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参加費  

　　　科教協会員4,000円、未会員5,000円、岡山県内教員4,000円、
　　　１日参加は2,000円、大学生・大学院生は無料。科学お楽しみ広場は無料です。

大会内容
◎科学お楽しみ広場＊８月10日（水）10 :00 ～ 12 :00 
　▶  自然科学の基礎を楽しく理解できる実験・観察・ものづくりの紹介をはじめとして、　理科の教材・

教具の紹介、使い方の実演、理科授業づくりの交流などを行います。
　▶参加者は、各出展を自由に回り自然科学や理科教育に関する様々な体験ができます。
◎はじめの全体会＊８月10日（水）13 :00 ～ 15 :00
　▶開会挨拶　竹本健一　岡山大会実行会委員長
　▶基調提案　丸山哲也　科学教育研究協議会委員長
　▶記念講演　山本俊政さん　岡山理科大学准教授

「海水に依存せず、立地条件に限定されないFish Factoryの社会実相について」
◎月刊誌『理科教室』読者のひろば＊８月11日（木）12 :10～12 :50
◎分科会　８月11日（木）９:00 ～ 12 :00、13 :00 ～ 16 :00
　　　　　８月12日（金）９:00 ～ 12 :00
　▶次の10 分科会を行います。レポート数や内容によって分散会に分かれる場合も。
　　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。
◎ナイター　８月10日と11日の分科会終了後に予定します。
　▶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　８月12日（金）13 :00 ～ 14 :20
　▶科学教育研究協議会総会　科教協の研究・運動方針を話し合う大切な総会です。
　▶閉会行事　次年度の全国研究大会開催地「埼玉」への引継ぎセレモニー等を行います。

◎岡山大学恐竜学博物館見学ツアー　８月12日（金）14 :40～15 :40
～学芸員の方が案内する予定です～（10日の受付開始から先着30人・参加費無料）

大会参加のみの申込方法
◎提案無しの方の場合、事前申込は必要ありません。現地で、当日の参加申込です。
◎  大会での提案申込は、分科会発表、科学お楽しみ広場出展、ナイター発表を含め、すべて6月30日

で締切となりました。

昼食について
　岡山理科大学が夏季休業中のため、学内の食堂、コンビニは営業していません。
　また、近くには食堂やコンビニもありません。各自ご用意をお願いします。

宿泊について　　斡旋はありません。早めにご予約をお願いします。

問い合わせ　　下記へ、メールで連絡ください。

　岡山大会実行委員会事務局長　釆女 詠一　uneken@mx1 .kcv.ne.jp

科学教育研究協議会　　第68回全国研究大会

岡山大会のご案内（3）
主催　科学教育研究協議会
共催　岡山理科大学、岡山理科大学科学ボランティアセンター

後援……  岡山県教育委員会、日本地質学会、日本地震学会、日本化学会、日本物理教育学会、 
日本物理学会、日本科学者会議、公益社団法人日本地球惑星科学連合

　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 を々対象にした研
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
～子どものわかり方に沿った授業を通して、楽しくわかる理科教育を～�

大会日程　　2022�年８月10日（水）､11日（木）､12日（金）
８月９日（火）全国代表者会議 18 :00 ～ 19 :30（会場は岡山理科大学内です）

８月10日（水）
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岡山理科大学恐竜学博物館ツアー
（14:40 ～ 15:40）

10 日の受付開始から先着 30 人

会　　場　　岡山理科大学
　　　　　岡山県岡山市北区理大町1−1

最寄り駅・JR岡山駅またはJR法界院駅
（法界院駅は岡山駅から１駅目、そこから
徒歩約20分。バス利用の場合は、岡電
バス「47 岡山理科大学」行で約20分、
岡電バス「37 理大東門」行で約30分、
タクシー利用の場合は約15分です）

※大学の駐車場は、使えません。

　岡山理科大キャンパスの
　案内地図へ　→→→→
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参加費  

　　　科教協会員4,000円、未会員5,000円、岡山県内教員4,000円、
　　　１日参加は2,000円、大学生・大学院生は無料。科学お楽しみ広場は無料です。

大会内容
◎科学お楽しみ広場＊８月10日（水）10 :00 ～ 12 :00 
　▶  自然科学の基礎を楽しく理解できる実験・観察・ものづくりの紹介をはじめとして、　理科の教材・

教具の紹介、使い方の実演、理科授業づくりの交流などを行います。
　▶参加者は、各出展を自由に回り自然科学や理科教育に関する様々な体験ができます。
◎はじめの全体会＊８月10日（水）13 :00 ～ 15 :00
　▶開会挨拶　竹本健一　岡山大会実行会委員長
　▶基調提案　丸山哲也　科学教育研究協議会委員長
　▶記念講演　山本俊政さん　岡山理科大学准教授
　　　「海水に依存せず、立地条件に限定されないFish Factoryの社会実相について」
◎月刊誌『理科教室』読者のつどい＊８月11日（木）12 :10～12 :50
◎分科会　８月11日（木）９:00 ～ 12 :00、13 :00 ～ 16 :00
　　　　　８月12日（金）９:00 ～ 12 :00
　▶次の10 分科会を行います。レポート数や内容によって分散会に分かれる場合も。
　　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。
◎ナイター　８月10日と11日の分科会終了後に予定します。
　▶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　８月12日（金）13 :00 ～ 14 :20
　▶科学教育研究協議会総会　科教協の研究・運動方針を話し合う大切な総会です。
　▶閉会行事　次年度の全国研究大会開催地「埼玉」への引継ぎセレモニー等を行います。

◎岡山理科大学恐竜学博物館見学ツアー　８月12日（金）14:40～15:40
　　～学芸員の方が案内する予定です～

申し込みの方法
◎提案無しの方の場合、事前申込は必要ありません。現地で、当日の参加申込です。
◎提案有りの方・Web経由で申込む場合（分科会、お楽しみ広場、ナイターの提案・発表）
　▶申込期限：６月１日～６月30日まで
　▶  申込方法：科教協HP（https：//kakyokyo.org）に設定した「岡山大会参加申し込みフォーム」

から「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、次の専用メールアドレス
（taikai2022@kakyokyo.org）に送信しください。

　　確認メールを返信します。
　　返信がない場合は、メールで問い合わせてください。（uneken@mx1 .kcv.ne.jp）

◎提案有りの方・文書郵送で申込む場合
　  　「発表等申込用紙」をコピーなどしてから必要事項を記入し、文末の宛先へ送ってください。

科学教育研究協議会　　第68回全国研究大会

岡山大会のご案内（2）
主催　科学教育研究協議会
共催　岡山理科大学、岡山理科大学科学ボランティアセンター

後援……  岡山県教育委員会、日本地質学会、日本地震学会、日本化学会、日本物理教育学会、 
日本物理学会、日本科学者会議、公益社団法人日本地球惑星科学連合

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 を々対象にした研
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
～子どものわかり方に沿った授業で、楽しくわかる理科教育を～�

大会日程　　2022�年８月10日（水）､11日（木）､12日（金）
８月９日（火）全国代表者会議 18 :00 ～ 19 :30（会場は岡山理科大学内です）

８月10日（水）
９:00	 10:00	 12:00	 13:00	 15:00〜30	 17:00

受付 科学お楽しみ広場 昼食
休憩 はじめの全体会 休憩

準備

司会者会議

ナイター

８月11日（木）
８:30 ９:00	 	 12 :00	 13:00	 16:00〜30	 18:00

受
付 分科会１

昼食
休憩

（※）
分科会２ 休憩

準備 ナイター

↑（※）月刊誌『理科教室』読者のつどい（参加自由）
８月12日（金）

９:00		 12 :00	 13:00	 14:20

受
付 分科会３ 昼食

休憩 分科会２
岡山理科大学
恐竜学博物館見学ツアー
14:40 ～15:40

会　　場　　岡山理科大学
　　　　　岡山県岡山市北区理大町1−1

最寄り駅・JR岡山駅またはJR法界院駅
（法界院駅は岡山駅から１駅目、そこから
徒歩約20分。バス利用の場合は、岡電
バス「47 岡山理科大学」行で約20分、
岡電バス「37 理大東門」行で約30分、
タクシー利用の場合は約15分です）

※大学の駐車場は、使えません。

　岡山理科大キャンパスの
　案内地図へ　→→→→
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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、ナイター発表には、下記の様式で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、
同様の申し込みが可能です）＊科教協HP→　https://kakyokyo.org　＊QRコードは前ページ下部に

分科会発表討議資料（レポート）について
・発表は一人１件です（多くの人に発表の機会を保障するためご了承ください）。
・討議資料は、司会者会議用15部、分科会発表用30部、合計45部を用意してください。
　資料作成は個人情報に配慮し、児童・生徒の氏名は消すかイニシャル等にしてください。
・  討議資料のうち司会者会議用15部は、大会初日（８月10日）の12時までに、大会受付の「科教協

委員会窓口」に提出を願います。
・  討議資料を事前に送る場合は、司会者会議用15部と分科会用30部を区分けして梱包の上、次の住

所宛へ「ヤマト運輸の配達時間帯指定」を使い、「８月９日午前中到着」と指定して発送してくだ
さい。

　　　送り先訂正　検討中　7月10日以降に案内します
・  分科会発表用「討議資料30部」を司会者会議宛に同一梱包した場合、当日にご自分で保管場所か

ら会場へお運びください。

・  大会報告集を作成します。報告集資料はメールに添付して、次のメルアド宛へ８月20日までに送
付してください。この資料をメール添付送信できない場合は、受付の科教協委員会窓口にCDに保
存か、または印刷物で提出をしていただいても結構です。

　報告集用資料（レポート）データ送信先：report-shu 2022 @kakyokyo.org

科学お楽しみ広場や、ナイターで使うものの送り先
　実験機材などの送付先や、荷物の移動は、次の様にお願いします。
・  ヤマト運輸の「配達時間帯指定」をご利用の上、荷物表面に「科学お楽しみ広場」や、「ナイター用」

などと明記して、下記（★）宛へ送ってください。
・  これら物品の使用当日の移動や運搬は、送付者が責任をもって行ってください。
　現地ではスタッフが足りないため運搬をお引き受けできません。ご了承を願います。

※ 荷物受け取りの人手と時間の都合上、宅配業者は ｢ヤマト運輸｣に限定します。
　〇「科学お楽しみ広場」用の物品……送り先住所と期日指定
　　▶  ヤマト運輸の配達時間帯指定で「８月９日（火）午前中」着（必ずこの指定
で！）　　　（★）送り先訂正　検討中　7月10日以降に案内します
　〇「ナイターⅠ」「ナイターⅡ」用の物品……送り先住所と期日指定
　　▶ヤマト運輸の配達時間帯指定で「８月９日（火）午前中」着（必ずこの指定
で！）　　　（★）送り先訂正　検討中　7月10日以降に案内します

昼食について
　岡山理科大学が夏季休業中のため、学内の食堂、コンビニは営業していません。
　また、近くには食堂やコンビニもありません。各自ご用意をお願いします。

宿泊について　　斡旋はありません。早めにご予約をお願いします。

問い合わせ　　下記へ、メールで連絡ください。

　岡山大会実行委員会事務局長　釆女 詠一　uneken@mx1 .kcv.ne.jp この申込書を郵送される場合の送付先　　〒536‐0004 大阪市城東区今福西5‐7‐28
永井 茂治 宛

　　　※）申し込みは、６月１日～ ６月30日（当日消印有効）の期間でお願いします。

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
には、下記の様式で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、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 〒536-0004 大阪市城東区今福西 5-7-28
永井 茂治 宛

※）申し込みは、6月1日～ 6月30日の間にお願いします。
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科学教育研究協議会　第68回全国研究大会（岡山大会）発表等申込用紙
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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、ナイター発表には、下記の様式で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、
同様の申し込みが可能です）＊科教協HP→　https://kakyokyo.org　＊QRコードは前ページ下部に

分科会発表討議資料（レポート）について
・発表は一人１件です（多くの人に発表の機会を保障するためご了承ください）。
・討議資料は、司会者会議用15部、分科会発表用30部、合計45部を用意してください。
　資料作成は個人情報に配慮し、児童・生徒の氏名は消すかイニシャル等にしてください。
・  討議資料のうち司会者会議用15部は、大会初日（８月10日）の12時までに、大会受付の「科教協

委員会窓口」に提出を願います。
・  討議資料を事前に送る場合は、司会者会議用15部と分科会用30部を区分けして梱包の上、次の住

所宛へ「ヤマト運輸の配達時間帯指定」を使い、「８月９日午前中到着」と指定して発送してくだ
さい。

（☆）〒700 -0005　岡山市北区理大町1−1　理科大学Ｂ５号館１階玄関
・  分科会発表用「討議資料30部」を司会者会議宛に同一梱包した場合、当日にご自分で保管場所か

ら会場へお運びください。

・  大会報告集を作成します。報告集資料はメールに添付して、次のメルアド宛へ８月20日までに送
付してください。この資料をメール添付送信できない場合は、受付の科教協委員会窓口にCDに保
存か、または印刷物で提出をしていただいても結構です。

　報告集用資料（レポート）データ送信先：report-shu 2022 @kakyokyo.org

科学お楽しみ広場や、ナイターで使うものの送り先
　実験機材などの送付先や、荷物の移動は、次の様にお願いします。
・  ヤマト運輸の「配達時間帯指定」をご利用の上、荷物表面に「科学お楽しみ広場」や、「ナイター用」

などと明記して、下記（★）宛へ送ってください。
・  これら物品の使用当日の移動や運搬は、送付者が責任をもって行ってください。
　現地ではスタッフが足りないため運搬をお引き受けできません。ご了承を願います。

※ 荷物受け取りの人手と時間の都合上、宅配業者は ｢ヤマト運輸｣に限定します。
　〇「科学お楽しみ広場」用の物品……送り先住所と期日指定
　　▶  ヤマト運輸の配達時間帯指定で「８月９日（火）午前中」着（必ずこの指定で！）

（★）〒700 -0005　岡山市北区理大町1−1　理科大学Ｃ１号館１階玄関
　〇「ナイターⅠ」「ナイターⅡ」用の物品……送り先住所と期日指定
　　▶ヤマト運輸の配達時間帯指定で「８月９日（火）午前中」着（必ずこの指定で！）

（★）〒700 -0005　岡山市北区理大町1−1　理科大学Ｂ５号館１階玄関

昼食について
　岡山理科大学が夏季休業中のため、学内の食堂、コンビニは営業していません。
　また、近くには食堂やコンビニもありません。各自ご用意をお願いします。

宿泊について　　斡旋はありません。早めにご予約をお願いします。

問い合わせ　　下記へ、メールで連絡ください。

　岡山大会実行委員会事務局長　釆女 詠一　uneken@mx1 .kcv.ne.jp この申込書を郵送される場合の送付先　　〒536‐0004 大阪市城東区今福西5‐7‐28
永井 茂治 宛

　　　※）申し込みは、６月１日～ ６月30日（当日消印有効）の期間でお願いします。

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
には、下記の様式で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、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 〒536-0004 大阪市城東区今福西 5-7-28
永井 茂治 宛

※）申し込みは、6月1日～ 6月30日の間にお願いします。

���������� ��68 ���������������������
����������� ����� ��� ����� - ��

��������� ��� e-mail ������������������������

������������ ��������

������������

�1��������
����������������������

�
��������������������������������������������

)��������������������������������������������������

������200 �����

����������200 �����

����� ����������������������������������������� 

�

�

�������。������������
�������������������������������������������� ���

�2����������
������������

�

�����������

������������
������������� (    ���������) W 
����������� �������。������������

��������100 ��������������
�

�

�

�3��������� �����������

�

�����������

����������� ������������� (   �� �������) W 

�������。�����������
��������100 �������������� � � � ��������������� ��� ����
�

�

�

�

※火気使用不可。水使用（ 有 or 無 ）

※火気使用不可。水使用（ 有 or 無 ）

※火気使用不可。水使用（ 有 or 無 ）

科学教育研究協議会　第68回全国研究大会（岡山大会）発表等申込用紙

理科教室2207▼.indd   94-95 2022/05/28   19:34




