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以上，７名を中心に運営を行
います。まずは，多くの皆様方
のご参加を心よりお待ちしてお
ります。
なお，大会についてのお問い
合わせについては，以下のとお
りです。

黒崎

東洋郎

会員の皆様方におかれましては，ますますご清栄のこととお慶
び申し上げます。
この度，日本教育実践学会第 21 回研究大会を，岡山理科大学岡
山キャンパスで開催することになりました。本大会は，小・中・
高の学習指導要領の改訂の方向性と具体が明らかになった最初の
大会ということもあり，文部科学省初等中等教育局教育課程課課
長として，学習指導要領の改訂を進めてこられた合田哲雄氏（現
文部科学省初等中等教育局 財務課長）をお招きし，「学習指導
要領の改訂と教育実践研究に期待すること」と題した講演をして
いただきます。
日本教育実践学会は，20 年という年月を重ね，新たな一歩を踏
み出しました。新たな一歩を踏み出すいま，学習指導要領のこれ
までとこれからを読み直しながら，「教育実践研究の過去・現在
を振り返り，これからの教育実践研究を織り直す，創造する」き
っかけとなれば幸甚です。また，合田哲雄氏の講演を基調とし
て，「教育実践研究―いま，学校現場が直面する課題」と題した
課題研究発表も実施します。「コミュニティスクールと学校経
営」，「初任期教員の教師教育」，「深い学びを創発する授業研
究」の 3 部会での構成です。自由研究発表におきましても，皆様
からの教育実践に関わるさまざまな研究のご発表をお待ちしてお
ります。どうぞ万障お繰り合わせの上,ご参加いただきますようご
案内申し上げます。
主催：日本教育実践学会
後援：文部科学省
岡山県教育委員会・岡山市教育委員会・倉敷市教育委員会
岡山理科大学・岡山大学・兵庫教育大学連合大学院
（以上，予定）
日程：平成 30（2018）年 12 月 1 日（土）・12 月 2 日（日）

jssep21@okayama-u.ac.jp
会場：岡山理科大学（岡山県岡山市北区理大町１−1

086−256−8475（黒崎東洋郎）
086−251−7746（宮本

浩治）

総会・記念講演：50 周年４F 記念ホール
研 究 発 表：(A１号館２F)
A0121，A0122，A0123，A0124，A0125，A0126

合田哲雄氏のプロフィール
岡山県倉敷市出身，岡山県立倉
敷南高等学校を卒業した後，東
北大学に進学，東京大学大学院
を経て，文部科学省に入省。現
職は，文部科学省初等中等教育
局財務課長。
今年，小・中・高の学習指導
要領の改訂の方向性と具体が明
らになりました。合田氏は，こ
の学習指導要領改訂時に，文部
科学省初等中等教育局教育課程
課課長として，改訂を進めてこ
られた中心人物であり，いまも
国の教育行政を牽引する人物の
一人です。
第 21 回 研究大会実行委員会
としては，本大会が，小・中・
高の学習指導要領の改訂の方向
性と具体が明らかになった最初
の大会ということもあり，学習
指導要領を作成した当事者であ
る合田氏による，本音の話を聞
くとともに，教育実践・教育実
践研究のあるべき姿，方向性を
確認する機会になればいいと思
い，岡山ゆかりの合田哲雄氏に
講演をお願いしました。
教育実践を支える理論，実践
知に向き合い，そうした知見を
明らかにすることを目的として
きた本学会は，学習指導要領改
訂に込められた願いをいかに受
け止め，新たな理論を構築する
のか，あるいはしなければなら
ないのかを確認しなければなり
ません。

研究大会日程

第１日目（12 月１日（土））
9：30〜

受付

10：00〜12：00

自由研究発表

12：00〜13：00

昼食

13：00〜13：40

総会

13：50〜15：30

講演

合田哲雄

※10：00〜11：20 編集委員会
※11：30〜12：50 理事会
（昼食を挟んで）

氏（文部科学省初等中等教育局

財務課長）

演題：『学習指導要領の改訂と教育実践研究に期待すること」
15：40〜17：30 課題別指定発表
A：コミュニティスクールと学校経営
B：初任期教員の教師教育
C：深い学びを創発する授業研究
18：30〜20：30

情報交換会（ロイヤルホテル）

第 2 日目（12 月 2 日（日））
9：30〜
10：00〜12：00

受付
自由研究発表

合田氏の言葉をもとに，学習
指導要領改訂の背景にある願い
を再確認し，学会としての新た
な歴史を刻みたいと思います。
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研究発表申込と原稿提出について

別添資料①
発表申込送付票.docx

Ⅰ．研究発表申込（締切日：2018 年９月 10 日（月）必着）
① 「発表申込送付票」（別添資料①参照）の項目（発表種別，発
表者名と所属，発表題目，代表者連絡先，使用機器等）に遺漏

発表申込送付票.pdf

なく記載し，発表申込をしてください。
なお，添付資料①に必要事項を記入し，メールにて送付して

別添資料②
原稿執筆要領.docx
原稿執筆要領.pdf

上記の別添資料①，②をテ
ンプレートとして使用して
ください。

いただきますようお願いします。
②

送付方法は，下記（３）もご参照ください。

Ⅱ．発表論文原稿の提出（締切日：2018 年 9 月 28 日（金）必着）
①

論文原稿：A4 で２ページ（別添資料②参照）

②

送付票（①の論文原稿）とともに，「Ⅰ」にある「発表申込

送付票」を再度提出ください。
なお，提出の際，論文原稿と発表題目が同一であるかを再度
ご確認ください。もし修正した場合は，「送付票」の論文題目
を朱字で訂正した上で，提出ください。
③

送付方法は，下記（３）をご参照ください。

※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

学会費を大会期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，発表申込と並行して，日
本教育実践学会事務局に入会手続きをしてください。入会手
続きについては，本学会ホームページをご参照ください。
※２

登壇は，「自由研究」，「課題研究」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。
Ⅲ．送付方法
①

大会運営事務局宛（jssep21@okayama-u.ac.jp）に電子メール

にて送付してください。原則，電子メール，電子媒体での提出
とさせていただきます。郵送でのやりとりをご希望の方は，事
務局にご連 絡ください。
②

電子メールの標題については，「21jssep 発表申込」，もしく

は「21jssep 原稿」としてください。
③

論文原稿の提出に際しては，電子メールに添付し，送付して
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ください。なお，添付ファイルの形式は，PDF 形式と MS ワー
ドの形式です。２つの形式のファイルを添付して，送付して
ください。
④

数日内に大会事務局が受信したことを確認する電子メール
を返信します。一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。

＜経費支払の具体例＞
１）事前支払（銀行振込）の場合

諸経費の支払いについて
①情報交換会参加，弁当の注文を
される方

なお，事前にお支払いくださる方は，銀行の ATM を使い，10

a，正会員・一般の方
参加費

4,500 円

弁当代

1,000 円

懇親会

3,000 円

合

9,500 円

計

（１） 参加費と情報交換会参加費の合計額をお支払いください。
月 12 日（金）までに，下記口座までお支払いください。
手数料は各自でご負担願います。
（２） 事前にお支払いいただけない方については，当日お支払い
いただいても構いません。
研究大会当日，直接，会場受付にて，参加費，情報交換会

b，学生会員の方

費をお支払いください。この場合，当日受付扱いとなります

参加費

2,500 円

弁当代

1,000 円

懇親会

3,000 円

合

7,500 円

計

②情報交換会不参加，弁当の注文
をされない方

ので，当日支払い額をお納めいただきます。
（３） 例年，事前支払い，当日支払いとも同額にしておりまし
たが，本年度大会では，事前支払いの方に対しては，参加費
を多少お安くしております。下記の表を参考にしていただき
まして，払込金額をお確かめいただき，お間違いのないよう
お支払いいただきますよう，お願いいたします。
①

a，正会員・一般の方
参加費

4,500 円

弁当代

0円

懇親会

0円

合

計

4,500 円

参加費

一般・学生別
正会員・一般
学 生 会 員
②

懇親会費

事前支払
当日支払
4,500 円
5,000 円
2,500 円
3,000 円
（論文集１冊を含みます。）

3,000 円

一般・学生の区別はありません。アルコール類を希望
b，学生会員の方

される方は，当日に情報交換会参加費とは別に 1,000 円

参加費

2,500 円

弁当代

0円

③ 論 文 集

2,000 円

懇親会

0円

④ 弁 当 代

1,000 円（12 月１日（土）のみ）

合

計

2,500 円

２）当日支払（受付納入）の場合

をお支払いいただきます。

発表申込送付票の弁当の希望の有無に「◯」をしてく
ださい。事前に弁当を希望された方，申し込まれた方の
み，当日引き換えます。

4

①情報交換会に参加される方

⑤

振 込 先
加入者名：日本教育実践学会第 21 回研究大会

a，正会員・一般の方

銀行口座：トマト銀行

参加費

5,000 円

弁当代

0円

懇親会

3,000 円

合

8,000 円

計

普通預金

口座番号；１９１６８４２
＜注意事項＞
上記口座は，第 21 回研究大会専門の口座です。
学会年会費については，学会ホームページをご覧いただきます
よう，お願いいたします。詳細については，学会事務局にお問い

b，学生会員の方
参加費

3,000 円

弁当代

0円

懇親会

3,000 円

合

6,000 円

計

野田支店

合わせください。
研究大会当日運営について

①受付
②情報交換会に参加されない方

研究大会当日は，会場入口で受付を済ませてからご参加くださ
い。受付にて論文集等をお渡しします。

a，正会員・一般の方
参加費

5,000 円

弁当代

0円

懇親会

0円

合

計

5,000 円

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
厳守でお願いします。
・発表用機器のプロジェクタは各会場にあります。パソコンを用
いて発表される方は，ご自分でパソコンをご用意ください。

b，学生会員の方

Mac をお使いになる方は接続アダプタもご持参ください。

参加費

3,000 円

弁当代

0円

なお，プロジェクタへの投影が正常にできるかをセッション開始

懇親会

0円

までに事前にご確認ください。大会事務局としては，パソコンの

合

計

3,000 円

準備はしておりませんので，ご注意ください。
・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

懇親会に参加する方で，アルコ
ールを希望される方は，会場で別
途 1,000 円徴収することになりま
すので，ご了承ください。

前に会場入口の机上に置いてください。50 部程ご準備いただけれ
ば十分だと思われます。
・発表辞退，及び欠席者が出た場合，発表順位の繰り上げは行い
ません。また，発表を辞退する場合，速やかに大会事務局までご
連絡ください。
③情報交換会
・情報交換会は，岡山市内のロイヤルホテルで開催します。皆様
のご出席をお待ちしております。なお，移動に際しては，マイク
バスを用意しております。当日，マイクロバス乗車場所までご案
内します。
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・情報交換会に出席される方は，発表申込送付票にて申込をして
ください。また，会費については，「諸費用の支払い」でご案内
しておりますので，ご参照ください。なお，情報交換会の参加に
ついては研究大会当日に再度ご案内申し上げますが，事前申込者
多数の場合，当日の案内を行わない場合もありますので，ご承知
おきください。
④その他
・昼食について
岡山理科大学にはキャンパス内の会場の西側にあるコンビニを
利用することができます。12 月 1 日(土)は会場の建物の A1 号館の
地下 1 階の学食も開店しており，限定メニューではありますが利
用できます。
利用されない場合は，各自で昼食を持参していただくか，弁当
販売を行いますので，「発表申込送付票」にて事前に申し込みを
行ってください。弁当代は，1,000 円となります。諸費用の支払
いをご参照いただき，事前に振込をしていただきますよう，お願
いします。
・駐車場について
キャンパス専用の駐車場はありません。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。な
お，岡山大学に駐車していただくこともできますが，駐車料金が
発生します。１日最大で 1,000 円となります。
・宿泊について
宿泊の手配は各自で行ってください。研究大会当日は，岡山大
学の推薦入試日となっています。また，当日は大きな学会はあり
ませんが，新体操の大会が開催されますし，大規模の研究会など
が開催されている可能性があります。早めのご予約を強くおすす
めします。
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会場までのアクセスについて

岡山理科大学 岡山キャンパス・アクセス
（http://www.ous.ac.jp/access.php?jpml=accessmap）
JR岡山駅から
■ 路線バス
正門着：岡山駅運動公園口（西口）（22番乗り場）から岡電バス
「47 岡山理科大学」行で約20分
210円
岡山駅運動公園口（西口）⇔理大【平日・土・休日】
東門着：岡山駅後楽園口（東口）（13番乗り場）から岡電バス
「37 理大東門」行で約30分
岡山駅後楽園口（東口）⇔理大東門【平日】
東門着：岡山駅後楽園口（東口）（13番乗り場）から岡電バス
「37 理大東門」行で約30分
岡山駅後楽園口（東口）⇔理大東門【土・休日】
■ タクシー

岡山駅運動公園口（西口）から約15分

岡山空港から
■ 路線バス・リムジンバス
空港からJR岡山駅に移動し、上の
「JR岡山駅から」に従ってください。所要時間：約30分（JR岡山
駅まで）
岡山空港のサイト
■ タクシー

約30分

山陽自動車道岡山I.C.から
■ 乗用車 ：Ｒ53号線－岡山市街方面－
：Ｒ53号線－岡山市街方面－岡山大学－岡山理科大学
JR 法界院駅から
■ 徒歩

JR 法界院駅（岡山駅から１駅目）から徒歩で約 20 分
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＜岡山理科大学周辺図＞

大会事務局について

住

所：〒700–8530

岡山県岡山市北区津島中３–１−１

岡山大学大学院教育学研究科
日本教育実践学会第 21 回研究大会事務局
実行委員長：黒崎東洋郎（岡山理科大学）
事務局代表：宮本
問

合

浩治（岡山大学）

せ：jssep21@okayama-u.ac.jp

8

通信予定について

・10 月中旬くらいに，学会ホームページにプログラムを掲載する
予定です。
・その他，随時学会ホームページで連絡事項を配信する可能性も
ありますので，定期的にホームページをご確認いただきますよ
う，お願いいたします。
以上，多くの皆様のご参加をお待ちしております。
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