日本学習社会学会

第１１回大会について

●期日：２０１４年９月６日（土）～７日（日）
●会場：早稲田大学
早稲田キャンパス 14 号館（〒169-8050 東京都新宿区西早稲田 1-6-1）

●交通アクセス：最寄り駅は地下鉄東西線「早稲田」駅 改札口から徒歩１０分です。

早稲田大学HP（http://www.waseda.jp/common/images/campus/waseda_tokyo1.png）より

【バスをご利用の場合】
◎ JR 山手線 / 西武新宿線高田馬場駅より早大正門行き（学 02 系統）バス 10 分、
「西早稲田」下車徒歩 3 分です。
◎ JR 山手線 / 西武新宿線高田馬場駅より九段下行き（飯 64 系統） / 上野公園行き（上
69 系統）バス 12 分、「甘泉園公園前」下車徒歩 3 分です。
【地下鉄をご利用の場合】
◎ 東京メトロ東西線早稲田駅 3b 番出口 / 2 番出口より徒歩 10 分です。
◎ 東京メトロ副都心線西早稲田駅 1 番出口より徒歩 15 分です。
【路面電車をご利用の場合】
◎ 都電荒川線早稲田駅より徒歩５分です。
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●宿泊について：
「早稲田」
「高田馬場」駅近辺の下記ホテルなどが主な宿泊施設となります。下表等をご
参照の上、各自でご手配いただきますようお願い申し上げます。
ホテル名
ホテル椿山荘東京
リーガロイヤルホテル東京
ホテルサンルート高田馬場

TEL
03-3943-2222
03-5285-1121
03-3232-0101

アクセス
「早稲田」駅 3a 出口徒歩 15 分
「早稲田」駅 3a 出口徒歩１0 分
「高田馬場」駅早稲田口徒歩 2 分

※なお、「新宿」駅近辺には宿泊施設が沢山ありますので、各自でご手配ください。

● キャンパス案内図（会場：早稲田大学 14 号館）

西門
１４号館

北門

正門

早稲田大学 HP (http://www.waseda.jp/jp/campus/waseda.html)より
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●大会日程・プログラム予定：
【9月6日(土)】
午前 理事会
午後

受付
自由研究発表
総会
公開シンポジウム

（11:00-12:30）
（10:30-）
（13:00-14:30）
（14:40-15:40）
（15:50-18:20）

＊テーマ
「多文化社会における生涯学習システム構築の課題 -先住民族の教育権保障をめぐって-」
＊シンポジスト：前田耕司（日本学習社会学会長・早稲田大学）
パトリシア・コニグスバーグ（西オーストラリア州教育省附属教育研究所）
岩﨑正吾（早稲田大学）
ヴラジーミル・A・ミーノフ（クラスノヤルスク地方教員資格向上研究所）
＊司会：桑原清（北海道教育大学）
懇親会

（18:30-20:30）※会場：早稲田大学生協大隈ガーデンハウス

【9月7日(日)】
午前 受付
（9:00-9:30）
課題研究Ⅰ・Ⅱ
（9:30-12:30）
＊課題研究Ⅰ
「子どもの貧困問題と教育 -国際比較の観点から-」
＊報告者
新保敦子（早稲田大学）、川原健太郎（早稲田大学）、上野昌之（首都大学東京（非））
＊司会
出相泰裕（大阪教育大学）
＊課題研究Ⅱ
「学習社会におけるアクティブ・ラーニングの可能性」
＊報告者
田中雅文（日本女子大学）、若園雄志郎（宇都宮大学）、井口啓太郎（国立市公民館）
＊司会
中村香（玉川大学）
昼休
午後

自由研究発表

（13:30-16:00）

※発表申し込み件数その他の事由により、プログラム等には変更の可能性があります。
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●諸費用：
【大会参加費】学生：１０００円 / 一般：２０００円
【懇親会費】４０００円
※公開シンポジウムのみの参加費は無料です。
※諸費用は大会当日に受付にてお支払いください。
※非会員は臨時会員としてご参加できます。
●大会・懇親会参加申し込み：※自由研究発表を希望されない方
「発表・参加申し込み」葉書に必要事項を記入し、２０１４年８月８日（金）必着で、
ご投函下さい。
〒169-8050 東京都新宿区西早稲田 1-6-1
早稲田大学 教育・総合科学学術院 岩﨑正吾研究室 気付

●自由研究発表について：
（１）自由研究発表を希望される方は、「発表・参加申し込み」葉書に必要事項を記入し、
２０１４年７月１４日（月）必着（厳守）で、ご投函下さい。
※実行委員会宛 E-mail［learningsociety2014@yahoo.co.jp］によるお申し込みも承ります。
①件名を「日本学習社会学会第１１回大会発表申し込み（発表者名字）」とし、
②本文に「氏名」「所属」「発表題目」「PC 使用の有無」を明記して下さい。
※お申し込みの際の E-mail アドレス宛、事務局より「受領確認メール」をお送り致します。
７月２１日（月）時点で「受領確認メール」が届かない場合、実行委員会宛ご照会下さ
い。
（２）発表時間

個人研究発表 発表 20 分・質疑 5 分
共同研究発表 発表 30 分・質疑 10 分

※共同研究発表の口頭発表者が 1 名の場合、個人研究発表と同様の時間とします。
※時間厳守でお願い致します。

（３）自由研究発表の有資格者は、２０１３年度までの会費納入済の会員です。
※非会員が発表を希望する場合は、上記の発表申し込み期限（７月１４日）までに入会
申込書［ダウンロード：http://learning-society.net/shinmoushikomi.pdf］を学会事
務局に送付（必着）かつ今年度会費を納入することが条件となります。
【日本学習社会学会事務局（入会に関するお問い合わせ先）】
※本大会の事務局とは異なりますので、ご注意下さい。
〒184-8501 東京都小金井市貫井北町4-1-1
東京学芸大学教員養成開発連携センター
佐藤千津研究室
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気付

（４）自由研究発表の部会・発表順等については、「発表・参加申し込み」の「発表題目」
等を参考に、実行委員会にて調整させていただきます。
（５）自由研究発表を申し込まれた方は、別紙「発表要旨執筆要領」に基づき、
「発表要旨」
原稿を、２０１４年８月８日（金）必着（厳守）で、ご提出下さい。
※電子媒体（実行委員会宛 E-mail［learningsociety2014@yahoo.co.jp］→添付ファイル）
による受付を原則と致します（Microsoft Word 推奨。特殊フォントの使用は可能な限り
ご遠慮下さい）。
※紙媒体でご提出の場合、ハードコピーをそのまま印刷させていただきます。

【第１１回大会実行委員会事務局】
E-mail アドレス：learningsociety2014@yahoo.co.jp
日本学習社会学会 第１１回大会実行委員会
実行委員会委員長
岩﨑 正吾（早稲田大学）
実行委員会事務局長
呉 世蓮 （早稲田大学（非））
実行委員会事務局次長 西村 芳彦（早稲田大学大学院）
実行委員会事務局次長 高 雅潔 （早稲田大学大学院）
井谷 泰彦（早稲田大学大学院）
実行委員会委員
実行委員会委員
実行委員会委員
実行委員会委員
実行委員会委員
実行委員会委員
実行委員会委員

大谷 杏 （早稲田大学大学院）
宮崎 敦子（早稲田大学大学院）
蘇 佩怡 （早稲田大学（非））
張 鵬 （早稲田大学大学院）
李 瀟 （早稲田大学大学院）
若園 雄志郎（宇都宮大学）
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自由研究発表希望者 各位

日本学習社会学会 第１１回大会
「発表要旨」執筆要領
日本学習社会学会第１１回大会で自由研究発表を希望される会員各位におかれましては、大会当日に配
布する発表要旨集録の原稿を、下記の要領でご作成の上、実行委員会事務局までお送りいただきますようお
願い致します。
記
１．書式
以下の書式に沿って作成して下さい。
① 分量は A4 版 2 ページ以内です。上下左右の余白は 25 ㎜、文字数・行数は 40 字×38 行とします。
② タイトル（および副題）は 1 ページ目の 1～3 行目に中央揃えでご記入下さい。タイトル（および副題）の
後、1 行の空白をはさみ、氏名（所属）の順に右寄せでご記入下さい（共同発表の場合は、発表者 1 人に
つき 1 行）。さらに 1 行の空白をおいて、本文を始めて下さい。
③ フォントは「明朝」「ゴシック」「Times New Roman」「Arial」等を使用し、特殊フォントの使用は可能な
限りご遠慮下さい。フォントサイズはタイトル 12 ポイント、その他（副題・氏名･所属・本文）は 10.5 ポイント
にご設定下さい。
④ ヘッダーとフッターは設定しないで下さい（通しページ等は事務局で編集致します）。
⑤ 原則として、ご提出いただいたデータをそのまま印刷致しますが、体裁を揃えるため、事務局で若干の
書式の修正等をさせていただく可能性がございます。予めご了承下さい。
２．「発表要旨」の提出
＠ 「発表要旨」原稿は、原則として電子媒体のファイルを E-mail 添付でご提出下さい。
＠ ファイル形式は、原則として「ワード」（Microsoft Word）、もしくは「一太郎」など、汎用性の高いテキスト
データでお送り下さい（Microsoft Word 推奨）。
＠ 紙媒体でご提出の場合は、ハードコピーをそのまま印刷させていただきます。
・E-mail の場合の送付先： learningsociety2014@yahoo.co.jp
・郵送の場合の送付先： 日本学習社会学会 第 11 回大会実行委員会事務局
〒169-8050 東京都新宿区西早稲田 1-6-1
早稲田大学 教育・総合科学学術院 岩﨑正吾研究室 気付
３．原稿提出の締め切り日
２０１４年 ８月８日(金) 必着 （厳守）
４．問い合わせ先
日本学習社会学会 第１１回大会実行委員会（事務局長 呉世蓮）
E-mail： learningsociety2014@yahoo.co.jp

