
 特定非営利活動法人 ＮＳＣＡジャパン 

   

NSCA ジャパン S&C カンファレンス 2021(無料招待) 

参加申込み受付のお知らせ 
 
主催 : 特定非営利活動法人 NSCA ジャパン 
日時 : 2021 年 12 月 11 日(土) 13:00 ~ 18:30, 12 日(日) 09:00 ~ 16:25 
会場 : オンライン配信 

 
講演内容 : 参照; https://www.nsca-japan.or.jp/05_seminar/conference.html 

※ 申込方法や参加費が一般受付とは異なりますので, ご注意ください. 

※ 視聴方法などの注意事項は, 下記の URL をご参照ください. 

URL : https://www.nsca-japan.or.jp/05_seminar/qanda_online.html 
 

1 日目 :  
13:00 ~ 14:00 『筋肥大と筋力トレーニングの違い、そして両者の効果を確実に得るための方法』 
   講師, Mike Israetel, Ph.D., Renaissance Periodization 共同設立者 
14:15 ~ 15:15 『一般向けパーソナルトレーニングにおけるプログレッションの実際 
   ~プログラムに沿うことも大事だが、要望に沿うことも大事~』 
   講師, 澤野裕一, NSCA-CPT, マスターコーチ, Evidence Based Training 
   LLC 代表 
15:30 ~ 16:40 『効率的な減量を実現するために』 
   講師, 中田由夫, Ph.D., 筑波大学准教授 
17:00 ~ 18:30 『口頭発表』 
   座長, 杉崎範英, Ph.D., CSCS, 明治学院大学准教授 
 
2 日目 :  
09:00 ~ 10:30 海外講師にて調整中. (10:00 ~ 10:30, 質疑応答 ※日本語通訳あり) 
10:45 ~ 11:45 『ベロシティベースドトレーニングの現在のトレンド』 
   講師, Bryan Mann, Ph.D., CSCS, TSAC-F, RSCC, 
     , University of Miami Assistant Professor 
12:45 ~ 13:55 調整中 
   講師, 谷川聡, Ph.D., 筑波大学准教授 
14:10 ~ 15:10 『アスリートを対象としたコンディション評価』 
   講師, 小山孟志, Ph.D., CSCS, NSCA-CPT,  
     , 東海大学スポーツ医科学研究所・講師 
15:25 ~ 16:25 『体重調整とコンディショニングの理論と実践~行動変容にも着目して~』 
   講師, 清野隼, Ph.D., CSCS, NSCA-CPT, 筑波大学体育系助教, 
     , 筑波大学体育系/スマートウエルネスシティ政策開発研究センター・ 
     , 助教 
 
参加費 : 無料 
付与 CEU : 0.0 (CEU の取得を希望される方は認定校価格でお申し込みください) 
 
 
 
 
 
 



 特定非営利活動法人 ＮＳＣＡジャパン 
 
 

お申込⽅法のご案内 
申込方法 : スポーツ科学部 助教, 岡部文武 (f.okabe@aoni.waseda.jp)宛に参加希望の旨を連絡. 
 ①氏名, ②氏名のフリガナ, ③NSCA ジャパン会員番号(個人会員のみ), ④メールアドレス, 
 ⑤参加希望日(12 月 11 日, 12 日, 両日)をご連絡ください. 
 参加申込連絡期限(学内) : 2021 年 11 月 28 日(金) 16:00【厳守】 
 申込期限を過ぎた場合, 無料招待者として参加できませんので, ご注意ください. 
 
視聴方法 : 2021 年 12 月 06 日(月)に, NSCA ジャパンからメールにてご連絡いただきます. 必ず, 
conference@nsca-japan.or.jp を受信できるように設定しておいてください. 
 
 
参加申込連絡期限(学内)を超過した, あるいは CEU の取得を希望される場合 
申込方法 : スポーツ科学部 助教, 岡部文武 (f.okabe@aoni.waseda.jp)宛に参加希望の旨を連絡. 
 ①氏名, ②氏名のフリガナ, ③NACA ジャパン会員番号(個人会員のみ), ④メールアドレス, 
 ⑤参加希望日(12 月 11 日, 12 日, 両日)をご連絡ください. 
 参加申込連絡期限(学内) : 2021年 12月 02日(木) 23:59 【厳守】 
 
参加料金お支払い方法 :  
2021 年 12 月 03 日(金)までに, 郵便局にて備え付けの郵便振替用紙をご利用いただき, 以下の郵便振込
先にお振込ください. 
注 1) 期日までに, お支払いいただかない場合, キャンセル扱いとします. 
注 2) 払込み手数料はご負担ください. 
 
参加費 : 
 両日 12 月 11 日のみ 12 月 12 日のみ 
認定校生特別価格 15,840円 6,072円 11,132円 
教員 19.800円 7,590円 13,915 
注) 認定校の学生でも NSCA ジャパン・マイページから申し込んだ場合は, 認定校生特別料金は適応さ
れませんので, ご注意ください. 
 
郵便払込み先 
●郵便振替口座 
[加入者名] : NSCA ジャパン 
[口座番号] : 00100-6-39167 
 
●通信欄 (以下の内容をご記入ください) 
・学校名 
・氏名 
・「NSCA ジャパン S&Cカンファレンス 2021 受講料金」の文字 
 
 

問い合わせ先：スポーツ科学部 助教 岡部文武 (f.okabe@aoni.waseda.jp) 


