
九州教育学会会員各位	 

第 70 回大会準備委員会	 

委員長	 	 橋迫	 和幸	 

	 

九州教育学会	 第 70 回（宮崎）大会のご案内	 

	 

晩夏の候、学会員の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 70	 回大会は、南九州大学	 都城キャンパスを会場に、下記の要領

で開催いたします。	 

自由研究発表を希望される方は、「5．自由研究発表申込み要領」を確認の上、必要事項を記入して

大会準備委員会事務局（以下、「大会事務局」とする。）に電子メールにてお申込みください。	 

また、第 70 回大会から試みとして「ポスターセッション」を設けることにしました。教職大学院

生（修了生含む）・社会人大学院生をはじめ多くの皆さんの研究発表・交流・議論の場として「ポス

ターセッション」が活用されることを期待しております。申し込み方法等につきましては、「6.	 ポス

ターセッション申込み要領」および学会ウェブサイトをご覧ください。	 

会員の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．	 開催日	 2018 年 11	 月 17	 日（土）～18	 日（日）	 

	 

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

	 

3.	 	 会	 場	 

1)自由研究発表・ラウンドテーブル	 	 南九州大学	 都城キャンパス 1 号館	 

2)総会・総合部会	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 南九州大学	 都城キャンパス 3 号館	 

3)懇親会	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 南九州大学	 都城キャンパス	 大学生協	 	 

	 

4．	 日	 程	 

第 1 日目	 	 	 	 11 月 17 日（土）	 

8:30～	 9:00	 受付	 

9:00～11:30	 自由研究発表	 

11:30～13:00	 ポスターセッション（ポスター質疑）	 

昼食・休憩	 

13:00～13:50	 総会	 

14:00～17:30	 総合部会	 

18:00～20:00	 懇親会	 

	 

第 2 日目	 	 	 	 11 月 18 日（日）	 

8:30～	 9:00	 受付	 

9:00～10:00	 ポスターセッション（全体協議）	 

10:00～12:30	 自由研究発表	 

12:30～13:30	 昼食・休憩	 

13:30～15:30	 ラウンドテーブル	 



5．	 自由研究発表申込み要領	 

(1)	 発表時間	 

	 発	 表	 質	 疑	 

個人研究発表	 20	 分	 5	 分	 

共同研究発表	 40	 分	 10	 分	 

・発表者が 1	 人の共同研究は、個人発表とします。	 

・共同研究発表の場合、口頭発表者であるか否かを明確にしてください。	 

例えば、口頭発表者に○印を付記してください。	 

	 

(2)	 発表部会	 

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）	 

・希望される発表部会を選んでメールにてお申込みください。	 

・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	 

・研究発表を希望される方は、九州教育学会公式 web サイトの大会案内ページから、「申込み用紙」

をダウンロードして、必要事項を記入し、大会事務局まで電子メールにて送信ください。(ダウン

ロードがうまくいかない場合は、大会事務局にご連絡ください。)	 

九州教育学会：http://www.kyukyo.org/	 

・締切日（厳守でお願いします）：8 月 31 日（金）（必着）	 

電子メールアドレス：	 kyukyo70@yahoo.co.jp	 

・申込みをされた会員には、「受理メール」を配信します。9 月 7 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にて大会事務局までお問い合せください。	 

	 

(4)	 発表要旨提出	 

・発表希望の会員は、申込み手続きと同様、九州教育学公式 web サイトの大会案内ページから「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

務局まで電子メールにて送信ください。なお、共同研究発表は 4 頁です。	 

・締切日（厳守でお願いいたします）：10 月 9 日（火）（必着）	 

・ご提出いただいた会員には、「受理メール」を配信します。10 月 16 日（火）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にて大会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	 件とします。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

明記してください。	 

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	 件までとします。	 

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	 件までとします。	 
④   平成 30 度の学会費を納入していない会員は発表資格がありません。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ません。	 

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）は原則として認めません。	 
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宛に、変更理由
を明記した文書を提出してください。	 

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します。	 

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
ります。	 

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します。	 

	 

	 

6．	 ポスターセッション申込み要領	 

(1)	 発表時間	 

	 発	 表	 時	 間	 

ポスター質疑	 大会 1 日目	 11:30	 ～	 13:00	 

ポスター全体討議	 大会 2 日目	 	 9:00	 ～	 10:00	 

・大会 1 日目 12 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、大会当日の発表者であるか否かを明確にしてください。	 

例えば、発表者に○印を付記してください。	 

	 

(2)	 発表申込み	 

・ポスター発表を希望される方は、九州教育学会公式 web サイトの大会案内ページから、「申込み用

紙」をダウンロードして、必要事項を記入し、大会事務局まで電子メールにて送信ください。(ダ

ウンロードがうまくいかない場合は、大会事務局にご連絡ください。)	 

九州教育学会：http://www.kyukyo.org/	 

・締切日（厳守でお願いします）：8 月 31 日（金）（必着）	 

電子メールアドレス：	 kyukyo70@yahoo.co.jp	 

・申込みをされた会員には、「受理メール」を配信します。9 月 7 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にて大会事務局までお問い合せください。	 

	 

(4)	 発表要旨提出	 

・発表希望の会員は、申込み手続きと同様、九州教育学会公式 web サイトの大会案内ページから「発

表要旨」の様式をダウンロードして、A4 用紙 2 頁の発表要旨（word	 ファイル）を作成し、大会事

務局まで電子メールにて送信ください。なお、共同研究者がいる場合も発表要旨は 2 頁です。	 

・締切日（厳守でお願いします）：10 月 9 日（火）（必着）	 

・ご提出いただいた会員には、「受理メール」を配信します。10 月 16 日（火）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にて大会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、下記の事項の確認をお願いします。	 

①   ポスター発表におけるテーマは未発表のものとします。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す。発表申込時に、共同研究者の氏名は必ず全員分明記

してください。	 

②   平成 30 年度の学会費を納入していない会員は発表資格がありません。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、発表資格は認められません。	 

③   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）は原則として認めません。	 
④   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宛に、変更理由
を明記した文書を提出してください。	 

⑤   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します。	 

⑥   ポスター発表と自由研究発表とで同じタイトル・内容で発表することはできません。	 
	 

	 

7．	 ラウンドテーブル申込み要領	 

(1)	 ラウンドテーブル申込み	 

・ラウンドテーブルの企画提案を希望される方は、九州教育学会公式 web サイトの大会案内ページ

から、「申込み用紙」をダウンロードして、必要事項を記入し、大会事務局まで電子メールにて送

信ください。	 

・締切日（厳守でお願いします）：8 月 31 日（金）（必着）	 

電子メールアドレス：kyukyo70@yahoo.co.jp	 

・申込みをされた会員には、「受理メール」を配信します。9 月 7 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にて大会事務局までお問い合わせください。	 

	 	 

(2)	 ラウンドテーブルの企画内容提出	 

・希望をされた会員の方には、九州教育学会公式 web サイトの大会案内ページから、「発表要旨」の

様式をダウンロードして、A4 用紙 1 頁（word	 ファイル）を作成し、大会事務局まで電子メールに

て送信ください。	 

・締切日（厳守でお願いします）：10 月 9 日（火）（必着）	 

・ご提出いただいた会員には、「受理メール」を配信します。10 月 16 日（火）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にて大会事務局までお問い合わせください。	 

	 

	 

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 17	 日（土）18:00～20:00	 

場所：南九州大学	 都城キャンパス	 大学生協	 

会費：4,000	 円	 

	 

	 

9．	 総合部会について	 

・総合部会は、「「特別の教科 道徳」という不安／希望－「考え、議論する道徳」の行方－」とい

うテーマで企画を準備しています。詳細については、次回のプログラム案内に掲載する予定です

が、以下に総合部会を企画するにあたっての問題意識と、登壇予定者を記します。	 

1958 年から実施されてきた「道徳の時間」は、「考え、議論する道徳」という理念を掲げる「特

別の教科	 道徳」（「道徳科」）へと生まれ変わりつつあります。道徳科は、2018 年度からすでに

小学校で完全実施されています。2019 年度からは中学校でも完全実施されます。道徳教育をめぐ

る大きく急激な変化と、道徳科のこれからを、私たちはどう見るべきでしょうか。そして何より、

私たちはどうしたら、「考え、議論する道徳」をよりよいものとして実現できるでしょうか。	 



これらの問いに向き合う際、私たちは、今回の道徳教育改革にも一定の貢献したであろう漠と

した社会的不安に、飲み込まれるべきではありません。また、不安への対応策として持ち出され

る安易な処方箋に、すがるべきでもありません。私たちは、道徳教育や道徳科に関わる不安や懸

念を、可能な限り正確に語る必要があります。のみならず、道徳教育や道徳科がどうあるべきか

を、またあるべき道徳科にどんな希望を託しうるのかを、努めて冷静に語る必要があります。	 

本総合部会には、広田照幸氏（日本大学）、松下良平氏（武庫川女子大学）、新谷恭明会員（西

南女学院大学）にご登壇いただく予定です。お三方の提案から示唆を得て、道徳の時間の「特別

の教科」化や、「考え、議論する道徳」を謳う道徳科の行方について、参加者一人一人が「考え、

議論する」。この総合部会を、そんな場にしたいと考えております。この総合部会はまた、市民と

教育関係者がともに論議する場でもあります。多くの皆さんの参加を期待しております。	 

	 

	 

10．	 昼食について	 

・大会 1 日目、2 日目ともに、大学生協がご利用できません。大学近郊の食堂やコンビニ等をご利

用ください。	 

	 

	 

11．	 宿泊及び交通機関	 

(1)	 宿泊	 

・都城駅周辺が便利です。別紙をご参照ください。	 

・宮崎市内から大学キャンパスまでは 1 時間以上かかります。	 

	 

(2)	 交通機関	 

※	 詳細は、南九州大学 web サイト「アクセスガイド都城キャンパス」をご覧ください。	 

※	 南九州大学	 都城キャンパスの住所：〒885-0035	 宮崎県都城市立野町 3764 番地 1	 	 

	 

	 

	 

■	 お問い合わせ先	 

	 

	 

	 
□■	 発表要旨送付先・連絡先・問い合せ先	 ■□	 

〒 885-0035	 宮崎県都城市立野町 3764番地 	 

南九州大学 	 子ども教育学科 	 山田研究室内 	 

TEL&FAX	 0986-30-9001	 

E-mail：kyukyo70@yahoo.co.jp	 

■□	 九州教育学会	 第70回大会準備委員会	 □■	 

委 	 員 	 長 :	 橋迫 	 和幸 	 九州保健福祉大学 	 

事務局長 :	 山田 	 裕司 	 南九州大学 	 

事務局員 :	 植村 	 秀人 	 南九州大学 	 

	 岩田 	 賢士 	 南九州大学 	 

	 相戸 	 晴子 	 宮崎国際大学 	 

	 湯田 	 拓史 	 宮崎大学 	 

	 	 	 	 


