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■日本教育実践学会第 24 回研究大会開催のご案内（第二報）■ 

 

日本教育実践学会 

 会長 松村 京子 

日本教育実践学会第 24 回研究大会 

実行委員長 上原 禎弘 

 

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，第一報でお知らせしましたように，新型コロナウイルス感染症（COVID-19）をめ

ぐる状況が引き続き予断を許さないことに鑑み，兵庫教育大学神戸ハーバーランドキャン

パスを会場として開催させていただく現地開催は見送らせていただきました。それにとも

ない，昨年度に引き続きオンラインでの開催を決定いたしました。オンラインによる研究

大会では，「総会」「ワークショップ」「自由研究発表」及び「課題研究発表」を予定し

ています。 

つきましては，日程や研究発表の申し込み方法についての概要を，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，兵庫県教育委員会，加東市教育委員会， 

兵庫教育大学連合大学院，兵庫教育大学 

 

１ 期日   2021 年 11 月 6 日(土) 

 

２ 会場   オンラインを利用した会場 

 

３ 日程   9:30～11:50 自由研究発表 

       11:50～12:40 昼食                                        

       12:40～13:30 総会 

       13:40～15:40 ワークショップ 

               タイトル『教育実践に関する研究論文の採択に向けて―掲載論文の      

査読プロセスから見えてくるもの―』 

 

企画の主旨 松村京子（佛教大学） 

 

報告者１  河野辺貴則（四国大学短期大学部） 

コメント  荒木紀幸（兵庫教育大学名誉教授） 

報告者２  山野定寿（元小学校教員） 

コメント  秋田美代（鳴門教育大学） 

報告者３  太田絵梨子(埼玉学園大学) 

コメント  五十嵐哲也（兵庫教育大学） 
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教育実践学研究の査読動向 米澤好史（和歌山大学） 

教育実践研究論文のあり方 市川伸一(東京大学名誉教授，帝京大    

学中学・高校校長補佐) 

 15:50～17:30 課題研究発表・自由研究発表 

課題Ⅰ「長期化するコロナ禍での教育実践の変化」 

  課題Ⅱ「主体的・対話的で深い学びを導く実践研究」 

 

４ 研究発表（自由研究，課題研究）される方の申し込み方法・発表論文原稿の提出方法 

（１）研究発表申し込み (締切日：令和 3年 9月 6日（月）メール必着)について 

① 大会事務局（本案内７頁）宛（ikawachi-jssep2021@ml.hyogo-u.ac.jp ）の電子メー 

ルの標題を“24thJSSEP 発表申込”としてください。 

② 本案内４頁の「送付票」の項目をメール本文に記述することで発表の申し込みとし 

ます。複数人による研究発表では，代表者による一括の申し込みをお願いします。 

その場合は，大会当日の Zoom URL は代表者にのみ送付しますので，共同発表者へ 

は代表者からお送りください。 

③ 記述項目は，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（複数の場合は全員分），会員番号（あれば），発表題目，代表者連絡先， 

その他（連絡等）です。「正会員・学生会員の別」も必ずお知らせください。 

 ④ この「研究発表申し込み」をなさった方（共同発表者も含む）は，下記「５ 大会参 

加への申し込み」の手続きを行う必要はありません。 

 ⑤ 論文集は，大会終了後に「送付票」に記載された発表代表者の住所へ一括で送付す 

る予定です。個別にお求めの場合は，「その他」欄にその旨をお知らせください。 

⑥ 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。 

 

（２）発表論文原稿の提出 (締切日：令和 3年 9月 27日（月）メール必着)について 

上記で研究発表を申し込まれた方は以下の方法で原稿を提出してください（原則，電子

媒体での提出と致します）。 

① 大会事務局「発表原稿係」（ikawachi-submit@ml.hyogo-u.ac.jp ）宛の電子メール

（本案内７頁）の標題を“24thJSSEP 原稿”としてください。 

② 提出する原稿は，A4 で 2 枚（5・6 頁の書式を参照，最大 10MB まで）です。 

③ 本案内４頁の送付票の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

時の送付票の内容を再度記載していただく事になります。 

④ 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。 

 

 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

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。入会手

mailto:ikawachi-jssep2021@ml.hyogo-u.ac.jp
mailto:ikawachi-submit@ml.hyogo-u.ac.jp
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続きについては，本学会ホームページ（https://jssep.jp/ms/wp/）をご参照くださ

い。 

注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

者としての連名は，この限りではありません。 

注３：この提出用のメールアドレスは，上記の研究発表申込用のメールアドレスとは 

違っておりますのでご注意ください。 

 

５ 第 24回研究大会へ参加のみ（発表なし）される方の申し込み方法 

 第 24回研究大会へ「発表なし」での参加をご希望の方は，大会事務局（本案内７頁）

宛のメール（ikawachi-jssep2021@ml.hyogo-u.ac.jp ）で参加をお申し込みください。

尚，参加申し込みの締切日は令和 3 年 10 月 25 日（月）とします。 

① 電子メールの標題を“24thJSSEP 参加申込”とし，本文に「郵便番号」，「住所」，

「氏名（所属）」，「電話番号」，「電子メールアドレス」，「学会員・非学会員の別」，

「会員番号（あれば）」，「学生・一般の別」を記述してください。 

② 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。 

  

６ 費用の支払い 

（１）参加費 

大会の参加費は，研究発表者（共同発表者も含む），発表なしの参加者共に下記の口座

へお支払いください。複数人による研究発表の場合でも，代表者による一括払いではなく

個別の振り込みをお願いいたします。また，その際の手数料は各自でご負担願います。 

尚，参加費の払い込みが確認された研究発表の代表者（複数人による研究発表の場合

は，共同発表者を含めた研究グループ全員の参加費払い込みが確認された代表者）と発表

なしの参加者には，改めて大会当日の Zoom URL をお送りします。参加費の締切日は以下

のとおりです。 

◎研究発表される参加者の締切日：令和 3 年 10 月 1 日（金） 

◎研究発表しない参加者の締切日：令和 3 年 10 月 25 日（月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  参加費(論文集１冊・論文集送付料を含む) 

正会員・一般        3,500 円  

学生会員・学生       2,500 円  

② 論文集（送付料を含む）     2,000 円  

③ 振込先 

    加入者名：二ホンキョウイクジッセンガッカイ 

    銀行口座：みなと銀行 社支店  

   口座番号：３９８１９２７（普通預金） 

注：お一人につき一用紙でお願いいたします。 

mailto:ikawachi-jssep2021@ml.hyogo-u.ac.jp
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（２）学会の年会費 

上記口座は，日本教育実践学会第 24 回研究大会専用の口座です。学会の年会費は，振

り込まないようにお願いいたします。年会費につきましては，学会ホームページをご覧に

なり入会手続きを行ったうえで，「日本教育実践学会 口座番号：01660－2－□□10749

（□は空欄を表す) 」にお振込みください。 

 

７ 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ください。 

 

１．発表種別 (記入例：課題研究-課題Ⅱ「主体的・対話的で深い学びを導く実践研究」)           

次の 2つからご希望の発表種別を書いてください。 

・自由研究  

・課題研究-課題Ⅰ「長期化するコロナ禍での教育実践の変化」 

・課題研究-課題Ⅱ「主体的・対話的で深い学びを導く実践研究」 

※特定の発表種別に対して応募者が多数の際には，発表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（所属・会員番号がわかる方は所属の後にご記入ください） 

○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□□□□）※学生かどうかもお知らせください。 

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．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 (必須) 

 

 

5．その他（連絡事項等） 

 ※複数人による研究発表の場合で，大会後に論文集の個別送付をお望みの場合は，住所

等と共にこちらでお知らせください。 
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８ 原稿執筆要網： 研究発表論文の書式 
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９ 大会事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 今後の通信予定 

2021 年 10 月下旬頃に，学会のホームページ（https://jssep.jp/ms/wp/）にプログラムを

掲載する予定です。 

 

住所        〒673-1494 兵庫県加東市下久米 942-1  

兵庫教育大学 芸術棟 

                    日本教育実践学会第 24 回研究大会事務局 河内 勇 宛 

 

大会実行委員長   上原 禎弘 

大会事務局長    河内 勇 

参加・発表申込   e-mail   ikawachi-jssep2021@ml.hyogo-u.ac.jp  

原稿送付先     e-mail   ikawachi-submit@ml.hyogo-u.ac.jp  

 

【お知らせ】 

「問い合わせ」用のメールアドレスが，第一次案内でお知らせしたものから変更されま

した。以後，上記のアドレスをご使用いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

mailto:ikawachi-jssep2021@ml.hyogo-u.ac.jp
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