ご案内
第 74 回大会準備委員会 委員長 乙須 翼

九州教育学会第 74 回大会（長崎）のご案内
大暑の候、皆様におかれましては、益々ご清栄のことと存じます。
さて、本年度の九州教育学会第 74 回大会（長崎）は、長崎国際大学（佐世保市）を会場に下記の
要領で開催いたします。今大会の総合部会は、
「教育を受ける権利の実質化めぐって（その２）－教
育機会確保法や「学びをとめない」コロナ禍対応を不登校の視点から考える－」をテーマとし、議
論したいと考えております。
自由研究発表、
ラウンドテーブルにつきまして発表を希望される方は、
各申し込み要領を確認の上、申込フォームからお申し込みください。
新型コロナ感染症は心配ではありますが、皆様のご参加を心よりお待ちしております。新型コロ
ナ感染症への対応については、4 頁をご覧ください。
大会が盛会となりますよう、皆様方のご参加を賜われれば幸いです。
記
１．日 時

2022 年 12 月 3 日（土）～ 4 日（日）

２．参加費

正会員 3,000 円

学生会員 1,500 円

臨時会員、ラウンドテーブル参加者（会員外） 1,500 円
３．会 場

１）自由研究発表・ラウンドテーブル
長崎国際大学 2 号館
２）総会・総合部会
長崎国際大学 4101 教室
３）懇親会 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止といたします。

４．日 程
第１日 12 月 3 日（土）
8：30 ～

9：30

9：30 ～

12：00

自由研究発表

12：00 ～

13：00

昼食・休憩

13：00 ～

13：50

総会

14：00 ～

17：30

総合部会

受付

第２日 12 月 4 日（日）
8：30 ～

9：30

9：30 ～

12：00

自由研究発表

12：00 ～

13：00

昼食・休憩

13：00 ～

15：00

ラウンドテーブル

受付
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５．自由研究発表申し込み要領
（１）発表時間
①個人研究発表 発表 20 分 質疑 10 分
②共同研究発表 発表 40 分 質疑 20 分
ただし、発表者がひとりの共同研究発表は、個人研究発表と同じとします。共同研究発表におい
て口頭発表者が複数いる場合には、全ての口頭発表者に〇印を付し口頭発表者であることを明確に
して下さい。
（２）発表部会
発表部会は、下記の中から希望する部会を選んで、申込フォームにてお申し込みください。ただ
し、ご希望に添えない場合があることをあらかじめご承知ください。また、日時の指定にはお応え
できません。
①教育哲学 ②比較教育 ③教育方法（教育課程） ④教育史 ⑤教育経営・行政（法制）
⑥教育社会学 ⑦社会教育・生涯学習 ⑧高等教育 ⑨教員養成
⑩その他（幼児教育、特別支援教育、看護教育など）
（３）発表申し込み
・自由研究発表を希望される方は、インターネット上の「発表参加および企画提案申込フォーム」
よりお申し込みください。
◎発表参加および企画提案申込フォーム URL：https://forms.gle/UMNEMyEfgJ5qu6xg6
※申込フォームは九州教育学会公式 web サイトの大会案内ページや、QR コ
ードからもアクセスできます。
・締切日（厳守） 8 月 26 日（金）必着
・申し込みをされた方には、後日、受理メールを配信いたします。9 月 9 日（金）
までに受理メールが届かない場合は、電話もしくは電子メールで大会準備委
員会事務局までお問い合わせください。
（４）発表要旨提出
・発表申し込みをされた方は、九州教育学会の公式 Web サイトの大会案内ページから「発表要旨」
の様式をダウンロードし、A4 用紙 2 頁の発表要旨（word ファイル）を作成して、下記締め切り
までに大会事務局（kyukyou74@gmail.com）まで「発表要旨」を電子メールでご送信ください。
その際、Word データと PDF データの 2 つをご提出ください（PDF データへの変換ができない
場合は、Word データのみの提出でもかまいません）
。
・締切日（厳守） 10 月 17 日（月）必着
・提出された方には、後日、
「受理メール」を配信します。10 月 24 日（月）までに「受理メール」
が届かない場合は、
電話もしくは電子メールで大会準備委員会事務局までお問い合わせください。
（５）学会発表に関する注意事項
・発表者は、下記の事項及び『九州教育学会研究紀要』刊行規程の確認をお願いいたします。
①自由研究発表におけるテーマは未発表のものとし、口頭発表は、個人研究発表、共同研究発表
を含めて、1 人 1 件とする。発表申し込み並びに投稿申し込み時に、共同研究者の氏名は必ず
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全員分明記する。
②ただし、①に定めた口頭発表者が、当該発表とは別の共同研究において、口頭発表をしない共
同研究者として連名する場合は、この連名は 1 人 1 件までとする。
③共同研究発表において、口頭発表者ではない連名の場合は、1 人 2 件までとする。
④2022 年度の学会費を納入していない場合は発表資格並びに投稿資格は認められない。共同研
究者においても当該年度の会費を納めていない場合は、発表資格並びに投稿資格は認められな
い。
⑤発表申し込み後の発表辞退、題目変更（副題及び字句の修正を含む）は原則として認めない。
⑥やむを得ない事情がある場合には、大会 1 週間前までに大会準備委員会事務局まで通知し、変
更理由を明記した文書を提出する。
⑦正当な理由なく発表を辞退した場合、学会通信に氏名、発表題目を公表するとともに、次年度
の研究発表の資格を失効するものとする。
⑧『九州教育学会研究紀要』に掲載する論文の執筆者は、自由研究発表における口頭発表者に限
る。
⑨口頭発表者が複数の共同研究発表の場合でも、
『九州教育学会研究紀要』に掲載する論文は、執
筆要項に定められたものと同様とする。
・発表の際にプロジェクターを使用する場合は、発表申し込み時にお知らせください。なお、大会
校ではパソコンの用意や貸出しはできません。ご自身でご用意ください。接続ケーブルは、HDMI
を大会校で準備します。必要な場合は、専用コネクタをご持参ください。
６．ラウンドテーブルの申し込み要領
・ラウンドテーブルの企画提案を希望される方は、インターネット上の「発表参加および企画提案
申込フォーム」よりお申し込みください。
◎発表参加および企画提案申込フォーム URL：https://forms.gle/UMNEMyEfgJ5qu6xg6
※申込フォームは九州教育学会公式 web サイトの大会案内ページや、QR コードからもアクセス
できます。
・締切日（厳守） 8 月 26 日（金）必着
・申し込みをされた方には、後日、受理メールを配信いたします。9 月 9 日（金）
までに受理メールが届かない場合は、電話もしくは電子メールで大会準備委
員会事務局までお問い合わせください。
・2022 年度の学会費を納入していない場合は、ラウンドテーブルの企画提案の資格がありませんの
でご注意ください。
・発表申し込みをされた方は、九州教育学会の公式 Web サイトの大会案内ページから「発表要旨」
の様式をダウンロードし、A4 用紙 1 頁の発表要旨（word ファイル）を作成して、下記締め切り
までに大会事務局（kyukyou74@gmail.com）まで「発表要旨」を電子メールでご送信ください（ラ
ウンドテーブルの要旨については、見出し等の細かな形式は指定しておりませんので、発表者数や発
表内容に応じて要旨を作成してください）
。その際、Word データと PDF データの 2 つをご提出く
ださい（PDF データへの変換ができない場合は、Word データのみの提出でもかまいません）
。
・締切日（厳守） 10 月 17 日（月）必着
・提出された方には、後日、
「受理メール」を配信します。10 月 24 日（月）までに「受理メール」
が届かない場合は、
電話もしくは電子メールで大会準備委員会事務局までお問い合わせください。
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７．懇親会について
九州教育学会第 74 回大会（長崎）では、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、懇親会の
開催を中止することにいたしました。ご了承ください。
８．総合部会について
「教育を受ける権利の実質化めぐって（その２）－教育機会確保法や「学びをとめない」コロナ
禍対応を不登校の視点から考える－」というテーマで企画を準備しています。ホームページでプロ
グラムを公開する際に詳細を掲載する予定です。
９．プログラム及び要旨集録の公開について
・プログラムは 9 月下旬、要旨集録は 11 月中旬に学会ホームページで公開します。
・プログラム及び要旨集録はデータによる公開のみといたします。郵送及び冊子の配布は行いませ
んので、各自ホームページよりご確認の上、ご用意ください。
・各教室でも Wi-Fi がご利用頂けますので、会場でのダウンロードも可能です。
１０．昼食について
学内施設（コンビニエンスストア、食堂）の土日利用はできません。また本学から徒歩圏内には
飲食店やコンビニエンスストアはございませんので、ホテル周辺などであらかじめご購入の上、ご
来学ください。
（会場での弁当等の販売はいたしません。
）
１１．宿泊及び交通機関
（１）宿泊
・宿泊先については、ハウステンボス周辺、佐世保駅周辺にホテルがございますので、そちらに直
接ご予約ください。
（２）交通機関
・西九州自動車道「佐世保大塔 IC」より車で約 15 分（福岡方面から）
※自家用車で来学される方は、大学駐車場をご利用ください。
・JR「ハウステンボス駅」から徒歩約 15 分、JR「早岐駅」からタクシー・バス約 15 分
※JR 佐世保駅前バス停ならびに JR 早岐駅前バス停から本学（
「長崎国際大学」ならびに「塔の
崎（長崎国際大学入口）
」
）までは西肥バスをご利用頂けますが、本数が少ないためご注意くださ
い。
・西肥バス長崎空港線「ハウステンボス」から徒歩約 20 分（長崎空港から）
１２．新型コロナウイルス感染症への対応について
・参加人数の把握と受付等での混雑回避のため、大会参加の事前申し込みを予定しております。詳
細はプログラム公表時にお知らせいたします。
・新型コロナウイルス感染症の状況によっては、開催方法をリモート開催に切り替えます。
・リモート開催の場合は、発表形式を変更します（Web 会議システム zoom を利用したオンライン
開催）
。
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・なお、自由研究発表の申し込みについて、リモート開催を理由とした発表取り消しは原則お受け
できませんので、ご注意ください。
・リモート開催になる場合は、9 月末までにお知らせいたします。

大会当日までの予定
8 月 26 日（金）

発表申込み〆切（9 月 9 日までに受理メール連絡）

8 月下旬～9 月上旬

リモート開催にする場合、臨時理事会開催

9 月下旬

プログラムをホームページで公表

10 月 17 日（月）

発表要旨集録原稿〆切（10 月 24 日までに受理メール連絡）

11 月中旬

発表要旨集録をホームページで公表

12 月 3 日～4 日（土・日） 第 74 回大会

お問い合わせ先

九州教育学会第７４回大会準備委員会事務局
〒859-3298 長崎県佐世保市ハウステンボス町 2825 番 7 長崎国際大学人間社会学部内
九州教育学会第 74 回大会準備委員会事務局（乙須研究室）
TEL 0956-39-2020（大学代表）
E-mail：kyukyou74@gmail.com
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