
◆日本教育実践学会 第 25 回研究大会（佛教大学）のご案内  （２次案内）◆ 

 

                              大会実行委員長  

小林 隆（佛教大学） 

 

会員の皆様におかれましては、益々ご清祥のことと拝察申し上げます。この度、下記

の通り日本教育実践学会第 25 回研究大会を佛教大学にて開催する運びとなりました。

本年の研究大会は学習指導要領の全面実施を受け、またコロナ禍によって一気に進んだ

学校教育の DX 化を振り返り、今一度「本質的な学びを支える教育実践と実践研究」を

テーマといたしました。基調講演では、本テーマに基づきフィンランド：ユバスキュラ

大学：Marja-Kristiina Lerkkanen 教授をお迎えします。そして、シンポジウムではそ

の本質的な学びをフィンランドと日本との比較から考えていきます。 

3 年ぶりに「対面」での研究大会開催となります。自由研究発表では、50 件をこえる

お申し込みがありました。錦秋の京都にお集まり頂き皆様の知見を交流するとともに、

成果を広く社会へ還元して参りたいと思います。どうか万障お繰り合わせの上、ご参加

頂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   文部科学省 

京都府教育委員会 京都市教育委員会 日本教育新聞 京都新聞 

 

日程   2022（令和 4）年 11 月 19 日（土）・20 日（日） 

 

会場   佛教大学 紫野キャンパス 

      

〒603-8301   

京都市北区紫野北花ノ坊町 96 

 

 

          ※京都市バス 

「佛教大学前」下車 徒歩 3分 

「千本北大路」下車 徒歩 10分 

 

 

 

  

 



 

日程 

 

【第 1 日：11 月 19 日（土）】 

 

 9:00- 9:30  受付 

9:30-12:00    自由研究発表（５分科会） 

10:00-11:20   編集委員会 

11:30-12:30  理事会（昼食を挟んで） 

12:00-13:00  昼食 

13:00-13:30  総会 

13:30-13:45  歓迎セレモニー 

 

「本質的な学びを支える教育実践と実践研究 −日本とフィンランドの比較から−」 

14:00-15:30  基調講演  

Marja-Kristiina Lerkkanen 教授（フィンランド：ユバスキュラ大学） 

※通訳：藤岡 勲（佛教大学准教授） 

 

15:45-17:15  シンポジウム 

        コーディネーター 

        松村 京子（佛教大学教授・本学会前会長） 

 

        話題提供 

        佛教大学総合研究所共同研究班 

        青砥 弘幸（国語科教育） 二澤 善紀（算数・数学科教育） 

        高見 仁志（音楽科教育） 赤沢 真世（教育課程・外国語教育） 

        臼井 奈緒（幼児教育・音楽） 

 

        指定討論者 

        秋田 美代（鳴門教育大学教授・本学会会長） 

        原 清治（佛教大学教授・本学会副会長） 

 

 

 

【第 2 日：11 月 20 日（日）】 

 

9:00- 9:30  受付 

9:30-11:30    自由研究発表（５分科会） 

 

 



 

【 自由研究発表のお申込みをされた方を含め、すべてのご参加希望の方へ 】 

 

(1) 参加申込み手続きのお願い 

次の要領でお申込みください。 

 

① 参加費をご確認ください。 

   一般・学生別 事前支払い（要旨集込） 当日支払い（要旨集込） 

   正会員・一般   3,500円   4,000円 

   学生会員   2,500円   3,000円 

※「要旨集」のみは 2,000円 

 

 

② 振込口座をご確認ください。本口座は第 25 回研究大会専用口座です。学会入会や年会

費については、学会事務局：学会ホームページにてご確認ください。 

 

京都銀行 金閣寺支援（店番 165） 普通口座 3893240 

日本教育実践学会第 25 回研究大会 

 

 

 

③ ご参加のメール送信をしてください。 

  大会事務局：大会参加係（ jssep25no2@bukkyo-u.ac.jp  ） 
 

 標題を「第 25 回研究大会申込み（お名前）」としてください。 

 ・お名前 

 ・所属 

 ・連絡先（メールアドレス） 

 ・「正会員」「一般」「学生会員」の別 

 ・「要旨集」追加希望の「有無」 

・ご参加希望の分科会（複数可） 

・お振込金額の合計 

 ・その他、連絡事項 

  以上の項目を記入の上、送信してください。 

 

 

 

④ 参加費のお振込をしてください。銀行 ATM にて 11 月 11 日（金）までのお振込にご協

力ください。振込み者名は個人名としてください。 

 



(2) 研究大会当日の運営及び留意事項 

 

① 駐車場について 

キャンパス専用の駐車場はございません。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。ただし、

数は限られております。 

 

② 受付 

研究大会当日は、受付を済ませてからご参加ください。受付にて要旨集等をお渡し

します。 

 

③ 昼食について 

昼食の予約・販売は行いません。キャンパス 1号館地下に学生食堂・コンビニエンス

ストアがございます。昼食会場として教室を確保しますので、必要に応じてご利用く

ださい。 

 

④ 新型コロナウイルス感染症対策について 

新型コロナ感染症対策として、「体温測定」「不織布マスクの着用」「こまめな手洗い・ 

手指消毒」等のご協力をお願いします。当日の体温測定にて 37.5 度を超えた場合は、 

参加をお断りすることがあります。また、大会終了後 1週間以内に新型コロナ感染症

の罹患が確認された場合、大会事務局への報告をお願いします。懇親会・情報交換会 

の実施は見送ります。 

 

⑤ 宿泊について 

宿泊の手配は、各自で行なってください。大会期間中は秋の行楽シーズンであり、京

都駅を中心に観光客が多数訪れますので、早めの手続きを強くお勧めします。 

 

 

 

【 自由研究発表のお申し込みをされた方へ 】 

 

① 学会費の納入・入会（未入会の方）のお願い 

発表者は会員（連名の場合も）に限ります。会員につきましては、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。未納入の方は、大会期日までに納

入してください。また、未加入の方は、大会期日までにご入会ください。入会手続き

については、学会事務局：学会ホームページにてご確認ください。 

 

② 要旨集：原稿提出のお願い 

次ページからの要領で、原稿の作成・提出をお願いいたします。 
 



  原稿提出〆切⽇ 10 ⽉ 8 ⽇（⼟）厳守 
 
  Word ファイル・PDF ファイルをメールに添付してお送りください。 
  送付先：大会事務局：要旨集係（  jssep25no3@bukkyo-u.ac.jp ）  
 
《執筆要領》 A4 判：２ページで作成してください。 

 



 

 
今後の予定 

 10 ⽉下旬に、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きま
すようお願い申し上げます。 
 
以上、多くの皆様のご参加を、実⾏委員会⼀同お待ち申し上げております。 
 
 



 
【⽇本教育実践学会第 25 回研究⼤会（佛教⼤学）：実⾏委員会】 
 
  〒603-8301 
    京都市北区紫野北花ノ坊町 96  佛教⼤学 紫野キャンパス 
 
  実⾏委員⻑：⼩林 隆 
    事務局⻑ ：⾼⾒ 仁志 
  実⾏委員 ：⼭⼝ 孝治  平⽥ 豊誠  佐藤 和順  相⾺ 伸⼀ 
        ⻘砥 弘幸  ⾚沢 真世  ⽉岡 卓也  ⼆澤 善紀   

波多野 達⼆ ⼭内 乾史  ⻘⽊ 好⼦  ⾅井 奈緒   
柏 まり   ⼩林 みどり 古市 ⽂章 

  顧問   ：秋⽥ 美代（本学会会⻑：鳴⾨教育⼤学） 
        松村 京⼦ 
        原 清治 
 
   
  問い合わせ・連絡先 
 
  ・参加申込み     jssep25no2@bukkyo-u.ac.jp  ⼤会参加係：⾅井 奈緒 
  ・要旨集原稿の送付  jssep25no3@bukkyo-u.ac.jp  要旨集係 ：柏 まり 
  ・上記以外の⼤会全般 jssep25no1@bukkyo-u.ac.jp  ⼤会事務局：⾼⾒ 仁志 
 
 

 


