
ご案内	 

第 71回大会準備委員会 
委員長	 山崎	 清男	 

	 

九州教育学会第 71 回（大分）大会のご案内	 

	 

大暑の候、皆様におかれましては益々ご清栄のことと存じます。	 

さて、本年度の九州教育学会第 71回（大分）大会は、大分大学を会場に下記の要領で開催いたします。 
今大会の総合部会は「「特別の教科 道徳」の教科書とどう向き合うか―多面的・多角的に考え、議論す

るために―」（仮）をテーマとして、前回大会の総合部会における議論を引き継ぎつつも、より「特別の教

科	 道徳」の授業実践に即した仕方で、より具体的に「考え、議論する道徳」の行方を検討したいと考えて

おります。自由研究発表、ポスターセッション、ラウンドテーブルにつきましては、発表希望される方は、

各申込要領を確認の上、必要事項を記入して大会事務局に電子メールにてお申し込みください。 
皆様のご参加をお待ちしております。皆様のご尽力により、大会が盛会となりますようお願い申し上げ

ます。 
	 

記	 

 
	 	 	 	 １．日	 時	 	 2019年	 11月	 23日（土）～	 24日（日）	 

	 	 	 	 	 	 	 ２．参加費	 	 正会員	 	 3,000円	 	 	 学生会員	 	 1,500円	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 臨時会員，ポスターセッション・ラウンドテーブル参加者（会員外）	 1,500円	 

	 	 	 	 ３．会	 場	 	 1)	 自由研究発表・ポスターセッション・ラウンドテーブル	 

大分大学教育学部棟	 

2）総会・総合部会	 

教養教育棟	 第一大講義室	 

3)	 懇親会	 

大分大学学生交流会館（食堂）B‐Forêt	 

	 	 	 	 	 
	 	 	 	 	 	 	 	 ４．日	 程	 

第１日	 	 11月	 23日（土）	 

	 	 8:30～	 9:30	 

	 9:30～12:00	 

12:00～13:00	 

	 

13:00～13:50	 

14:00～17:30	 

18:00～20:00	 

受付	 

自由研究発表	 

ポスターセッション	 

昼食・休憩	 

総会	 

総合部会	 

懇親会	 

第２日	 	 11月	 24日（日）	 

	 	 8:30～	 9:30	 

	 9:30～12:00	 

12:00～13:00	 

13:00～15:00	 

	 受付	 

	 自由研究発表	 

	 昼食・休憩	 

ラウンドテーブル	 



５．自由研究発表申込要領	 

(1)発表時間	 

①	 個人研究発表	 	 発表 20分	 質疑 10分	 	 ②	 共同研究発表	 	 発表 40分	 質疑 20分 
    	 	 ただし、発表者が 1人の共同研究は、個人発表と同じとする。 
	 	 	 	 共同研究発表の場合、口頭発表者であるか否かを明確にする（口頭発表者に○印を付記する。） 

(2)発表部会	 

・発表部会は①教育哲学、②比較教育、③教育方法（教育課程）、④教育史、⑤教育経営・行

政（法制）、⑥教育社会学、⑦社会教育・生涯学習、⑧高等教育、⑨教員養成，⑩その他（幼

児教育、特別支援教育、看護教育、等）（希望する発表部会を選んでメールにてお申し込み

ください）を予定しています。 
・発表する日時を指定されてもお応えすることはできませんので、ご了承ください。	 

	 (3)発表申込み	 

・	 自由研究発表を希望される方は、九州教育学会の公式 web サイトの大会案内ページ
（http://www.kyukyo.org/annual_conference.html）から、「申込み用紙」をダウンロードして、
必要事項を記入し、大会準備委員会事務局まで電子メールにてご送信ください。	 

・	 締切日（厳守でお願いいたします）	 	 	 ８月２３日（金）（必着） 

・	 申込方法	 電子メールにて受付けます。	 e-mail	 アドレス：	 oitakyukyou@gmail.com	 

・	 申込みをされた方には、「受理メール」を配信します。9月 13日（金）までに「受理メール」
が届かない場合は、電話もしくは電子メールで事務局までお問い合せください。 

(4)発表要旨提出	 

・	 発表希望の方は、申込み手続きと同様、九州教育学会の公式 web サイトの大会案内ページ
（http://www.kyukyo.org/annual_conference.html）から「発表要旨」の様式をダウンロードし、
A4用紙 2頁の発表要旨（wordファイル）を作成して、大会事務局まで「発表要旨」を電子メー
ルにてご送信ください。 

・	 締切日（厳守でお願いいたします）	 	 	 １０月１１日（金）（必着）  

・	 申込みをされた方には、「受理メール」を配信します。10月 18日（金）までに「受理メール」
が届かない場合は、電話もしくは電子メールで事務局までお問い合せください。  

(5)学会発表に関する注意事項	 

・発表者は、下記の事項および『九州教育学会研究紀要』刊行規程の確認をお願いいたします。 
① 自由研究発表におけるテーマは未発表のものとし、口頭発表は、個人研究発表、共同研究発表を
含めて、1 人 1 件とする。発表申込ならびに投稿申込時に、共同研究者の氏名は必ず全員分明記
する。 

② ただし①に定めた口頭発表者が、当該発表とは別の共同研究において、口頭発表をしない共同研
究者として連名する場合は、この連名は 1人 1件までとする。 

③ 共同研究発表において、口頭発表者ではない連名の場合は、1人 2件までとする。 
④ 2019年度の学会費を納入していない方は発表資格がない。共同研究者においても当該年度の会費
を納めていない場合は、発表資格ならびに投稿資格は認められない。 



⑤ 発表申込み後の発表辞退、題目変更（副題および字句の修正を含む）は原則として認めない。 
⑥ やむを得ない事情がある場合には、大会 1週間前までに大会準備委員会事務局まで通知し、変更
理由を明記した文書を提出する。 

⑦ 正当な理由なく発表を辞退した場合、学会通信に氏名、発表題目を公表するとともに、次年度の
研究発表の資格を失効するものとする。 

⑧ 『九州教育学会研究紀要』に掲載する論文の執筆者は、自由研究発表における口頭発表者に限る。 
⑨ 口頭発表者が複数の共同研究発表の場合でも、『九州教育学会研究紀要』に掲載する論文は、執
筆要項に定められたものと同様の分量とする。 

⑩ 発表される際にプロジェクターを使用される場合は、発表申込時にお知らせ下さい。なお、大会
校ではパソコンの用意や貸出はできませんので、ご自身でご用意下さい。接続ケーブルは，RGB
ケーブルおよびHDMIケーブルを大会校で準備する予定です。Mac等を使用される場合は，RGB
もしくはHDMIに接続する専用コネクタをご持参下さい。 

	 

６．ポスターセッション申込要領	 

(1)発表時間	 

	 	 	 大会 1日目	 12:00～13:00 
	 	 	 ・10時までに、所定の会場の自分の番号ボードにポスターを貼ってください。 
	 	 	 ・共同発表の場合、大会当日の発表者を明確にしてください。例えばポスターに記載する氏名一覧の

うち発表者の氏名に〇印を付記してください。 

(2)発表申込み	 

・	 ポスターセッションでの発表を希望される方は、九州教育学会の公式 web サイトの大会案内ペ
ージ（http://www.kyukyo.org/annual_conference.html）から、「申込み用紙」をダウンロードし
て、必要事項を記入し、大会準備委員会事務局まで電子メールにてご送信ください。	 

・	 締切日（厳守でお願いいたします）	 	 	 ８月２３日（金）（必着） 

・	 申込方法	 電子メールにて受付けます。	 e-mail	 アドレス：	 oitakyukyou@gmail.com	 

・	 申込みをされた方には、「受理メール」を配信します。9月 13日（金）までに「受理メール」
が届かない場合は、電話もしくは電子メールで事務局までお問い合せください。 

(3)	 発表要旨提出	 

・	 発表希望の方は、申込み手続きと同様、九州教育学会の公式 web サイトの大会案内ページ
（http://www.kyukyo.org/annual_conference.html）から「発表要旨」の様式をダウンロードし、
A4用紙 2頁の発表要旨（wordファイル）を作成して、大会事務局まで「発表要旨」を電子メー
ルにてご送信ください。 

・	 締切日（厳守でお願いいたします）	 	 	 １０月１１日（金）（必着）  

・	 ご提出いただいた方には、「受理メール」を配信します。10月 18日（金）までに「受理メール」
が届かない場合は、電話もしくは電子メールで事務局までお問い合せください。  

	 

	 



	 (4)	 ポスターセッションに関する注意事項	 

・発表者は、下記の事項の確認をお願いいたします。 
① 発表を行うことができる者は教職大学院の院生及び修了生とする。 
② 発表におけるテーマは未発表のものとする。正会員の場合、自由研究発表（個人研究発表、共同
研究発表）と並行して発表することは可能である。ただし、ポスターセッションでの発表と自由

研究発表のタイトル・内容を同一にすることはできない。 
③ 発表申込時に、共同研究者の氏名は必ず全員分明記する。 
④ 2019年度の学会費を納入していない正会員は発表資格がない。共同研究者においても当該年度の
会費を納めていない場合は、発表することができない。 

⑤ 発表申込み後の発表辞退、題目変更（副題および字句の修正を含む）は原則として認めない。 
⑥ やむを得ない事情がある場合には、大会 1週間前までに大会準備委員会事務局まで通知し、変更
理由を明記した文書を提出する。 

⑦ 正当な理由なく発表を辞退した場合、学会通信に氏名、発表題目を公表するとともに、次年度の
研究発表の資格を失効するものとする。 

	 

	 ７．ラウンドテーブルの申込要領	 

・ラウンドテーブルの企画提案を希望される方は、九州教育学会の公式webサイトの大会案内ページ
（http://www.kyukyo.org/annual_conference.html）から、「申込み用紙」をダウンロードして、
必要事項を記入し、大会準備委員会事務局まで電子メールにてご送信ください。	 

 
・締切日（厳守でお願いいたします）	 	 	 ８月２３日（金）（必着）	 

	 ・ラウンドテーブルに関する注意事項	 

ラウンドテーブルにおいて、プロジェクターを使用される場合は、発表申込時にお知らせ下さい。

なお、大会校ではパソコンの用意や貸出はできませんので、ご自身でご用意下さい。接続ケーブル

は、RGB ケーブルおよび HDMI ケーブルを大会校で準備する予定です。Mac 等を使用される場合は、

RGBもしくはHDMIに接続する専用コネクタをご持参下さい。	 

	 

８．懇親会について	 

・会員相互の親睦を深め、教育・研究交流を行うため、懇親会を開催したいと考えております。ご参加

のほど、よろしくお願いいたします。 
日	 	 時	 ：	 11月23日（土）	 18:00～20:00 
場	 	 所	 ：	 大分大学学生交流会館（食堂）B‐Forêt	 

会	 	 費	 ：	 4,000円	 

 
	 ９．総合部会について	 

・「「特別の教科 道徳」の教科書とどう向き合うか―多面的・多角的に考え、議論するために―」（仮）
というテーマで企画を準備しています。次回のプログラム案内に詳細を掲載する予定です。 

	 

	 	 



10．昼食について	 

・	 大会１日目は、大学生協内の食堂ならびに学内コンビニがご利用できます。 
・	 大会２日目は、大学生協内の食堂、学内コンビニがご利用できません。ラウンドテーブル等でお

弁当が必要な方は、大会事務局までご相談ください。配達業者をご紹介します。 
	 

11月23日(土) 大分大学学生交流会館（食堂）B‐Forêt	 営業時間	 11:00-13:30	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 学内コンビニ	 営業時間	 8:00-19:00	 

11月24日(日) 大分大学学生交流会館（食堂）B‐Forêt	 休業、学内コンビニ	 休業	 
	 

11．宿泊及び交通機関	 

	 

(1)宿泊	 
	 	 ・宿泊先については大分駅周辺にホテルがございますので、そちらに直接ご予約下さい。 
	 

(2)交通機関	 
JR利用	 豊肥本線「大分大学前駅」下車、徒歩約 10分。 
※	 大分駅から大分大学まではできる限り JRをご利用ください。 
※	 大分駅から大分大学前駅までの所要時間は約 14分、料金 250円です。 
※	 時刻表については JR九州大分駅のホームページなどで確認できます。 
※	 豊肥本線（上り）は行き先にかかわらずすべての列車が大分大学前駅に到着します（ただし特

急は除く）。 
 

問い合わせ先	 

 
 
 
 

  

九   州   教   育   学   会   第   71回   大   会   準   備   委   員   会     

事   務   局  

  

〒870-1192   大分市大字旦野原700番地   大分大学教育学部内  

九州教育学会第71回大会準備委員会事務局  

TEL＆FAX   097-554-7526        E-mail：   oitakyukyou@gmail.com  


