日本カリキュラム学会 第 27 回（香川大学・附属高松小）大会のご案内
このたび，日本カリキュラム学会第 27 回大会を香川大学と附属高松小学校でお引き受けし，大会の開
催に向けて，準備を進めております。今まさに教育改革の真っ只中にあり，特に教育課程に関しては次期
学習指導要領の改訂に向け，大きな改革が検討されています。そのようなときに，本学で全国大会を引き
受けさせて頂けますことを光栄に思います。
会員の皆様におかれましては，多くの発表申込みをお願い申し上げます。活発な議論が展開されるよう，
皆様の温かなご支援とご協力をお願い申し上げますとともに，多くの皆様のご参加を心よりお待ちしてお
ります。何とぞよろしくお願い申し上げます。
日本カリキュラム学会 第 27 回大会実行委員会
委員長
北林 雅洋

＜大 会 日 程＞

９：４５
１０：００
１２：００
１３：４５

休憩
公開シンポジウム(体育館)

小学校

◆前日
2016 年 7 月 1 日(金) １５：００～１７：００ 理事会(サンポート５５会議室)
◆第１日目 2016 年 7 月 2 日(土) ８：３０～開場(香川大学教育学部附属高松小学校)
受付： １２：００~１３：４５(香川大学 415 講義室前)
９：００
附属高松小学校 授業公開

授業を研究する，カリキュラムを研究する~附属高松小学校の授業実践をもとにして～

昼食［学食・近隣のうどん店等］
・受付(香川大学)
自由研究発表Ⅰ

１８：００
１８：１５

休憩
課題研究Ⅰ

課題研究Ⅱ

カリキュラム研究からみた

現代社会における主権者教育の課題を問う

大学

１５：４５
１６：００

アクティブ・ラーニングの検討

移動
研究交流会［大学生協ソラミ］

２０：１５

１５：３０

大学

◆第２日目 2016 年 7 月 3 日(日)
受付： ９：３０~１４：００(香川大学４１５講義室前)
１０：００
自由研究発表Ⅱ
１２：００
移動
１２：１５
総会(415 講義室)・昼食
１３：３０
課題研究Ⅲ

課題研究Ⅳ

現代日本の教育課程政策における

PISA の批判的再検討

政治・行政・経営をめぐる諸課題(その２)

―国際的比較学力調査のポリティクス―

大会参加要領
１．会場案内

教育学部
高松空港から
空港連絡バス→「県庁通り･中央公園前」下車徒歩 15 分
JR 高松駅から
徒歩：15 分（駅を出て右．線路沿い 7 分．右に JR を跨
ぐ翠色の歩道橋がある三叉路で左へ．直進
ことでんバスまちなかループバス西回り：
「教育学部前」
下車
ことでんバス 11：
「幸町」下車（便数少）
JR 高徳線 昭和町駅から 徒歩 5 分

附属高松小学校
高松空港から
空港連絡バス→「県庁通り・中央公園前」下車
徒歩 5 分
JR 高松駅から
徒歩 15 分（駅を出て右へ直進．高松北警察署で右．
ガソリンスタンドで左．道なりに直進）
ことでんバス
下笠居線・香西線(宮脇町経由)
ショッピング・レインボー循環西回り
「県庁・日赤前」下車 徒歩 1 分

↓至高松空港
附属高松小学校内案内図 北門からお入りください。

香川大学構内案内図 正門から西向きにまっすぐお進みいただき，⑩の北 4 号館へお越しください。
受付は 415 講義室前です。
⑨北 3 号館（研究発表会場）
⑩北４号館（研究発表会場）
⑪北 5 号館（研究発表会場）
㉓図書館
㉔大学会館
1F 学館食堂ダイニング空海（昼食）
2F カフェ SORAMI（研究交流会会場）
㉕OLIVE SQUARE（ラウンジ他）
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２．受 付
1 日目と 2 日目の受付は同じ場所です。
・大会第 1 日目（7 月 2 日（土）
）は 12：00 から香川大学教育学部の 415 講義室の前で行います。
※午前中の附属高松小学校では受付は行いません。
・大会第 2 日目（7 月 3 日（日）
）は 9：30 から香川大学教育学部の 415 講義室の前で行います。
３．大会参加費
・次の通りです。会員サービス向上のため，昨年同様，大会参加費を安く設定しました。一人でも多く
の参加をお待ちしております。当日，受付にてお支払い願います。
・大会第 1 日目（7 月 2 日（土）
）の 9 時 00 分から予定されております公開授業及び公開シンポジウム
につきましては，どなたでも無料で参加いただけます。この機会にぜひ奮ってご参加ください。
大会参加費

正会員
3,000 円
学生会員 2,000 円
臨時会員 3,500 円

４．昼 食
・両日ともに，大学会館の食堂をご利用いただけます。
・小学校や大学近隣にコンビニやうどん店等がございますので，そちらもご利用ください。
・両日ともに学会参加者用にお弁当の受注・販売は行いませんので，ご了承ください。

５．研究交流会
・大学会館にて行います。当日，受付にてお支払願います。皆様の積極的な参加をお待ちしています。
研究交流会参加費 4,000 円
６．宿泊斡旋
・大変申し訳ありませんが，宿泊の斡旋はいたしません。ご自身で手配願います。
７．事前受付
・お振込みによる事前受付はありません。当日，参加費を申し受けます。
８．課題研究のテーマ
課題研究Ⅰ

カリキュラム研究からみたアクティブ・ラーニングの検討

課題研究Ⅱ

現代社会における主権者教育の課題を問う

課題研究Ⅲ

現代日本の教育課程政策における政治・行政・経営をめぐる諸課題(その２)
－中央教育審議会における政策形成過程の検討を中心として－

課題研究Ⅳ

PISA の批判的再検討―国際的比較学力調査のポリティクス―

９．公開シンポジウムのテーマ

授業を研究する,カリキュラムを研究する～附属高松小学校の授業実践をもとにして～
7 月 2 日(土)の９：００～実施する公開授業を受けてのシンポジウムとなります。
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１０．自由研究発表
・自由研究発表の時間は，原則として次の通りです。
個人研究発表 発表 20 分 質疑討議 5 分 （計 25 分）
共同研究発表 発表 40 分 質疑討議 10 分 （計 50 分）
１１．大会までの主なスケジュール
・
「自由研究発表申込票」の提出〆切：5 月 10 日（火）必着（電子メール）
・大会プログラムの送付
：6 月 3 日（金）発送予定（郵送）
・
『発表要旨集録』の原稿提出〆切 ：6 月 7 日（火）必着（電子メール）
※〆切厳守でお願いいたします。
※発表要旨原稿が締切日までに届かない場合には，
『発表要旨集録』の該当箇所が白紙となります
ので，ご注意ください。
１２．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／大会には参加するが追加で『発表要旨集
録』を購入したい会員の方は，1,500 円を次の口座に振り込み，その旨を大会事務局までご連絡くだ
さい。振込手数料はご負担願います。大会終了後にお送りいたします。
【ゆうちょ銀行もしくは郵便局で手続きする場合はこちら】
・口座名義：日本カリキュラム学会第 27 回大会実行委員会
・記号・番号：16310 17905151
【別の銀行等の金融機関から手続きする場合はこちら】
・銀行名：ゆうちょ銀行
・店 名：六三八店（ロクサンハチ） 店 番：638
・預金種目：普通預金
・口座名義：日本カリキュラム学会第 27 回大会実行委員会
・口座番号：1790515

１３．問い合わせ先（大会事務局）
・日本カリキュラム学会 第 27 回大会実行委員会
住
所：〒760-0017 香川県高松市番町 5-1-55
香川大学教育学部附属高松小学校 黒田 拓志
E-mail：jscs27@ed.kagawa-u.ac.jp
大会 HP：http://www.ed.kagawa-u.ac.jp/~jscs27/
※大会に関するご案内や Q&A は大会 HP をご参照ください。
※ご不明な点等につきましては，E-mail にてお問い合わせ願います。
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自由研究発表 申込要領
発表希望者は，
「自由研究発表申込書」に必要事項を記入の上，電子メールに添付して第 27 回大会実行
委員会宛にご送付ください。なお，どうしても電子メールによる送付ができない場合に限り，4 頁目に記
載した「１３．問い合わせ先」宛てまで郵送（〆切日必着）にて受け付けます。
１．発表資格
Ａ．自由研究発表者は，共同発表者を含め，6 月 10 日（金）までに本年度の年会費を納入した会員でな
ければなりません。会費納入等に関わる事務は，国際文献社に委託しており，大会当日に学会事務
局で会費納入の窓口設置を設けておりません。
発表を申し込まれる皆様には、学会から納入依頼が届き次第、速やかに年会費の「前納」の振り込み
をお願いいたします。会費納入状況につき、ご不明の点がございましたら、
（株）国際文献社内・日
本カリキュラム学会会員窓口までお問い合わせください。
（年会費：一般 8,000 円、学生 5,000
円、団体 10,000 円）
。くれぐれも大会事務局の口座に振り込まないよう、お気をつけください。
≪日本カリキュラム学会会員窓口≫
TEL：03-5389-6213 ／ FAX：03-3368-2822 ／ E-mail:jscs-post@bunken.co.jp
Ｂ．新入会員で発表を希望される方は，発表申込〆切までに速やかに入会手続きをしてください。遅れ
ますと，資格不備により発表できません。
Ｃ．登壇する口頭発表者（○のつく人）は，個人研究発表 1 件と共同研究発表 1 件の合計 2 件まで申請
することができますが，登壇者でなければ，重複して発表者名を登録することは可能です。
２．
「自由研究発表申込書」記入上の注意事項
①発表者名：複数の場合は，登壇者の氏名に○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
用意できない場合もありますので，ご承知ください。
３．
「自由研究発表申込書」の提出〆切：5 月 10 日（火）必着（jscs27@ed.kagawa-u.ac.jp）
・必要項目「発表者氏名（ふりがな）
・所属」
「発表題目」
「連絡先」
「発表概要」
「使用希望機器」を記入
の上，大会実行委員会に電子メールに添付してお送りください。その際，電子メールの件名は「自由
研究発表申込（○○）
」
（○○内に姓を記す）としてください。
・受理でき次第，3 日以内に返信メールをお送りいたします。返信がない場合，受理されておりません
ので，再度，確認の電子メールをお送りください。なお，FAX では受け付けておりません。
４．
『発表要旨集録』の原稿提出〆切：6 月 7 日（火）必着（jscs27@ed.kagawa-u.ac.jp）
・
「
『発表要旨集録』フォーマット」にそって原稿（必ず PDF 形式）を作成し，大会実行委員会に電子メ
ールに添付してお送りください。送られてきた原稿をそのまま印刷製本いたします。執筆者による校
正は行いませんので，予めご了承ください。
・受理でき次第，3 日以内に返信メールをお送りいたします。返信がない場合，受理されておりません
ので，再度，確認の電子メールをお送りください。なお，〆切期日より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。
５．発表用レジュメ（資料など）について
・70 部程度をご用意のうえ当日持参してください。事前に送付することはお控え下さい。
課題研究及び公開シンポジウムの発表も自由研究発表と同様、
『発表要旨集録』の原稿（必ず PDF 形
5
式）を作成し、6 月 7 日（火）必着で大会実行委員会に電子メールに添付してお送りください。電子
メールの件名は「課題研究（○○）
」又は「シンポ（○○）
」
（○○内に姓を記す）としてください。

