11th 2022 Asian Society of Human Services Congress in SHIMONOSEKI

PRESENTATION GUIDE
7.31[Sun.] – Submission deadline → ashs201091@gmail.com
This guideline will be detailed based on the <submission form / deadline> described in the 11th 2022
ASHS Congress in SHIMONOSEKI [ENTRY GUIDE]. In this tournament, projection will be performed using
the personal computer (OS: Windows) of the tournament secretariat, so please observe the guidelines
when creating presentation materials.
File format

PowerPoint

File slide

4：3

Number of slides

Within 15 slides (Text excluding title and reference)

Design

Free-form
* Please keep in mind that it is easy for everyone to see and understand.

Constitution

Title



Congress(the Logo can be used)
▶ Please copy and use

Reference

その他

Font



Title



Presenter's name and affiliation



Name and affiliation of co-presenter

1)

Name. Title. Journal, year, volume(issue), p-p. doi:10-

2)

Affiliation (year) Site title. y/m/d. URL (y/m/d)

3)

Name. Title. year, publisher, Place.



Please Create a font size that is easy to see by referring to the
headings 36 to 44pt and the text 18 to 32pt (excluding
annotations in the table).



Use common fonts that are highly compatible



Use at the creator's responsibility if special fonts are essential
(may shift during projection)

* Examples of highly compatible fonts
＜ メイリオ／游ゴシック／Segoe UI(英)
Animation



etc. ＞

Do not use in principle as there may be problems with the
operation of the animation.



Use under the responsibility of the creator if essential (may shift
or not move during projection)

11th 2022 ASHS Congress in SHIMONOSEKI [PRESENTATION GUIDE]

© Asian Society of Human Services

【important】



Talk script

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



The language used for oral presentations and questions and
answers should be "Japanese" or "Korean" due to translation. On
the day, the language described in the talk script will be
translated in advance by the translator of the convention
secretariat and reflected by the zoom subtitle function.

Conference presentations by online conferences are considered to be equivalent to "public transmission"
in terms of copyright. The presenter is solely responsible for the content used for the presentation material,
which infringes the rights and interests of third parties. Please refer to these guidelines and finally create
the presentation materials at your own discretion.
* For the content copyright content in this guideline, we referred to the "Content Guideline for Online Conference Presentations" by the Japan Institute of Metals.

Music



Do not use in principle.



If it is indispensable for the announcement, obtain the necessary
permission from the copyright holders of the related copyrights and
neighboring rights, and then specify the permission.



Even if it is published as "copyright-free", do not use it if the permission
of copyright / neighboring rights is unknown.

Photos and videos taken



Do not use

by others



Even if it is published as "copyright-free", do not use it if the permission
of copyright / neighboring rights is unknown.

Portrait of entertainer



Do not use portraits of entertainers as they have publicity rights.

Bibliographic citation



Make a clear distinction between the quoted part and the other parts.



In both quantity and quality, the quoted part is "subordinate" and the
original part is "master".

Charts of books



Clarification of source according to practice.



Be careful when quoting as it is.



In many cases, figures and tables are created by the publisher and the
publisher owns the copyright, so it may not be possible to use the
figures and tables for distribution simply with the permission of the
author of the text.

Book cover and picture



Check with the publisher before using.
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11th 2022 Asian Society of Human Services Congress in SHIMONOSEKI
＜ 口頭発表資料の作成ガイドライン ＞

7.31(日) 提出締切 → ashs201091@gmail.com
本ガイドラインは、11th 2022 ASHS Congress in SHIMONOSEKI [ENTRY GUIDE]に記載されている、＜提出様
式・期限＞に基づいた詳細になります。本大会では、大会事務局のパソコン（OS：Windows）を使用して投影します
ので、発表資料の作成にはガイドラインを遵守してください。
ファイル様式

PowerPoint

スライドサイズ

4：3

枚数

15 スライド以内（タイトル及び文献を除く本文）

デザイン

任意のデザイン
※ 誰もが見やすく、わかりやすいことを心がけてください

構成

タイトルページ

文献ページ

その他

フォント



大会名



タイトル



発表者の氏名、所属



共同発表者の氏名、所属

4)

Name. Title. Journal, year, volume(issue), p-p. doi:10-

5)

Affiliation (year) Site title. y/m/d. URL (y/m/d)

6)

Name. Title. year, publisher, Place.



フォントサイズは、見出し 36～44pt、本文 18～32pt(注釈や表中の文字を
除く)を参考に見やすいサイズで作成すること



互換性の高い一般的なフォントを使うこと



特殊なフォントが必要不可欠な場合には作成者の責任の下で使用すること
(投影時にずれる可能性があります)

※ 互換性の高いフォントの例
＜ メイリオ／游ゴシック／Segoe UI(英)
アニメーション

など ＞



アニメーションの動作に不具合が出る可能性があるため、原則使用しない



必要不可欠な場合には作成者の責任の下で使用すること(投影時にずれ
たり動かなかったりする可能性があります)

【重要】



トークスクリプト

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
国語で記載してください



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」になります。当日は、トークスクリプトに記載された言語を、大会事
務局の翻訳担当が事前に訳してzoomの字幕機能で反映します
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オンライン学会による学会発表は、著作権上の「公衆送信」に相当するとされています。発表資料に使用するコンテン
ツが第三者の権利や利益の侵害を生じさせた倍、発表者が一切の責任を負うことになります。本ガイドラインを参考にさ
れながら、最終的にはご自身の判断で発表資料を作成してください。
※本ガイドラインにおけるコンテンツの著作権に関する内容は、公益社団法人日本金属学会の「オンライン学会発表におけるコンテンツガイドライン」を参考にさせていただきました。

音楽



原則使用しないこと



発表に必要不可欠な場合には、関係する著作権及び著作隣接権の権
利者などから必要な許諾を得た上で、許諾について明記しておくこと



「著作権フリー」をとして公開されている場合でも著作権/著作隣接権の許
諾が不明な場合は使用しないこと

他人が撮影した写真・映像



使用しないこと



「著作権フリー」をとして公開されている場合でも著作権/著作隣接権の許
諾が不明な場合は使用しないこと

芸能人の肖像



芸能人の肖像はパブリシティ権があるため使用しないこと

文献の引用



引用部分と他の部分の明確な区分をすること



量・質ともに、引用部分が『従』でオリジナル部分が『主』の関係にあること



慣行に従った出典の明示



そのまま引用する場合は注意すること



図や表は出版社が作成して、出版社が著作権を有しているケースが多々

単行本の図表

あるので、文章の著者から許諾を得ただけでは図や表を配信に使用でき
ない場合もある
本の表紙や絵



出版社に確認した上で使用すること
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