一般社団法人 日本環境教育学会 第 28 回年次大会（in 岩手）-案内
大会テーマ：「災害からの復興と環境教育・ESD」
第２８回年次大会日程
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2017 年９月１日（金）～９月３日（日） ＊エクスカーションは９月４日（月）
９月１日（金）岩手県立大学 アイーナキャンパス
９月２日（土）～３日（日）岩手大学 学生センター棟
一般社団法人 日本環境教育学会（第 28 回大会実行委員会）
岩手大学、岩手県立大学ほか
＊関係省庁、教育委員会等へ申請中

＜岩手大学 学生センター棟＞
＊JR 盛岡駅からバス、タクシー利用。徒歩 30 分。
〒020‐8550 岩手県盛岡市上田 3 丁目 18-8
詳細は右の Web サイトを参照してください。http://www.iwate-u.ac.jp/campusannai/sozai/campus_map.pdf
＜岩手県立大学 アイーナキャンパス＞
＊JR 盛岡駅西側、マリオスとなり。徒歩 3 分。
〒020‐0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通 1-7-1 いわて県民情報交流センター（アイーナ）7 階
詳細は右の Web サイトを参照してください。http://www.aiina.jp/access/access.html

■参加登録と参加費のお支払について
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。大会 Web サイトにアクセスし、フォームに
必要事項を入力・送信して下さい。大会参加費・懇親会費は下表の種別と振込期限を参照の上、次ページ記載の
銀行口座へ振り込んでください。7 月 14 日（金）までに参加申込と入金いただくと割引が適用されます。

参加費種別

大会参加費

種別

7 月 14 日（金曜日）
までの参加申込
7/14 までに払込

7 月 15 日（土曜日）
以降の参加申込
8/10 までに払込※

一般会員・団体会員・賛助会員

5,000 円

6,000 円

学生会員

3,000 円

4,000 円

非会員
懇親会参加費

6,000 円（事前割引はありません）

一般会員・団体会員・賛助会員

4,000 円

5,000 円

学生会員

2,000 円

3,000 円

非会員

5,000 円（事前割引はありません）

※2017 年 8 月 11 日以降は振り込まず、当日、大会受付の窓口にてお申し込みください。

＜銀行口座＞
三井住友銀行 高円寺支店（０８９）、普通預金、口座番号：７４８４９７３
口座名称：一般社団法人 日本環境教育学会
※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（データ送付）期限は下記のとおりです。なお、発表者（登壇者）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。これから入会される発表者（登壇者）
の方は、学会 Web サイトを参照の上、5 月 31 日（水）までに入会手続きを行ってください。

発表者（登壇者）の入会手続き期限
発表申込期限
発表要旨データ送付期限

5 月 31 日（水曜日）18 時
6 月 9 日（金曜日）18 時
7 月 14 日（金曜日）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 Web サイトにアクセスし、フォームに必要事項を入力・送信して下さい。
発表者（登壇者）は学会員とし、1 人 1 件に限ります。非会員で発表者（登壇者）になることを希望する場
合は、事前に入会手続きを行ってください。
 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、すべて英
語報告部会での発表になります。なお、今回は英語、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（バージョン 2013 まで対応、Windows PC 設置済み）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 Web サイトにアクセスし、フォームに必要事項を入力・送
信して下さい。
 発表者は学会員で、1 人 1 件に限ります。なお口頭発表との重複発表はできません。
 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。
・人数は最小限にし、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（iwate2017@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 Web サイトにアクセスし、フォームに必要事項を入力・送信して下
さい。なお、自主課題研究の時間帯は、9 月 3 日（日）14:00～15:50、16:00～17:50 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）要旨集用データの送信
 発表代表者の方は大会 Web サイトにアクセスし、フォームに必要事項を入力し、要旨の原稿ファイルを添付
し送信して下さい。要旨原稿の保存形式は PDF ファイル（.pdf）でお願いします。PDF ファイルの作成が困
難な場合は Word 形式（.docx）でも構いません。
 「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、それぞれ大会 Web サ
イトを通して別々に申し込んでください。
 受理いたしますと、原稿データ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。要旨原稿
ファイルの送信期限は 7 月 14 日（金）18 時です。





※要旨原稿作成上の注意
要旨原稿に記載する発表タイトルは発表申込時のタイトルと同一としてください。変更は認めません。
指定した書式と大きく異なる原稿等は、要旨は受け付けず発表をご遠慮いただくことがあります。
大会 Web サイトからの情報取得やメールでのデータ送信が困難な場合は、
「一般社団法人 日本環境教育学会
第 28 回大会実行委員会事務局」＜iwate2017@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が（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。
＜大会参加者向けイベント情報＞
【若手会員の集い】9 月 1 日（金）16:00～18:00／岩手県立大学アイーナキャンパス（アイーナ 7 階）
【論文の書き方セミナー】9 月 1 日（金）18:00～20:00／岩手県立大学（同上）
【会員懇談会】9 月 2 日（土）16：30～17：30／岩手大学学生センター棟
【懇親会】9 月 2 日（土）
（受付 17：30～）18：00～20：00／岩手大学生協中央食堂
【常設・特設研究会】9 月 3 日（日）14：00～16：00／岩手大学学生センター棟
・学校環境教育パッケージ開発プロジェクト
・地域環境活性化プロジェクト
・原発事故後の福島を考えるプロジェクト
・環境教育プログラムの評価研究（特設研究会）
【特集号「アジアの環境教育」ミーティング】9 月 3 日（日）9:00～14:00／岩手大学学生センター棟
本学会では、2017 年６月に学会誌「環境教育」の特集号として「アジアの環境教育」
（Web のみで公開）を刊行
します。今大会では、この特集号から共通課題等を抽出し、今後の環境教育国際共同研究のあり方に向けて議論
します。
（すべてを英語によって進行します）
【国際交流ランチ会】9 月 2 日（土）12:00～13:00／教室未定
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し、これら協定学会や他国から
の参加者との交流を行います。
（簡単な逐次通訳あり）（昼食は持ち寄り、お茶やお菓子は準備いたします）
【環境教育メッセ】9 月 2･3 日（土･日）9：00～16：00／場所未定
一般公開プログラムとして、大会期間中、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、販売のほか、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、展示など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、大学研究室など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されてはいかがでしょうか。出展費用は 10,000 円です。
※出展の申し込み、問い合わせは大会実行委員会（iwate2017@jsfee.jp）までお願いします。

【エクスカーション】9 月 4 日（月） 岩手県内で以下のコースを予定しています。
・小岩井農場エコツアー（エコツアー大賞を受賞した小岩井農場の環境教育体験）
・盛岡市動物公園ツアー（動物園の役割・あり方と環境教育を考える）
・陸前高田（立教大学・岩手大学グローバルキャンパス、大震災からの復興状況視察）
＊エクスカーションの詳細は、6 月上旬までに大会 Web サイトに掲載します。
＊参加申し込みは、7 月 14 日までに大会 Web サイトからお願いします。
＜一般公開イベント＞ ※会員以外の方も参加できます
【大会企画・公開シンポジウム】9 月 2 日（土）14：00～16：30／岩手大学学生センター棟／参加無料
大会企画として、公開シンポジウム「災害からの復興と環境教育・ESD」を開催いたします。
基調報告「東日本大震災、被災地の今」（仮） 広田純一氏（岩手大学教授）
コーディネーター 高田 研氏（都留文科大学教授）
＊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。
【会員懇談会】9 月 2 日（土）16：30～17：30／岩手大学学生センター棟（公開シンポジウムと同じ会場）
本大会は、一般社団法人日本環境教育学会となり第一回目の大会となり、これに伴ってこれまで大会に参加す
るすべての会員を対象に学会の活動方針等を決定していた総会はなくなり、定時社員総会（9 月 1 日開催）がそ
の役割を担うことになりました。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、会員懇談会を開催することになりました。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、2016 年度の研究・実践奨励賞受賞者表彰式を行います。
＜お知らせ＞
■ 今大会での研究・実践奨励賞のエントリーには、事前登録が必要です。2017 年度末の時点で 35 歳以下の会員
で奨励賞の審査を希望する方は、発表（口頭・ポスターどちらでも）を申込む際に、審査希望欄に必ずチェッ
クをつけてください。申し込みのあった会員の発表に対して審査が行われます。
■ 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。
■ 宿泊先の予約について
宿泊は各自で手配していただきます（実行委員会では予約、あっせん等の対応はいたしません）。盛岡駅周
辺のホテルが便利ですが、本大会は他の大規模学会の盛岡開催と日程が重なっているため、ホテルの確保が難
しくなることが予想されます。可能な限り早めに宿泊場所の確保をお願いします。
■ 今大会では「教員セミナー」は開催いたしません。
■ 今大会では保育所は設置いたしません。

問合せ先
一般社団法人 日本環境教育学会第 28 回年次大会 実行委員会事務局
〒020-8550 岩手県盛岡市上田 3-18-8
岩手大学人文社会科学部（中島研究室内）気付
電話 019-621-6739 FAX 019-621-6739 E-mail ＜iwate2017@jsfee.jp＞
一般社団法人 日本環境教育学会事務局（平日 10 時～17 時）
〒206-0033 東京都多摩市落合 2-6-1 株式会社インフォテック内
電話 042-311-3355 FAX 042-311-3356 E-mail ＜office@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 28 回年次大会 Web サイト
＜http://www.jsfee.jp/members/meeting/300＞

