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2020 年 12 月 15 日 

日本アフリカ学会第 58回学術大会 

第 1回サーキュラー 

 

日本アフリカ学会第 58 回学術大会は、2021 年 5 月 22 日（土）、23 日（日）の日程で、オン

ラインにて行われます。参加を希望される方は、日本アフリカ学会ウェブサイト（https://african-

studies.jp/reg/）の申し込みフォームよりお申し込みください。奮ってご参加くださいますよう

お願い申しあげます。 

 

大会委員長 田川 玄 

 

１． 大会会場：オンライン（Zoom および Dropbox） 

 

２． 大会日程： 

2021年 5月 22日（土）：口頭発表、ポスター発表、評議員会、総会 

2021年 5月 23日（日）：口頭発表、ポスター発表、公開シンポジウム 

 

 

３． 研究発表 

今回の学術大会では、口頭発表とポスター発表を主な発表形式とし、フォーラムはこれ

に準じるものとします。発表を希望される方は、これらの発表形式のなかから一つをお選

びください。なお、口頭発表とフォーラムは Zoom を用いてライブで行い、ポスター発表

は第 57 回学術大会と同様に Dropbox を用いて行う予定です。特にポスター発表について

は、第 2 回サーキュラーにて説明を行う予定です。 

 

４． 発表数の調整について 

日本アフリカ学会の学術大会では、開催校が発表の選考を行うことが認められています。

今回の学術大会はオンライン形式であるため、発表を希望される全ての方が希望する形で

発表を行えない可能性があります。そのような場合は、ご海容のほどよろしくお願い申し

あげます。また今回の学術大会では、非会員の参加は受け付けません。 

 

 

５． 発表の申し込みと発表要旨の送付 

学術大会の参加および発表の申し込みは、原則として日本アフリカ学会ウェブサイト

でお願いします（https://african-studies.jp/reg/）。発表を希望される方は、2 月 3 日（水）

までにウェブサイトから発表および参加の申し込みを行ったのち、2 月 17 日（水）まで



2 

 

に発表要旨をお送りください。なお、2016 年度より、大会前後の一定期間のあいだ、大会

プログラムおよび発表要旨を学会のウェブサイト上で閲覧できるようになりました。この

点をご了解いただいたうえで要旨等をお送りください。 

 

発表申し込みの締め切り：2月 3日（水） 

発表要旨の締め切り  ：2月 17日（水）必着 

（同封の「発表要旨作成要領」に基づき作成し、原則メールで 

送付してください） 

 

＊ ウェブでの申し込みができない方は、下記、土倉事務所までメール、電話、ファック

ス等でご連絡ください。その際、必要事項（氏名・ふりがな・所属・電話番号・メール

アドレス・大会への参加/不参加・発表する/しない・発表形式・発表形式変更の可/不

可・発表者名・発表題目・総会出欠・総会欠席の場合の委任状）を明記してください。

発表申し込みの締め切りはウェブサイトと同様、2 月 3 日（水）必着となります。 

 

連絡先：日本アフリカ学会事務局（株）土倉事務所 

（営業時間 10 時～18 時 年末年始・土・日・祝日を除く） 

TEL 075-451-4844 

FAX 075-441-0436 

E-mail： africa-gakkaijimu-dogura@mbr.nifty.com 

 

 

６． 海外在住の非会員アフリカ研究者による研究発表 

2016 年度より、海外在住の非会員アフリカ研究者による研究発表が可能になりました。

ただし発表が可能な研究者は、参加および発表の申し込みや発表要旨の送付、会費（参加

費）の振り込みなどをサポートできる学会員がいる場合に限られます。 

海外在住の非会員アフリカ研究者をサポートされる学会員の方は、発表申し込みの締め

切りまでに、ご自身の氏名・所属・電話番号・メールアドレスと一緒に、発表者の情報  

（氏名・専門分野・所属・メールアドレス）を記入し、土倉事務所までメールでご連絡   

ください。また、ウェブでの発表申し込み・要旨の提出・参加申し込み（会員資格申請中

にチェックしてください）もサポートされる学会員の方が行ってください。発表申し込み・

要旨の提出・参加申し込み・会費の事前納入等の方法や締め切りは、非会員の方も学会員

と同様です。なお、発表者が多数の場合、会員の発表を非会員の発表よりも優先する可能

性があります。 

 

 

mailto:africa-gakkaijimu-dogura@mbr.nifty.com
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７． 発表に関する注意事項 

（1） 発表を希望される方は、「参加および発表の申し込み」を締め切りまでに完了し、

完成版の「発表要旨」を締め切りまでに送付してください。いずれかが欠けてい

る場合、またはいずれかの締め切りを過ぎた場合、発表はできませんのでご注意

ください。 

（2） ポスター発表を希望する方も、発表要旨は必ずご送付ください。 

（3） 共同発表の場合は、ウェブなどで申し込みの際、「発表者」欄に発表者全員の氏名

を記入し、登壇者に〇をつけてください。なお、登壇者は学会員に限ります。 

（4） フォーラムを希望する場合は、代表者は、ウェブ申し込みフォームの「フォーラ

ム」にチェックをつけ、フォーラム名を記入してください。「発表者」欄に発表者

全員の氏名を記入し、代表者に○印をつけてください。各発表者も、ご自分のウ

ェブ申し込みフォームの「フォーラム」にチェックをつけ、フォーラム名かフォ

ーラム代表者を記入してください。 

（5） 口頭発表時間は質疑応答を含めて 15 分です。 

（6） フォーラムの時間枠は最長で 1 時間 15 分です（発表者 5 人分を上限として、1 人

15 分×人数で時間枠を設定）。また発表要旨は、フォーラム代表者が各発表者の

要旨をとりまとめて一括して送付してください。発表要旨がすべて揃っていない

場合は、フォーラムとして発表できませんのでご注意ください。また、代表者は

テンプレートを利用してフォーラム紹介ページを作成し、要旨とともに送ってく

ださい。 

（7） 非学会員（海外在住者のアフリカ研究者でサポートできる学会員がいる場合を除

く）で発表を希望される方は、2021 年 2 月 3 日（水）までに日本アフリカ学会の

ウェブサイト（http://african-studies.com/）から入会申し込みを済ませてください。

なお、理事会で入会が承認されると、すぐに会費の納入が求められますが、この

会費は 2021 年度分として扱うことが可能です（詳細は日本アフリカ学会のウェブ

サイトをご覧ください）。みなさまの周りに発表を希望する非学会員がいらっしゃ

いましたら、そのようにご助言くださいますようお願いします。 

（8） 口頭発表、ポスター発表、フォーラムを通して、発表件数は１人１件とします。 

 

８． 大会の参加申し込み 

大会に参加される方は必ず事前の申し込みが必要です。参加を希望される方は、4 月 7

日（水）までにアフリカ学会のウェブサイト（https://african-studies.jp/reg/）から参加の申

し込みを行ったのち、4 月 21 日（水）までに参加費の納入をお済ませください。 

 

参加申し込みの締め切り ：4月 7日（水） 

参加費払い込みの締め切り：4月 21日（水） 
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９． 参加費（予定） 

4 月 21 日（金）までに下記の口座に納入をお願いします。なお今回の学術大会はオンラ

インであるため、懇親会は開催されません。 

 

大会参加費：3,000円（学生：1,000円） 

 

 

もみじ銀行（銀行コード 0569）店番 130 西風新都支店  

口座番号 普通預金 3058974 

日本アフリカ学会 第５８回学術大会 田川 玄 

ニホンアフリカガツカイダイゴジユハチカイガクジユツタイカイ タガワ ゲン 

 

 

＊ 今回の学術大会はオンライン形式のため、当日参加は受け付けません。必ず締め切り

までに参加申し込みと参加費の支払いをお願いします。なお、参加費は申し込み人数

によって変更されることがあります。ご了承ください。 

＊ 参加費を振り込んだのちに参加をキャンセルされる場合は、大会前日までに大会事務

局にメールでご連絡ください。大会参加費は後日、振込手数料を差し引いて返金いた

します。 

＊ 振込用紙は同封いたしません。振込み手数料はご負担くださいますようお願いいたし

ます。 

 

１０． 総会について 

すべての会員は総会に出席できます。大会へ参加されない方も、総会への参加をお願い

します。大会参加申し込みサイトの申し込みフォームで総会への出席・欠席を選んでく

ださい（https://african-studies.jp/reg/）。欠席される方は同サイトで委任状を提出できます。 

   

今回の学術大会に関する情報は、今後、日本アフリカ学会のウェブサイトからもご覧いただ

けるようになる予定です。学術大会に関するお問い合わせは、下記へお願いいたします。 

 

〒731-3194 広島市安佐南区大塚東三丁目 4 番 1 号 

広島市立大学国際学部 目黒研究室気付 

日本アフリカ学会第 58 回学術大会事務局 

Email：jaas58.hcu(at)gmail.com ((at)を＠に入れ替えてください) 

電話：082-830-1704  
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発表要旨の送付および作成要領 

 

原則として、下記の要領で作成したWord文書とPDFに変換したファイルの２点を、電子メ

ールに添付して大会事務局要旨提出用メールアドレス（jaas58.abstract(at)gmail.com ((at)を@

に入れ替えてください)）までお送りください。また、フォーラムを組織する場合、代表者の

方は発表者の要旨に加えて、フォーラムのタイトル、趣旨、発表者、発表順を記載した紹介

文をお送りください。 

 

その際、発表要旨のファイル名は「発表者氏名_jaas58」（例えば、TaroYamada_jaas58）

と、フォーラム紹介のファイル名は「発表者氏名_jaasforum58」（例えば、

TaroYamada_jaasforum58）と指定してください。 

これらのファイルをそのまま要旨集の印刷に用います。万が一、この２形式で提出できない

場合は、事前に、この要旨提出用メールアドレスを通して実行委員に相談してください。 

 

（1） 原稿は A4 サイズで打ち出せるものとし、上下左右に 25mm のマージンをとってくだ

さい。 

（2） 和文のフォントはMS明朝体、英文のフォントはTimes New Romanをご使用ください。 

（3） 演題のフォントは 12 ポイント、演題サブタイトルおよび発表者指名・所属は 11 ポイ

ントで、それぞれ太字にしてください。 

（4） 本文は 10 ポイントのフォントを使い、行間隔は 14 ポイントに固定して下さい。時数

は本文だけで 1500 字が目安です。使用言語は任意ですが、必ず 1 ページに収めてくだ

さい。 

（5） 第 58 回学術大会情報サイトより「発表要旨作成テンプレート」ファイルをダウンロー

ドできます(https://peacebuilding.wixsite.com/jaas58conferenceinfo)。なお前述の情報サイ

トとは別に、第 58回学術大会ウェブサイトの開設を 2021年 2月頃に予定しています。 

 

ご注意ください！ 

（1） 発表要旨の締め切りは 2月 17日（水）です（必着）。締め切りまでに届かない場合は、

発表を取りやめたものとみなします。 

（2） 2 月 3 日（水）までに参加および発表の申し込みを済ませていない場合、発表要旨を

受け付けることはできません。 

（3） 2016年度より発表要旨が日本アフリカ学会のウェブサイト上にそのまま掲載されるこ

とになりました。この点をご理解いただき、要旨の作成をお願いいたします。 

 

発表要旨の送付先・問い合わせ先： 

E-mail: jaas58.abstract (at)gmail.com（（at）を＠に入れ替えてください） 
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