
 

全国大学書道学会 令和３年度（香川）大会  第 1次案内       ＊ＨＰ版 

 

 

2021年 4月 1日 

会員各位 

 

書道三学会 令和３年度 香川大会 開催方針案 

 

◎大会開催方針 

香川大学を会場に対面形式で開催いたします。但し、コロナウイルス感染防止の観点により、会期を２日に短

縮し、実施することとしますので、ご諒承ください。 

もし仮に、大会３箇月前の段階で厳しい社会情勢が続くようであれば、香川大学での開催は中止とし、オンラ

イン方式で開催することといたします。 

最終決定につきましては、６月下旬にお知らせいたします。 

 

◎大会開催日程 

 〔香川大学を会場として開催する場合〕 

９月１９日（日） １３:００～１７:００  全国大学書写書道教育学会 

            １７:１５～１８:００  日本教育大学協会全国書道教育部門 

   ９月２０日（月祝） ９:００～１３:００  全国大学書道学会 

       

 〔オンライン方式に変更となった場合〕 

   ９月１９日（日）  ９:００～１３:００（仮） 全国大学書写書道教育学会 

   ９月２０日（月祝） ９:００～１３:００（仮） 全国大学書道学会 

          

 

 

 

上記「書道三学会令和 3年度香川大会開催方針案」（令和 3年 4月 1日）の通り、令和 3年度全国大学書道学会大

会は香川大学を会場として対面による開催を予定しています。しかしながら、新型コロナウイルス感染拡大の影響に

よって、オンライン方式での開催となる可能性もあります。いずれの場合も研究発表の申し込みの期日・方法に変更

はありませんのでご注意ください。 

 

 

 

〔第 1次案内：香川大学開催〕 

 

下記の要領で、全国大学書道学会 令和元年度（香川）大会を開催します。ふるってご参加、研究発表のご応募、

会員書作展へのご出品をいただきたくご案内申し上げます。 

 

１）主  催  全国大学書道学会 

２）開催大学  香川大学 

３）開 催 日  令和 3（2021）年 9月 20日（月・祝） 

４）大会会場  香川大学教育学部（幸町 北キャンパス） 〒760-8522 香川県高松市幸町 1－1 

５）参 加 費  3,000円 ＊準会員（大学院生）は 2,000円（予定） 

 



 

６）日  程  （予定 ＊発表件数により変動する場合があります。）  

   ９：00     受付（611教室前） 

   ９：20～９：30 開会のことば 

９：30～10：00 研究発表①（2分科会→525教室／526教室） 

10：05～10：35 研究発表② 

10：40～11：10 研究発表③ 

11：20～12：40 大会記念講演 

12：50     閉会のことば 

13：00     閉会 

 

７）研究発表の募集 

大会における研究発表を希望する会員（準会員を含む）は、下記を確認の上、発表要旨を期日までに事務局長宛

に郵送または E-mail添付ファイルにてお送りください。内容は未発表のものに限ります。なお、共同研究の場合、

発表者以外の方が会員でない場合も発表は可能です。研究発表は、発表用レジュメ・パワーポイント等を利用して

行っていただきます。発表用レジュメ（100部）は、9月 10日（金）必着で開催大学担当者宛に送付願います。 

 

①発表要旨 

・要旨には、研究の意義・ねらい、方法、結論等を簡潔に記してください。 

・体裁：word文書Ａ４標準設定、縦置き縦書き、上下２段組。１段は、縦 33字、横 23行、10.5ポイント。 

   ・要旨は上段に記載し、最初の 4行に、タイトル、所属機関名及び役職・発表者氏名（共同研究の場合は 

全員）を記し、本文は 500字以上 627字（19行）以内、全 23行以内としてください。 

   ・下段には、発表者氏名、郵便番号、住所、電話（FAX）番号、E-mailアドレスを付記して下さい。 

②申込締切   ７月 １０日（土）必着 

③送付先    〒247-8512 神奈川県鎌倉市大船 6-1-3 鎌倉女子大学短期大学部初等教育学科 

           電話 0467-33－8211  e-mail  sgym-hyt@kamakura-u.ac.jp 

全国大学書道学会 事務局長 杉山 勇人 宛    

 

８）学会誌への投稿 

 ・研究発表後に、学会誌へ投稿される場合には、連絡先を明記した別紙とともに、完成原稿（3部）を 11月 10日

（水）までに学術局長宛に送付してください。 

・大会における研究発表を経ずに、学会誌に研究論文を投稿される際は、上記①にならった論文要旨を 9月 10日

（金）までに事務局長宛に送付・お申込みください。学術委員会の審議を経て、投稿の可否を連絡いたします。そ

の上で、学会誌または学会ホームページ掲載の執筆要項を確認の上、完成原稿（3部）を 11月 10日（水）までに

学術局長宛に送付してください。 

＊本年度大会において研究発表をされた方が、本年度発行の学会誌に投稿される場合は、再度の論文要旨の送付・

投稿申し込みは必要ありません。なお、次年度以降に発行される学会誌に投稿される場合は、所定の期日までに 

あらためて論文要旨を送付し、投稿を申し込んでください。 

 

９）会員書作展 

会員作品展を以下のように開催いたします。ふるってご出品ください。詳細は、同封別紙の出品要項をご覧下さい。 

（１）会  期  9月 18日（土）～10月 16日（土）（日・月休館、9月 19・20日は開館）10:00 ～ 16：00 

（２）会  場  香川大学博物館・展示室 

（３）協 賛 費  5,000円（作品表装等の費用として） 

（４）作品規格  同封別紙「全国大学書道学会会員書作展出品要項」でご確認ください。 

         ＊今展は、折帖形式（作品寸法：縦 29㎝×横 24㎝以内）となります。 

（５）内   容  自由 

（６）送付期日   8月 5日（木）必着    ※ 協賛費を払込の上、作品、出品票を同封のこと 

（７）送 付 先   表装処 久縁  古賀 義将  

〒800－0301 福岡県京都郡苅田町松原町 8-56 TEL. 090‐2503‐6718 



 

＊なお、協賛費は郵便振替口座払い込みとなります。今回同封の払込取扱票（赤色）を使い、年会費と併せて払い

込んで下さい。 

＊出品作品は開催大学にご寄贈いただくことになりますのであらかじめご了承ください。 

 

10）大会記念講演  講師 高松市美術館 館長 篠原資明 先生 

演題 調整中 

 

11）三学会合同懇親会→感染拡大防止のため、残念ながら本年度は実施いたしません。 

 

12）理事会→本年度は事前にメール審議とさせていただきます。 

 

13）大会会場への交通・宿泊・昼食について 

〈交通〉高松空港から  ○タクシーで約 30分 

○高松空港リムジンバスで「中新町」または「県庁通り・中央公園前」下車、 

徒歩 15分。 

ＪＲ高松駅から 〇JR高徳線「高松駅」→「昭和町駅」下車徒歩 5分（昭和町駅はＩCカード対応なし） 

〇まちなかループバス「JR高松駅」→「香川大学教育学部前」下車徒歩 2分 

〇弓弦羽行「JR高松駅」→「幸町」または「宮脇町」下車徒歩 3分 

〇香西車庫行「JR高松駅」→「宮脇町」下車徒歩 3分 

〇JR高松駅→香川大学 タクシーで約 10分 約 800円 

〇JR高松駅より徒歩約 20分、ことでん瓦町駅より徒歩約 20分 

＊大学近くのタクシー会社  ハロータクシー宮脇営業所（087-831-2110） 

 

〈宿泊〉各自ご手配願います。 

 

 [お問合せ] ・研究発表、学会に関するお問い合わせ 

全国大学書道学会事務局（杉山勇人／鎌倉女子大学／sgym-hyt@kamakura-u.ac.jp／0467-33-8211） 

・大会に関するお問い合わせ 

開催大学担当（小西憲一／香川大学教育学部／konishi.kenichi@kagawa-u.ac.jp／087-832-1420） 

mailto:石井健／tishii@u-gakugei.ac.jp


令和３年度 全国大学書道学会会員書作展 出品要項 
 

１ 主  催  全国大学書道学会 

２ 会  期  令和３年９月18日（土）～１０月１６日（土）（日・月休館、９月１９・２０日は開館） 

３ 会  場  香川大学博物館・展示室 

４ 作品規格 ＊本展は折帖形式（１人あたりの台紙（縦置き）サイズ：縦33㎝×横28㎝）となります。 

       ＊作品紙面：最大縦29㎝×横24㎝以内（半紙より縦が4㎝短くなります。横方向の作品は、

横24センチ以内。このサイズ内であれば、扇面・短冊などの変形も可とします。） 

＊1人１点のみ 

５ 協 賛 費  5,０００円 

６ 内    容  自由 

７ 送付期日  8月5日（木）必着   ＊例年より締め切りが早くなっております。 

＊作品、出品票の送付、協賛費の払込ともに。 

８ 送付先・送付方法 

＊ 作品（まくり）と出品票 

〔送 付 先〕 〒800-0301 福岡県京都郡苅田町松原町8-56 

表装処 久縁 古賀 義将 宛        電話０９０－２５０３－６７１８ 

〔送付方法〕 封筒・包装の表面に｢全国大学書道学会会員書作展作品在中｣と記してください。 

〔出 品 票〕 楷書ではっきりと記入の上、作品と一緒にお送りください。 

＊ 協賛費 

同封の払込票（赤色）にて、年会費とあわせて、下記の郵便振替口座に払い込んでください。 

         口座番号 ００１１０－９－６１３８１０ 加入者名 全国大学書道学会 

９ 作品の掲載 

作品は、会員書作展で展示するほか、会報に掲載します（カラー印刷の予定）。 

10  その他 

・作品は、開催大学にご寄贈いただくことになりますので、ご了承ください。 

・表装については、開催大学にご一任願います（折帖台紙の色のご希望があればご記入ください）。 

＊今回は折帖形式での展示となります。 

・送付期日までに作品及び出品票の到着、協賛費の納入が確認できない場合は、表装・展示および会報へ

の作品掲載ができませんのでご留意願います。 

・出品に関するお問い合わせは、e‐mailにて、下記にお願いいたします。 

香川大学教育学部 小西憲一 e‐mail  konishi.kenichi@kagawa-u.ac.jp 

切  り  取  り  線 

 

令和３年度 全国大学書道学会会員作品展 出品票         ＊楷書ではっきりとご記入願います。 

 

ふ  り  が  な  ふりがな   

所 属

職 名 

 

 

 

＊大学院生は、修士・博士の別も記入 

氏   名 

 

 

 号  

住   所 〒 

電話・FAX  メールアドレス  

題   名  折帖台紙の色等 

（ご希望があれば） 

 釈      文  

 

 

 

開催大学確認事項   作品受付      協賛費      写真撮影 


