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諸費用のお支払い

抄録原稿登録

情報

アクセス

大会委員長からのごあいさつ
ごあいさつ

日本子育て学会第５回大会が、2013年8月28日(水)29日(木)に日高富士見台幼稚園.
こどもえん保育園と三ケ島幼稚園の共催により、学会初の幼稚園主催で開催されま
す。
子育て学会の設立の理念である研究者、支援者、保護者が三位一体となった研究
発表の場として、乳幼児期を身近に感じていただける施設での開催を、日本子育て学
会開設当初より検討示唆していましたが、なかなか実現には至りませんでした。今大
会で、創設当初からの三位一体の具体的な形になればと思い、幼稚園で開催会場を
お引き受けさせて頂きました。誰もが過ごしてきた幼児期の思いに立ち返りながら、今
大会が新たな試みとしての一石を投じることができればと思っています。
大会テーマ「ちいさな命 のりこえる力 はぐくむ愛」は、大切な命の誕生から、様々な
事柄を乗り越え育ち、育てられていく子育ての姿を表現しています。
第一日目の８月２８日は、所沢市三ケ島の光輪学園三ヶ島幼稚園で行います。三ケ
島幼稚園は、開園当初より、幼稚園と保育園が隣接するスタイルで一昨年度まで、幼
保一元化を行っていましたが、昨年度より保育園を別の敷地に移し、新たな形でスタ
ートした幼稚園です。その一環として、乙武 洋匡さんの特別講演会「子供にとって大切
なこと」が実現いたしました。ポスター発表、ランドテーブル、シンポジウム等振るってご
参加ください。
第二日目の２９日は、会場を航空発祥の地である航空公園駅の所沢ミユーズ移し、
日本子育て学会青柳肇理事長基調講演をはじめ、劇団プークによる絵本の読み聞か
せの実演やシンポジウムを企画しています。
初回大会開催の所沢で、その原点に立ち返ったつもりで、準備委員会スタッフ一同、
大会を成功させたいと思っております。皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。
２０１３年４月吉日
日本子育て学会第５回大会準備委員会
委員長 喜多濃 太香

お問い合わせ

原則的に「事務局」宛にメールにてお願いいたします。 お問い合わせ時には、お名前
とご連絡先を明記ください。お問い合わせ後２週間ほど過ぎてもこちらからの返信がな
い場合は、お手数ですが再度ご連絡くださいますようお願い申し上げます。 なお、事
務局からのメール送信ができない等の問題が発生した場合には、ホームページにてお
知らせをいたしますので、更新情報をこまめにチェックしてください。
宛先 日本子育て学会 第５回大会準備委員会事務局
メール
住所

埼玉県所沢市三ケ島３丁目１４１０番地
三ケ島幼稚園内
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第５回大会のご案内
第５回大会ご案内
日程・場所

参加・発表申込み

2013年 8月28日（水） 三ケ島幼稚園
8月29日（木） 所沢市民センター ミューズ キューブ小ホール

諸費用のお支払い
主なプログラム

抄録原稿登録

情報

アクセス

午前 特別講演
総会
8月28日（水）
午後 研究発表（ポスター発表）
自主シンポジウム
自主ランドテーブル
午前 （一般公開）理事長基調講演
大会準備委員会企画
8月29日（木）
プロジェクト研究推進委員会報告
午後 大会準備委員会企画
研究交流委員会企画シンポジウム

プログラムの詳細

本大会では、大会プログラムの印刷・郵送は致しません。
各自でファイルを印刷のしてご持参いただくか、情報端末等にダウンロードしてご利用
ください。
大会プログラムのダウンロード（PDFファイル）
大会プログラム（完成版）を公開致しました。
このプログラムは2013年8月2日公開の完成版です。

大会までのスケジュール

日程

申込み
費用納入
自主シンポジウム
５月３１日（金） ・ラウンドテーブル
ポスター発表
６月１４日（金） ポスター発表
（締切延期）
６月３０日（日）

抄録原稿登録

自主シンポジウム
発表費納入 ・ラウンドテーブル
ポスター発表

７月８日（月）
発表費納入 ポスター発表
（締切延期）
７月３１日（水） 大会参加申込み 参加費納入
※ 発表費には、ポスター発表および自主シンポジウム・自主ラウンドテーブルのすべ
てが含まれます。
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参加・発表申込み
第５回大会ご案内
参加申込み

参加・発表申込み

第５回大会に参加される方はどなたも、下記のフォームに必要事項をご記入の上、ご
送信をお願いします。

諸費用のお支払い
研究発表（ポスター発表）の申込み

抄録原稿登録

情報

アクセス

研究発表（ポスター発表）を希望される方は、下記のフォームに必要事項をご記入の
上、ご送信をお願いします（上記「参加申込み」のご送信も別途必要です）。連名で発
表される場合は、筆頭発表者の方だけが「ポスター発表申込み」を期日までにご送信く
ださい。併せて、発表者（筆頭発表者）の方は、「ポスター発表の原稿テンプレート
（temp_poster.doc）」をダウンロードし、「抄録原稿登録」ページの原稿作成要領に従っ
て抄録原稿を作成の上、抄録原稿登録フォームにて期日までに添付でご送信をお願
いします。
＊研究発表はポスター発表のみです。準備いただくポスターの大きさ等に関する詳細
は、ポスター発表申込（筆頭発表）の方に改めて連絡いたします。

自主シンポジウム・自主ラウンドテーブルの申込み

自主シンポジウム（120分）または自主ラウンドテーブル（90分）を希望される方は、企
画代表者の方だけが、下記のフォームに必要事項をご記入の上、ご送信をお願いしま
す（上記「参加申込み」のご送信も別途必要です）。併せて、企画代表者の方は、「自
主シンポジウム・自主ラウンドテーブルの原稿テンプレート（temp_symp.doc）」をダウン
ロードし、「抄録原稿登録」ページの原稿作成要領に従って抄録原稿を作成の上、抄
録原稿登録フォームにて期日までに添付でご送信をお願いします。
なお、自主シンポジウムに関しては、会場施設の関係で、応募多数の場合は選考をお
こない、不採択または自主ラウンドテーブルへと変更をお願いする可能性がございま
す。予めご了承ください。

各種申込みスケジュール

大会参加申込み

対象
参加されるすべての方

締切
２０１３年７月３１日（水）
２０１３年５月３１日（金）
２０１３年６月１４日（金）
締め切りました

研究発表（ポスター発表）
申込み

発表者
（連名の場合は筆頭者）

自主シンポジウム・
自主ラウンドテーブル
申込み

企画代表者

２０１３年５月３１日（金）
締め切りました

研究発表（ポスター発表）
抄録原稿登録

発表者
（連名の場合は筆頭者）

２０１３年６月３０日（日）
２０１３年７月８日（月）
締め切りました

自主シンポジウム・
自主ラウンドテーブル
抄録原稿登録

企画代表者

２０１３年６月３０日（日）
締め切りました

各種申込みフォーム

参加申込みフォームへ
ポスター発表申込みフォームへ
（申込み受付終了しました）
自主シンポジウム・自主ラウンドテーブル申込みフォームへ
（申込み受付終了しました）
抄録原稿登録フォームへ
（ポスター発表および自主シンポジウム・自主ラウンドテーブル共通）

（抄録原稿登録受付終了しました）

Copyright(c)2013 Japan Society of Research and Practice on Child Rearing. All rights reserved.
当ホームページ掲載の記事、写真、イラスト等の無断掲載を禁じます。

ＴＯＰページ

諸費用のお支払い
第５回大会ご案内
振込口座・納入期限

参加・発表申込み

諸費用のお支払い

抄録原稿登録

情報

アクセス

第5回大会の諸費用（参加費・発表費・論文集・昼食代）の支払いは、「ゆうちょ銀行総
合講座（第５回大会準備委員会）」への振込です。
恐れ入りますが、振込手数料はご負担ください。
＜振込先＞
口座記号・番号：００１６０－６－６６４１３０
口座名義：日本子育て学会第５回大会準備委員会
他の金融機関から振り込まれる場合：ATM・振込用紙いずれも、以下の店名・店番・預
金種目・口座番号・口座名義でお願いいたします。
＜振込先＞
銀行名：ゆうちょ銀行
金融機関コード：９９００
店名：〇一九店（ゼロイチキュウ店） 店番：０１９
預金種目：当座
口座番号：０６６４１３０
口座名義：日本子育て学会第５回大会準備委員会
納入期限は、
発表費振込２０１３年６月３０日（日）
参加費振込２０１３年７月３１日（水） です。
納入期限までに振込が確認できない場合は、発表取り消しとさせていただきますの
で、あらかじめご了承ください。

参加費用

区分
予約参加 当日参加
個人会員（一般）
2,500円 3,000円
個人会員（学生・院生） 1,000円 1,500円
個人会員（保護者）
1,000円 1,500円
団体会員
2,500円 3,000円
非会員（一般）
3,000円 3,500円
非会員（院生）
1,500円 2,000円
個人会員（保護者）とは，大学・短大・その他教育機関等に所属していない会員のこと
です。
学部学生の参加費は「無料」です。大会当日に必ず「学生証」を受付にて提示してくだ
さい。提示の無い場合には，参加費（2,000円）をいただきますので，あらかじめご了承
ください。

発表費用

発表形式
発表費用
研究発表（ポスター）
2,500円 （1発表につき）
自主シンポジウム
3,000円 （1企画につき）
自主ラウンドテーブル 2,500円 （1企画につき）
研究発表については、筆頭発表者が、自主シンポジウムあるいは自主ランドテーブル
については、企画代表者が本学会の会員であることが申し込みの条件です。
発表費をお支払いいただいた方は、論文集代金は不要です。連名発表の場合は筆頭
発表者、自主シンポジウム・自主ラウンドテーブルの場合は企画代表者の方が発表費
をお支払いください。なお、筆頭発表者・企画代表者の方につきましては、論文集代金

は不要です。

論文集代金

会員・非会員にかかわらず、1冊2,000円となります。
当日論文集を申し込まれた方、筆頭発表者・企画代表者の方は、受付にて配布する
袋の中に論文集が入っているかどうかをご確認ください。
なお、論文集の事前送付はいたしません。あらかじめご了承ください。
大会終了後、論文集は学会事務局にて販売を予定しております。詳細は大会自終了
後にお知らせいたします。

昼食について

お弁当1,000円（1日目・2日目）
お弁当は、予約分のみの販売で用意いたします。一旦振り込まれた昼食費の返金は
いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
なお、会場周辺には飲食店がほとんどありませんので、予約されない場合は、昼食を
ご持参いただくことをおすすめいたします。

託児について

１日目：定員２０名、２日目（午後のみ）：定員１０名
お預かりは原則的に１企画単位（１時間半～2時間程度）となります。
ご用命の方は事務局までメール（
い合わせください。

）でお問

懇親会について

２８日１９：００より、中国割烹旅館 掬水亭にて、懇親会を開催いたします（会場より送
迎バスあり）。
会費は一般5,000円，学生3,000円（当日現地にてお支払い願います）です。
みなさまふるってご参加ください。

宿泊について

宿泊施設として、中国割烹旅館 掬水亭（〒359-1145埼玉県所沢市山口２９４２ ）のご
案内をいたしております。
宿泊者数には限りがありますので、ご用命の方は直接、掬水亭（04-2925-7111）担当
者 田地勲（営業マネージャー）宛に、日本子育て学会第５回大会宿泊の件とお問い
合わせください。
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抄録原稿登録
第５回大会ご案内
研究発表（ポスター発表） 原稿作成要領

参加・発表申込み

諸費用のお支払い

抄録原稿登録

情報

アクセス

論文集原稿は1発表につき2ページです。1ページ目の冒頭に「表題」「副題（なければ
行を削除する）」「筆頭発表者」および「連名発表者」の「氏名」「所属」および 「キーワー
ド」を記載します。それ以降は2段組みとします。2段組みの字数は1ページ目が「23字
×32行×2段」、2ページ目が「23字×40行×2段」となります。
フォントにつきましては、MSゴシックまたはMS明朝を使用していただきますようお願い
いたします。

自主シンポジウム・自主ラウンドテーブル 原稿作成要領

各話題提供者の発表要旨を1ページにつき1名の形で作成してください。各話題提供者
の発表要旨は、「表題」「副題（なければ行を削除する）」、話題提供者の「氏名」「所属」
を入れ、1行空けた後に本文をご記入ください。
フォントにつきましては、MSゴシックまたはMS明朝を使用していただきますよう、お願
いいたします。なお、1行空けにより、行間が空きすぎてしまう場合には適宜つめてい
ただいても結構です。
話題提供者全員の要旨が集まりましたら、期日までに企画代表者がシンポジウム/
ラウンドテーブルの要旨とともに、全員分をまとめて送信して下さい。

テンプレートのダウンロード

抄録原稿の作成にあたり、 抄録原稿用のテンプレートを準備しておりますので、特別
な事情がない限りこちらのファイルをダウンロードの上ご利用ください。なお、テンプレ
ートの形式は、Word97-2003で作成してあります。特段の事情がない限りは、テンプレ
ートを使用して原稿を作成してください。
区分

ダウンロード
ポスター発表の
研究発表
原稿テンプレート
（ポスター発表）
（temp_poster.doc）
自主シンポジウム・
自主シンポジウム・ 自主ラウンドテーブルの
自主ラウンドテーブル 原稿テンプレート
（temp_symp.doc）
ファイルの内容がブラウザに表示された場合は、メニューバーの［ファイル］→［名前を
付けて保存］を実施し、ファイルを保存した上で、作成してください。

抄録原稿登録フォーム

ポスター発表、自主シンポジウム・自主ラウンドテーブルに関わらず、原稿登録は、２０
１３年６月３０日（日）１７：００までとなっております。
→ポスター発表のみ７月８日（月）２４：００まで延期しました。
抄録原稿登録フォームへ
（抄録原稿登録受付終了しました）
締切までのご登録、ありがとうございました。
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情報
第５回大会ご案内

参加・発表申込み

本大会では以下のような企画を開催致します。
なお、８月２９日（水）午前中のみ一般公開となっており、事前予約のない方でもご参加いただけます。
ふるってご参加ください。

諸費用のお支払い

８月２８日（水） １０：００～１１：３０

特別講演
乙武 洋匡（おとたけ ひろただ）氏
『子どもたちにとって大切なこと』

抄録原稿登録

情報

アクセス
８月２９日（水） ９：３０～１０：３０

理事長基調講演（一般公開）
青柳肇
『待ちの教育の勧め』

８月２９日（水） １０：４５～１１：４５

大会準備委員会企画（一般公開）
劇団プーク 読み聞かせ実演
『絵本を通してはぐくむこころ』

予約参加のお願い
本大会は８月２９日（水）午前中のみ一般公開となっております。その他の企画にご参加を希望の場
合は、参加申込み・参加費を事前にお支払いの上、ご参加ください。
託児について
１日目：定員２０名、２日目（午後のみ）：定員１０名
お預かりは原則的に１企画単位（１時間半～２時間程度）となります。
ご用命の方は事務局までメール（
い。

）でお問い合わせくださ
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アクセス
第５回大会ご案内
本大会は１日目と２日目で会場が異なります。ご注意ください。
参加・発表申込み
8月28日（水） 三ケ島幼稚園

諸費用のお支払い

三ケ島幼稚園
住所：埼玉県所沢市三ヶ島3丁目1410番地

抄録原稿登録

三ケ島幼稚園のホームページへ
http://www.mikajima.ed.jp/html/mikajima.htm

情報

アクセス

8月29日（木） 所沢市民文化センター ミューズ キューブ小ホール

所沢市民文化センター ミューズ
住所：埼玉県所沢市並木一丁目9番地の1
所沢市民文化センター ミューズのホームページへ
http://www.muse-tokorozawa.or.jp/access/

懇親会会場 中国割烹旅館 掬水亭

中国割烹旅館 掬水亭
住所：埼玉県所沢市山口2942
中国割烹旅館 掬水亭のホームページへ
http://www.kikusuitei.jp/access/index.html

昼食について
お弁当1000円（1日目・2日目）
お弁当は，予約分のみの販売で用意いたします。一旦振り込まれた昼食費の返金はいたしかねます
ので，あらかじめご了承ください。
なお，会場周辺には飲食店がほとんどありませんので，予約されない場合は，昼食をご持参いただく
ことをおすすめいたします。
懇親会について
２８日１９：００より、中国割烹旅館 掬水亭にて、懇親会を開催いたします（会場より送迎バスあり）。
会費は一般5,000円，学生3,000円（当日現地にてお支払い願います）です。
参加申込フォームよりご予約ください。みなさまふるってご参加ください。
宿泊について
宿泊施設として，中国割烹旅館 掬水亭（〒359-1145 埼玉県所沢市山口２９４２ ）のご案内をいたし
ております。
宿泊者数には限りがありますので、ご用命の方は直接、掬水亭（04-2925-7111）担当者 田地勲（営
業マネージャー）宛に、日本子育て学会第５回大会宿泊の件とお問い合わせください。

