
日本環境教育学会創立20周年記念大会－第20回大会（東京）－案内 
 
◆ 大会テーマ：「持続可能な社会の構築に向けた環境教育の研究と実践の融合」 
◆ 会場：東京農工大学（府中キャンパス） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
【交通案内】 

・ JR中央線「国分寺駅」下車、南口2番乗場から 

「府中駅行バス(明星学苑経由) 」約10分「晴見町」バス停下車 

・京王線「府中駅」下車、北口バスターミナル2番乗場から 

「国分寺駅南口行バス(明星学苑経由)」約7分「晴見町」バス停下車 

・JR武蔵野線「北府中駅」下車、徒歩約12分 

※大学周辺には有料駐車場がありますが、駐車可能台数は限られていますので、公共交通機関をご利

用ください。  

 

◆大会日程 2009年7月25日（土）〜7月26日（日） 
※エクスカーションは7月24日（金）に実施 
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環境教育メッセ（公開）   

※ 大会当日は大学の食堂が開きますので、是非ご利用下さい（11時30分～13時30分）。 

上記は現時点での最新の情報に基づいています。当日までに日程が若干変更される可能性があります。

最終的には、大会ウェブサイトでご案内いたします。 



【発表申し込みまでの流れ：締切日一覧】 

5月15日(金)までに発表・参加申し込み、大会参加費等のお支払いをお願いいたします。 

研究発表等をされる方（ポスター発表・自主課題研究を含む） 

6月26日(金）までに発表要旨集の原稿データを大会ウェブサイトから手順に従いお送り下さい。 

研究発表をされない方 

早期申込割引を希望される方は、7月1日(水）までに大会参加費等のお振り込みをお願いいたします。7

月2日（木）以降もお申し込みいただけますが、割引きは適用されません。 

授業に生かす自然体験活動教員セミナー（以下、教員セミナー）に参加される方 

できるだけ、

【参加費】 

7月1日(水)までに参加申し込み・参加費（下記参照）等のお支払いをお願いします。 

 一般会員 学生会員 

発表申込（5/15まで） 4,500円（7,500円） 2,500円（5,000円） 

早期申込（7/1まで） 4,500円（7,500円） 2,500円（5,000円） 

7/2以降の申込 5,500円（8,500円） 3,000円（5,500円） 

※ 

※ 発表要旨集のみ購入する場合は、2,500円（送料込）です。 

（  ）内は、教員セミナー参加費込みです。 

【懇親会費】早期申し込みの場合（7月1日まで） 一般会員：4,000円 学生会員：2,000円 

      7月2日以降の場合               一般会員：5,000円 学生会員：3,000円 

   

 

 

参加費等は原則としてお返しできません。事前申込者で当日不参加の場合は、後日発表要旨集を送付

します。 

 

【発表申し込み方法】 
（１）研究発表（口頭）のお申し込み 

  登壇者（発表者）は日本環境教育学会会員で1人1件に限ります。 

 研究発表の時間は、1件15分（発表12分、質疑3分）を予定しています。 

 発表方法としてはPowerPoint（バージョン2003以下使用、Windows PC設置済み）、ただしプリント

アウトした原稿を一部ご持参下さい。持ち込みPCでの発表はご遠慮ください。PowerPointのデータは

USBメモリスティックなどを用いて、当日ご持参ください。発表方法等の詳細につきましては、大会ウ

ェブサイトを通じて後日告知いたします。 

（２）ポスター発表のお申し込み 

 ポスター発表の展示スペースとしては、１件につきA1サイズ(縦：841mm×横：594mm)のポスターを

貼れるスペースを用意いたします。ポスター発表希望者は、口頭発表と同様、参加申込書に必要事項

をご記入の上、大会実行委員会事務局までお申し込みください。発表者は日本環境教育学会会員で１

人１件に限ります。なお、口頭発表との重複は出来ません。  

（３）お申し込み方法と締め切り 

（１）と（２）のいずれも上記大会ウェブサイトからお申し込みください。発表要旨も大会ウェブ

サイトから送付してください。

    発表申し込み締切   5月15日（金）18時 

また、ウェブサイトからのお申し込みができない方は、大学生協学会

支援センター日本環境教育学会第20回大会事務局係（TEL 03-5307-1175 FAX 03-5307-1196）にお問

い合わせください。 

    発表要旨送付締切   6月26日（金）18時 

   締切間際は込み合いますのでお早めにお申し込みください。 

（４）自主課題研究のお申し込み 

 自主課題研究（旧称：関連小集会）として、団体での発表や小集会の開催を希望するグループは、

代表者が上記大会ウェブサイトからお申し込み下さい。発表要旨も大会ウェブサイトから送付して下

さい。代表者は日本環境教育学会会員に限ります。 

申し込み及び参加費の支払い方法につきましては、下記大会ウェブサイトにてお願いします。

http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsoee/meet/taikai.html 

http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsoee/meet/detail/08taikai-entry.pdf�


◆シンポジウムのご案内 
＜基調講演・シンポジウム＞ 

大会テーマ「持続可能な社会の構築に向けた環境教育の研究と実践の融合」に基づき大会初日に 20 周

年記念シンポジウムを開催いたします。 

7 月 25日（土） 16時 30分～18時 30 分（16時会場） 

○基調講演 植田和弘（京都大学大学院経済学研究科教授） 

○シンポジウム テーマ「サスティナビリティーに貢献する環境教育の研究と実践」 

 

◆教員セミナー（授業に生かす自然体験活動教員セミナー）のご案内 
幼児教育・保育や学校教育の現場で自然体験活動の充実が求められていることを背景に、保育活動

や授業の中で自然体験活動などの体験型の環境教育の充実と、学校教員と学校外教育指導者との連携

をめざした実践交流セミナーを下記の通り開催いたします。 

日程：2009年7月26日（日）9時30分〜17時00分（受付は9時開始） 

定員：100名（先着順） 

対象：保育士・幼稚園及び小学校教員、環境教育に興味のある方 

 参加費：日本環境教育学会及び共催団体の一般会員は 3,000 円、学生会員は 2,500 円 

【プログラム】 

（共催団体：財団法人河川環境管理財団、財団法人公園緑地管理財団、社団法人日本環境教育フォ

ーラム、社団法人日本ネイチャーゲーム協会、社団法人農村環境整備センター、特定非営利活動法

人自然体験活動推進協議会） 

 7/26（日） 

9:30 

10:00 

 

 

 

 

 

 

11:00 

12:00 

開講式 

分科会Ⅰ（講演会） 

 Ａ.幼児教育・保育 

  講師：神長美津子（東京成徳大学教授） 

 Ｂ.小学校生活科・総合的な学習の時間 

  講師：田村 学（文部科学省初等中等教育局教科調査官） 

 Ｃ.小学校理科 

  講師：村山哲哉（東京都墨田区教育委員会事務局指導室統括指導主事） 

分科会Ⅱ（事例報告・午前の部） 

昼食（各自） 

13:00 

15:15 

 

 

17:00 

分科会Ⅲ（事例報告・午後の部） 

全体会 

・分科会報告 

・講評：日置光久（文部科学省初等中等教育局視学官） 

終了 

 

・ 

【教員セミナーのテキスト】 

・ 

分科会Ｂ（小学校生活科・総合的な学習の時間）、分科会Ｃ（小学校理科）に参加ご希望の方は、

テキスト(小学校の授業に生きるネイチャーゲーム スタート編, ネイチャーゲーム研究所, 

2007: 2,000円)を株式会社ネイチャーゲーム研究所(Tel:03-5363-6061,Fax：03-5363-6062)にて事

前にご購入ください（当日販売も致しますが，数に限りがございます。予めご了承下さい）。 

① 

分科会に参加ご希望の方は、各分科会に応じて下記の書籍のいずれかを参考書としてなるべくご持

参ください。 

② 
「幼稚園教育要領解説」フレーベル館 200円 

③ 
「保育所保育指針解説書」フレーベル館 200 円 

④ 
「小学校学習指導要領解説 総合的な学習の時間編」東洋館出版 116円 

⑤ 
「小学校学習指導要領解説 理科編」東洋館出版 65円 

 

「小学校学習指導要領解説 生活編 」東洋館出版 101 円 

【教員セミナーに関するお申し込み】 

 

教員セミナーに参加される方は、大会ウェブサイトより必要事項をご記入の上，お申し込みくださ

い。 

【教員セミナーに関するお問合せ先】 

授業に生かす自然体験活動教員セミナー Email/ jsee20th2009@gmail.com 

◆詳細は日本環境教育学会の大会ウェブサイトをご覧ください。 



◆メッセ（環境教育見本市）のご案内 
毎回の恒例となっている「メッセ（環境教育見本市）」を、7月25日（土）・26日（日）の2日間開催し

ます。発表会場に近い特設スペースにて、環境教育に関わる商品の販売、広報PR、展示等を行います。

昨年の第19回大会（東京）に引き続き、環境教育に取り組む企業による事例発表と展示を行う「企業

による環境教育コーナー」も予定しています。 

 

＊メッセ出展団体を募集します＊ 
環境教育に関する商品の販売やPR、活動実績の報告や発表、展示などスペース内で自由に展開できま

す。教材制作会社、環境教育活動の事業者、NPO、大学研究室などの皆様、出展いただき、大会参加者

とのコミュニケーションをいかがでしょうか。 

出展スペース（1コマ）：W1800×D600、壁面掲示可能 

出展料（1コマ）： 会員／10,000円、非会員／20,000円（税込み） 

募集コマ数：15件 

詳細が決まり次第、大会ホームページにてご案内します。 

（担当／森 高一） 

 

◆エクスカーションのご案内 

日程：7月24日（金） 各コース参加費300円を当日徴収いたします。 

Aコース：東京農工大学農学部ﾌｨｰﾙﾄﾞﾐｭｰｼﾞｱﾑ(ＦＭ)多摩丘陵

プログラム：「先生のための森林環境教育プログラム」 

（午前の部）（定員：60名） 

(1)内容： 森林環境教育の目的と、樹木の炭素固定量の測定など、総合的な学習などに利用できるア

クティビティやプログラムとその指導計画・指導案の例とともに紹介する。 

(2)集合・解散: 現地に 8時 30 分集合、9 時開始、12 時終了。 

ＦＭ多摩丘陵：京王線「平山城址公園駅」、または、京王相模原線「京王堀之内駅」からバス約 10 分

「東京薬科大学前」下車。徒歩 10分。

 

FM多摩丘陵:042-676-9933,harahrs@cc.tuat.ac.jp 

Bコース：東京農工大学農学部ﾌｨｰﾙﾄﾞﾐｭｰｼﾞｱﾑ(ＦＭ)多摩丘陵

プログラム：「pHで環境を考える」 

（午後の部）（定員：20名） 

(1)内容： 降水の pH の測定、さらに渓流水の pHの測定と土壌の中和過程の実験。 

(2)集合・解散: 現地に 12 時 30分集合、13 時開始、17時終了。 

ＦＭ多摩丘陵：京王線「平山城址公園駅」、または、京王相模原線「京王堀之内駅」からバス約 10 分

「東京薬科大学前」下車。徒歩 10分。

 

FM多摩丘陵:042-676-9933,harahrs@cc.tuat.ac.jp 

Cコース：森林総合研究所多摩森林科学園（高尾）（定員：40名） 

プログラム：「科学園のフィールド・展示館で森林環境教育を考えてみよう」 

入園料：300円

(1)内容：「研究の森」の案内と「森林環境教育プログラム集」の紹介。 

（Cコース参加費として） 

(2)集合・解散:多摩森林科学園内科学館前にて 13時集合、13時 30分開始、17時終了。 

集合場所の森林総合研究所多摩森林科学園はＪＲ・京王線高尾駅から徒歩10分  

森林総合研究所多摩森林科学園のURL: http://www.ffpri-tmk.affrc.go.jp/index2.htm 

 

※当日は ひとつのコースだけでもご参加いただけますが、

 

A—Bコース（先生のための森林環境教育と

実験系環境教育in FM多摩丘陵コース）、および、A—Cコース（たっぷり森林環境教育プログラムコー

ス）として、2つのコースを受講することも出来ます。 

※雨天時でも決行いたします。 

 

問い合わせ・申込：大学生協学会支援センター日本環境教育学会第 20回大会事務局係 
〒166-8532 東京都杉並区和田 3-30-22 

TEL 03-5307-1175 FAX 03-5307-1196（平日 10～17時） 

Email/ jsee_education2009@univcoop.or.jp 

 

教員セミナーに関するお問合せ先： Email/ jsee20th2009@gmail.com  

 
詳しくは、日本環境教育学会ウェブサイトをご確認ください。 
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsoee/ 
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