日本乳幼児教育学会 第 28 回大会のご案内（第１号通信）
新時代へつなぐ乳幼児教育学の挑戦
2018（平成 30）年 12 月８日（土）・９日（日）、日本乳幼児教育学会第 28 回大会を「新時代へ
つなぐ乳幼児教育学の挑戦」というテーマの下に、岡山コンベンションセンター（ママカリフォー
ラム）において開催致します。平成 30 年４月施行の『幼稚園教育要領』『保育所保育指針』『幼保
連携型認定こども園教育・保育要領』を受け、乳幼児教育学における時代を超えた普遍性と時代の
中の特殊性を、記念講演・研究発表・シンポジウム等を通して、未来を展望しながら議論できれば
と考えます。「晴れの国おかやま」で、参加会員の皆様と御目に掛かれることを心より楽しみにし
ております。
日本乳幼児教育学会第 28 回大会
実行委員長・髙橋敏之（岡山大学）

※最新の情報は大会ホームページ http://www.jseyc2018.com
に順次掲載。スマホからも情報閲覧・大会参加申込が可能です。

Ⅰ

会

期

Ⅱ

会

場

2018 年 12 月８日（土）・９日（日）

岡山コンベンションセンター
（ママカリフォーラム）
〒700-0024 岡山市北区駅元町 14-1
www.mamakari.net
アクセス
JR でお越しの方
JR 岡山駅中央改札口から徒歩３分。
お車でお越しの方
岡山 IC から約 20 分。各自、周辺の
駐車場をご利用ください（有料）。
飛行機でお越しの方
岡山空港より岡山駅行バスで約 40 分
JR 岡山駅西口バスターミナルに到着。

Ⅲ

プログラム
第１日

12 月８日（土）

第２日

12 月９日（日）

８:15 ～

受付

８:15 ～

受付

９:00 ～ 10:30

研究発表Ⅰ

９:00 ～ 10:30

研究発表Ⅱ

10:50 ～ 12:20

記念講演

10:50 ～ 12:20

研究発表Ⅲ

12:20 ～ 13:30

昼食・理事会

13:30 ～ 14:20

開会式・総会

12:20 ～ 13:30

昼食

14:40 ～ 16:10

大会企画シンポジウムⅠ

13:30 ～ 15:00

研究発表Ⅳ

16:30 ～ 18:00

自主シンポジウムⅠ

・学会企画シンポジウム

・大会企画シンポジウムⅡ
15:20 ～ 16:50

自主シンポジウムⅡ
・大会企画シンポジウムⅢ

※発表件数等によって、時間帯の変更の可能性があります。
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Ⅳ

内

容

１．研究発表
【重要】本大会の発表の申し込みや原稿提出などは すべて大会ホームページからの登録(入力)となります。
◆発表要領
形

式：口頭発表

発表時間：１件 20 分（質疑応答５分を含む）
使用機器の詳細や、発表スライドの作成要領については、大会ホームページをご覧ください。
◆研究発表の条件（連名発表者も共通）
①研究発表を希望される方が新入会員の場合は、５月 31 日（木）までに入会手続きを完了してください
（入会申込書の発送から手続き完了まで 10 日程度かかります）。
②2018 年度会費、及び大会参加費の両方を６月 22 日（金）までに納入してください。
③発表者は全員、会員であることが必須です。共同発表の場合は、筆頭発表者も連名発表者も発表される方
は全員、大会参加費をお納めください。
④研究発表数の上限は、連名発表を含めて３件までになります（ただし筆頭発表は１人１件まで）。連名発
表者は、原則として当日、発表に参加できる方とします。
⑤研究発表の申し込みは、６月 22 日（金）までに、大会ホームページ

http://www.jseyc2018.com の

大会参加申し込み→研究発表・自主シンポ登録はコチラから手続きください。
※申し込み期間を過ぎての題目変更は一切認められません。但し、原稿を提出する際に副題を付けること
は可能です。
⑥発表論文原稿は、大会ホームページに掲載する原稿作成要領に従い、７月 27 日（金）までに登録してく
ださい。原稿は PDF 提出、A4 で２枚を厳守ください。
⑦本学会にふさわしくないと判断される場合は発表をご遠慮いただくことがあります。
⑧上記の事柄が、各期日までに完了しなかったときは発表取り消しになります。
※納入された大会参加費等の返金はできませんのでご了承ください。また、締め切り後の原稿の差し替えや
修正・変更等については一切お受けできません。提出の際は十分ご注意ください。
２．記念講演
テ

ー

講

マ： 「心の進化をさぐる―はじめての霊長類学―」
師：

松沢 哲郎（京都大学高等研究院特別教授・京都大学霊長類研究所兼任教授）
https://www.matsuzawa.kyoto/cv/ja

３．大会企画シンポジウムⅠ
テ

ー

マ： 「動き始めた新要領・指針等の実質を問う(仮)」

話 題 提 供：

無藤

隆（白梅学園大学）・秋田喜代美（東京大学）

４．大会企画シンポジウムⅡ
テ

ー

マ： 「個性豊かな子どもたちの成長の物語―幼児期・児童期・青年期の特別支援で大切にしたいこと(仮)」

コーディネータ：湯澤 美紀（ノートルダム清心女子大学）
５．大会企画シンポジウムⅢ
テ

ー

マ： 「保育の場で 子どもの遊び心をはぐくむ」

コーディネータ：富田 昌平（三重大学）
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６．学会企画シンポジウム（学会事務局が担当）
テ

ー

マ： 「保育者養成校における教育での工夫とアイデア（仮）」
会： 菊野 春雄（静岡産業大学）

司

指定討論： 三宅 茂夫（神戸女子大学）

※各企画シンポジウムの詳細は決まり次第、順次大会ホームページに掲載いたします。

７．自主シンポジウム
【重要】本大会の企画の申し込みや原稿提出などは すべて大会ホームページからの登録(入力)となります。
①企画者は、会員であることが必須です。話題提供者（登壇者）に関しては、一部非会員も可とします。
②企画の申し込みは、６月 22 日（金）までに、大会ホームページ

http://www.jseyc2018.com

の

大会参加申し込み→研究発表・自主シンポ登録はコチラから手続きください。
③企画者は、６月 22 日（金）までに、自主シンポジウム開催登録料、大会参加費を振り込んでくださ
い。題提供者（登壇者）は、会員/非会員いずれも各自で大会参加費を振り込んでください。なお会員
は、2018 年度会費の納入済みが条件です。
④採否の決定は、後日、企画者にメールにて連絡いたします。採用された場合は、大会ホームページに掲
載する原稿作成要領に従い、７月 27 日（金）までに原稿(PDF、A4 で２枚厳守)を登録してください。
⑤上記の事柄が、各期日までに完了しなかったときは取り消しになります。
※納入された大会参加費等の返金はできませんのでご了承ください。また、締め切り後の原稿の差し替えや
修正・変更等については一切お受けできません。提出の際は十分ご注意ください。
８．その他
・お弁当の取扱いはいたしません。岡山駅周辺のお店をご利用ください。
・多くの方にご参加いただけるようお声掛けいただく協力委員を依頼予定です。また、クラウドファンデ
ィングによる運営支援をお願いしています（大会ホームページからリンク予定）。ご賛同とご支援のほど
お願い申し上げます。

Ⅴ

参加・発表申し込み（費用と方法）

◆申し込み方法
大会参加お申し込みは、大会ホームページ http://www.jseyc2018.com からお願いします。
受付の混雑が予想されます。会員/非会員いずれも、事前の予約参加をお願いします。
◆大会参加費
会

員

（予約参加）

※１

6,500 円

非会員

（２日券）

6,000 円

会

員

（当日参加）

※１

7,000 円

非会員

（１日券）土曜日

※２

3,500 円

学

生

（学部・大学院）

2,500 円

非会員

（１日券）日曜日

※２

3,500 円

◆その他費用
自主シンポジウム開催登録料 ※３

10,000 円

CD-ROM 論文集

※４

※１

会員には予約参加・当日参加とも CD-ROM 論文集１枚が付きます。

※２

１日券は非会員にのみ適用されます。 ※３

※４

大会発表論文集は CD-ROM のみです（冊子での発行はいたしません）。

1,500 円

会場使用費等を含む。

○研究発表者、連名発表者、自主シンポジウム発表者は必ず予約参加の申し込みをしてください。
○会員/非会員いずれも、当日参加者は、受付にて参加費をお支払いください。

3

◆「研究発表」「自主シンポジウム」に関する払い込み期限
◆払い込み先
◆今後の予定

2018 年６月 22 日（金）

大会ホームページをご参照ください。
・研究発表、自主シンポジウム等、申し込み及び題目提出期限 ６月 22 日（金）
・研究発表論文原稿、及び自主シンポジウム原稿の提出期限

７月 27 日（金）

・大会プログラムを全会員に発送

11 月上旬

・参加証(券)、CD-ROM論文集等を代金納入者に発送

11 月上旬

本大会についての問合せは、日本乳幼児教育学会第 28 回大会実行委員会まで
〒700-8530

岡山市北区津島中 3-1-1 岡山大学大学院教育学研究科内

日本乳幼児教育学会第 28 回大会実行委員会
参加申し込み・発表登録等に関して
JTB 中国四国岡山支店

大会ホームページ

http://www.jseyc2018.com

大会ホームページに「お問合せ」メニューを用意しています。このメニューからお願いいたします。なお、本通
信の規定から外れる要望等は、一切お受けできません。大会準備・運営を妨げる場合は、関係諸機関と協議の上
厳正に対処します。

学会事務局
〒662-0827

西宮市岡田山 7-54

関西学院大学大学院教育学研究科内

日本乳幼児教育学会（学会事務局）
TEL・FAX：0798-51-1599（火・木のみ）

E-mail:jseyc@nifty.com

事務支局（入退会・学会誌発送）
〒602-8048

京都市上京区下立売通小川東入ル

中西印刷株式会社

学会部内

日本乳幼児教育学会（事務支局）
TEL：075-415-3661

FAX：075-415-3662

E-mail:jseyc@nacos.com

学会と合わせて「晴れの国おかやま」もどうぞお楽しみ下さいませ。 倉敷駅へは JR で 15 分です。

https://www.kurashiki-tabi.jp
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