2020 年 3 月 1 日

日本国際理解教育学会 第30回研究大会（玉川大学）のご案内
大会参加・自由研究発表申し込みについて

日本国際理解教育学会会長
第30回研究大会実行委員長
向春の候、皆さまにはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

森茂岳雄
小林

亮

さて、日本国際理解教育学会第30回研究大会を下記の要領にて開催いたします。多数の参加を賜りますよ
うご案内申し上げます。大会プログラムは、本学会ホームページおよびFacebookに掲載いたします。会員
の皆さまには４月下旬頃に郵送する予定です。
日： 2020年6月19日（金）・6月20日（土）・6月21日（日）

１．期

２．会 場： 玉川大学 （東京都町田市玉川学園6－1－1）
３．主

催： 日本国際理解教育学会

４．共

催： 玉川大学

５．協

力： 公益財団法人ユネスコ・アジア文化センター（ACCU）

６．後

援： 東京都教育委員会、町田市教育委員会、多摩市教育委員会、稲城市教育委員会、
公益社団法人 日本ユネスコ協会連盟、ESD活動支援センター

７．日

程

プレイベント 2020年6 月19日（金）
午後 「異己」プロジェクト 公開授業（町田市立町田第五小学校）
第 1 日目

17:00 第１回理事会（於玉川大学）

2020年6 月20日（土）
9:30

10:00

受付

12:00
自由研究発表

13:00

昼食

14:00

総会

17:00

公開シンポジウム

17:30

移動

19:00

情報交換会

ACCUシンポジウム 10:00～12:00
第 2 日目

2020年6 月 21 日（日）

9:00

9:30

受付

12:00
自由研究発表

13:00

昼食

16:00
特定課題研究
論文の書き方

“実践者のための”論文の書き方コーチング 13:00～15:00
８．公開シンポジウム（玉川大学主催）

一般公開：会員以外の方の参加も歓迎（参加費無料）

テーマ：SDGs目標達成に向けた国際理解教育の役割 －

ユネスコとの連携を再構築する

気候変動や国際間の分断・対立など持続不可能な現実に直面している現在の世界は、国連の持続可能
な開発目標（SDGs）に代表されるように、あらゆる立場の人が協力して人類社会のパラダイム転換に対
応していく必要に迫られています。本学会は設立以来ユネスコの提唱する価値教育の現代的意義を追求
してきましたが、30周年を迎えるにあたり、SDGs目標達成という人類社会の優先課題に向けてユネスコ
価値教育の出発点である国際理解教育に何ができるかをユネスコの専門官および国内外の専門家ととも
に学際的に検討し、国際理解教育の今後の展望を探ってゆきたいと思います。
パネリスト：

ユネスコ職員（予定）、国内外のSDGs研究・実践の専門家
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９．特定課題研究
テーマ：21世紀の社会変容と国際理解教育－自己変容をもたらす新しい学びの創造に向けて－
研究・実践委員会では「21世紀の社会変容と国際理解教育」という大テーマのもと４本のプロジェクト、
すなわち「社会変容と自己変容をつなぐ『架け橋』づくり」「公正に向けての学び・文化づくり：多様な
地域実践と共に歩む」「21世紀の社会変容と身体性」「グローバル化とナショナリズムの狭間で：社会変
容と国際理解教育政策」を実施しています。本大会ではこの４プロジェクトの進捗状況と成果を共有する
とともに現代社会における喫緊の教育課題に呼応すべく今後の研究・実践のさらなる課題を展望します。
会員の皆さまの積極的な参加をお待ちしております。
１０．“実践者のための”論文の書き方コーチング
テーマ：実践研究論文の書き方についての基本を学ぶ（実践者対象）
優れた実践が公開されることなく，現場にうずもれていることが多々あります。しかし現状では， 学校現場
等の実践者から投稿された論文については，実践内容は意義深いものであっても，研究論文としての作法や体
裁が充分整っていないために，掲載に至らないケースが多々あります。そこで実践者による優れた実践の論文
化を促進するために、紀要編集委員及び理事による“実践者のための” 論文の書き方コーチングを開催しま
す。実践研究論文執筆の基本や注意事項について，講義とワークショップを通してコーチングを行います。
１１．参加申し込み及び参加費（大会参加、情報交換会参加）
参加申し込みは、学会ホームページ「研究大会のお知らせ」のオンラインフォームからお願いいたします
（2020 年 5 月15 日（金）締切）。
大会参加費、情報交換会参加費は、所定の口座へお振込みをお願いします。期日（2020 年5月15日（金））
を 過ぎ てか らお 振込み をさ れた 方は 、
必ず「振込受領書」等の証明書類を受付にてご提示ください。
振込みが確認できない場合は、当日大会参加費をいただくこともありますのでご了承ください。
(1) 大会参加

・参加費：事前振込：
当日：

学生・院生

2,500 円

一般

3,500 円

学生・院生

3,000 円

一般

4,000 円

※当日の受付は混雑が予想されますので、事前にお振込みいただきますよう、お願い申し上げます。
なお、一度お振込み頂きました金額は、返金いたしかねますのでご了承ください。
振込先：（銀行名・支店名）三菱 UFJ 銀行
（種

別）

町田支店

（店番

228）

普通

（口座番号）

1677218

（加入者名）

日本国際理解教育学会第30 回研究大会 実行委員長 小林亮

（振込手数料は自己負担でお願いします。）
(2) 情報交換会

・参加費：事前振込：
当日：

学生・院生

3,000 円

一般

3,500 円

学生・院生

3,500 円

一般

4,000 円

※会場準備の関係がありますので、事前のお申し込みをお願いいたします。
・会

場：玉川大学 朔 風 食 堂

・日

時：2020 年 6 月 20 日（土） 17 時 30 分～19 時 00 分
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１２．自由研究発表申し込み
(1) 発表申し込み方法

発表申し込みは、学会ホームページ「研究大会のお知らせ」のオンラインフォームからお願いいたします
（2020 年 3 月31 日（火）厳守）。共同研究発表の場合は代表者がお申し込みください。お申し
込み後、折り
返し確認のメールが届きます。確認のメールが届かない場合は、大会実行委員会までメールにてお問い合わせ
ください。
(2) 使用機材

分科会の会場には基本的にプロジェクターが付設されておりますが、パソコンは各自でご用意ください。
ただし、HDMI 端子は、すべての教室に設置されているわけではありませんので、出力端子が HDMI端子の
みのパソコンの方は、RGB に変換できるものをご用意ください。
(3) 配布資料

抄録以外に配布資料がある場合は、一つの発表につき 50 部を事前にご用意ください。大会実行委員会は、
印刷をお引き受けすることはできません。
(4) 発表時間

1 発表の持ち時間は 30 分です（発表：20 分、質疑応答：10 分）。
(5) 発表抄録原稿の提出について

同封の「研究発表抄録原稿執筆要領」に基づいて A4 判 2 ページで作成し、E-mail に PDF ファイルを 添付の
上 、送付してください（2020 年 5 月 15 日（金）厳守）。留意事項は次の通りです。
①E-mail の標題を「発表抄録原稿（氏名）」としてください。
②E-mail に抄録原稿（PDF ファイル）を添付し、大会実行委員会宛に送付してください。
(6) 発表資格

発表者及び共同発表者は、2020 年 3 月 31 日（火）までに本学会の会員であり、2019 年度までの会費
を完納していること。

自由研究発表申込締切：

2020年 3 月 31日（火）（厳守）オンライン申込

抄録原稿提出締切：

2020年 5 月 15日（金）（必着）PDF・E-mail添付のみ

大会参加申込締切：

2020年 5 月 15日（金）

オンライン申込

大会参加費等振込期限：

2020年 5 月 15日（金）

参加費等納入方法参照

１３．大会当日の案内
2020 年 6 月 2 0 日（土）は 午前 9 時 30 分、6 月 20 日（日）は 午前 9 時より受付を開始いたします。
事前申し込みをされた方は、受付にて名札と研究発表抄録をお受け取りください。なお事前申し込み無しでも
大会に参加いただけます。当日参加の場合は、当日参加申込書にご記入の上、受付にて参加費等をお納めくだ
さい。

１４．宿泊施設
宿泊施設の予約は各自でお願いいたします。小田急線町田駅周辺のホテルが便利です。特に、町田駅前の
ホテル町田ヴィラ、相模大野駅前の小田急ホテルセンチュリー相模大野などは便利です。宿泊施設の予約は、
東京オリンピック・パラリンピックの関係で込み合うことが予想されますので、お早めにお願いいたします。
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１５．玉川大学キャンパスへのアクセス

会場：玉川大学 大学教育棟2014 〒194-8610 東京都町田市玉川学園 6－1－1

＜玉川学園周辺の交通マップ＞

＜玉川学園キャンパスマップ＞
JR 新幹線でお越しの方
JR「新横浜」駅から、JR横浜線にて町田駅まで行き、
小田急線に乗り換えて玉川学園前下車。徒歩3 分。
東京都心からお越しの方
小田急線で新宿駅から快速急行／急行で新百合ヶ丘駅まで
行き、各駅停車に乗り換えて玉川学園前駅下車。徒歩3分
※自家用車でのご来校はご遠慮ください。

お問い合わせ先：
日本国際理解教育学会 第30回研究大会 実行委員会
〒194-8610 東京都町田市玉川学園6-1-1 玉川大学教育学部

E-mail makoto@edu.tamagawa.ac.jp (小林研究室)
JAIE 第30回研究大会 実行委員会（玉川大学）：
小原一仁、寺本潔、高城宏行、樋口雅夫、宮本英征、山田深雪、小林亮
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