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学会員各位 

 

日本教育社会学会 第 73回大会のご案内（第一報） 

 

日本教育社会学会 第73回大会実行委員会 

〒662-0827 兵庫県西宮市岡田山7-54 関西学院大学教育学部 冨江英俊研究室 

E-mail: jses_73@yahoo.co.jp 

（※お問い合わせ等は、メールにてお願いいたします） 

大会ウェブサイト：日本教育社会学会ウェブサイト内（https://jses-web.jp/） 

 

 春暖の候、学会員の皆様には益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

さて、日本教育社会学会第 73 回研究大会を、関西学院大学を大会校として、オンラインで開催することにな

りました。多くの方々のご参加をお待ちしております。 

 

   最新の情報（詳細な情報や修正事項を含む）は、大会ウェブサイトにて随時更新しますので、 

ご確認ください。 

      大会ウェブサイト：日本教育社会学会ウェブサイト内に設置しています。 

 

１． 開催日時と会場 

 日時：2021年9月11日（土）・12日（日）〔各種会合等 9月10日（金）〕 

 大会会場・各種会合・若手研究者交流会等、すべてオンライン実施になります。 

 関西学院大学のキャンパスで実施するプログラムは、一切ありませんのでご注意下さい。 

  

 

２． 大会日程 

 

前日                                    

9/10（金） 

  

 

                                   

                        13：30       15：00      16：00  18：00  19：00       21：00 

第１日 

9/11（土） 

 

 

 

        9：00     11：40 12：50 13：10 14：00 14：25 14：40    16：40 17：00      19：00    

            ※12：05～12：50 総会打ち合わせ   

 

第２日                                     

9/12（日） 

 

 

           9：00       12：00        13：30                    16：30 

※12：05～12：50 課題研究打ち合わせ / 評議員懇談会 / 新役員の常務会・理事会   
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３．大会参加申込・大会参加費 

 

 大会に参加するためには、第 73 回大会ホームページから事前に申し込んで頂き、大会参加費をお支払い頂く

ことが必要となります。大会参加費をお支払い頂いた方に、当日に大会会場にリンクする Zoom URL をお知ら

せ致します。 

大会参加費は、以下の通りとなります。参加費の支払方法の詳細は、追ってご連絡致します。 

 

【大会参加費】 

         会員（一般）4,500円  会員（学生）2,000円 

   臨時（一般）5,000円  臨時（学生）2,500円 

 

 

４．研究発表の申込 

 

◇発表申込と要旨集録原稿の提出は、大会ウェブサイト（5/10 には運用開始予定。学会ウェブサイト内。）から

行って下さい。昨年度までとは異なったサイトからの申し込みとなりますので、十分ご留意下さい。 

◇発表の方法として、ライブ型（Zoom による同時双方向型の発表）とオンデマンド型（事前にファイルを発表

者自身がアップロードし、参加者がそれに対してコメントする）があります。発表申込時にどちらかを選択して

下さい。 

◇一般部会に加えて「英語特設部会」が設置されます。 

◇申し込み時に、会員番号の入力が必要となります。学会からの郵送物の宛名の下に掲載されている番号となり

ます。 

 

＜発表申込期間＞ 

 発表申し込み期間は、5月 10日（月）から6月4日（金）18時までとします。 

 研究発表を希望する会員は、個人発表ならびに共同発表ともに、上記の期間内にお申し込みください。 

 

＜発表資格＞ 

 個人発表・共同発表ともに、発表資格があるのは、2020年度学会年度の会費を、4月30日（金）までに納入

された方です。新規入会者は、4月30日（金）までに入会手続き（会費の振り込みとオンライン新入会申込）を

された場合、発表資格があります。上記の条件を満たしていない場合、発表申し込みはできませんので、ご注意

ください。発表資格の詳細は学会ウェブサイトでご確認ください。 

 

＜英語特設部会の発表者公募＞ 

 国際委員会では第 73 回大会において英語の発表を行う特設部会を設けます。詳細については 4 ページの記載

を参照してください。 

 

＜発表申し込み上の注意点＞ 

（１）期日までに申し込みが行われない場合、受け付けられません。 

（２）会員の発表は、一般部会・英語特設部会のいずれか１回に限ります。ただし共同発表者における連名はこ

の限りではありません。 

（３）共同発表の場合は、登壇者（複数の場合には代表する１名）のみが申し込みを行ってください。 

（４）発表申し込みの受理確認として、ご指定のアドレスに受領メールが配信されますので、必ずご確認くださ

い。メールが配信されない場合は申込が受理されておりませんので、再度お試しいただくか、大会実行委

員会までお問い合わせください。 

（５）同一の研究成果をいくつかに分け、複数の部会で分担して発表する場合、「その１」「その２」等の名称で

連続的に報告することを避け、各部会の発表に、独立性・完結性を持たせるように留意してください。 
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（６）大会直前の発表取り消しは大会運営に重大な支障をきたしますので、絶対にないようにしてください。 

 

＜発表要旨原稿の提出＞ 

（１）発表申し込み者（共同の場合は代表者）は、６ページ以降の『発表要旨集録』執筆要綱に基づき、原稿を

6月14日（月）から7月14日（水）18時までにお送りください（締め切り厳守）。昨年度までとは異な

ったサイトからの申し込みとなりますので、十分ご留意下さい。発表要旨原稿の受付は、PDF形式のファ

イルのみとなっております。 

（２）本大会での発表要旨原稿の提出受付は、第73回大会のホームページから行います。郵送、FAX、電子メー

ルでの送付は受け付けません。 

（３）なお、発表申し込みの際の発表題目がそのまま大会プログラムの題目となりますので、発表申し込みの際

の発表題目と『発表要旨集録』原稿の題目は必ず同じものにしてください（副題を含む）。なお発表申し込

みの際の発表題目は、申し込み時に送付されるメールに記載されています。 

 

＜発表時間＞ 

発表時間は、発表者の人数によって下記のようになります。 

１名・・・・・発者20分＋質疑応答 5分 

２名以上・・・発表40分＋質疑応答10分 

※３名以上の発表枠（発表60分＋質疑応答15分）はなくなりました。ご注意ください。 

 

【発表部会の編成について】 

 今大会では、下記の部会を設ける予定です。従来の一般部会に加えて、英語特設部会が設定されております。

一般部会を希望される場合は、発表申込の際に、下記の27の一般部会の選択肢から、第一希望、第二希望を選

択してください。なお、部会の選択にあたっては、下記のキーワードをご参照ください。 

 

 

＜一般部会＞ 

【部会番号・部会名】  【キーワード】 

１．理論              学説／学史、理論、思想 

２．研究法             研究法、分析法、方法論 

３．教育の歴史社会学        教育史、学校史、民衆文化史、教育の社会史、教育文化史 

４．子ども             子ども論、子ども集団、子ども文化、発達／社会化、幼児教育 

５．青少年             青年論／若者論、青年集団、青年文化 

６．教育問題            逸脱／非行、青少年問題、問題行動、いじめ、不登校、学力問題、学級崩壊 

７．家族と教育           家族、家庭、親子関係、しつけ、社会化、家族問題 

８．ジェンダーと教育        ジェンダー、性役割、フェミニズム、セクシュアリティ、女性学、男性学 

９．初等・中等教育         学校論、学校組織、学級／学校集団、児童生徒、学校文化、学校の機能 

10. 教育方法・カリキュラム（高等教育を除く） 授業方法、評価、カリキュラム、教科外活動 

11. 教師              教師論、教師集団、教師文化、教員養成／研修、教員人事 

12. 高等教育（１）学生・キャリア   学生、キャリア、就職活動、大学生文化、人材育成 

13. 高等教育（２）制度・政策       大学財政、大学改革、専門学校（専修学校）、大学院、質保証、研究費 

14. 高等教育（３）教職員・カリキュラム     大学教員、大学事務職員、大学運営、大学事務、研究と科学、アカデミック・プロフェッション 

15. 高等教育（４）その他       高等教育に関わるその他のテーマ 

16. 地域社会と教育         地域環境、地域住民組織／PTA、余暇、ボランティア活動、学社連携、ノンフォーマル教育 

17. 生涯教育             社会教育、生涯教育／生涯学習、成人教育、公民館／博物館、リカレント教育 

18. 教育と差別・人権         差別、人権問題、解放教育、同和問題、性差別、民族差別 

19. 進路と教育            進路指導／キャリア教育、職業教育、進路選択、入試／受験、塾／予備校 

20. 社会階層と教育          階層・階級、社会移動、教育機会、学歴、文化資本、職業、社会移動、人口、学力 

21. 教育政策・制度           教育制度、教育法規、教育政策、教育行財政、教育経営、学校改革、教育改革、教育の政治学  
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22. 特別支援教育            発達障害、教育的支援、インクルージョン 

23. 異文化と教育                    多文化教育、海外子女、帰国子女、留学生、在日外国人、エスニシティ、ニューカマー 

24. メディアと教育                  情報（化）、マルチメディア、IT、eラーニング、インターネット、視聴覚教育、SNS、マスメディア 

25. グローバリゼーションと教育      グローバリゼーション、アジア・欧米他各国研究、国際教育関係機関(ユネスコ、OECD）、国際比較研究 

26. 文化と教育                      サブカルチャー、消費文化、大衆文化、エリートと文化 

27．経済と社会                     教育経済論、産業／労働、職業制度、企業内教育、トランジション、人口変動 

 

＜英語特設部会＞ 

 第 73 回大会における英語特設部会は、特定のテーマを設けず、広く発表を募集します。様々な分野での研究

蓄積を国際的に発信しようとする意欲ある方々の応募を期待したいと思います。 

発表は英語によるものとし、質疑応答も原則英語を使用します。 

 発表申し込み期間は他の部会と同様、5月10日（月）から6月4日（金）18時まで、A4で2ページの発表要

旨の受付期間は6月14日（月）から 7月 14日（水）18時までです。 

なお、特設部会に応募された場合は、一般部会の発表に応募いただけないことをご承知おきください。 

 

【部会の概要】 

（１）部会日時：後日発表 

（２）発表・質疑応答の言語：原則として英語 

（３）発表要旨・資料の言語：英語 

（４）発表時間：25分（発表20 分＋質疑応答5 分） 

 

【発表の申し込み方法】 

申し込みは、国際委員会英語部会担当（jses.international.session@gmail.com）宛にメールにてお願いします。

メールには、以下の項目を明記してください。 

（１） 氏名、所属 

（２） 発表タイトル 

（３） キーワード３つ 

お問い合わせは国際委員会 jses.international.session@gmail.comまでお願いします。 

 

   The 73rd JSES Annual Meeting will be held on September 11th & 12th. There is no specific theme for the 

International Session in English this year. We welcome any applicants who are willing to disseminate research 

findings in various fields to the international audience. All presentations in this session will be in English, and 

discussions will also basically be in English. 

   The deadlines are the same for the sessions in Japanese; applications should be made between May 10th 

and June 4th by 6 pm; abstracts should be submitted between June 14th and July 14th by 6 pm.   

   Please note that if you apply for this international session, you cannot apply for any concurrent session in 

Japanese. 

 

【About the Session】 

(1) Date and time: To be announced. 

(2) Language used in the session (oral): Mainly in English. 

(3) Language used in the session (written): English. 

(4) Length of one presentation: 25 minutes (20 minutes presentation and 5 minutes discussion.) 

 

【How to Apply】 

   Applications and 2-page abstracts should be submitted to the Directorate of International Affairs by email 

at jses.international.session@gmail.com.  

   In your application e-mail please give the following information: 
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(1) name and affiliation 

(2) title of the presentation  

(3) 3 keywords for the presentation 

Contact information: jses.international.session@gmail.com 

 

５．若手研究者交流会（9月 10日（金）大会前日） 

  若手の教育社会学研究者の自由な意見交換の場としての若手研究者交流会は、大会前日（9月10日）の19:00

～21:00に開催いたします。 
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大会発表予定者各位 

2021年5月 

日本教育社会学会 

第73回大会実行委員会 

 

『発表要旨集録』原稿提出のお願い（『発表要旨集録』執筆要綱） 

 

このたび、日本教育社会学会第73回大会の研究発表にお申し込みいただいた方は、下記要綱にて、『発表要旨

集録』の原稿を、6 月１４日（月）から 7 月１４日（水）18 時までに、「大会発表申込システム」にてご提出く

ださいますようお願い申し上げます。なお、共同発表の場合は、発表代表者が原稿全体を調整のうえ一括してご

提出ください。発表要旨原稿の作成と提出にあたっては、下記の事項にご留意ください。 

 

記 

 

１．次ページの「発表要旨の書式設定について」を参照の上、A4用紙（縦置き・横書き）にワープロで原稿を作

成し、PDF形式のファイルに変換してからご提出ください。なお、実行委員会では、お送りいただいた原稿

の下部にページ番号を記入する以外には原稿を一切加工いたしません。 

 

２．原稿の枚数は、以下の通りです。 

 個人研究発表：A4用紙（縦置き・横書き） 2枚以内 

 共同研究発表：発表者1名の場合   A4用紙（縦置き・横書き） 2枚以内 

発表者2名以上の場合  A4用紙（縦置き・横書き） 4枚以内 

 

３．『発表要旨集録』の資料的価値を高めるために、ご用意いただく原稿は予告程度ではなく、可能な限り完成度

の高い内容とするようお願いいたします。 

 

４．発表申し込みの際の発表題目がそのまま大会プログラムの題目になります。『発表要旨集録』原稿の題目は、

発表申し込みの際の発表題目と、必ず同じものにしてください。なお、発表申し込みの際の発表題目は、申

し込み時に送付されるメールに記載されます。 

 

５．原稿提出の締め切りは7月 14日（水）18時です。期限までに提出されない場合は、『発表要旨集録』の該当

部分を白紙のページとし、学会「運営内規」により発表を認めないことがありますのでご注意ください。発

表申込みの場合と同様、この期日の締め切りも厳格に適用させていただきますので、ご了承ください。 

 

６．原稿受理のお知らせは、自動的に行われます。メールが配信されていない場合、配信されていても提出され

たファイル名が確認できていない場合は、ご提出が完了しておりません。提出を再度お試し頂くか、大会実

行委員会までお問い合わせください。 

以上 
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発表要旨の書式設定について 

（締切 7月 14日（水）18時必着） 

 

この枠がA4判として 

 

 

余  白  必ず余白を取ってください 

 

 

余白      発表題目        メインタイトルは16ポイント          余白 

25mm                  サブタイトルは14ポイント           25mm 

      約40mm 

                                   発表者名（所属） 

 

 

                        11mm 

 

 

       40-50行 

       （１枚目は発表題目のスペースの 

        ため32-44行） 

 

 

 

          本文は必ず２段組で           本文は必ず２段組みで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          余    白    必ず余白を取ってください 

必
ず
余
白
を
取
っ
て
く
だ
さ
い 

必
ず
余
白
を
取
っ
て
く
だ
さ
い 

原稿の長さの目安 

 

１枚目min  19×32×2 1216～ 

    max  22×44×2 ～1936 

 

２枚目min  19×40×2 1520～ 

    max  22×50×2 ～2206 

 


