
一般社団法人 日本理科教育学会 第 69回全国大会（二次案内） 

 一般社団法人日本理科教育学会第 69 回全国大会を下記の要領にて開催しますので，会員各位，同学

の士の多数の参加を希望いたします． 

なお，大会の円滑運営のため，発表のあるなしにかかわらず，「9．大会参加費・懇親会参加費の振込

期限」をお読みいただき，事前納金にご協力くださるよう，お願いいたします． 

 2019年 4月 

一般社団法人 日本理科教育学会長 稲垣 成哲 

第 69回全国大会実行委員長     熊野 善介  

 

＜実施要領＞ 

主催：一般社団法人日本理科教育学会 

共催：国立大学法人静岡大学 

大会事務局：〒422-8529 静岡県静岡市駿河区大谷 836 

       静岡大学教育学部理科教育学研究室内 

            一般社団法人日本理科教育学会第 69回全国大会実行委員会 

            TEL：054-238-4633,4637,4636 

            E-mail：national@sjst.jp 

            ホームページ：http://national.sjst.jp 

 

1．期間：2019年 9月 22日（日），23日（月） 

         ※理事会・評議員会は 9月 21日（土）15時から開催します． 

2．会場：（大 会）静岡大学静岡キャンパス 

                  〒422-8529 静岡県静岡市駿河区大谷 836 

        （懇親会）ホテルアソシア静岡 

                  〒420-0851  静岡県静岡市葵区黒金町 56 

       電話：054－254－4141 

 

【静岡大学静岡キャンパスへのアクセス】 

■富士山静岡空港から JR静岡駅までのアクセス（航空機をご利用の方） 

 ・空港→バス（25 分）→ＪＲ島田駅→電車（30分）→ＪＲ静岡駅 

・空港→バス（45分）→ＪＲ静岡駅 

※http://www.mtfuji-shizuokaairport.jp/access/to-prefecture/bus-train/参照 

■JR静岡駅から静岡大学静岡キャンパスまでのアクセス 

 ・JR静岡駅北口のしずてつジャストラインバス 8B番乗り場から美和大谷線「静岡大学」行き，

「東大谷」（静岡大学経由）行き，「ふじのくに地球環境史ミュージアム」（静岡大学経由）行き

に乗車し「静岡大学」又は「静大片山」で下車． 

美和大谷線「東大谷」（静岡大学を経由しないもの）行きに乗車した場合は，「片山」で下車． 

（所要時間 25分，1時間に 5～7本運行，開始および終了時間時には増発の予定） 

 ※http://www.shizuoka.ac.jp/access/index.html参照 

■ タクシー利用 

 ・JR静岡駅から約 5.5km（約 20分） 



3．日程（予定） 

 

 

4．大会参加申込 

（1）「研究発表申込」受付期間：2019年 5月 1日（水）〜6月 18日（火）（締切厳守） 

    ※研究発表申込と大会論文原稿の締切日が異なるため注意してください． 

     ※期限後の申込は理由を問わずお断りします． 

（2）「大会論文原稿」受付期間：2019年 5月 1日（水）〜7月 12日（金）（締切厳守） 

    ※研究発表申込を期限内に行っていても，大会論文原稿が期限内に提出されなかった場合は， 

       研究発表を取り消します．  

（3）「大会参加・懇親会の申込」受付期間：2019年 4月 15日（月）〜6月 30日（日） （締切厳守） 

    ※大会参加・懇親会参加申込の受付開始が早まる可能性があります．大会ホームページにてご確

認下さい．今大会での事前払込はホームページからのみとなり，郵便振替は用意していません．

特にご希望がある場合は，大会事務局までお問い合わせください． 

 

5．参加費 

（1）大会参加費 

     ・学会員：5,000円 ※6月 30日（日）以降の支払いは 6,000円 

    ・非学会員：6,000円 ※6月 30日（日）以降の支払いは 7,000円 

   ・大学生・大学院生（ただし現職大学院生は除く）：2,500円 

     ※6月 30日（日）以降の支払いは 3,500円 

     ・中学生，高校生：無料 ※ただし引率者の参加費は上述の通り 

（2）懇親会参加費 

    ・学会員，非学会員：6,000円 ※6月 30日（日）以降の支払いは 7,000 円 

    ・大学生・大学院生（ただし現職大学院生は除く）：5,000円 

     ※6月 30日（日）以降の支払いは 6,000円 
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6．研究発表 

研究発表の申込は，本学会会員および学校教育法に定める諸学校，教育研究機関，教育委員会などに

おける理科教育関係者および理科教育研究志望の学生に限ります．また，ポスター発表については，中

学生・高校生の個人またはクラブ活動等の研究発表を認めます．この場合の手続き等は，参加申込を済

ませた引率教員が責任をもって行ってください． 

（1）研究発表形式 

演者となることができるのは，「一般研究発表」・「課題研究発表」・「ポスター発表」・「ワークショッ

プ」のいずれかで 1発表のみ（但し，共同研究者は除く）とします．「一般研究発表」・「課題研究発表」

のすべての発表会場で使用できる機器は，液晶プロジェクタとスクリーンのみです． コンピュータは，

セキュリティ上のトラブルおよび個人情報漏洩等の未然防止のため，大会事務局では用意できませんの

で各自でご持参ください． コンピュータと液晶プロジェクタをつなぐケーブルは，VGA 使用（D-SUB15

ピン）です． HDMI 等の出力端子のコンピュータや Mac（iPad を含む），Microsoft Surface，タブレッ

ト，ミニノート等のご使用の場合は，発表者ご自身で VGA変換アダプタをご準備ください．ソフトフェ

アのバージョン（PowerPoint，Acrobat，Word 等）により，表示がずれる場合がありますので，発表会

場にて事前にご確認をお願いいたします． また，コンピュータから音声を出力する場合も，発表者ご

自身でスピーカーをご準備ください． 

① 一般研究発表：口頭発表で行い，持ち時間は 15分間(厳守)とします．その時間内に 3分間以上の

質疑応答時間を取ってください． 

② 課題研究発表：複数の研究機関等に所属する者が，1 つのテーマについて議論するものとし，持

ち時間は 2 時間とします．時間内の発表形式は自由です．進行や司会等も各課題研究グループで

行ってください．研究発表申込時に，設定したテーマ（20字以内）を申し出てください． 

③ ポスター発表：3時間を予定しています．発表者は，参加者と自由に議論してください．中学生・

高校生によるポスター発表の場合は，研究発表申込時に申し出てください．なお，掲示用パネル

の大きさは，横 83cm×縦 164cmです．その他必要なものがある場合には，大会事務局に事前にご

相談ください． 

④ ワークショップ：3 時間を予定しています．参加者にその場で観察・実験等を体験してもらいま

す．1 つの発表につき，長机を 1 つ準備します．その他必要なものがある場合には，大会事務局

に事前にご相談ください．なお，火気の使用はご遠慮ください． 

（2）研究発表申込方法と受付期限 

研究発表申込は，大会ホームページ（http://national.sjst.jp）上でのみ受け付けます．大会実行

委員会への電子メール，電話，FAX，郵送などでの研究発表申込は，一切受理できませんのでご注意く

ださい．大会ホームページ上の「研究発表申し込み」フォームの要領に従って入力し，5 月 1 日（水）

から 6 月 18 日（火）までにお申し込みください（締切厳守）． 期限を過ぎての研究発表申込は理由を

問わずお断りします．また，発表日時の指定はご遠慮ください．手続きには，下記の情報が必要ですの

で，ご参照ください． 

① 発表形式：一般研究発表，課題研究発表，ポスター発表，ポスター発表（中学生・高校生），ワー

クショップから選択してください． 

② 希望する発表分野：「一般研究発表」と「ポスター発表」については，希望する発表分野を以下の

番号から第 2 希望まで選択してください．可能な限り希望を優先しますが，発表件数によって発

表分野のご希望に添えかねる場合があります． 

1教員養成，2理科教育論・理科教育史，3諸外国の科学・理科教育，4教育課程・カリキュラム，

5学習心理・教育評価，6授業研究・学習指導，7幼児教育「環境」領域・生活科教育， 



8物理教材・教育法，9化学教材・教育法，10生物教材・教育法，11地学教材・教育法， 

12環境教育・STS教育・総合的学習，13教育工学・情報教育，14エネルギー教育（予定） 

③ 発表題目：課題研究発表の場合は，課題研究テーマをご入力ください． 

④ 発表者氏名と所属機関名：演者と共同研究者を分けてご入力ください． 

⑤ 使用機器等：「ポスター発表」や「ワークショップ」で電源など必要なものがある場合には具体的

に記入してください．※上記（1）を参照してください． 

⑥ 発表申込者情報：申込者氏名，所属機関名，連絡先住所，連絡用 E-mailアドレス，電話番号等を

記載してください． 

（3）大会発表論文原稿の作成方法と大会発表論文原稿の受付期限 

大会発表論文原稿は，大会ホームページ（http://national.sjst.jp）上での投稿のみとします． 大

会ホームページ上に掲載する様式をダウンロードし，その様式に従い，PDF 形式で作成した文書をアッ

プロードする形で， 5月 1 日（水）から 7月 12日（金）までに提出してください（締切厳守）．期限を

過ぎての大会発表論文原稿の提出は理由を問わずお断りします．大会実行委員会への電子メール，FAX，

郵送などでの大会発表論文原稿の提出は，一切受理できませんのでご注意ください． 

① 一般研究発表，ポスター発表，ワークショップ：1件の発表につき A4用紙 1ページです． 

② 課題研究発表：当該課題を設定した趣旨について A4用紙 1ページ，また，課題研究内の各発表者

は 1人につき A4用紙 1ページです． 

③ シンポジウム：提案者ごとに A4用紙 2ページです． 

 

7．全国大会参加のための出張承認申請書 

申請書が必要な場合は，氏名，所属機関長の氏名，所属機関の所在地，および出張期間などの必要事

項を明記し，82円切手付きの返信用封筒（定型）を添えて，一般社団法人 日本理科教育学会 事務局(〒

657-8501 神戸市灘区鶴甲 3-11 神戸大学大学院人間発達環境学研究科内 一般社団法人 日本理科教

育学会 事務局)にお申し込みください． 

 

8．エクスカーション 

今大会ではエクスカーションは予定していませんが，静岡県は世界遺産，ユネスコ世界ジオパークと

いった観光資源が豊富です．皆さま各自のプランに沿ってご計画ください． 

 

9．大会参加費・懇親会参加費参加費の振込期限 

 大会参加費・懇親会参加費参加費は，4 月 15 日（月）〜6 月 30 日（日）までに，クレジットカード

決済，銀行，コンビニにてお支払いください．この期限を過ぎた場合は，大会参加費・懇親会参加費と

もに 1,000円の増額となりますので，不足分が生じた場合は当日受付にてお支払いいただきます．クレ

ジットカード決済等は，大会ホームページよりお手続きをお願いします．円滑な大会運営のため，事前

納金にご理解とご協力をお願いいたします． 

 

10．宿泊について 

 本大会日程と同時期，2019 年 9 月 20 日からラグビーワールドカップが静岡県で開催されます．これ

はアジア初の開催と成り，静岡市近隣も混雑が予想されますが，既に JTBを通して静岡市内の宿泊施設

を多数確保していますので，大会ホームページからの予約が便利です． 

 

11．昼食について 



 9 月 22 日（11:30〜13:30），23 日（11:30〜13:30）の両日とも大学生協の学内食堂が営業予定です．

会場近くですので便利です．学外近隣にコンビニエンスストアがあります． 

 

12．その他 

（1）大会期間中，共通パスワードを発行して教室内で使用可能な無線 LAN を設定予定です．ただし，

大会事務局では設定の方法や技術的なトラブルには対応できません． 

（2）大会実行委員会にて大会公式ツイッター（https://twitter.com/sjst69）を運用しています(予定)．

大会や静岡市の情報を随時アップしていく予定ですので，ご活用ください．  

 

【静岡大学静岡キャンパスマップ】 

 

 


