
日本カリキュラム学会  

第 22回 (北海道 )大会のご案内  

 

 東北地方太平洋沖地震により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、お亡くなりに

なられた方々並びにご遺族の皆様に対しまして心からお悔やみを申し上げます。  

 

 このたび、日本カリキュラム学会第 22回大会を北海道大学でお引き受けし､2011(平成 23)年 7月 16

日 (土 )･17日 (日 )の開催に向けて準備を進めているところです。  

 カリキュラム研究の今後を考える上で、教科教育研究との連携・協力が今以上に必要であると考え、

｢カリキュラム研究のこれからと教科教育研究｣をテーマとした公開シンポジウムを企画しました。また、

前大会から始まった国際分科会（使用言語は英語 ）も設定しました。 

 大会は会員の皆様の積極的な参加の上に成り立つものであると考えております。皆様の参加はもと

より、会員外の教育関係者や一般の方々も歓迎いたしますので、お誘いあわせの上ご参加いただきま

すようお願いいたします。会員の皆様には、多くの発表申込みをお願いしたいと思います。各発表提

案をもとに活発な議論ができますことを期待しております。  

 大会実行委員一同、皆様の本大会へのご参加をお待ち申し上げます。  

日本カリキュラム学会第 22回大会実行委員会  

委員長  大  野  栄  三   

 

大会日程  

■  前  日  2011年 7月 15日 (金 ) 17:00～19:00   理事会会場：北海道大学教育学部  

■  第 １日  2011年 7月 16日 (土 )  9:30～  受付    会場：北海道大学学術交流会館ほか 
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■  第 ２日  2011年 7月 17日 (日 ) 9:00～  受付    会場：北海道大学学術交流会館ほか  
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大会参加要領  

１．会場案内：会場は北海道大学学術交流会館（受付）と文系共通講義棟です。会場までの経路は

下の案内図もしくは、北海道大学ホームページの交通アクセス（ http://www.hokudai.ac.jp/footer/ft_

access.html）をご覧ください。  

＜JR線をご利用の場合＞ 

札幌駅北口から構内まで …… (徒歩約10分) 

＜地下鉄南北線をご利用の場合＞ 

北12条駅から構内まで …… (徒歩約5分) 

北18条駅から構内まで …… (徒歩約10分) 

さっぽろ駅から構内まで …… (徒歩約10分)  

＜地下鉄東豊線をご利用の場合＞ 

北13条東駅から構内まで …… (徒歩約15分) 

さっぽろ駅から構内まで …… (徒歩約10分)  

※おおよその所要時間です 

 

２．受  付：学術交流会館で、大会 1日目 (7月 16日 )は 9:30から、2日目 (7月 17日 )は9:00から行います。 
 

  大会参加費  正会員   3,500円  

学生会員  2,500円  

臨時会員  3,500円  

 

 

３．懇親会：   
 
懇親会参加費  4,000円   

 
    情報交換の場、親睦を深める場です。若手会員もふるってご参加ください。  

４．宿  泊： 

札幌市内には多くのビジネスホテルがあります。手配は各自でお願いします。  

 

５．発表要旨集録の購入： 

大会には参加しないが発表要旨集録を購入したい会員の方は、正会員 3,000円、学生会員 2,000

円を、「７．問い合わせ先」の口座に振込んでください（振込手数料はご負担ください）。 

大会終了後に郵送します。 
 

６．自由研究発表：自由研究発表の時間は、原則として以下の通りです。  
 

 個人研究発表  

共同研究発表  

発表 20分  質疑応答  5分 (計 25分 ) 

発表 40分  質疑応答 10分 (計 50分 ) 
 

 

７．問い合わせ先：   
 

 【事務局】日本カリキュラム学会第 22回大会実行委員会  

         北海道大学大学院教育学研究院  大野栄三 /研究室気付  

    〒060-0811 札幌市北区北 11条西 7丁目  TEL：011-706-3100 

 

     E-Mail：jscs22th@edu.hokudai.ac.jp 

    北洋銀行  店番号  312 口座番号  3953867  

    加入者名  日本カリキュラム学会第 22回大会実行委員会  

 

 

（注意）地図の右が北になります。 



８．課題研究及びシンポジウムに関する情報  
 

 課題研究Ⅰ：    カリキュラム・マネジメントに関する研修プログラムの開発（その２） 

課題研究Ⅱ：    カリキュラムにおける公共性のポリティクス  

課題研究Ⅲ：    研究開発学校における評価のあり方 

課題研究Ⅳ：    国境を越える基本的・基礎的学力の可能性  

公開シンポジウム：  カリキュラム研究のこれからと教科教育研究  
 

 

自由研究発表  申込要領  

 発表希望者は､次ページにある｢自由研究発表申込票（Abstract Submission Form）｣の各項目に

必要事項を記入の上､電子メール添付ファイルで実行委員会宛 (jscs22th@edu.hokudai.ac. jp)に送

付願います。電子メールの件名に、「大会申込み」と必ず記してください。  
 

１．申込票記入上の注意事項  

①発表者名：複数の場合は、発表者の氏名に○をつけてください。  

②発表資格：発表者は会員に限ります(大会までに入会を予定するものを含む)。 

③所   属：発表者が複数の場合は、それぞれの所属を明記してください。  

④発表題目：必要に応じて副題をおつけください。  

⑤発表概要：分科会編成の参考にしますので、発表の主旨を簡潔にご記入ください。  

⑥使用希望機器：使用希望機器がある場合は、記入してください。ただし、機材によっては  

会場校で使用できない場合もありますので、ご承知ください。  

※国際分科会での発表希望者は、自由研究発表申込票 (Abstract Submission Form)を英文

でお書きください。  

２．発表申込締め切り  

自由研究発表申込票（Abstract Submission Form）は、5月 6日 (金 )必着で、実行委員会宛

 ( jscs22th@edu.hokudai.ac. jp )に電子メールで送付願います。郵送でも受け付けますが､できるだけ

電子メールによる申込みをお願いいたします。電子メールの件名に、「大会申込み」と記してください。  

なお、FAXでは受け付けておりません。 

申込の受理後、3日以内に簡単な返信メールを実行委員会より送ります。連絡先の電子メールは

明瞭、正確に書いてください。実行委員会からの返信メールが届かない場合は､受理されていないた

め、再度、確認の電子メールをお送りください。（電子メール使用不可の方は、後日葉書により対応）  

３．発表要旨集録の原稿締め切り  

 原稿（国際分科会は英文）は、6月 13日 (月 )必着で実行委員会宛 (jscs22th@edu.hokudai.ac.

jp)に、原稿ファイルを添付した電子メールでお送りください。電子メール件名に、「発表要旨」と必ず

記してください。原稿は必ずPDF形式でお願いします。それ以外のファイル形式 (word、一太郎等 )で

は、レイアウトが異なる場合がございます。なお、送られてきたPDF原稿をそのまま印刷製本します。執

筆者の校正は行いませんのでご了承下さい。原稿の到着が遅れた場合や未提出の場合は、発表要

旨集録の該当箇所が白紙印刷となりますのでご注意ください。また、発表要旨集録は大会参加費（ま

たは発表要旨集録購入費）を支払った会員だけに配布されます。 

４．発表用レジュメ(資料など)について 

 70部程度をご用意の上、当日ご持参ください。なお、事前に資料を送付していただいても責任をも

って受領･保管ができません。ご了承ください。  



自由研究発表申込票 （Abstract Submission Form）  

※学会HPからDownloadできます  

 電子メールで実行委員会宛 (jscs22th@edu.hokudai.ac.jp)に、次の各項目について記載し申込願

います。※国際分科会での発表を希望される場合は、英文でお書きください。  

(If you wish to present at the international session, please fill out the form in English.)  
 

    ふ り が な 

発表者氏名  

Presenter(s) 

(所属 ) 

(Affiliation)  

 

 

 

(複数の場合は、発表者の氏名に○をつけてください ) 

 Co-presentation: Please mark the presenter name by a circle (○ ). 

 

発表題目  

Title  

 

 

 

連  絡  先  

Contact 

〒  

 

 

TEL・FAX 

E-Mail  

 

 

 

 

 

発表概要  

Abstract 

 

 

 

 

 

 

 

(分科会編成の参考にしますので主旨を簡潔にご記入ください ) 

Please write your abstract within 50 words. 

 

 

使用希望機器  

Equipment 

必要な機器に○をしてください。  

(   )DVD 

(   )Video(VHS) 

(   )Projector  

(ただし、パソコン及び接続アダプタ等は各自でご用意ください) 

＊上記以外の機器は、発表者にてご用意ください。  

懇親会（7月16日） 参加する    ・    参加しない  （どちらかに○をつけてください） 

発表時間：個人研究発表が質疑討論 5分を含めて25分  

    共同研究発表 (発表者が複数の場合 )が質疑討論 10分を含めて50分  

The presentation is 25 minutes including 5 minutes for discussion.   

The co-presentation is 50 minutes including 10 minutes for discussion.  


