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11th 2022 Asian Society of Human Services Congress  

in SHIMONOSEKI 

 

これまで、口頭発表やポスター発表、基調講演など、様々な形で成果を発表し共有する場となっていました。しかしな

がら、オンラインに適した形を模索する中で、今回の大会では口頭発表に限定して「翻訳字幕」という新しい方法で開催

する運びとなりました。発表者の皆さまにおかれましては、「2．発表申込―発表手続き／提出様式・期限」をよくお読

みいただきまして、ご準備のほどよろしくお願い致します。事務局も初めての試みとなりますが、有意義な大会となりますよ

う尽力いたしますので、ご協力のほど何卒よろしくお願いいたします。 

大会長 韓 昌完（下関市立大学長） 

 

日  時 2022 年 8 月 21 日（日） 

会  場 山口県下関市 海峡メッセ国際貿易ビル 6 階 601 号 

参加方法 対面 もしくは zoom 

翻訳方法 zoom 字幕機能による翻訳言語の同時打ち込み 

 

各種締め切り 

参加・発表申込 

【 延長 】 

6 月 30 日（木） 

7 月 10 日（日） 

下記に記載されている、Web 上の申込フォーム

からお申し込みください。また、発表を希望され

る 方 は 、 同 フ ォ ー ム に 「 ABSTRACT FOAM

（Word）」を添付してください。 

参加費支払 

【 延長 】 

7 月 15 日（金） 

7 月 31 日（日） 

参加費を期限までに指定の振込口座へお振

り込みください。 

発表資料提出 7 月 31 日（日） 
発表スライドとトークスクリプトをWeb上の提出

フォームからご提出ください。 

 

お問い合わせ 

大会事務局 ashs201091@gmail.com 
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申 込 要 領 
〈 お申し込みから当日参加までの流れ 〉 

1. Web 上の申込フォームに必要事項を入力して送信します。 

2. 発表を希望する場合、申込時にあわせて「ABSTRACT FOAM」を添付します。 

3. 参加費を期限までに指定の振込口座へ振り込みます。 

4. 「2.」で発表を申し込んだ場合、発表資料を必ず期限までに提出します。 

5. その後参加者に送られる「大会の参加リンク(zoom)」と「参加マニュアル」を、大会当日までに確認します。 

6. 当日は、対面もしくは zoom で参加します。 

 

1．大会参加申込 

申込期限 【延長】 6月30日(木) 7月10日（日）締め切り 

申込方法 

申込フォームに必要事項を入力して送信してください。 

▶ こちらをクリック(外部リンク)してもページが開きます 

 

 

 

参加費 

大学教員 5,000 円 

学生・その他 2,000 円 

※ 当日対面にてご参加いただく場合、希望者にはお弁当をご用意致します。 

※ 必要な方は申込フォーム内の「お弁当」からお申し込みいただきまして、当日お弁

当代1,000円(税込)を現金にてご用意ください。 

お支払期限 

7月15日(金) 7月31日（日）締め切り 

※ お支払いの確認をもって登録完了とさせていただき、大会のご案内(Webリンク等)

をお送り致しますので、期限までのお手続きをお願い致します。 

お支払方法 

⚫ 下記の口座にお振込みください。振込手数料は各自負担ください。 

⚫ 入金後の諸費用の変更・返金は一切できません。 

⚫ 振込時に発行されます振込明細は必ず手元に保管ください。振込明細をもって

領収書の発行に替えさせていただきます。 

みずほ銀行 那覇支店 普通預金 

693 1911544 

一般社団法人アジアヒューマンサービス学会 

 シヤ）アジアヒューマンサービスガツカイ 

https://www.secure-cloud.jp/sf/1622772912PIOqZKix
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2．発表申込 

募集人数 

口頭発表 10 名 前後 

※ 応募者が募集人数を上回った場合、発表内容を鑑みたうえで大会事務局を

通して口頭発表者を指定し、申込者に個別でご連絡いたします。 

※ 発表の時間を設けることができなかった演題につきましては、「ABSTRACT 

JOURNAL」への ABSTRACT の掲載のみとなる可能性がありますことご理解、ご

了承ください。 

発表の手続き 

⚫ 発表方法は口頭発表のみです。 

⚫ 持ち時間は、1 人につき発表 15 分と質疑応答 10 分の合計 25 分ですので、

時間厳守でお願いいいたします。 

⚫ 発表および質疑応答時の使用言語は、翻訳の関係上「日本語」もしくは「韓

国語」で行ってください。 

⚫ 当日の発表は、zoom 字幕機能を用いて翻訳言語を進行と同時に反映しま

すので、事前に必ずトークスクリプトを提出していただきます。 

提出様式 

・ 

期限 

ABSTRACT FOAM 

 指定の「ABSTRACT FOAM」に記入すること 

 全文英文とする 

 図表の文字除いて 800 word 以内 

 図表あわせて 3 つ以内 

 キーワード 5 つ以内 

6 月 30 日(木) 7 月 10 日(日) 締め切り 

発表資料 

 PowerPoint ファイルで作成すること 

 タイトル、発表者の氏名、所属、文献を明記すること 

 スライドサイズ「4：3」、記載言語英語であること以

外の様式は任意とする 

 タイトルと文献を除いて 15 スライド以内 

 各スライドのノート部分に対応するトークスクリプトを

必ず日本語もしくは韓国語で記載すること 

 

7 月 31 日（日）締め切り 
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11th 2022 Asian Society of Human Services Congress 

in SHIMONOSEKI 
 

Until now, it has been a place to present and share research results in various forms such as oral 

presentations, poster presentations, keynote speeches. 

However, in search of a form suitable for online, the 11th congress will be held only for oral 

presentations by a new method called "translated subtitles". 

We would like to ask all presenters to read "2．PRESENTATION ENTRY" carefully and prepare for them. 

This is the first time for the secretariat to try it, but we will do our best to make it a meaningful event. 

We appreciate your cooperation. 

 

Chairman HAN, Changwan 

( President, Shimonoseki City University ) 

 

DATE 2022. 8. 21 [Sun.] 

VENUE 
International Trade Building ＃601, 

Kaikyo Messe Shimonoseki, SHIMONOSEKI-city, JAPAN 

PARTICIPATE Face-to-face or online(zoom) 

TRANSLATION 
Simultaneous input of translation language  

by zoom subtitle function 

 

DEADLINE LIST 

Participation / 
presentation 

6. 30 
[Thu.] 

7. 10 
[Sun.] 

Please apply from the application form link on 
the Web described below. If you would like to 
make a presentation, please attach "ABSTRACT 
FOAM (Word)" to the form. 

Participation fee 
payment 

7. 15 
[Fri.] 

7. 31 
[Sun.] 

Please transfer the participation fee to the 
designated transfer account by the deadline. 

Submission of 
presentation file 7. 31 [Sun.] 

Please submit the presentation form and talk 
script from the submission form on the web. 

 

INFORMATION  ashs201091@gmail.com 
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ENTRY GUIDE 
〈 Flow from application to participation on the day 〉 

1. Fill in the required items on the application form on the Web and send it. 

2. If you wish to make a presentation, attach "ABSTRACT FOAM" at the time of application. 

3. Transfer the participation fee to the designated transfer account by the deadline. 

4. If you applied for the presentation in "2.", be sure to submit the presentation form by the deadline. 

5. Check the "Tournament Participation Link (zoom)" and "Participation Manual" sent to the 

participants by the day of the tournament. 

6. Participate face-to-face or online(zoom) on the day. 

 

1．PARTICIPATION APPLICATION 

Entry Deadline 6. 30 [Thu.]  7. 10 
[Sun.] 

Application 

Please fill out and submit the registration form. 

▶ Click here (external link) to open the page 

 

 

Entry Fee 

University facuity JPY 5,000 - 

Students / Others JPY 2,000 - 

* If you participate face-to-face on the day, we will prepare a lunch box for those who 
wish. 

* If you need it, please apply from "Lunch" in the application form and prepare a Lunch 
fee of 1,000 yen (tax included) on the day in cash. 

Due date for 

payment 

7. 15 [Fri.]  7. 31 
[Sun.] 

* Registration will be completed upon confirmation of payment, and we will send you 
information about the tournament (web link, etc.), so please complete the procedure by 
the deadline. 

Payment Method 

⚫ Please transfer to the following account and pay the transfer fee by 
yourself. 

⚫ After payment, various expenses cannot be changed or refunded. 

⚫ Please be sure to keep the "transfer statement" issued at the time of 
transfer. The "transfer statement" will replace the receipt. 

Beneficiary Bank：MIZUHO BANK, LTD. 

SWIFT code, BIC code：MHCBJPJT or MHCBJPJTXXX 

Branch Name：NAHA BRANCH 

Beneficiary's Account Number：693-1911544 

Beneficiary Name：Asian Society of Human Services 

https://www.secure-cloud.jp/sf/1622772912PIOqZKix
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2．PRESENTATION ENTRY 

Number of 

applicants 

Oral presentation approximately 10 subjects 

* If the number of applicants exceeds the number of applicants, we will specify an oral 
presenter through the convention secretariat after considering the content of the 
announcement and contact the applicant individually. 

* Please understand and understand that there is a possibility that the abstracts for 
which the presentation time could not be set will only be posted on "ABSTRACT 
JOURNAL". 

Presentation 

procedure 

⚫ The presentation method is oral presentation only. 

⚫ One subject has a total of 25 min. (15 min. for presentation and 10 
min. for Q & A), so please be punctual. 

⚫ The language used for oral presentations and questions and answers 
should be "Japanese" or "Korean" due to translation. 

⚫ The presentations on the day will reflect the translated language as it 
progresses using the subtitle function of zoom, so be sure to submit 
a talk script in advance. 

Rules and deadlines 

for submissions 

ABSTRACT FOAM 

 Fill in the designated "ABSTRACT FOAM". 

 Full text in English. 

 Within 800 words, excluding the number of 
characters in the tables and figures. 

 Within 3 tables and figures. 

 Within 5 keywords. 

6. 30 
[Thu.]  7. 10 

[Sun.] 

PRESENTATIONS 

FORM 

 Creating with a PowerPoint file. 

 Be sure to write the title, presenter's name, 
affiliation, and reference. 

 We specify the slide size "4: 3" and the written 
language English. Other are Any style. 

 Within 15 slides excluding title and reference. 

 Be sure to write the talk script corresponding to 
the note part of each slide in Japanese or 
Korean.  

 

7. 31 [Fri.]  
 


