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■日本教育実践学会第 18 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18回研究大会 

実行委員長 梅野 正信 

 

 

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18回研究大会を上越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」，「講演会」，「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，新潟県教育委員会，上越市教育委員会，兵庫教育大学連合大学院，上越教育大学 

 

１．期日  2015 年 10 月 24 日(土)・25 日（日） 

２．会場  上越教育大学 講義棟，人文棟 

      （〒943-0823 新潟県上越市山屋敷町 1 番地） 

３．日程 

<1 日目>10 月 24 日（土） 

 9:00～ 9:30 受付                            

  9:30～12:00 自由研究発表     9:30～11:00 編集委員会                      

 12:00～13:10 昼食            11:00～13:00 理事会 

 13:10～13:50 総会 

14:00～15:30  課題研究発表 

課題Ⅰ 「教員養成教育の未来－理論と実践の往還－」 

課題Ⅱ 「アクティブ・ラーニングの可能性」 

15:50～17:30  講演 「21 世紀型能力へ向かう学校と教員養成」（仮題） 

講師 文部科学省初等中等教育局教育課程課長 合田 哲雄 氏  

18:30～20:00 懇親会 

<2 日目>10 月 25 日（日） 

 9:00～ 9:30 受付 

  9:30～12:00 自由研究発表 
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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 27年 8月 18日（火）必着) 

①e-mailにより，本文に p.12の「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，発表題目，所属，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）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 27年９月 14日（月）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枚（p.13～14の書式で作成してください。） 

② 送付票 （p.12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.15の「１１．大会事務局」（office-jssep2015@juen.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“18thJSSEP発表申込”，“18thJSSEP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。 

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）～8月 17日（月）は本学の一斉休業のため返信が遅れる場合もあります。） 

 

 

 

 

mailto:office-jssep2014@naruto-u.ac.jp　）により，本文にp.8の送付
http://www.jssep.jp/ms/
mailto:office-jssep2015@juen.ac.jp
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５．研究大会当日運営 

（１）受付 

   研究大会当日は，人文棟 1階で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。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 e-mail: office-jssep2015@juen.ac.jp に，件名「発表用機器」でご連絡く

ださい。  

・発表資料は発表者が 50部用意して持参し，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）昼食等について 

  ・10月 24日（土）11:00～14:00の間，大学会館食堂が営業しています。 

・10月 24日（土） 9:30～14:00，大学会館売店が営業しています。軽食，飲み物，コピーに等にご利用下さい。 

・10月 25日（日）学生食堂，売店ともに休業です。コピー等はホテル周辺のコンビニをご利用ください。 

（４）懇親会 

  ・上越市直江津駅前のホテル「ハイ・マート」で行う予定です。上越教育大学からハイ・マートへバスを出しても

らう予定です。また，懇親会終了後ハイ・マートから高田方面へもバスを出してもらう予定です。 

なお，講演会終了後，大学から懇親会会場までの路線バス⑤系統と，懇親会終了後の直江津駅から高田駅方面へ

のはねうまラインも接続よくございます。ご都合によりご利用ください。 

皆様のご出席をお待ち致しております。出席される方は「６．参加案内」をご確認の上，会費をお振り込み下さ

い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 14日(月)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お振込みください。以下は大会参加費のみの振込み先です。年会費は以

下の番号では受け付けておりません。ご確認の上，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)  4,000円  

学生会員           3,000 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  

口座記号番号  ００５５０－９－８６１７３ 

mailto:office-jssep2015@juen.ac.jp
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７．会場（上越教育大学）までのアクセス 

 （１）上越教育大学へのアクセスの詳細は，上越教育大学ホームページの交通アクセス

（http://www.juen.ac.jp/130access/index.html）をご覧ください。以下，参考までに 2015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。変更の可能性もありますので，各自でご確認ください。 

○東京・大阪方面より 

北陸新幹線「上越妙高」下車。「上越妙高」

駅より妙高はねうまラインで「高田」駅下

車。駅前よりタクシー（1500 円程度），ま

たは頚城バス⑤系統で「本町四丁目」バス

停より「教育大学直江津駅前」行き乗車，

「教育大学」バス停下車。会場まで徒歩 5

分。 

東京より上越新幹線「越後湯沢」駅下車。

「越後湯沢」駅で，ほくほく線に乗り換え

「直江津」駅下車。直江津駅北口よりタク

シーで15分(1800円程度)。または，「直江

津駅前」バス停より頚城バス⑤系統「中央

病院」行き乗車。「教育大学」バス停下車。

会場まで徒歩５分。  

○名古屋方面より 

中央線で「長野」駅下車。北陸新幹線金沢行きに乗り換え「上越妙高」下車。「上越妙高」駅で，妙高はねうま 

ラインに乗り換え「高田」駅下車。高田駅からタクシーで10分。または，頚城バス⑤系統「本町四丁目」バ 

ス停（高田駅前より徒歩5分）より乗車。「教育大学」バス停下車。会場まで徒歩５分。 

○北陸新幹線「上越妙高駅」より上越教育大学へ 

 「上越妙高」駅から大学への直通バスはありません。「上越妙高」駅よりタクシーで20分（2500円程度）。 

または，「上越妙高」駅より「はねうまライン」で高田駅下車。高田駅からタクシーで10分。 

または，「高田」駅より徒歩で頚城バス⑤系統「本町四丁目」バス停へ出て，「教育大学直江津駅前」行に乗車。 

「教育大学」バス停下車。会場まで徒歩５分。  

○新潟空港より 

 リムジンバスで新潟駅南口へ。新潟駅前万代口の高速バス乗り場より高速高田行に乗車。「高田」駅下車。所要

3時間。または，リムジンバスで新潟駅南口へ。新潟駅より妙高はねうまラインの特急または快速で「直江津」 

駅，または，「高田」駅下車。所要時間約 3 時間。「直江津駅前」バス停，または「本町四丁目」バス停より，

頚城バス⑤系統で「教育大学」バス停下車。会場まで徒歩5分。 

○高田駅より 

 高田駅前より徒歩で頚城バス⑤系統「本町四丁目」バス停へ移動し，「教育大学直江津駅前」行きに乗車。 

「教育大学」バス停下車。会場まで徒歩5分。または，「高田」駅前よりタクシーで10分。 

○直江津駅より 

 頚城バス⑤系統で「直江津駅前」バス停より乗車，「教育大学」バス停下車。会場まで徒歩 5 分。または，直

江津駅北口よりタクシーで15分。 

○自家用車 

高速道路北陸自動車道「上越 IC」，または，上信越自動車道「上越高田 IC」のいずれかで降りる。どちらの ICから

も 10分程度です。正門から入って下さい。正門右手の学内駐車場が利用できます。 
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 新幹線 列車 高速バス 路線バス 時刻表 
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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。 

上越市内で大学へバスで移動の方は，高田，または，直江津でホテルをご予約ください。 

 上津市内の主な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。 

 高田：ホテルラングウッド上越，高田ターミナルホテル，高田ステーションホテル，タカダキャッスルホテル 

 直江津：ホテルハイマート（懇親会出席者：素泊まり 5,400円。朝食付 6,480円。ご予約時にお伝えください。） 

ホテルセンチュリーイカヤ 

 ②上越市内のタクシー 

   マルケイハイヤー （025-523-2525） 

   高田合同タクシー （025-524-5050） 

   直江津タクシー  （025-543-4545） 
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８．研究大会会場（上越教育大学 講義棟２階，３階 人文棟１階，２階） 

（１）上越教育大学内 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，講演    ：講義等 2階 301講義室（講 301） 

  自由研究発表 ：人文棟 1階 Ｃ会場（人 106），Ｄ会場（人 107） 

：人文棟 2階 Ｅ会場（人 205），Ｆ会場（人 206），Ｇ会場（人 207） 

  課題研究発表Ⅰ : 講義棟２階 Ａ会場（講 201） 

課題研究発表Ⅱ : 講義棟 3階 Ｂ会場（講 302） 

 理事会，編集会議：人文棟 1階 大会事務局 2 (人 105) 

大会事務局：人文棟 1階 大会事務局 1 (人 104) 

  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。 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発表申し込み送付票 

 

 

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「教員養成教育の未来－理論と実践の往還－」 

・課題研究課題Ⅱ「アクティブ・ラーニングの可能性」 

※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：         ，         ， 

 

   ※会場予約の都合，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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２．今後の通信予定 

2015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。 

 

以上，たくさんの皆様のご参加をお待ち申し上げております。 

住所      〒943-0823 新潟県上越市山屋敷町 1番地 

              上越教育大学 学校教育学系 

                 日本教育実践学会第 18回研究大会事務局 松本健義 宛 

実行委員長   梅野正信 

大会事務局長  松本健義 

実行委員       井上久祥，釜田 聡，木村吉彦，榊原 潔，土田了輔，西川 純，水落芳明  

問合せ，送付先 e-mail：office-jssep2015@juen.ac.jp 

http://www.jssep.jp/ms/

