
科学教育研究協議会　　第66回全国研究大会

福岡大会のご案内
主催　科学教育研究協議会

後援　  福岡市教育委員会　北九州市教育委員会　毎日新聞　読売新聞西部本社　西日本新聞社　朝日
新聞社　RKB毎日放送　九州朝日放送　テレビ西日本　TVQ九州放送　福岡放送　地学団体
研究会　日本地球惑星科学連合　日本地震学会　応用物理学会　日本地質学会　日本天文学会　
日本科学者会議

この研究大会は、自然科学教育に関心を持つ人々、および研究・交流を望むすべての人々を対象にし
た研究会です。どなたでも自由に参加し学び合い、発表や発言をすることができます。

大会テーマ　　自然科学をすべての国民のものに
〜たのしく、よくわかる学びで、自然をゆたかにとらえる力を〜

大会日程　　2019年８月９日（金）、10日（土）、11日（日）
８月８日（木）全国代表者会議　17：00 ～ 19：00　西南コミュニティーセンター　ホール（西南学院大学内）
８月９日（金）
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【住所】　福岡市早
さ わ ら く

良区西
に し じ ん

新６ - ２ - ９２ 
　（地下鉄利用の場合）「西

に し じ ん

新」駅下車　徒歩約５分（１番出口からが便利でわかりやすいです）
　▼福岡空港から　　「姪

め い の は ま

浜」「筑
ち く ぜ ん

前前
ま え ば る

原」「西
に し

唐
か ら つ

津」行きで約19分　300円
　▼JR博多駅から　「姪浜」「筑前前原」「西唐津」行きで約13分　260円　
　▼天神駅から　　　「姪浜」「筑前前原」「西唐津」行きで約７分　 260円
　（車の場合）　　　大学内には駐車できません。近隣の有料駐車場を利用してください。
　　　　　　　　　（荷下ろしのための停車は可能ですが、事前に申し出て許可を得てください）

参加費　２日以上参加　　科教協会員4,000円、未会員5,000円、学生1,000円
　　　　　１日参加　　　　2,000円（ただし、学生1,000円）　　科学お楽しみ広場は無料

大会内容
○科学お楽しみ広場　（西南学院大学東キャンパス内　西南コミュニティーセンター・百年館）
　８月９日（金）９：30 ～ 11：30　……　広場への出展者を募集します。
　▶  自然科学の基礎を楽しく理解できる実験・観察・ものづくり。理科の教材・教具の紹介、実演、

頒布。
　▶  児童生徒も参加できます。
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　▶  ブースによっては材料費として実費をいただくものもあります。
　▶  参加者は各展示ブースを自由に回って、自然科学・理科教育に関する様々な体験や学びができます。
○はじめの全体会（西南学院大学東キャンパス内　西南コミニティーセンター　ホール）
　８月９日（金）13：00 ～ 16：30
　▶  歓迎のオープニングセレモニー　……　チャンチャン劇団による「チャンチャンパフォーマンス」
　　  福岡県北九州市に住む12歳以上の知的障害者の劇団。「個性をみがけば誰もが主役」を信条に楽

しくユニークな演目を心がけています。今回は太鼓やダンスなどのパフォーマンスを存分に楽し
んでいただきます。

　▶  記念講演「ノラネコの研究～福岡県 相島～」山根明弘さん（西南学院大学教授）
　　1966年兵庫県生まれ。九州大学理学部卒、理学博士、動物学者。専門は動物生態学、集団遺伝学。
　　  福岡県・相島にて、７年間にわたるフィールドワークを行い、ねこの生態を研究。著書に「ねこは

すごい」（朝日新書）「ねこの秘密」（文春新書）「わたしのノラネコ研究」（さ・え・ら書房）がある。
　▶  基調提案　丸山哲也（科教協委員長）
○分科会（西南学院大学中央キャンパス内　１号館６階・７階と２号館509号室）
　８月10日（土）９：00 ～ 16：00、11日（日）９：00 ～ 12：00
　▶  設置するのは10分科会です。レポート数・内容によって、さらに分散会に分かれます。
　　①幼児・小学校低学年（生活科）　②小学校中学年　③小学校高学年　④物理　⑤化学　⑥生物
　　⑦地学　⑧障害児・者と自然科学教育　⑨自然と社会　⑩教員養成
　▶  所定の申し込みをすればレポート提案は誰でも可能です。みんなで学び合いましょう。
○特別分科会（西南学院大学中央キャンパス内　１号館612、613号室）
　８月10日（土）16：15 ～ 17：15　テーマ「教師の、子どもたちと学ぶ楽しさ」（仮）
○ナイター　……　ナイターでの発表者を募集します。
　８月９日（金）17：30 ～ 19：30　ナイターⅠ（西南学院大学　１号館６階・７階と２号館509号室）
　８月10日（土）17：30 ～ 19：30　ナイターⅡ（西南学院大学　１号館６階・７階と２号館509号室）
　▶  授業や実験・教材で工夫したことや研究成果、自然や科学について発表する自主講座です。
○おわりの全体会（西南学院大学中央キャンパス内　２号館　511教室）
　８月11日（日）12：45 ～ 14：45　
　▶  科学教育研究協議会総会　科教協の研究・運動方針を決定する大切な総会です。
　▶  閉会行事　来年度の全国研究大会開催地「福島」への引継ぎセレモニーなどを行います。
○巡検オプション　……　今回は実施しません。

申し込みのご案内　すべての申し込みの締め切りは６月30日です。
　 大会参加だけの申し込みは、当日受付で可能ですが、発表等は事前申し込みが必要です。
①インターネットでの申し込み方法
　  科教協ＨＰ（https：//kakyokyo.org）にある「福岡大会申し込みフォーム」にあるエクセルデー

タをダウンロードして必要事項を記入の上、fukuoka@kakyokyo.org　へ送信して下さい。確認メー
ルを返信します。返信がない場合は、この大会案内文末の問い合わせ先（藤岡）へメールでお知ら
せください。

②郵送での申し込み方法
　  この案内最終頁の申し込み用紙に必要事項を記入し、申し込み用紙文末にある郵送先へ送ってください。

分科会発表討議資料（レポート）の作成と、討議資料の持参について
○討議資料（レポート）の作成上の留意事項とお願い。
　▶  大会の発表は１人１件です。（多くの人に発表の機会を保障するためです）
　▶  討議資料（レポート）は45部作って下さい。なお、討議資料の送付受付は人手の関係でできません。
　▶  司会者会議用15部を大会初日〔８月９日（金）〕12時までに科教協受付に提出してください。
　　分科会発表用30部は、お手数をかけますが当日に各自で分科会にご持参ください。
　▶  個人情報の保護に配慮し、「児童生徒氏名」は削除するか、イニシャル表記等にしてください。
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　▶  大会報告集を作成します。討議資料（レポート）のデータは、８月15日（木）までに、次のメールアド
レス宛へ、添付ファイルとして送付してください。メールが利用できない場合は、大会受付に紙ベース
で提出願います。

　　討議資料（レポート）データ送信先：report-shu2019@kakyokyo.org

科学お楽しみ広場とナイターで使うものの送り先
〇「科学お楽しみ広場」の送り先住所と期日指定
　▶  クロネコ、ゆうパック　期日指定　８月８日（木）14：00 ～ 16 : 00（必ずこの指定で！）
　　〒814 -0002　福岡市早良区西新３丁目13　西南学院百年館内　科教協福岡大会実行委員会宛
〇「ナイターⅠ」「ナイターⅡ」の送り先住所と期日指定
　▶  クロネコ、ゆうパック　期日指定　８月９日（金）14：00 ～ 16 : 00（必ずこの指定で！）
　　〒814 -0002　福岡市早良区西新６丁目２　西南学院大学　１号館内　科教協福岡大会実行委員会宛
※　荷物受け取りの人手と時間の都合上、宅配業者は ｢クロネコ｣ ｢ゆうパック｣ に限定します。

昼食について
　▶  ８月９日（金）10日（土）は大学内の食堂が営業しています。
　▶  ８月11日（日）は大学内の食堂はお休みです。終わりの全体会へ参加なさる方は自分で弁当を

用意して下さい。

宿泊について　……　  福岡市内には多くのホテルがありますが、日程や他のイベントと重なる期
間は、満室の可能性が高まります。早めに自分でご予約ください。大会本
部としての斡旋はありません。

問い合わせ　　  下記へ、メールで連絡ください。
福岡大会実行委員会事務局長　藤岡忠浩　→　tadahiro.fujioka@y8 .dion.ne.jp

会場周辺地図
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大会参加だけなら、当日に大会受付で申し込み可能です。しかし、分科会発表、科学お楽しみ広場出展、ナイター発表は、

下記の様式での事前申し込みが必要です。（インターネットの科教協HPからも、同様の申し込みが可能です） 

この申込書を郵送される場合の送付先	 〒577‐8502　東大阪市小若江 ３‐４‐１

近畿大学　教職教育部　玉井裕和　宛

申し込みは、5 月	 1 日から	 6 月	 30 日の間にお願いします。

科学教育研究協議会	 第	 66 回全国研究大会（福岡大会）発表等申込用紙
氏名（会員・非会員） 都道府県	 所属	 住所（〒	 - ）	 

連絡先（電話番号	 及び	 e-mail	 	 ※	 両方ご記入ください。携帯メールは不可です）	 
電話番号（自宅・携帯）	 メールアドレス

緊急連絡先	 （携帯電話）	 

（1）分科会の発表 討議資料（レポート）の表題	 
※分科会の種類（参加する分科会に○を）①幼児・小学校低学年（生活科）	 ②小学校中学年	 ③小学校高学年	 

④物理	 ⑤化学	 ⑥生物	 ⑦地学	 ⑧障害児・者と自然科学教育	 ⑨自然と社会	 ⑩教員養成

発表の要旨（250 字以内）

検討してほしいこと（250 字以内）

要望事項（150 字以内）※発表希望日，準備（プロジェクタ使用有無）等のご希望がある場合はご記入ください。

※大会報告集に収録を希望しない方はチェックをしてください	 ……………	 報告集への収録を希望しない（	 ）	 

（2）科学お楽しみ広場	 出展名

団体の名称や代表者名	 

ブースは，長机１台分	 電源使用の有無とワット数	 (	 有	 or	 無	 ) W 
水や火気の使用の有無	 水（有	 or無）	 	 火	 気（有or無）	 

出展内容の概要（150 字以内／要望事項）

教員向けか児童・生徒向けか	 教員向け	 児童・生徒向け	 （どちらかに○印を）	 

（3）ナイターの発表	 題名
団体の名称や代表者名	 

発表日の希望（○印）	 

1 日目、2 日目、どちらでも

電源使用の有無とワット数	 (	 有	 or	 無	 ) W 

発表内容の概要（150 字以内）／要望事項
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