
 

 

2017 年 3 月 27 日 

日本アフリカ学会第 54 回学術大会 

第２回サーキュラー 

 

 

 

１．大会日程 

2017 年 5 月 20 日（土）：10:00～（受付開始 9:00） 

口頭発表、ポスター発表、評議員会、総会、懇親会 

2017 年 5 月 21 日（日）：9:00～ （受付開始 8:30） 

口頭発表、公開講演会 

 

 

２．大会会場 

信州大学教育学部 

〒380-8544 長野県長野市西長野 6 のロ 

電話番号 ： 026-238-4089（研究室直通：阿久津） 

ファックス： 026-234-5540（庶務係気付） 

http://african-conference54.info 

 

長野駅（善光寺口）から会場へのアクセス 

 

教育学部キャンパス    （工学部キャンパスと間違えないように注意してください !! ） 

 

◆ JR 長野駅善光寺口 4 番のりばで、長野市循環バス『ぐるりん号』に乗車（10 分）、バス停

「信大教育学部前」下車して道路を挟んで正面に教育学部キャンパスがあります。徒歩 1

分。 

 

◆ JR 長野駅善光寺口 1 番のりばで、アルピコバス“善光寺大門行き”“善光寺経由宇木行

き”“善光寺・西条経由若槻東条行き”“善光寺・若槻団地経由若槻東条行き”のいずれか

に乗車（10 分）、「花の小路」下車、教育学部キャンパスまで徒歩 5 分。 

 

◆ JR 長野駅善光寺口 7 番のりばで、アルピコバス“県道経由戸隠中社行き”“鬼無里行き”

“川後経由滝屋行き”のいずれかに乗車（10 分）、バス停「信大教育学部前」下車して道

路を挟んで正面に教育学部キャンパスがあります。徒歩 1 分。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

アクセス・マップ 

 

 

 

 

長野駅へのアクセス 

東京方面から（最短で 84 分） 

JR 東京駅   北陸新幹線  大宮  北陸新幹線  長野駅 

名古屋方面から（最短で 176 分） 

JR 名古屋駅   特急しなの    松本   特急しなの   長野駅 

北陸方面から（最短で 67 分） 

JR 金沢駅   北陸新幹線  富山  北陸新幹線  長野駅 

 

教育学部キャンパスには教職員用の駐車場がありますが、数に限りがございます。できる限り

公共交通機関のご利用をお願いいたします。 

  



 

 

３．研究発表 

 第 2 回サーキュラーでは、口頭・ポスター発表のプログラムを別紙として同封します。ただ

しこれは暫定版で、題目も一部省略していますので、完全なプログラムは第 54 回大会のウェブ

サイトからご覧ください。最新のものを閲覧できるようにしています。 

 第 54 回大会のウェブサイト：http://african-conference54.info 

  

口頭発表の時間は 15 分（発表 12 分＋質疑応答 3 分）です。発表会場では、Windows 系パワ

ーポイント 2010 の準備をしております。いずれのＯＳをお使いの方も下記のとおり会場にお

越しいただき、発表用ファイル（拡張子が ppt か pptx のもの）を USB 経由で会場備え付けの

Windows マシンにコピーしてください。持ち込まれたパソコンへのつなぎ替えも認めますが、

会場のプロジェクタは VGA 規格となっておりますので、持ち込まれる場合は必要に応じて各

自 VGA アダプタをご準備ください。また、正常な画像が表示されないなどつなぎ替えによる

トラブルは自己責任とさせていただき、発表時間の延長などはできませんので、あらかじめご

了承ください。また、パソコンで音声を再生したい方は、事前に事務局までご連絡ください。 

  

発表用ファイルは、USB フラッシュメモリに保存のうえ、以下の要領で準備してください。 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 20 日（土）午前に発表する方 → 9 時 45 分までに発表会場の PC にコピー 

 20 日（土）午後に発表する方 →13 時 15 分までに発表会場の PC にコピー 

 21 日（日）午前に発表する方 → 8 時 45 分までに発表会場の PC にコピー 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

配付資料がある方は、必要部数をご自分でご用意ください。当日に会場でコピーすることは

できません。 

 

 ポスター発表の発表会場には、貼り付け用のパネルを用意します。ポスター・パネルはタテ

167cm ヨコ 87cm のサイズをご用意する予定です。パネルにおさまるサイズで作成してくださ

い。発表者は学会会場に到着次第、各自でポスターを掲示してください。画鋲等はこちらで用

意いたします。ポスター発表の時間（コアタイム）は、20 日（土）の 15 時 15 分から 16 時 15

分までです。発表者は、この時間帯に必ず自分のポスター付近に待機し、内容について説明し

てください。なお、この時間帯以外もポスター発表会場は開放されておりますので、学会参加

者は自由にポスターを見ることができます。 

 

４．大会参加費、懇親会費 

5 月 5 日（金）までに納入 大会当日 

大会参加費 4,000 円（学生 2,000 円） 大会参加費 5,000 円（学生 3,000 円） 

懇親会費 6,000 円（学生 4,000 円） 懇親会費 7,000 円（学生 5,000 円） 

5 月 21 日（日）の弁当代 600 円 弁当の当日申し込みはありません 

※多数の方にお申込みいただいため、大会参加費を当初の予定から 1000 円値下げいたし

ました。第 1回サーキュラーでご案内した金額より大会参加費が安くなっておりますので、

お間違えの無いようにお願いいたします。 

 

 5 月 5 日（金）までに会費をお振込みいただくと、上記のように参加費および懇親会費を 1,000

円ずつ割引いたします。ぜひ、事前振込をご利用ください。 



 

 

大会参加費と懇親会費の振込先は下記のとおりです。 

 

・ゆうちょ銀行振替口座を利用する場合 

口座記号番号：００５３０―７―８６７６５ 

口座名称：アフリカ学会第５４回大会実行委員会 

加入者払込店・加入者払出店：長野旭 

 

・ゆうちょ銀行以外からの振り込みの場合 

銀行名：ゆうちょ銀行 店名：〇五九 (ゼロゴキユウ)店（０５９） 

預金種目：当座  口座番号：００８６７６５ 

   

納入期限：5 月 5 日（金）（事務処理の都合上、5 月 6 日（土）以降の振り込みはお受け

いたしませんのでご了承ください。）  

   振込金額：大会参加費のみの場合：4,000 円（学生 2,000 円） 

        大会参加費＋懇親会費の場合：10,000 円（学生 6,000 円） 

        大会参加費＋懇親会費＋弁当代の場合：10,600 円（学生 6,600 円） 

        （恐れ入りますが、振込手数料は各自でご負担願います。） 

 

 事前振込は、必ず大会参加者の名義（フルネーム）でお振り込みください。また、複数人数

分まとめての振り込みもおやめください。振込者の誤認を避けるため、ご協力をお願いします。 

 

５．宿泊と昼食 

宿泊は各自でご予約ください。ＪＲ長野駅周辺にはビジネスホテルがございます。長野市内

の宿泊施設の情報は、 

「ながの観光コンベンションビューローホームページ」http://www.nagano-cvb.or.jp 

 

をご覧ください。 

 

昼食ですが 5 月 20 日（土）につきましては、信州大学教育学部の学生食堂の営業が予定され

ています。ご利用方法は当日ご案内いたします。また大学から徒歩５分にある善光寺周辺には

蕎麦屋、レストランなどの飲食店もございます。大学から徒歩 7 分にある権堂商店街にも蕎麦

屋、ラーメン屋などの飲食店があります。 

5 月 21 日（日）は、大学構内の食堂等の営業は予定されていません。善光寺周辺の飲食店を

ご利用になるか、事務局がご用意するお弁当（600 円）をご利用ください。お弁当を希望され

る場合は、大会参加費などの振り込み時に、弁当代も一緒に代金を振り込んでください。当日

に申し込むことはできません。なお、5 月 20 日（土）はお弁当の注文はありません。 

 

６．託児サービス 

 第 1 回サーキュラーでご案内したように、会期中に託児所（無料）を開設します。対象は小

学校 2 年生までのお子さんで、開設時間は、5 月 20 日（土）9 時から 18 時まで、5 月 21 日（日）

9 時から 17 時です。利用を希望される方は、必ず 4 月 22 日（土）までに以下の情報を電子メ

ールで事務局（sakutsu@shinshu-u.ac.jp）までお知らせください。1）保護者氏名（よみがな）・

所属・連絡先（含む携帯電話番号）、2）お子さまの人数・年齢・名前（よみがな）・性別、3）

託児希望日及び託児希望時間、4）託児上の注意点（アレルギー等）。事前申込みのない方の利

用はできません。また、希望者多数の場合には、受け入れられないこともありますのでご了承



 

 

ください。上記の年齢以外のお子さんの託児を希望される場合は事務局までご相談ください。 

 

 2017 年度の学術大会に関する情報は、アフリカ学会および第 54 回学術大会のホームページ

からもご覧いただけます。学術大会に関するお問い合わせは、下記の事務局アドレスへ直接電

子メールを送信いただいても結構です。 

 

大会に関するお問い合わせ 

〒380-8544  長野県長野市西長野 6 のロ 

信州大学教育学部文化人類学研究室内 

日本アフリカ学会第 54 回学術大会事務局 

E-mail :  sakutsu@shinshu-u.ac.jp 

電話番号 ： 026-238-4089（研究室直通：阿久津） 

ファックス： 026-234-5540（庶務係気付） 

 


