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ごあいさつ
日本教育実践学会第１５回研究大会
実行委員長

松村京子（兵庫教育大学）

会員の皆様にはご健勝にてご活躍のこととお慶び申し上げます。
さて，日本教育実践学会第１５回研究大会は兵庫教育大学において１１月３日（土）･４日（日）に
開催されることになりました。以前，第２回研究大会を兵庫教育大学の社キャンパスで開催させてい
ただきました。今回は，できるだけ多くの会員の皆様にご参加いただけますように，交通の便が良い，
神戸ハーバーランドの神戸サテライトで開催することにいたしました。
本学会は，今から 15 年前，兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科が設置された折に，兵庫教育
大学，上越教育大学，鳴門教育大学，岡山大学教育学部の教員が中心となって， 教育実践学について
の研究及び教育の発展に寄与することを目的として立ちあげられた学会です。従来の教育学とは異な
り，学校現場に視点を置いた，教育実践に関する研究と教育の探求を掲げたことは非常に革新的であ
ったと思います。今ではさらに一層，教育実践学の重要性が高まり，本学会への期待も大きくなって
きているように感じます。
今回の研究大会では，
神戸新聞論説委員の辻本一好氏による特別講演｢地産地消で育てる自立力｣（仮
題）
，｢学習意欲を高める授業実践｣「特別な支援を必要とする子どもへの教育実践」をテーマとする２
つの課題研究を予定しています。その他の教育実践に関する研究は自由研究として発表していただけ
ます。本大会が会員皆様の教育実践学の研究を深め，情報交換の場となるように，私ども実行委員会
一同，精一杯，務めさせていただきます。
また，3 日の夜には，神戸の味覚，夜景を楽しんでいただくべく，懇親会も企画しております。会
員の皆様にリラックスしてご歓談いただき，研究についての議論と，会員相互の繋がりが深まればと
思います。こちらへも是非，ご参加ください。
それでは，多くの会員皆様の研究発表と参加をお待ちしています。
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■日本教育実践学会第１５回研究大会開催のご案内（第二報）■
日本教育実践学会
会長 塩見邦雄
日本教育実践学会第 15 回研究大会
実行委員長 松村京子
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１５回研究大会を兵庫教育大学で開催させていただくことに
なりました。今大会では，
「自由研究」
「課題研究」
「特別講演」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。
記
主 催
日本教育実践学会
後 援（予定） 文部科学省，兵庫県教育委員会，神戸市教育委員会，兵庫教育大学
１ 期 日
２ 会 場

2012 年 11 月 3 日(土)・4 日(日）
兵庫教育大学神戸サテライト
（〒650－0044 神戸市中央区東川崎町 1 丁目 5－7 （神戸情報文化ビル 3 階））
神戸市総合児童センター７階 こべっこホール
（〒650－0044 神戸市中央区東川崎町１丁目 3－1）
神戸市産業振興センター
（〒650－0044 神戸市中央区東川崎町 1 丁目 8－4）

３ 日 程
11 月 3 日（土）
9:30～10:00
10:00～12:00
12:00～13:10
13:10～13:50
14:00～16:10
16:20～17:40
18:00～20:00
11 月 4 日（日）
9:30～10:00
10:00～12:00

受付
自由研究発表
昼食
総会
課題研究発表１，課題研究発表２
特別講演
懇親会

9:30～10:30 編集委員会
10:30～13:10 理事会

受付
自由研究発表

４ 発表の申し込み
（１）研究発表は，自由研究および課題研究とします。
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.org)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。
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（２）自由研究発表
① 論文原稿 A4 で２枚（p.5～6 の書式で作成してください。
）
② 送付表（p.7 の項目と内容を記述してください。
）
③ 締切日 10 月 1 日（月）
（必着）
①，②の書類の到着をもって申し込みとします。事前の申し込みは必要ありません。
（３）課題研究発表
課題研究１テーマ：
「学習意欲を高める授業実践」
課題研究２テーマ：
「特別な支援を必要とする子どもへの教育実践」
① 論文原稿 A4 で２枚（p.5～6 の書式で作成してください。）
② 送付表（p.7 の項目と内容を記述してください。
）
③ 締切日 10 月 1 日（月）
（必着）
①，②の書類の到着をもって申し込みとします。事前の申し込みは必要ありません。
注１：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２：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。
（４）原稿と送付表の送付先 ＊原則，電子媒体での原稿提出とします。
以下の「９ 大会事務局」
（office-jssep2012@hyogo-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“15thJSSEP 発表申込”としてください
②電子メールの本文に「送付表」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。
④折り返し，原稿を受信したことを確認する電子メールを事務局より返信いたします。1 週間以内
に返信がない場合は，お問い合わせください。
５ 参加案内
参加費と懇親会費の総額を，同封の郵便振込用紙にて 10 月 1 日(月)までに振り込んでください。
なお，特別講演及び課題研究発表は一般公開とします。

① 参加費（論文集１冊を含む） 正会員・一般（当日臨時会員）
学生会員
② 懇親会費
③ 論文集
１冊
④ 郵便振込用紙（同封の振込用紙をお使いください）
加入者名： 日本教育実践学会研究大会実行委員会
口座番号： ００９９０－９－１７１６３７

5,000 円
4,000 円
4,000 円
2,000 円

６ 総会案内
大会初日 11 月 3 日（土）13:10～13:50 に総会が開催されます。なお，委任状のハガキを 10 月中旬
のプログラム送付時に同封いたしますので，当日ご欠席の場合は，記名・捺印して 10 月 26 日(金)ま
でにご返送ください。
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７ 交通機関・宿泊案内
宿泊は，各自で予約してください。
【交通案内】
兵庫教育大学神戸サテライト
電車をご 利用の方
・JR「大阪」駅→JR「神戸」駅まで約23分（新快速）
・JR「姫路」駅→JR「神戸」駅まで約35分（新快速）
・JR「神戸」駅、市営地下鉄海岸線「ハーバーランド」駅→徒歩約8分
・神戸高速鉄道「高速神戸」駅→ 徒歩約13分
・新幹線JR「新神戸」駅→市営地下鉄「三宮」駅→徒歩 →JR「三ノ宮」駅→JR「神戸」駅→徒歩約8分
車をご 利用の方
大阪方面から
・阪神高速「京橋出口」→国道2号線西へ→弁天町交差点または神戸駅南交差点を左折
姫路方面から
・阪神高速「柳原出口」→国道2号線東へ→神戸駅南交差点を左折
駐車場
・屋外駐車場（煉瓦倉庫駐車場） 営業時間24時間
・地下駐車場（神戸情報文化ビル地下駐車場） 8:00～26:00
神戸市総合児童センター７階 こべっこホール
電車をご 利用の方
・JR「神戸」駅、市営地下鉄海岸線「ハーバーランド」駅→徒歩約5分
・神戸高速鉄道「高速神戸駅」→ 徒歩約10分
神戸市産業振興センター
電車をご 利用の方
・JR「神戸」駅、市営地下鉄海岸線「ハーバーランド」駅→徒歩約5分
・神戸高速鉄道「高速神戸駅」→ 徒歩約8分

８ 今後の通信予定
2012 年 10 月上旬頃に，
ニュースレター及び学会のホームページにプログラムを掲載する予定です。
９ 大会事務局
住 所

〒673-1494 兵庫県加東市下久米 942-1 兵庫教育大学
日本教育実践学会第 15 回研究大会事務局 鬼頭英明宛
実行委員長 松村 京子
事務局長
鬼頭 英明
実行委員
西岡 伸紀，渡邊 隆信，宮元 博章，中川 愛，細谷 里香，
小林

問合せ先

裕子，山本

剛，藤原

奈奈子

office-jssep2012@hyogo-u.ac.jp
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自由研究・課題研究

原稿提出締切日

１０月１日（月）

電子メールで送付（office-jssep2012@hyogo-u.ac.jp）
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送 付 表
電子メール本文に，以下の項目と内容を記述してお送りください。

１．発表種別：
〔 自由研究， 課題研究１「学習意欲」
， 課題研究２「特別支援教育」 〕
※該当する種別を残してください。
※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があります。
２．発表者名：
○発表者 1_名前（所属）
発表者 2_名前（所属）
発表者 3_名前（所属）

※登壇者の前に○をつけてください
※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：
〔 参加する， 参加しない 〕 ※該当する方を残してください
５．代表者連絡先：
・郵便番号〒
・住所
・氏名
・電話番号
・電子メール

※事務局と連絡のとれる方を代表者にしてください

６．その他（連絡事項等）
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■

事務局からのお知らせ

■

１．会費の納入について
学会の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（2009年度～2011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。（平成24年10月1日時点で2008年度～2011年度の４年度分の会費を未納の方が除籍対
象です。）

２．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ttp://www.jssep.org/の［お
問い合わせ］よりフォームメールを利用してご連絡いただくか，もしくは，本レター末尾に記されて
いる事務局までお知らせください。
＊2012年11月に開催予定の総会にて学会規約の改訂を審議・決議の後，新役員の選挙を実施する予定
です。選挙関連の書類が確実に会員に届くよう，最新の住所・氏名等をご連絡ください。
３．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，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http://www.jssep.org/ 中の［学会誌関連］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，本レター末尾に記されている「教育実践学研究」編集委員会事務局までお問い
合わせください。
４．会員の入会・退会（省略）
５．第 14 回定時総会議事要旨（省略）
以上

-8-

