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一般社団法人	 日本環境教育学会	 第 29 回年次大会（東京）-案内	 

大会テーマ	 「環境教育の根本に立ち返る：いのち、環境、人間」	 
 
＜開催概要＞	 

【期間】2018年 8月 24日（金）～8月 26日（日）	 �エクスカーションは 8月 27日（月） 
【会場】東京学芸大学	 北講義棟（Ｎ棟）、芸術館、第１むさしのホール 
【主催】一般社団法人	 日本環境教育学会（第 29回年次大会実行委員会） 
【共催】国立大学法人東京学芸大学、公益社団法人日本環境教育フォーラム（共催企画のみ）、ユネス

コスクール・ネットワーク（教員セミナーのみ） 
【後援（予定）】環境省、経済産業省、国土交通省、農林水産省、文部科学省、東京都教育委員会（教

員セミナーのみ）、その他 
＜会場：東京学芸大学＞	 

〒184-8501 東京都小金井市貫井北町４-１-１�JR武蔵小金井駅または国分寺駅からバス利用。徒歩 20
～25分。アクセス詳細は右のWebサイトを参照してください。http://www.u-gakugei.ac.jp/access/ 
 
■参加登録と参加費のお支払いについて	 

	 大会に参加される方は、事前に大会参加登録をしていただきます。4 月末公開予定の大会参加申込サ
イトにアクセスし、フォームに必要事項を入力・送信してください。会員の方の大会参加費及び懇親会

費は、大会参加申込サイトからのクレジットカード決済もしくはコンビニ決済にてお支払いください。

大会参加費及び懇親会費の割引金額は、期日までに支払手続きを完了した場合に適用されます。非会員

の方の割引はありませんので、学会当日、受付窓口でのお支払いをお願いいたします。ご不明な点は、

大会事務局（gakugei2018@jsfee.jp）までお問い合わせください。 
 

参加費種別 種別 
7/13 までに	 
申込・払込完了	 

8/1 までに	 
申込・払込完了	 

当日	 
8/2 以降は全て当日
申込となります	 

大会参加費 
一般会員・団体会員 5,000円 5,500円 6,000円 

学生会員 3,000円 3,500円 4,000円 
非会員 6,000円（※学会当日、受付窓口でのお支払い） 

懇親会参加費 
一般会員・団体会員 4,000円 5,000円 5,000円 

学生会員 2,000円 3,000円 3,000円 
非会員 5,000円（※学会当日、受付窓口でのお支払い） 

※大会参加費・懇親会費は原則としてお返しできません。 
 
■大会での発表申込方法と期限について	 

大会での発表申込期限、発表要旨提出期限は下記のとおりです。なお、発表者は一般社団法人日本環境

教育学会会員（学会員）でなければなりません。非会員で発表者になることを希望する場合は、学会

Webサイト入会申込詳細（http://www.jsfee.jp/general/membership-application）を参照の上、5月 31
日（木）までに入会手続きを行ってください。発表は、原則 1人 1件に限ります。口頭発表とポスター
発表の重複発表はできません。 

発表者（登壇者）の入会手続き期限	 	 	 	 ５月 31 日（木）18 時	 

発表申込期限	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ６月１日（金）18 時	 

発表要旨の登録期限	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ７月６日（金）18 時	 

	 

1)	 口頭発表（研究発表・実践報告）の申込	 

• 「研究発表」は学問的意味づけを重視したもの、「実践報告」は実践活動を重視したものです。	 

• 口頭発表希望者は、大会参加申込サイトからマイページにログインし、必要事項を入力・送信して

下さい。	 

• 口頭発表は、英語、日本語いずれでも発表できます。英語で発表いただく場合はテーマを問わず、

全て英語報告部会での発表になります。英語と日本語の重複発表はできませんのでご注意ください。	 

• 研究発表の時間は、1 件 15 分（発表 12 分、質疑 3 分）です。	 

• 発表は PowerPoint（Windows	 PC）が使用できます。持ち込み PC での発表はできません。PowerPoint

のデータは、事前にウイルスチェックした USB メモリーに入れてご持参ください。もし USB メモリ
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ーがウイルス感染していた場合は、配布資料（任意）と要旨のみで発表していただくことになりま

す。	 

	 

2)	 ポスター発表の申込	 

• ポスター発表の展示スペースは、1 件につき A0 サイズです。(縦：1189	 mm×横：841mm、模造紙サ

イズ<1090mm×790mm>も可)	 

• ポスター発表希望者は、口頭発表と同様に、大会申込サイトからマイページにログインし、必要事

項を入力・送信して下さい。口頭発表同様に英語、日本語いずれでも発表できます。	 

• 学会員でない高校生は無料で発表することができますが、以下の条件をお守りください。	 

・付き添いの高等学校等教員・指導者が学会員であり、責任をもって生徒を指導・監督できること。	 

・必ず事前に大会実行委員会事務局に参加人数・参加プログラムについて相談すること。	 

＊高校生の発表申込は、直接、大会実行委員会事務局（gakugei2018@jsfee.jp）までお願いします。	 

	 

3)	 自主課題研究の申込	 

• 自主課題研究として団体での発表や小集会の開催を希望するグループは、代表者がお申し込み下さ

い。代表者は学会員に限ります。代表者は、大会参加申込サイトからマイページにログインし、必

要事項を入力・送信して下さい。なお、自主課題研究の時間帯は、8 月 26 日（日）14:00～16:00、

16:10～18:10 の二枠がありますが、事前に時間帯の指定はできません。大会実行委員会で割り付け

ますのでご了承ください。	 

	 

4)	 受付のお知らせ	 

• 受付いたしますと、申込み完了メールにて受付番号をお知らせいたします。	 

	 

5）要旨の登録	 

• 発表代表者の方は大会参加申込サイトからマイページにログインし、要旨（テキストのみで 1000

字以内）を登録して下さい。	 

• 「口頭発表あるいはポスター発表」と、「自主課題研究」の２件を申し込まれる場合は、大会参加

申込サイトのマイページから、それぞれに要旨登録を行ってください。	 

• 受理いたしますと、要旨受理メールにて発表に至るまでの留意事項をお知らせいたします。要旨の

登録期限は 7 月 6 日（金）18 時です。	 

• 要旨登録の際、発表タイトルと発表者は変更できません。要旨本文のみを登録してください。	 

• 大会参加申込サイトからの登録が困難な場合は、「一般社団法人日本環境教育学会第 29 回大会実行

委員会事務局」＜gakugei2018@jsfee.jp＞までご連絡ください。	 

	 

6）その他の注意事項	 

• 団体会員からも発表申込は可能ですが、団体につき１名が、口頭発表もしくはポスター発表のどち

らか１件のみとさせていただきますので、ご了承ください。	 

• 口頭発表の登壇者やポスター発表でプレゼンする方は、必ず学会員である必要があります（高校生

は除く）。それ以外の共著者の方は必ずしも学会員である必要はありません。	 	 
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第 29 回年次大会日程（予定）	 

	 
※共催企画、教員セミナー、公開シンポジウムは、別途資料代が必要になりますが大会参加者以外の方も参加可能です。	 

	 

大会企画詳細（※下線は大会参加者以外の方も参加できます。）	 

【8 月 24 日（金）】	 

• 日本環境教育学会と日本環境教育フォーラムの共催企画「教室で使えるアクティブラーニング・ワ

ークショップ」：10:00～15:00／北講義棟（Ｎ棟）※同封のチラシ参照	 

• 若手会員の集い：16:00～17:50／北講義棟（Ｎ棟）	 

• 論文の書き方セミナー：18:00～20:00／北講義棟（Ｎ棟）	 

	 

【8 月 25 日（土）】	 

• 口頭発表：9:00～12:00,	 12:45～13:45／北講義棟（Ｎ棟）	 

• ポスター発表：コアタイム 12:00～12:45／北講義棟（Ｎ棟）	 

• 教員セミナー「持続可能な開発目標（SDGs）を教室に！！」：9:00〜13:30／北講義棟（Ｎ棟）	 

※同封のチラシ参照	 

• 大会企画・公開シンポジウム：14:00～16:30／芸術館／参加無料	 

公開シンポジウム「環境教育の根本を尋ね、いのちを吹き込む：高畑勲さんと二階堂和美さんをお

招きして（仮題）」を開催いたします。映画『かぐや姫の物語』の監督である高畑勲さんの基調講

演と映画の主題歌を歌われた二階堂和美さんを交えた鼎談を予定していますので、ぜひご参加くだ

さい。詳細は、大会プログラム（7 月下旬公開予定）でご案内します。	 

	 

＊高畑勲さんは、４月５日（木）に他界されました。心からご冥福をお祈りいたします。プログラ

ムについては、現在、検討中です。	 

	 

• 会員懇談会：16:30～17:30／芸術館	 

一般社団法人日本環境教育学会となって以降、定時社員総会（8 月 24 日開催）において学会の活動

方針等が決定されることになりました。しかし、会員が学会の活動方針等を理解し自由に意見を述

べる場は引き続き必要と考え、前回大会より会員懇談会を開催しています。会員の皆さんはふるっ

てご参加ください。なお、この懇談会の場で、2017 年度の研究・実践奨励賞受賞者表彰式を行いま

す。	 

• 懇親会：18:00～20:00（受付 17:30～）／第１むさしのホール	 

	 

【8 月 26 日（日）】	 

• 口頭発表：9:00～12:00,	 13:00～14:00／北講義棟（Ｎ棟）	 

• ポスター発表：コアタイム 12:00～13:00／北講義棟（Ｎ棟）	 

• 自主課題研究：14:00～16:00,	 16:10～18:10／北講義棟（Ｎ棟）	 

• 常設・特設研究会：14:00～16:00／北講義棟（Ｎ棟）	 

学校環境教育研究会・「3.11 以後の福島を考える」研究会（地域環境教育研究会）・「公害教育」研

究会（地域環境教育研究会）・環境教育国際共同研究会・環境教育プログラムの評価研究会・「SDGs

の教育」研究会	 
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• 国際交流会：12:00～14:00／北講義棟（Ｎ棟）	 

韓国、台湾、北米、オーストラリアの各環境教育学会の最近の取り組みを紹介すると共に、環境教

育研究のネットワークの強化と国際共同教育実践の可能性を探るための国際交流ワークショップ

を行います。簡単な逐次通訳・サポートがありますので、会員の皆さんはふるってご参加ください。

また、昼食は持ち寄り、お茶やお菓子は準備いたします。（本学会国際交流委員会と㈶キープ協会

環境教育事業部が共同実施）	 

	 

【8 月 27 日（月）】	 

• エクスカーション：エクスカーションの詳細は、6 月上旬までに年次大会 Web サイトに掲載します。	 

	 

【その他】	 

• 環境教育メッセ：8 月 25・26 日（土・日）9:00～16:00／北講義棟（Ｎ棟）１階ホール	 

一般公開プログラムとして、メッセ会場にて「環境教育メッセ（環境教育見本市）」を開催いたし

ます。環境教育に関する商品や資料の提示、販売の他、各団体・企業の取り組みを紹介していただ

きます。	 

■環境教育メッセ出展団体を募集します■	 

環境教育に関する商品のＰＲ、活動実績の報告や発表、展示等スペース内で自由に展開できます。教

材制作会社、環境教育活動の事業者、NGO・NPO、大学研究室等の皆様にご出展いただけます。大会参加

者とのコミュニケーションの場としてご活用ください。出展費用は 5,000 円（１ブース）です。出展の

申し込みや問い合わせは大会実行委員会（gakugei2018@jsfee.jp）までお願いします。	 

	 

＜お知らせ＞	 

• 研究・実践奨励賞の審査を希望する方は、6 月 1 日までに「研究・実践概要書」を指定のアドレス

に送付してください。2018 年 3 月 31 日時点で 35 歳以下の個人の正会員で、第 29 回年次大会（東

京）で一般の口頭発表をすることが申請の条件です。過去の受賞者は申請できません。参加・発表

申込、口頭発表の要旨の登録は、一般の会員と同様にそれぞれの期日までに済ませてください。	 

• 大会期間中、会場内に資料等を配布できるようテーブルを設置しますので配布希望者はそちらをご

利用ください。大会終了時に資料はお持ち帰りください。残っているものは大会実行委員会で処分

します。	 

• 公開シンポジウム等で手話通訳、要約筆記などを希望される場合は、大会事務局までご相談くださ

い。	 

• 宿泊は各自で手配してください（実行委員会では予約、あっせん等の対応はいたしません）。可能

な限り早めに宿泊場所の確保をお願いします。	 

• 大会期間中の土日（8 月 25 日、26 日）は大学食堂は休みです。大学周辺のコンビニや食堂等を利

用してください。	 

• 今大会では保育所は設置いたしません。	 

• 手話等の対応が必要な方は、事前に学会事務局（office@jsfee.jp）にご連絡ください。	 

	 

問合せ先	 一般社団法人	 日本環境教育学会第 29 回年次大会実行委員会事務局	 

	 	 〒184-8501	 東京都小金井市貫井北町４－１－１	 東京学芸大学	 環境教育研究センター	 

	 	 電話	 042-329-7665	 FAX	 042-329-7669	 E-mail＜gakugei2018@jsfee.jp＞	 

一般社団法人	 日本環境教育学会 Web サイト＜http://www.jsfee.jp/＞	 

一般社団法人	 日本環境教育学会第 29 回年次大会 Web サイト	 

＜http://www.jsfee.jp/members/meeting/325＞	 


