一般社団法人日本環境教育学会
第 33 回年次大会（東京）案内
大会テーマ：SDGs 時代の気候危機に対峙する環境教育の役割
１．開催概要
●期間：2022 年８月 25 日(木)～８月 28 日(日) 25 日・26 日はオンライン開催、27 日・28 日は対面開催
●会場：①口頭発表、ポスター発表、自主課題研究、国際交流会、教員セミナー、環境教育メッセ、
公開シンポジウム、会員懇談会（８月 27 日、８月 28 日）
東京農工大学府中キャンパス
〒183-8509 東京都府中市幸町 3-5-8
https://www.tuat.ac.jp/
②自主課題研究（８月 25 日）、
口頭発表、各種委員会、理事会、社員総会（８月 26 日）オンライン
③懇親会（調整中）
●主催：一般社団法人日本環境教育学会（第 33 回年次大会実行委員会）
２．参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４月 18 日公開（予定）大会参加申込サイト
（https://tokyo2022jsfee.peatix.com）から申込をお願いします（発表を希望される方は、事前登録が必要
です）。４月 18 日公開（予定）の大会参加申込サイトにアクセスし、該当のチケットを選択し、必要事項を入
力・送信してください。大会参加費は、クレジットカード決済もしくはコンビニ/ATM 決済、Paypal の中から
選択し、お支払いください。なお、一度お支払いいただいた参加費は、会計システムの関係で返金することがで
きませんので、予めご了承ください。
ご不明な点または請求書払いをご希望の方は、大会実行委員会事務局＜tokyo2022.jsfee@gmail.com＞まで
お問い合わせください。

会員種別
大会参加費
一般会員・団体会員
5,000 円
学生会員
3,000 円
非会員
6,000 円
※ 大会参加費には、研究発表（口頭・ポスター）、国際交流企画（英語報告部会、国際交流会）、常設・特
設研究会、自主課題研究への参加が含まれます。ただし、発表は会員に限ります。
※ 公開シンポジウム、環境教育メッセは参加費無料ですが、その他のプログラムには大会参加費が必要で
す。
※ 教員セミナーは大会参加費とは別に参加費 1,500 円程度が必要です（大会当日会場で徴収します）。教員
セミナーのみに参加する方は、参加費 1,500 円程度のみとなります。
３．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通りです。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方は、学会ウェブ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(火)までに入会手続き
を行ってください。口頭発表とポスター発表は１人いずれか１件に限り、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(火) 18 時
•
発表申込期限（口頭発表、ポスター発表）
６月 20 日(月) 18 時
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•
•
•

自主課題研究申込期限
発表概要の登録期限
発表要旨の登録期限

６月 20 日(月) 18 時
７月１日（金） 18 時
７月 20 日(水) 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、４月 18 日公開（予定）大会参加申込サイト
（https://tokyo2022jsfee.peatix.com）からお申し込みください。お申し込み後、事務局から発表概要
の登録フォーム及び発表要旨フォーマットをお送りします。
•
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、発表者が PC を持ち込んでください。会場での PC 貸出の準備はございません。プロジェクター
との接続は、HDMI 端子を使用しますので、HDMI 端子を使用できる環境をご用意ください。
•
会場での Wi-Fi の使用はできません。ただし、eduroam の使用は可能です。
(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、４月 18 日公開（予定）大会参加申込サイト
（https://tokyo2022jsfee.peatix.com）からお申し込みください。お申し込み後、事務局から発表概要
の登録フォーム及び発表要旨フォーマットをお送りします。
•
口頭発表同様に英語、日本語いずれでも発表できます。
(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、代表者がお申込ください。代表
者は学会員に限ります。４月 18 日公開（予定）大会参加申込サイト
（https://tokyo2022jsfee.peatix.com）からお申し込みください。お申し込み後、事務局から自主課題
研究の概要登録フォーム及び発表要旨フォーマットをお送りします。
•
(4)受付のお知らせ
•
発表概要の登録以降は各種発表のタイトルは変更できませんので、ご注意ください。
(5)要旨の登録
•
発表代表者（口頭発表、ポスター発表、自主課題研究）の方には事務局より発表概要の登録フォーム及び
発表要旨フォーマットをお送りします。
•
発表概要の登録フォームでは、発表タイトルやキーワード、発表者をご入力いただきます。大会スケジュ
ールを組む必要があるため、発表要旨の登録期限前である７月１日（金）18 時までに登録いただくようご
協力をお願いします。
•
発表要旨のフォーマットとしてワードファイルをお送りします。発表要旨は発表タイトル、発表者、キー
ワード、要旨を含めて A４・１枚以内を予定しています。作成いただいた発表要旨は大会実行委員会事務
局＜tokyo2022.jsfee@gmail.com＞宛に７月 20 日(水) 18 時までにお送りください。期日を過ぎた場
合はご発表いただけませんのでご注意ください。
•
「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、それぞれ発表要
旨を提出してください。
•
発表要旨を受理いたしますと、３営業日以内に大会実行委員会事務局よるメールをお送りいたします。万
が一、３営業日以内にメールが届かない場合は、お手数をおかけしますが大会実行委員会事務局までお問
い合わせください。
(6)その他の注意事項
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•
•

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
件のみとなります。
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）。それ以外の共同発表者の方は必ずしも学会員である必要はありません。
要旨集は大会ウェブサイトから事前にダウンロードしてご自身の端末でご覧になるか、印刷してご持参く
ださい。

４．第 33 回年次大会日程（予定）

※ 公開シンポジウム、教員セミナー、環境教育メッセは、１ページに記載されている大会参加費をお支払い
いただいた方以外の方も参加可能です。
※ 教員セミナーは大会参加費とは別に参加費 1,500 円程度が必要です（大会当日会場で徴収します）。
５．大会企画詳細
（※下線は１ページに記載されている大会参加費をお支払いいただいた方以外の方も参加できます。）
●８月 25 日(木)
•
自主課題研究（オンライン）＝14：30～17：00
•
本部企画（オンライン）＝18：00～20：00
※詳細は後日学会のウェブサイト及び環境教育メールニュースにてお知らせします。

●８月 26 日(金)
•
口頭発表（オンライン）＝9：00～12：00
•
社員総会（オンライン）＝15：30～17：00
•
本部企画（オンライン）＝18：00～20：00
※詳細は後日学会のウェブサイト及び環境教育メールニュースにてお知らせします。
●８月 27 日(土)
•
口頭発表＝9：00～12：00
•
本部企画＝9：00～12：00
•
ポスター発表＝コアタイム 12：00～13：00
•
国際交流会＝12：00～13：45
•
環境教育メッセ＝9：00～16：00
•
大会企画・公開シンポジウム＝14：00～16：30／参加無料
シンポジウムテーマ「気候危機に環境教育はどうこたえられるか————人新世における羅針盤の模
索」に基づいてシンポジウムを開催します。
パネルディスカッション パネラー（調整中）
コーディネーター兼パネラー 大倉茂（第 33 回年次大会実行委員会事務局長／東京農工大学）
•
会員懇談会＝16：30～17：30
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•

会員が学会の活動方針等を理解し自由に意見を述べる機会として、ふるってご参加ください。
なお、この懇談会の場で、2021 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（調整中）

●８月 28 日(日)
•
口頭発表＝9：00～12：00、12：45～13：45
•
ポスター発表＝コアタイム 12：00～13：00
•
英語報告部会＝9：00～12：00
•
教員セミナー＝12：00～13：45
•
研究会＝14：00～16：00
•
環境教育メッセ＝9：00～15：00
•
自主課題研究＝16：15～18：15
●環境教育メッセ
•
一般公開プログラムとして、「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。
出展を希望する方は、７月６日までに大会実行委員会事務局＜tokyo2022.jsfee@gmail.com＞へお申
込ください。問合せも上記メールアドレスまでお願いします。
●お知らせ
•
研究・実践奨励賞の審査を対面式で実施予定です。募集要項等については後日学会のウェブサイト及び環
境教育メールニュースにてお知らせします。参加・発表申込は、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。
•
手話等を希望する方は、事前に大会実行委員会事務局＜tokyo2022.jsfee@gmail.com＞へご相談くださ
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）。お早めに宿
泊場所の確保をお願いします。
•
大会期間中、東京農工大学の食堂は利用できませんので、昼食はご自身でご手配ください。

問合せ先
一般社団法人日本環境教育学会第 33 回年次大会（東京）実行委員会事務局

〒183-8509 東京都府中市幸町 3-5-8 東京農工大学大学院農学研究院環境倫理学研究室内
E-mail tokyo2022.jsfee@gmail.com
※お問合せ・ご連絡はメールでお願いいたします
一般社団法人日本環境教育学会第 33 回年次大会（東京）ウェブサイト
https://www.jsfee.jp/members/meeting/536-jsfee33_2022tokyo
一般社団法人日本環境教育学会事務局
株式会社インフォテック内
〒206-0033 東京都多摩市落合 2-6-1
電話 042-311-3355 ファクス 042-311-3356 E-mail office@jsfee.jp
一般社団法人日本環境教育学会ウェブサイト http://www.jsfee.jp/
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