日

時

２０２１年８月２１日（土）～８月２２日（日）

２．会

場

八戸市公会堂＆公民館（八戸市役所となり、JR 本八戸駅から徒歩５分）

３．後

援

日本 K-ABC アセスメント学会

４．大会テーマ

「地域の中で検査者がどのようにスキルアップしていくか」

５．会場へのアクセス

JR 本八戸駅（在来線）から
・徒歩の場合

JR 本八戸駅から徒歩５分で八戸市公会堂。

JR 八戸駅（新幹線）から
さめ

・電車の場合

く じ

・バスの場合

JR 八戸駅から八戸線「鮫 ・久慈」方面行きに乗り換えて、JR「本八戸駅」で下車。
所要時間 8 分、190 円。徒歩５分で八戸市公会堂。
＊八戸線「久慈方面」行きは、新幹線に接続しています。15～45 分間隔。
駅構内のバス乗り場（１・２番）から市営または南部バスの「八戸中心街」方面行きに

・タクシ－の場合

乗車して、「三日町」(市営)または「八日町」(南部)「で下車。徒歩５分で八戸市公民館。
所要時間 23 分。運賃 300 円。20 分間隔。
駅構内のタクシープールから乗車。所要時間 15 分、約 2,200 円。

みっか

ようか

三沢空港から
・バスの場合

三沢空港のバス乗り場から空港連絡バスの「八戸市内」行に乗車して、「JR 本八戸駅」
又は「八日町」で下車。所要時間 50 分。運賃 1,500 円。徒歩５分で八戸市公会堂。
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６．大会日程

＊内容は変更されることもあります。学会ホームぺージで確認してください。
8 月 2１日（土）

09:00
09:30
09:45
～
09:55
10:00
～
10:55
11:10
～
12:25

12:30
～
13:20
13:25
～
14:05
14:10
～
16:10
16:30
～
17:45

18:45
～
21:00

受付開始
開会式 （オンライン有）
KABC-Ⅱスキルウォーミングアップ （オンライン有）
「KABC-Ⅱの資質・能力を問う」 講師：三浦光哉（山形大学）
教育講演 （オンライン有）
「CHC 理論の新たな解釈」

講師：熊谷恵子（筑波大学）

シンポジウム （オンライン有）
「K-ABC 地域研究会の活性化と人材養成」
司会：三浦光哉（山形大学）
話題提供：
川村修弘（東北 K-ABC 研究会）
大平正弘（南信地区 K-ABC 事例研究会）
伊澤幸洋（中国地区 K-ABC 研究会）
佐藤晋治（大分 K-ABC 研究会）
指定討論：藤田和弘（筑波大学名誉教授）
昼食・休憩
各種委員会

12:00
～
13:00
13:15
～
15:15
15:30
～
16:00
16:00
～
16:15

KABC-Ⅱスキルアップ① （オンライン有）
｢DN-CAS と KABC-Ⅱのｸﾛｽﾊﾞｯﾃﾘｰ解釈」
発表：天海丈久（弘前大学）
講評：青山眞二（北海道教育大学）

ポスター発表Ⅰ （オンライン有）
（５～10 演題を予定）
研究発表Ⅰ （オンライン有）
（1 演題 55 分×２コマ、3 部屋、計６演題を予定）
KABC-Ⅱスキルアップ② （オンライン有） KABC-Ⅱスキルアップ③ （オンライン有）
通級・支援学級・支援学校「KABC-Ⅱの検査
小学校・中学校・高校「KABC-Ⅱの検査結
結果を活かした教材・教具等の活用と指導」
果を活かした教材・教具等の活用と指導」
発表：川村修弘(宮城教育大学附属特別支援学校)
発表：村山美沙姫（寒河江南部小学校）
発表：渡邉敬子（米沢市立興譲小学校）
発表：佐竹絵理（米沢第三中学校）
発表：舩山美貴子(山形大学附属特別支援学校)
発表：松田浩明（寒河江工業高校）
講評：小林 玄（東京学芸大学）
講評：星井純子（法政大学）
情報交換会（中止またはオンラインに変更する場合があります）
場所：八戸市内
8 月 2２日（日）

09:00
09:30
～
10:20
10:30
～
11:55

＜第１日目＞

受付開始
定期総会

＜第２日目＞

（オンライン有）

KABC-Ⅱスキルアップ④ （オンライン有） KABC-Ⅱスキルアップ⑤ （オンライン有）
「KABC-Ⅱの検査実施上のポイントと解釈」 「KABC-Ⅱの検査報告書の書き方と結果の伝
発表：富樫智枝（鶴岡市教育相談センター）
え方」
発表：阿部由紀（鶴岡市教育相談センター）
発表：鈴木千絵（天童市教育委員会）
講評：服部 環（法政大学）
発表：星川裕美（尾花沢中学校）
講評：熊上 崇（和光大学）
昼食・休憩
地域研究交流会
研究発表Ⅱ （オンライン有）
（1 演題 55 分×２コマ、3 部屋、計６演題を予定）
KABC-Ⅱスキルアップ総括 （オンライン有）
「今後の検査者に期待すること」
講評：石隈利紀（東京成徳大学）
講評：小野純平（法政大学）
閉会式 （オンライン有）
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７．研究発表およびポスター発表の申し込み
(1)研究発表の要領
・口頭発表の形式で，１演題につき60分(質疑応答を含む)を予定しています。
・研究発表の内容は，事前に座長から査読をしていただきます。
・進行は，座長と打ち合わせを行ってください。
・研究発表会場には，プロジェクターとパソコンをご用意いたします。その他の機器の使用を
ご希望の方は，大会事務局までご相談ください。パワーポイントで発表していただきます。
・オンライン（Zoom）での発表を希望の場合には、お知らせください。
(2)ポスター発表の要領
・指定された時間内（１時間を予定）にポスターを掲示し，各発表者が質問者と自由に質疑・
応答・討論を行ってください。
・ポスター掲示ボードは，横90cm×縦180cmです。ポスターを固定する画鋲等はポスター会場に
ご用意いたします。
・ポスターの掲示・撤去は，各発表者が行ってください。
(3)研究発表およびポスター発表の要件
・研究発表およびポスター発表の筆頭発表者になれるのは，いずれも１回ずつに限ります。た
だし，連名発表者はこの限りではありません。筆頭発表者は正会員であり，令和３(2021)年
度年会費を納入し，所定の期日までに発表申し込みをしている必要があります。現在，正会
員でない方で発表をご希望される場合は，以下の本部事務局にお問い合わせのうえ，入会手
続きを行ってください。
入会手続き：日本K-ABCアセスメント学会 本部事務局
〒112-0002 東京都文京区小石川五郵便局留 日本K-ABCアセスメント学会事務局
TEL：03-3944-1390
E-mail： honbu−jimu@k-abc.jp
(4)研究発表およびポスター発表の申し込み期限
・202１年４月３０日（金）までに必要事項をご記入し,下記のメールアドレスまでお申し込み
ください。
＜お申し込みの必要事項＞
①発表者のお名前と所属（連名発表の場合，筆頭発表者に○をつけてください。）
②研究発表またはポスター発表の区別
③発表演題
④筆頭発表者の連絡先（郵便番号，住所，電話，FAX 番号，E-mail アドレス）

＜メールアドレス＞
東北K-ABC研究会 事務局長 川村 修弘

E-mail

tohokukabc@gmail.com

・研究発表の申し込みをしていただきますと，折り返し，「日本 K-ABC アセスメント学会第 23
回大会発表抄録集執筆要領」をメールで送信いたします。原稿の長さは，Ａ４判で６ページ
とし，検査結果の図表などを含みます。これまでの「発表抄録集」をご確認ください。
・ポスター発表の申し込みにつきましては、折り返しご確認のメールを差し上げます。Ａ４判
１枚程度の概要を提出していただきます。
・発表につきまして，ご心配なことがございましたら，お申し込み時にお問い合わせください。
８．発表原稿の作成と送付
・発表原稿は，発表抄録集執筆要領に従って作成し，202１年５月３１日（月）まで、東北K-ABC
研究会事務局長 川村 修弘にメールでご送付願います。

９．大会参加の申し込み
・参加申し込み，参加費の振り込み等につきましては，６月上旬から「学会ホームページ」で,
お知らせいたします。
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10．オンライン（Zoom）参加
・オンライン参加者は、事前の申し込みが必要です。抄録集は事前に郵送します。
・オンライン参加者には、学会参加費納入確認後に「パスワード」をお知らせいたします。
・オンライン参加者には、事前に「Zoom」を各自ダウンロードしていただき、「事前の練習会」
に参加していただきます。
11．宿泊の申し込み
・大会事務局では，宿泊の斡旋はいたしません。お早めに各自でホテル等にお申込みください。
・大会会場（八戸市公会堂）は，八戸市内の繁華街に位置しており，JR新幹線「八戸駅」から約
６Km離れております。ホテル等は，JR在来線「本八戸駅」周辺や繁華街に予約されることをお
勧めいたします。
12．託児所の設置
・大会事務局では，学会員のお子様（３歳～小学生）について保育室を設置します。ご希望の方
は，202１年７月９日(金)までに大会事務局にメールでお知らせください。
13．アクセシビリティ・サービスについて（検討中）
・大会事務局では，学会員の様々なサービスに応えるため，障害のある方のためのサポートを考
えております。アクセシビリティ・サービスをご利用いただくにあたっては，サービス担
当者の手配や配置などの事前準備が必要ですので， 202１年７月９日(金)までに大会事務局
にメールでお知らせください。
・大会会場は,公会堂と公民館の２か所の建物で開催します。車イス等をご利用の方はお知らせく
ださい。

14．参加費
予約参加
（7月31日まで）
￥６，０００

正会員
非会員（一般）

当日参加
（8月７日以降）
￥７，０００

オンライン参加
（Zoom）
￥５，０００
抄録集あり（郵送）

抄録集あり

抄録集あり

￥７，０００

￥８，０００

￥６，０００

抄録集あり

抄録集あり

抄録集あり（郵送）

大学生・大学院生
￥２，０００
￥３，０００
￥２，０００
（社会人院生は除く）
抄録集なし
抄録集なし
抄録集なし
抄録集のみ
￥２，０００（大会不参加で必要な場合には連絡ください）
情報交換会（８月２１日）
￥６，０００
￥７，０００
＊参加費は、学会ホームページ上でお支払いください。
＊予約参加申込み締切日以降（８月７日～）は，「当日参加」となりますのでご注意ください。

15．今後の予定
①
②
③
④
⑤

研究発表・ポスター発表申し込み締め切り ………………
研究発表原稿・ポスター発表概要の送付締め切り ………
第２号通信（ホームページ）の公表、参加申し込み ……
託児所、アクセスビリティ・サービスの締め切り…………
予約参加申込み締め切り ……………………………………

2021年４月30日（金）
2021年５月31日（月）
2021年６月上旬
2021年７月９日（金）
2021年８月７日（土）

16．大会に関するお問い合わせ（メールにてお願いいたします）
日本K-ABCアセスメント学会 第23回大会（八戸大会）
東北K-ABC研究会 事務局長 川村 修弘（宮城教育大学附属特別支援学校）
E-mail
tohokukabc@gmail.com
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