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■日本教育実践学会第１７回研究大会開催のご案内（第二報）■
日本教育実践学会
会長 森川直
日本教育実践学会第 17 回研究大会
実行委員長 吉本佐雅子

会員の皆様にはお元気でご活躍のこととお慶び申し上げます。
さて，このたび，日本教育実践学会第17回研究大会を鳴門教育大学で開催させていただ
くことになりました。今回の大会では，「総会」，「特別講演」および「自由研究発表」，
「課題研究発表」を企画しています。
日程や研究発表の申し込み方法について，次の通りご案内申し上げます。多数の会員の
皆様のご参加，ご発表を心よりお待ち申し上げております。
主催

日本教育実践学会

後援（予定）

文部科学省、徳島県教育委員会，鳴門市教育委員会，
兵庫教育大学連合大学院，鳴門教育大学

１．期日

2014 年 11 月 1 日(土)・2 日（日）

２．会場

鳴門教育大学

講義棟

（〒772-8502

徳島県鳴門市鳴門町高島字中島 748 番地）

３．日程
<1 日目>11 月 1 日（土）
9:30～10:00

受付

10:00～12:00

自由研究発表

10:00～11:30

編集委員会

12:00～13:00

昼食

11:30～13:00

理事会

13:00～13:50

総会

14:00～15:30

特別講演

阪根健二（鳴門教育大学

教授）

「学校防災を考える
―南海トラフ地震に学校はどう備え、どう指導していくのか―」
15:40～17:20 課題研究発表
課題Ⅰ「大学と教育行政の連携・協働」，
課題Ⅱ「主体的に学ぶ力を育てる授業実践」
18:00～20:00

懇親会
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<2 日目>11 月 2 日（日）
9:30～10:00
10:00～12:00

受付
自由研究発表

４．研究発表（自由研究，課題研究）の申し込み，発表論文原稿提出について
（１）研究発表申し込み (締め切り日：平成 26 年 8 月 19 日（金）)
①e-mail により，本文に p.7 の送付票の項目，内容（発表種別：自由研究，課題研究
―課題Ⅰ，課題研究―課題Ⅱ，発表者名，発表題目，所属，連絡先，使用機器等）を記
載し，発表の申し込みをしてください。
②送付方法は下記（３）を参考にして下さい。
（２）発表論文原稿及び送付票の提出

(締め切り日：平成 26 年９月 12 日（金）)

上記で研究発表を申し込まれた方は以下の方法で提出してください。
①論文原稿

A4 で 2 枚（p.8～9 の書式で作成してください。
）

②送付票（p.7 の項目と内容を送付メールの本文に記述してください。上記申し込み
時の送付票内容を再度記載していただく事になります。
）
③送付方法は下記（３）を参考にして下さい。
注１：発表者は，会員となります。会員については，本年度までの学会費を大会当日ま
でに納入していることが要件です。新たに学会に入会し発表される方は，発表申
し込みと並行して次の日本教育実践学会事務局に入会手続きをお取りください。
本学会ホームページ（http://www.jssep.jp/ms/）上にある“入会申込”に，入会手
続きの詳細を記載しています。
注２：課題研究の発表希望者が多数の場合は，発表件数を調整して，自由研究にお移り
いただく場合があります。予めご了承ください。
注３：登壇は「自由研究発表」及び「課題研究発表」について，各1件を上限とします。
共同研究者として連名になるのは，この限りではありません。
（３）送付方法（発表申し込み，論文原稿と送付票）
＊原則，電子媒体での提出と致します。

P.10 の「１１．大会事務局」

（office-jssep2014@naruto-u.ac.jp）に電子メールで送付してください。
①

電子メールの標題を“17thJSSEP 発表申込”，
“17thJSSEP 原稿”
としてください。

②

電子メールの本文に「送付票」の項目と内容を記述してください。

③

電子メールの添付ファイルとして「原稿」を添付してください。添付ファイルの
形式は，PDF(.pdf)形式，MS-WORD(.doc，.docx)，一太郎(.jtd)です。メールには，
PDF 形式のファイルを一点と，MS-WORD 形式もしくは一太郎形式のファイルを一
点，合計二点のファイルを添付してください。
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④

折り返し，大会事務局が受信した事を確認する電子メールを返信いたします。
1 週間以内に返信がない場合はお問い合わせください。
（注：8 月 13 日（火）17 時 15 分～8 月 19 日（月）8 時 30 分は本学の一斉休業の
ためメールは使用できませんので返信が遅れる場合もあります。
）

５．研究大会当日運営
（１）受付
研究大会当日は，受付を済ませてご参加下さい。受付にて論文集をお渡しします。
（２）発表
・発表時間は、1 件 20 分（発表 15 分、質疑応答 5 分）です。１鈴 12 分（発表終了 3
分前予告）
、2 鈴 15 分（発表終了）
、3 鈴（終了）
。時間厳守でお願いいたします。
・発表用機器のプロジェクターは、各会場にあります。パソコンを用いて発表される
方は、ご自分でご用意願います。なお、事前にプロジェクターへの投影が正常にで
きるかをご確認お願いします。なお、パソコンをご用意できない方は、10 月 20 日
までに大会事務局までご連絡ください。
・発表資料は 50 部ご用意して持参し、当日、会場入り口の机の上においてください。
・発表辞退及び欠席者が出た場合、発表順位の繰り上げは、原則行いません。
（３）お昼のお弁当
・鳴門教育大学付近で土曜日に開店している飲食店はありません。次のように会場で
購入される事をお勧めします。
・11 月 1 日（土）にお弁当を希望される方は，当日 9:30～10:00 の間に受付横のお弁
当屋でチケットを購入してください。お昼にチケットと引き替えにお弁当を受け取
っていただけます。お茶付きで 630 円位の値段です。
（４）懇親会
・鳴門市内の和食店「とみます」で行う予定です。大学から店へのバスを出してもら
う予定です。皆様のご出席をお待ち致しております。出席される方は会費を
「６．参加案内」のように振り込んでいただけますようお願いいたします。
６．参加案内
参加費と懇親会費の総額を、郵便振り込み用紙(手数料は自己負担)にて 9 月 15 日(火)
までに振り込んでください。一用紙，お一人様でお願い致します。
注１：年会費は日本教育実践学会の事務局宛に。お間違えのないようお願い致します。
① 参加費(論文集１冊を含む)正会員・一般(当日臨時会員) 5,000 円
学生会員

4,000 円

② 懇親会費

5,500 円

③ 論文集

2,000 円

④ 郵便振り込み用紙(郵便局窓口をご利用ください)
加入者名 日本教育実践学会研究大会実行委員会
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口座記号番号 ０１６９０－７－１００９７８

７．会場（鳴門教育大学）までのアクセス
（１）鳴門教育大学へのアクセスの詳細は，鳴門教育大学ホームページの交通アクセス
（http://www.naruto-u.ac.jp/access.html）をご覧ください。
以下，参考までに 2014 年 6 月現在の，バス，JR の時刻表，乗り継ぎの一例を紹介いた
します。以降で変更の可能性もありますので，各自でご確認ください。
徳島県内よりのアクセス例
徳島バス（鳴門教育大学へ）
徳島駅

7:40 発 → 鳴門駅 8;14 発 → 鳴門教育大学前

8:23 着

徳島駅

8:30 発 → 鳴門駅 9;04 発 → 鳴門教育大学前

9:13 着

徳島駅 10:20 発 → 鳴門駅 10;54 発 → 鳴門教育大学前 11:03 着
鳴門駅 12:33 発 → 鳴門教育大学前 12:42 着
徳島バス（鳴門駅，空港，徳島駅へ）
鳴門教育大学前 13:00 発 → 鳴門駅 13:12 止
乗換（鳴門駅 14:00 発 → 空港 14:16 着 → 徳島駅 14:53 着）
鳴門教育大学前 15:08 発 → 鳴門駅 15:20 着 → 徳島駅 15:54 着
乗換（鳴門駅 16:00 発 → 空港 16:16 着 → 徳島駅 16:53 着）
鳴門教育大学前 17:38 発 → 鳴門駅 17;50 発

→ 徳島駅 18:24 着

乗換（鳴門駅 18:00 発 → 空港 18:16 着 → 徳島駅 18:53 着）
JR
徳島発

7:31 → 鳴門着

8:09（普通）（鳴門教育大へのバス接続 8:14）

徳島発

8:26 （普通：池谷乗り換え）→ 鳴門着 8:59（鳴門教育大へのバス接続 9:04）

徳島県外よりのアクセス例
高速バス
大阪，新神戸，三宮，高速舞子（JR 舞子駅隣接バス停）から多数の便があります。
高速鳴門（バス停名）からタクシーで 5 分程度（1,000 円程度）
航空機利用（東京，福岡便）
徳島空港（徳島阿波おどり空港）からタクシーで 25 分程度（3,000 円程度）
ＪＡＬ
ＡＮＡ
ＪＡＣ

東京発
東京発
東京発

7:20

→

徳島着

8:30

9:35

→

徳島着

10:45

9:00

→

徳島着

10:15

11:00

→

徳島着

12:15

7:45

→

徳島着

9:00

自家用車
・高速道路の「鳴門北 IC」
，
「鳴門 IC」どちらからも 10 分程度です。
・正門から入って下さい。学内の駐車場が利用できます。
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（２）その他の情報
①宿泊
大会事務局では宿泊のお世話はいたしません。各自予約して下さい。
鳴門市内で観光用のホテルはいくつかありますがビジネスホテルは少ないです。
鳴門市内の主なビジネスホテルは以下の様です。詳細は Web で確認して下さい。早めの
予約をお勧めします。
ビジネスホテル北洋， ホテル アド・イン鳴門，

ビジネスホテル鳴門

②鳴門市内のタクシー
鳴門第一タクシー （088-685-5555）
第一交通株式会社 （088-685-7777）
鳴門観光タクシー （088-685-9999）
８．研究大会会場（鳴門教育大学

講義棟 １階，２階）

（１）鳴門教育大学内 講義棟へ
本学敷地内は全面禁煙となっています。
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（２）講義棟内

会場（予定）

総会，特別講演：1 階 B104
自由研究発表：Ａ会場（1 階 B102），Ｂ会場（２階

B202），Ｃ会場（２階

B203），

Ｄ会場（２階 B205）
，Ｅ会場（２階 B206）
課題研究発表 -課題Ⅰ: Ｄ会場（２階 B205）
， -課題Ⅱ: Ｅ会場（２階 B206）
理事会，編集会議，大会事務局： 1 階

B10３

注意：発表件数によって，発表会場を変更する可能性があります。

6

９．送付票
電子メール本文に，以下の項目と内容を記述してお送り下さい
１．発表種別：
次の３つからご希望の種を書いて下さい。
・自由研究
・課題研究課題Ⅰ「大学と教育行政の連携・協働」
・課題研究課題Ⅱ「主体的に学ぶ力を育てる授業実践」
※応募者多数の際には，課題研究から自由研究に移っていただく場合(逆も)が
あります。
２．発表者名：
○発表者 1_名前（所属）※登壇者の前に○をつけてください
発表者 2_名前（所属）
発表者 3_名前（所属）※人数が多い場合には行を追加してください
３．発表題目：
「□□□□□□□□□□□□□□」
４．懇親会参加希望者名：

，

，

※事前に把握しておきたいためです。共発表の方も含めてお知らせ下さい。
※懇親会への参加は，P3「６．参加案内」のように参加費とともに振り込んでいただ
き，申し込みとさせていただきます。
５．代表者連絡先： ※事務局と連絡のとれる方を代表者にしてください。
・郵便番号〒
・住所
・氏名
・電話番号
・電子メール
６．使用機器
７．その他（連絡事項等）
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１０．原稿執筆要網： 研究発表論文の書式
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１１．大会事務局
住所

〒772-8502

徳島県鳴門市鳴門町高島字中島 748 番地
鳴門教育大学

健康棟

日本教育実践学会第 17 回研究大会事務局 木原 資裕 宛
実行委員長

吉本佐雅子

大会事務局長

木原資裕

実行委員

秋田美代 井上奈穂 梅野圭史 阿形恒秀 川上綾子 香西武
小坂浩嗣 坂井武司 早藤幸隆 速水多佳子 福井典代

問合せ，送付先

e-mail

office-jssep2014@naruto-u.ac.jp

１２．今後の通信予定
2014 年 10 月上旬頃に，学会のホームページ（http://www.jssep.jp/ms/）にプログラム
を掲載する予定です。なお，この間も定期的にホームページをご確認いただけますよう願
い致します。
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■ 学会事務局からのお知らせ■
１．第16回定時総会議事要旨
日時 2013 年 11 月 3 日（土）13 時 00 分～13 時 50 分
会場 岡山大学教育学部 講義棟 5101
＜協議事項＞
(1) 2013-2015 年度期役員選挙結果等の報告
渡邊学会事務局長より、2013 年 1 月に役員選挙が実施された後、3 月 24 日の 2012 年度第５
回理事会ならびに５月１日の 2103 年度第１回理事会（持ち回り開催）を経て、2013-2015 年度期
役員等の運営体制が決定したことの報告がなされ、了承された。
(2) 2012-2013 年度事業および収支の中間報告
1）2012-2013 年度事業の中間報告
渡邊事務局長より、以下の通り報告がなされた。
・2012 年 11 月 3～4 日に兵庫教育大学神戸サテライト等にて第 15 回研究大会が 111 名の
参加を得て開催された。
・学会誌「教育実践学研究」第 14 巻第１号、第 14 巻第２号、第 15 巻第１号を発行した。
・「教育実践ニューズレター」No.24 を学会ＨＰを通じて発行した。
2) 2012-2013 年度収支の中間報告
渡邊事務局長より、2012-2013 年度収支中間報告が提示され、了承された。
(3) 編集委員会報告
松村編集委員長より、以下の通り報告と依頼がなされた。
・機関誌「教育実践学研究」への投稿数は、2011 年 12 本、2012 年 9 本、2013 年 6 本であり、
一層多くの投稿をお願いしたい。
・投稿論文の区分を、「原著論文」、「実践研究報告」、「資料」、「総説・展望」としているので、
「原著論文」のみならず「実践研究報告」等にも投稿していただきたい。
・編集委員会は基本的に年６回、奇数月に開催しているが、詳しい日程を知りたい場合は編集
委員会事務局に照会いただきたい。
・現在おこなわれている学会ＨＰの改訂に併せて、ＨＰから論文を投稿できるように準備中であ
る。
(4) 学会賞、優秀教員賞の選考方法に関する審議
学会賞、優秀教員賞の選考方法に関する規則（案）について審議され、数カ所の加筆修正を含
めて了承された。
(5) 第 17 回研究大会（2014 年度）について
森川会長より、2014 年度の研究大会を、吉本理事を実行委員長として鳴門教育大学で開催す
ることになった旨の報告がなされた。それを受けて吉本理事より、挨拶と協力の依頼がなされた。
日程は 11 月 1 日（土）、2 日（日）の予定。
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２．会費の納入について
学会の2014年度年会費の納入がまだおすみでない方は、郵便払込にて納入くださいますよ
うお願いいたします（手数料は各自でご負担願います）。年会費は正会員6,000 円，学生
会員5,000 円となっております。払込先は下記の通りです。
加入者名：日本教育実践学会
口座番号：01660－2－10749
＊過去３年度分（2011年度、2012/2013年度、2014年度）を超えて年会費を未納の会員は除
籍対象となりますので、ご注意ください。（2015年4月1日時点で2010年度、2011年度、
2012/2013年度、2014年度の４年度分の会費を未納の方が除籍対象です。）
３．住所・所属等変更通知のお願い
住所・氏名・所属・会員区分等に変更のあった方は、学会ホームページ
（http://www.jssep.jp/ms/）の［お問合せ］よりフォームメールを利用してご連絡くださ
い。
４．学会誌「教育実践学研究」について
学会誌「教育実践学研究」への論文投稿については、学会ホームページ
（http://www.jssep.jp/ms/）から随時受け付けております。詳しい情報は、学会ホームペ
ージ中の［学会誌］のページをご覧ください。また、ご不明な点につきましては、学会ホ
ームページの［お問合せ］よりフォームメールを利用してご連絡ください。
以上

日本教育実践学会
事務局
〒673-1494 兵庫県加東市下久米 942-1 兵庫教育大学内
http://www.jssep.jp/ms/ （学会事務局長 渡邊隆信）
第 17 回研究大会事務局
〒772-8502 徳島県鳴門市鳴門町高島字中島 748 鳴門教育大学内
office-jssep2014@naruto-u.ac.jp （研究大会事務局長 木原資裕）
学会誌「教育実践学研究」編集委員会事務局
〒682-8555 鳥取県倉吉市福庭 854 鳥取短期大学内
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（編集幹事

田中響）

