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日本学校教育学会 第 35回研究大会（オンライン開催）のご案内 

 

日本学校教育学会 会員 各位 

 

 第 35 回研究大会の日程について、担当校よりお知らせします。 

 昨年度の本研究大会は、新型コロナウイルス感染症の影響で延期となりました。現在も全

国で深刻な感染状況が続いており、終息には至っておりません。このことから、2021 年度

の研究大会はオンラインにより実施することになりました。 

 本大会の担当校を岩手大学とし、８月７日に実施いたします。例年どおり、自由研究やシ

ンポジウム、課題研究、ラウンドテーブルが実施されます。 

 オンラインによる実施となりますが、会員の皆さまにお会いできることを期待しつつ、し

っかりと準備を進めてまいります。皆さまのご参加を心よりお待ちしております。 

 

2021 年５月 27 日 

大会実行委員会 委員長 鈴木久米男（岩手大学） 

 

＜大会実行委員会＞ 

  委員長   鈴木久米男（岩手大学） 

副委員長  佐藤 進  （岩手大学）  

事務局長  福島 正行 （盛岡大学）  

委員    小野塚正樹（岩手県立盛岡第一高等学校） 

委員    川上 圭一 （岩手大学） 

委員    菊地 洋 （岩手大学）  

  

 

＜事務局＞ 

〒020−8550 岩手県盛岡市上田３丁目 18−33 岩手大学教育学部 鈴木(久)研究室  

日本学校教育学会 第 35 回研究大会 実行委員会 事務局 

       E-mail：jase2021iwate@gmail.com （事務局長 福島正行 盛岡大学） 
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１． 大会のご案内 

（１） 大会日時と会場 

日時：2021 年８月７日（土）、9：00 ～ 18：10 

会場：担当校 岩手大学、Zoom によるオンライン開催 

（※ ８月６日（金）に 理事会を開催 16：00～18：00 ） 

大会プログラムなどの詳細は、後日お知らせいたします。 

 

（２） 大会日程 

５月 24日に自由研究発表の申し込みが終了となりました。先に本大会の日程を、

自由研究の申し込み状況により２部制か１部制のどちらかに決定する、としてお

りました。申し込みいただいた自由研究の本数は 40 を超えませんでした。このこ

とから、下記の自由研究発表１部制の日程で本大会を実施することとします。 

  

 本大会の日程 

 

8:30〜 

9:00 

 

準備 

 

9:00〜 

11:30 

 

自由研究 

 

（150分） 

 

11:30〜 

12:10 

 

昼食 

 

12:10〜 

13:00 

 

定期総会 

 

（50分） 

 

13:00〜 

14:40 

 

シンポジウム 

 

（100分） 

 

14:50〜 

16:40 

 

課題研究 

 

（110分） 

※  

 

16:50〜 

18:10 

 

ラウンドテーブル 

 

（80分） 

 

    （３） シンポジウム 

 

       「学校の危機を踏まえた教育活動の展開」 

 

       自然災害や新型コロナウイスル等、教育活動の継続を脅かすような状況に対して、教育
活動を継続させるためにどのように対応すべきかを模索します。 

       学校における教育活動を阻害する事例として、地震・津波や洪水等の自然災害、新型コ 

ロナウイスル等の感染症、原発事故等による学校移転など多様なものがあります。 

       本シンポジウムでは、学校の危機への対応に基づいた教育活動の継続の手立てに   
関する知見を得る機会とします。 

 

        シンポジスト 森本 晋也 氏（文部科学省）     国の動静・岩手県の災害対応 

             阿部 洋己 氏（福島県立本宮高等学校）原発事故への対応 

               佐藤 淳   氏（盛岡市立生出小学校）  伝染病等への対応 

               大野 裕己 氏（滋賀大学）       非常時の教育活動の在り方 
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        コーディネーター 

                  佐々木 幸寿 会員（東京学芸大学） 

 

 

      （４） ラウンドテーブル 

 

      各委員会による課題の協議や研究成果の発表を行います。  

 

        その１「実践的研究論文の書き方」             機関誌編集委員会 

        その２「教育委員会の学力向上政策への外部支援の在り方」  実践研究推進委員会 

        その３「スタディツアーから見る東アジアの最先端教育実践」 国際交流委員会 

    

 

（５） 課題研究  研究推進委員会 

研究テーマを「教職大学院におけるミドルリーダーの専門的力量とは ―ML に求
められる教師力とその育成課題―」とし、研究協議を行います。  

 

      

２． 大会参加申し込みのご案内 

（１） 大会参加申し込み 

大会への参加を希望される会員は、Forms（下記 URL よりお入りください）よ

り、７月７日（水）までにお申し込みください。なお、下にご案内したとおり、大

会参加費の振り込みも必要になりますのでご注意ください。参加申し込みと振り

込みの両方が確認できた後に、参加者マニュアル等をメールにて送付いたします。 

 

  【大会参加申し込み用フォームの URL】        【QR コード】 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id= 

DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAN__sOSS 

ARUOUpBTE5CQUJCTkdUTk9OVlFOSzBDQ1FRQy4u 

（２） 研究大会プログラム 

研究大会のプログラムは、６月中に学会 HP 上に掲載予定です。本大会では研究

大会プログラム冊子の郵送による配布はいたしません。 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAN__sOSSARUOUpBTE5CQUJCTkdUTk9OVlFOSzBDQ1FRQy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAN__sOSSARUOUpBTE5CQUJCTkdUTk9OVlFOSzBDQ1FRQy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAN__sOSSARUOUpBTE5CQUJCTkdUTk9OVlFOSzBDQ1FRQy4u
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３． 自由研究発表の申し込みについて 

（１） 発表時間 

自由研究の発表及び質疑応答の時間は、下記の通りとします。その際、発表はオ

ンラインにより Zoom を用いて、各会員のパソコン等により実施いただきます。 

 

・ 個人研究発表（登壇者が 1 名）・・・発表２０分 質疑応答１０分 

・ 共同研究発表（登壇者が１名）・・・発表２０分 質疑応答１０分 

・ 共同研究発表（登壇者が複数）・・・発表２０分 質疑応答１０分 

（Zoom による画面共有は一人が担当するものとします。） 

（２） 発表申し込み 

 

自由研究発表のお申し込みは、５月 24 日で終了しました。 

 

自由研究発表をお申し込みいただいた会員には、本研究大会実行委員会から、

申し込み確認のメールを 5 月中に返信いたします。返信がない場合は、本研究大

会実行委員会（jase2021iwate＠gmail.com）にご連絡くださるよう、お願いいた

します。 

（３） 留意事項 

・ 本学会会員以外は発表者になれません。共同研究の発表者（オンラインによる

発表をしない場合も含む）も同様です。 

・ 未入会の発表希望者は、日本学校教育学会 HP（http://www.jase.gr.jp）の「入

会のご案内」をご覧になり、所定の手続きの後、お申し込みください。 

・ 発表申し込み後、所属、連絡先等住所に変更があった場合は、速やかにご連絡

くださいますようお願いいたします。 

・ 発表時間について、ご希望を承ることができません。ご了承ください。 
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４． 発表要旨集録について 

（１） 発表要旨集録のダウンロードのお願い 

第 35 回研究大会では、発表要旨集録を紙媒体で配布しません。学会 HP 上から

ダウンロードしていただく方式をとります。 

発表要旨集録は、７月中に学会 HP 上に掲載予定です。 

（２） 発表要旨原稿のご執筆について（自由研究発表の方へ） 

自由研究発表を申し込まれた会員は、次の発表要旨原稿作成要項にしたがって

原稿を作成し、第 35 回研究大会実行委員会宛（jase2021iwate＠gmail.com）に E-

mail にて添付ファイルにより提出してください。件名は「自由研究発表要旨原稿

（代表者氏名）」と記入してください。 

 

【発表要旨原稿作成要項】 

① 原稿締切 2021 年７月９日（金）17 時 

② 原稿サイズ A４縦長 横書き 

③ ページ設定 文字数 40 文字 40 行 

      余白 上下左右とも 25mm 

④ ページ数 個人発表は２頁、共同発表は４頁もしくは２頁 

     ※１頁目の５行目までに発表題目、氏名・所属を記載し、本文は６行目から。 

⑤ フォント等 基本的には、提出された原稿のまま掲載します。 

      発表題目     主題・副題ともにゴシック 12pt 太文字 中央揃え 

      発表者名（所属） 明朝体 12pt 右寄せ 

      見出し      明朝体 12pt 

      本文       明朝体 12pt 

⑥ その他 

原稿は、PDF に変換したものをお届けください。変換後のファイルには手

を加えないでください。 
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（３） 課題研究、ラウンドテーブル、シンポジウムの発表要旨集録の原稿について 

 これらの要旨原稿も、自由研究の要旨と同様の書式、期限により提出をお願い 

いたします。 

 

５． 会参加費について 

今年度の大会参加費は、会員区分に応じて、下記の金額といたします。 

 

○ 正会員・臨時会員 2,000 円 

○ 院生会員     1,500 円 

○ 学部生会員    1,000 円 

 

大会参加費は銀行振り込みとなります。大会事務局で確認できるように、振込は参加される方

の名義でお願いいたします。また、会員区分のご記入もあわせてお願いいたします。 

大会参加費の振り込みは、オンラインによる研究大会開催に伴う準備等の関係から、 

７月７日（水）締切といたします。 

 

【振込先銀行名】  岩手銀行 上田支店 店番 ０６５ 

【種別】      普通 

【口座番号】    ２０９１０１３ 

【口座名義】    日本学校教育学会第３５回研究大会 事務局 鈴木 久米男 

※振込手数料はご負担願います。 
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６． お問い合わせ 

 大会参加に関することは大会実行委員会事務局に、その他のことについては学会事務局にお

問い合わせください。 

 

【大会実行委員会事務局】 

〒020−8550 岩手県盛岡市上田３丁目 18−33 岩手大学教育学部 鈴木(久)研究室  

日本学校教育学会 第 35 回研究大会 実行委員会 事務局 

E-mail：jase2021iwate@gmail.com （事務局長 福島正行 盛岡大学） 

 

【学会事務局】 

〒943-8521 新潟県上越市山屋敷１番地 上越教育大学内 蜂須賀研究室 

E-mail：jase@juen.ac.jp 

 

 

 

 〇3つの締め切り（お間違いのないようにお願いいたします） 

 

① 自由研究発表締切      ５月２４日（月） 

② 大会参加申込締切 及び 

大会参加費振込締切    ７月 ７日（水） 

③ 発表要旨集原稿締切    ７月 ９日（金） １７時 

 


