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No.27 2016 年 8 月
◆ 日本教育実践学会 第 19 回研究大会のご案内 （二次案内）◆
第 19 回研究大会実行委員長 松村京子
会員の皆様におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
このたび，日本教育実践学会第 19 回研究大会を兵庫教育大学神戸ハーバーランドキャンパスで開催することに
なりました。今年度は「課題研究発表」として，アクティブ・ラーニングと教師の指導力を取り上げ，また「特
別講演」も企画しております。
「自由研究発表」におきましても，皆様からの教育に関わる様々な研究のご発表を
お待ちしています。どうぞ万障お繰り合わせのうえ，ご参加いただきますようご案内申し上げます。
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，兵庫教育大学連合大学院，
兵庫教育大学
2016 年 11 月 5 日(土)・6 日(日)

１．大会日程

<1 日目> 11 月 5 日（土）
9:30～10:00 受付
10:00～12:00 自由研究発表

10:00～11:20 編集委員会

12:00～13:00 昼食

11:30～12:50 理事会

13:00～13:40 総会
13:50～15:20

課題研究発表
課題Ⅰ 「アクティブ・ラーニングの実践研究」
課題Ⅱ 「教師の指導力向上」

15:30～17:00

特別講演 市川伸一 氏（東京大学教育学研究科 教授）
―アクティブ・ラーニングと「教えて考えさせる授業」―

17:30～20:00 懇親会
<2 日目> 11 月 6 日（日）
9:00～ 9:30 受付
9:30～12:00 自由研究発表

２．会場

兵庫教育大学 神戸ハーバーランドキャンパス
（〒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）
）
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３．研究発表（自由研究，課題研究）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（締切日：平成 28 年 9 月 20 日（火）メール必着）
① 電子メールの本文に p.3 の「５．発表申し込み送付票」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」
）
，発表者名と所属，発表題目，代表者連絡先，使用機器等）を記載し，
発表申し込みをしてください。
② 送付方法は下記（３）もご参照ください。
（２） 発表論文原稿及び送付票提出（締切日：平成 28 年 9 月 26 日（月）メール必着）
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頁（p.4〜5 の「６．原稿執筆要領」の書式で作成してください。
）
② 送付票（p.3 の「５．発表申し込み送付票」の項目内容をメールの本文に記述してください。
（１）の発
表申込時の送付票内容も再度記載していただくことになります。懇親会参加についてもご連絡ください。
）
③ 送付方法は下記（３）をご参照ください。
④ 諸費用の支払いも 9 月 26 日締め切りです。
「４．諸費用の支払い」をご参照の上，お手続きください。
注１） 発表者は会員に限ります。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日本教育実践学会事
務局に入会手続きをしてください。本学会ホームページ（http://www.jssep.jp/ms/）の「入会申し込
み」に入会手続きの詳細を記載しています。
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。
（３） 送付方法（発表申込，論文原稿と送付票）
＊原則，電子媒体での提出と致します。
大会事務局宛（jssep@hyogo-u.ac.jp）に電子メールで送付してください。
（p.8「９．大会事務局」
）
① 電子メールの標題は，
「19JSSEP 発表申込」
，
「19JSSEP 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 ワード（.doc, .docx）です。PDF ファイルとワードファイルの合計２つのファイルを添付してくだ
さい。
④ 数日以内に大会事務局が受信したことを確認する電子メールを返信いたします。１週間を過ぎても返信
がない場合はお問い合わせください。
４．諸費用の支払い
参加費と懇親会費等の合計額を，郵便局に備え付けられている払込書にて，9 月 26 日（月）までに下記口座まで
お支払いください（手数料はご負担ください）
。
※ お一人につき１用紙でお願い致します。
※ 払込書の通信欄に，金額の内訳をご記入ください。
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
5,000円
③ 論文集のみ
2,000円
④ 払込み先（払込書は郵便局に備え付けのものをご利用ください）
加入者名
日本教育実践学会研究大会実行委員会
振替口座番号
００９２０−１—２３６２０９
なお，上記口座は大会専用です。年会費のお支払いについては学会ホームページをご参照ください。
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５．送付票
電子メール本文に，以下の項目と内容を記述して送信してください。
発表申し込み送付票
1. 発表種別：（例）課題研究 課題Ⅱ「教師の指導力向上」

次の３つからご希望の種を選択してください。
 自由研究発表
 課題研究 課題Ⅰ「アクティブ・ラーニングの実践研究」
 課題研究 課題Ⅱ 「教師の指導力向上」

※特定の種別に対して応募者多数の際には，種別を事務局で調整させて頂く場合
があります。予めご了承ください。

2. 発表者名と所属
○発表者１ 名前□□□□（所属□□□□）※登壇者の前に○を付けてください。
発表者２ 名前□□□□（所属□□□□）
発表者３ 名前□□□□（所属□□□□）

※人数に応じて適宜行を増減してください。
3. 発表題目：□□□□□□□□□□□□□□□□
4. 懇親会参加者名：□□□□，□□□□，□□□□

※共発表の方も含めて参加希望者をお知らせください。
※懇親会への参加者は，p.2「４．諸費用の支払い」にありますように，お一人
ずつ参加費とともに懇親会費もお支払いください。ご入金が確認できてから正式
な参加申込みとして受け付けさせていただきます。
5. 代表者連絡先 ※事務局と連絡の取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
・電子メールアドレス
6. 使用機器 □□□□□□□□
7. その他連絡事項等
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６．原稿執筆要領：研究発表論文の書式
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自由研究・課題研究 原稿提出締切日 平成 28 年 9 月 26 日（月）
電子メールで送付 （jssep@hyogo-u.ac.jp）
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７．研究大会当日運営
（１）受付
研究大会当日は，会場入り口で受付を済ませてからご参加ください。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。時間厳守でお願い致します。
・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。Mac をお使いになる方は接続アダプターもご持参ください。なお，プロジェクターへの投影が正常
にできるかセッション開始までに事前にご確認をお願いします。パソコンをご用意できない方は 10 月 28
日までに大会事務局（jssep@hyogo-u.ac.jp）宛に，件名「発表用機器について」でご連絡ください。
・補足資料や発表用配布資料のある方は予めご用意の上，発表前に会場入り口の机上に置いてください。
・発表辞退および欠席者が出た場合，発表順位の繰上げは原則行いません。
（３）懇親会
懇親会は神戸ハーバーランドキャンパスが入っているビルの 18 階『六甲』にて行う予定です。神戸の夜
景もお楽しみください。皆様のご出席をお待ち致しております。
出席される方は，
「３．研究発表（自由研究，課題研究）申し込み，発表論文原稿提出について」の要領
で申し込みを行った上，
「４．諸費用の支払い」の要領で会費をお支払いくださいますよう，お願い致しま
す。
（４）その他
・昼食について
神戸ハーバーランドキャンパスは周辺に飲食店を含む多くの商業施設がございます（周辺施設
http://www.hyogo-u.ac.jp/facility/khlc/surrounding/）
。各自で昼食を持参し，休憩室をご利用していただ
くことも可能です。キャンパス内に学食はありません。
・駐車場について
キャンパス専用の駐車場はありません。お越しの際は，できるだけ公共交通機関をご利用ください。お車
でお越しの際は，近隣の有料駐車場をご利用ください。
・宿泊について
宿泊の手配は各自で行ってください。
人気の観光エリアですので，
早めのご予約を強くおすすめ致します。
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８．会場（兵庫教育大学神戸ハーバーランドキャンパス）までのアクセス
神戸ハーバーランドキャンパス・アクセス URL http://www.hyogo-u.ac.jp/facility/khlc/access/

駅から神戸ハーバーランドキャンパスまで
・JR 神戸駅，市営地下鉄ハーバーランド駅から 徒歩約８分
・阪急・阪神高速神戸駅から 徒歩約 13 分
最寄り駅までのアクセス
・ＪＲ大阪駅 → ＪＲ神戸駅 約23分（新快速）
・ＪＲ姫路駅 → ＪＲ神戸駅 約35分（新快速）
・
（新幹線ご利用）新神戸駅 → 市営地下鉄三宮駅 → 徒歩→ ＪＲ三ノ宮駅 → ＪＲ神戸駅
・(飛行機ご利用) 神戸空港→（神戸新交通ポートアイランド線）神戸空港駅→三宮駅
→徒歩→ＪＲ三ノ宮駅 → ＪＲ神戸駅 約35分
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約15分

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 19 回研究大会事務局

実行委員長

松村京子

大会事務局長

細谷里香

問合せ・送付先 jssep@hyogo-u.ac.jp

１０．今後の通信予定
10 月中旬頃に，学会ホームページ（http://www.jssep.jp/ms/）にプログラムを掲載する予定です。
その他，随時ホームページ上でご連絡する可能性もありますので，定期的にホームページをご確認頂けますよう
お願い致します。
以上，多くの皆様のご参加をお待ち申し上げております。
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■学会事務局からのお知らせ■

１．第 18 回定時総会議事要旨
日 時
2015 年 10 月 24 日（土）13 時 10 分～13 時 50 分
会 場
上越教育大学 講 301
＜報告事項＞
(1)会務報告
渡邊事務局長より、2015 年度の事務局運営体制について説明がなされた。
（２）201４年度事業報告
渡邊事務局長より、以下の通り報告がなされた。
①第 17 回研究大会が 2014 年 11 月 1 日～2 日に鳴門教育大学において滞りなく開催された。
②学会誌『教育実践学研究』は、第 16 巻第 1 号（2014.9.30）
、第 16 巻第 2 号（2015.3.31）を計画通り発行
した。
③「教育実践ニューズレター」は、No.25（2014.7.31）を発行し、学会ＨＰ上で掲載した。
（３）編集委員会報告
松村編集委員長より、以下の通り報告がなされた。
①発行後 1 年を経過した論文については、兵庫教育大学附属図書館を通して電子化することにより、CiNii や
Google scholer でも検索・閲覧できるようにした。
②年間 2 号を発行しており、そのための編集委員会を 2 ヶ月に 1 回の割合で開催している。編集委員会の開催
日については、学会ＨＰ上に掲載するようにしたので、投稿希望の会員は 1 週間前までに投稿をお願いした
い。
③投稿規程の見直しにより、投稿論文の長さを 10 頁から 12 頁に変更した。
（４）教育学関連学会連絡協議会について
渡邊事務局長より、
2015年3月14日に学習院大学で開催された教育関連学会連絡協議会第3回総会について、
人文社会科学学会連合（仮称）の設立準備状況を中心に報告がなされた。
＜審議事項＞
（１）2014 年度収支決算について
①渡邊事務局長より、資料 1 に基づき、会計報告がなされた。
②渡邊事務局長より、宮元監事と川島監事による監査の結果、会計収支報告書の通り間違いがないとの報告が
あったことが説明された。
以上の報告ののち、収支報告書が原案の通り了承された。
（２）2015 年度事業計画案及び予算案について
①2015 年度事業計画案
渡邊事務局長より、以下の通り事業計画案が提示され、了承された。
・第 18 回研究大会を上越教育大学（2015.10.24-25）において開催する。
・学会誌『教育実践学研究』は第 17 巻第 1 号（2015.9.30）
、同第 2 号を発行する。
・第 2 回優秀教員賞の選考を行う。
・
「教育実践ニューズレター」は、No.26（2015.8.20）を発行する。
②2015 年度予算案
渡邊事務局長より、資料 2 に基づき、予算案が提示され、以下の 2 カ所に訂正を加えたうえで、原案の通り
了承された。
・
（誤）
「正会員会費（2014 年度）
」 → （正）
「正会員会費（2015 年度）
」
・
（誤）
「学生会員会費（2014 年度）
」 → （正）
「学生会員会費（2015 年度）
」
（３）第 3 回優秀教員賞（2016 年度）の募集について
渡邊事務局長より、以下の通り、第 3 回優秀教員賞の募集を行うことが説明された。
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・2016 年 3 月末までに、第 3 回優秀教員賞の公募要領を学会ＨＰに掲載する。
・2016 年 4～6 月を応募期間とする。
・応募期間終了後、理事会にて選考を行い、受賞者を決定する。
（４）第 19 回研究大会（2016 年度）について
森川会長より、第 19 回研究大会を兵庫教育大学神戸ハーバーランドキャンパスにて開催する予定であること
が報告され、それを受けて、松村副会長より、研究大会を引き受けるにあたっての挨拶と協力の依頼がなされ
た。日程は未定。
（５）その他
渡邊事務局長より、2016-2018 年度期役員の改選にあたり、2015 年 12 月に選挙を実施する予定であることが報
告された。
選挙は役員選挙規程に則り、
理事会が選出した役員候補者案について信任を問うかたちで行うので、
できる限り多くの会員に投票していただけるよう依頼がなされた。
＜第 2 回 学会賞、優秀教員賞 授与式＞
(１)優秀教員賞
受賞者：太田誠 （研究大会発表３件、『教育実践学研究』論文掲載１件）
太田会員が所要により総会に出席できないため、事前に送付いただいたメッセージが渡邊事務局長によって代
読された。

２．会費の納入について
学会の2016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（2014年度、2015年度、2016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。（2017年4月1日時点で2012/2013年度、2014年度、2015年度、2016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
https://www.jssep.jp/ms/

（学会事務局長 上原禎弘）

第19回研究大会事務局
〒 673-1494 兵庫県加東市下久米942-1 兵庫教育大学
jssep@hyogo-u.ac.jp（大会事務局長 細谷里香）
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 鳥取看護大学内 （編集幹事 田中響）
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