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国際幼児教育学会第３９回大会を広島県の福山市に所在する、開学８年目の福山市立大学で下記のとおり
開催しますので、ご案内いたします。広島県での開催は初めてですが、西日本では１０年ぶりの開催となり
ます。国内の乳幼児保育教育の関係者、実践者、研究者等の方々はもちろん、中国、台湾、韓国、アメリカ
をはじめ、東南アジアの皆さまの大会への参加と研究発表を歓迎いたします。
今大会のテーマをWhat is the best interest of children ?（子どもの最善の利益とは ）としました。
１９８９年、第４４回国連総会において、世界中のすべての子どもたちが持つべき「生きる権利」
「育つ権
利」
「守られる権利」
「参加する権利」を柱とする「児童の権利に関する条約」が採択され、世界１９３か国
が批准し、批准国は子どもの最善の利益のために行動しなければならないと定められています。ここ３０年
の間、子どもの最善の利益のために、それぞれの地域の現状を踏まえて取り組み、大きな進展を遂げてきま
した。しかし、現在、世界のいたるところで児童の貧困や虐待が問題となっています。また、一方では、子
どもの学びの基礎的な成果として子ども観も変わってきました。このような状況にあって広く地域、国、制
度、文化や子どもの発達段階等に応じた、最善の利益とは何かを明らかにすることが必要となっていま
す。今大会では、各国で取り組んできた実践や研究の成果を分かち合うとともに、改善すべき課題について
共々に考察し、解決の方向を見出すことを目的といたしました。
現時点で決定している大会日程、内容ですので、今後、多少の変更があるかと思いますが、ご容赦くださ
い。大会への参加または研究発表を希望される方は、同封の第３９回大会参加･研究発表申込書葉書に 62 円
切手を貼り投函、または葉書の内容をＥ-メールで ５月２５日（金）までに事務局へお知らせください。
なお、研究発表の内容は大会テーマに限定いたしません。学会の趣旨に沿う内容であれば結構です。奮っ
てのご応募をお待ちしています。
記
１.期 日

２０１８年９月１４日（金）～１５日（土）

２.会 場

福山市立大学 教育学部

広島県福山市港町２−１９−１

３.大会テーマ

What is the best interest of children ?
（子どもの最善の利益とは）

４.開催形式

福山市立大学との共催

５.大会日程 （日程の詳細は今後変更することも有ります）
＜９月１４日（金）＞

＜９月１５日（土）＞

9:00 ～ 9:30

開会式

9:30 ～ 10:30

基調講演

10:00 ～ 10:10

2018 年度学会賞･学術賞授与

10:40 ～ 11:40

記念講演Ⅰ

10:20 ～ 12:20

研究発表Ⅲ／音楽シンポジウム

11:40 ～ 12:35

昼食

12:20 ～ 13:20

昼食

12:35 ～ 13:05

総会

13:20 ～ 14:20

記念講演Ⅱ

13:20 ～ 15:20

研究発表Ⅰ／絵本シンポジウム

14:40 ～ 17:10

シンポジウム

15:40 ～ 17:40

研究発表Ⅱ

17:10 ～ 17:20

閉会式

19:00 ～ 21:00

情報交換会

9:00 ～ 10:00

学術賞受賞記念講演

６．大会参加費等
大会会場受付でお支払いください。
参加費(論文集込)；８０００円、
昼食費（希望者のみ）
；14、15 日(各)１０００円
情報交換会費（希望者のみ）
；５０００円
７．宿泊所について
事務局では宿泊所の予約受付はおこないませんので、個人で宿泊所の予約をおこなってください。
なお、福山駅から徒歩 2～3 分の場所にある利用しやすいホテルをご紹介します。
1）ニューキャッスルホテル福山 (福山市三之丸町）
http://www.new-castle.net/

℡；084-922-2121

2）リッチモンドホテル福山駅前 (福山市東桜町）
https://richmondhotel.jp/fukuyama/
3）ベッセルイン福山駅北口

(福山市丸の内）

https://www.vessel-hotel.jp/inn/fukuyama/
4）東横イン新幹線南口

℡；084-973-8030
℡；084-991-1000

(福山市三之丸町）

https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00259/ ℡；084-916-1045
5）福山オリエンタルホテル

(福山市城見町）

http://fukuyama.oriental-web.co.jp/

℡；084-927-0888

上記の 5 施設以外にも、福山市内にはビジネスホテルは多数あります。
＊福山駅から大会会場まではおよそ 3 ㎞です。バスは「福山駅前」より 6 つ目の停留所「福山市立大学」
下車。公共交通の便が良いので、宿泊所は駅周辺をおすすめします。
８．施設見学（希望者のみ）
＜９月１３日（木）＞
9:30 ～ 11:30

福山市内の保育所、幼稚園、認定こども園見学

申込締切：２０１８年５月２５日（金）
・参加人数には限りがありますので定員になり次第、閉め切らせていただきます
・移動に関してはバスを使用する予定ですので、その際にはバス代がかかります。
・参加を希望する方は、同封した葉書または E メールで事務局へ申込んでください。
＊後日、具体的なスケジュールをお知らせします。
９．申込書送付先、問い合わせ等は国際幼児教育学会 事務局へお願いします。
〒３２１－０９３２ 栃木県宇都宮市平松本町３２７－３
あさひの保育園 気付
国際幼児教育学会 事務局
TEL：０２８－６１４－４００１または０９０－７２７９－５３４５
FAX：０２８－６１４－４００２
E-mail：kodomo@asahinohoiku.jp

国際幼児教育学会第３９回大会 研究発表者募集要項
１．研究発表申し込みについて
１） 会員の研究発表を募集いたします。発表を希望される方は、2018 年 5 月 25 日（金）までに、
同封した第 39 回大会参加・研究発表申込書に氏名、所属、住所、電話番号、Ｅメールアド
レス、①参加し研究発表をする、②13 日（木）施設見学参加の有無、③昼食用弁当希望
の有無、研究発表申込欄に研究発表の題目、発表者の氏名と所属、内容を表すキーワ
ード（3 つ程度）、パワーポイント（Windows）使用の有無を漏れなく記入し、62 円切手を貼
って投函してください。または葉書の内容をＥメールで下記宛てお送りください。
２) 口頭発表者が２名以上の場合は、発表者の欄に全員の氏名・所属を記入し、口頭発表者
に○を付けてください。
３) 発表部会の編成については、実行委員会に一任ください。
４) 発表時間
発表者１名の場合；発表１０分、質疑応答（通訳を含め）１０分
口頭発表者が２名以上の場合；発表２０分、質疑応答（通訳を含め）２０分
５) 日本語以外で発表する場合は、日本語への通訳がつく予定です。
２．発表論文集原稿について
論文発表希望者は、発表の概要を「国際幼児教育学会第３９回大会発表論文集原稿作成
要領」（次頁にあります）に従って、Ａ４版（縦置き、横書き）で作成し、提出してください。印刷
の期日が限られていますので、締め切り日厳守をお願いいたします。
原稿はＷｏｒｄ形式 および ＰＤＦ形式で作成し、「Ｅメールの添付ファイル」または「ＣＤ－ＲＯ
ＭもしくはＵＳＢメモリに保存し、プリントアウトした原稿とともに郵送」のどちらかで提出してく
ださい。
締め切りは ２０１８年６月３０日（土）（消印有効）です。
締め切りをもう一度書きます。
☆発表申し込み締め切り ：2018 年 5 月 25 日（金）（消印有効）
☆発表論文集原稿締め切り：2018 年 6 月 30 日（土）（消印有効）
☆宛先 （研究発表申込葉書に印刷してあります）
〒321-0932 栃木県宇都宮市平松本町 327-3
あさひの保育園内
国際幼児教育学会 事務局
TEL：028-614-4001 または 090-7279-5345
FAX：028-614-4002
E-mail：kodomo@asahinohoiku.jp

国際幼児教育学会第３９回大会 発表論文集原稿作成要領
第３９回大会発表論文集の原稿は以下の要領で作成してください。
１．用紙は A4 サイズで 2 頁にまとめてください。2 頁目の半分まで母国語による発表内容を書き、2 頁目の
下半分に英語による要約を書いて下さい。口頭発表者 2 名以上の共同発表の場合は、母国語 3 頁、英
語による要約 1 頁、計 4 頁を使用してください。
２．本文の文字は、10.5 ポイントとし、下図の行数を基準にしてください。ご使用のパソコン機種や設定で困
難な場合もあるかと思いますが、可能な限り近い形式でお願いいたします。
３．「題目」は本文より大きい文字を使用して、母国語と英語で表記してください。英語は文字数が多くなるこ
ともあるので、題目・氏名や要約もポイントを下げて結構です。
４．発表者氏名（所属）は 3 行目以下に書き、連名発表者がいる時は、口頭発表者の氏名の前に○をつけて
ください。氏名・所属も母国語と英語で書いてください。
５．標準仕様とし、上下左右に 20mm の余白をとってください。点線は不要です 。
６．本文末に「キーワード」を 3～４つ書いてください。また、英文の最後にもそのキーワードの英訳を書いて
ください。
７．全体の 4 分の３が母国語による本文、4 分の１が英語による要約となります。英文については英語に堪
能な方のチェックを受けるなど、適切な英文で作成してください。
８．提出締め切り日を守ってください。
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ここまでが母国語の本文です。
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ください

〒321—
0932
栃木県宇都宮市平松本町 327—
3
あさひの保育園 気付
国際幼児教育学会 事務局行

ご氏名
ご住所

電話
所属
E-mail

〒

国際幼児教育学会 第 39 回大会
参加・研究発表申込書
第 39 回大会への参加/研究発表を希望される方は、
この葉
書に 62 円切手を貼って投函するか、または葉書の内容を Email でお知らせください。
Ａ；あてはまる番号に○をつけて下さい

① 1．参加する
2．参加し、研究発表をする
② 13 日(木)の施設見学 1．参加する 2．参加しない
③ 昼食用弁当 1,000 円/日

1．2 日分希望する
2. 14 日分のみ希望する
3. 15 日分のみ希望する 4．希望しない
④ 14 日(金)の情報交換会 1．参加する 2．参加しない
Ｂ；研究発表を希望する方は下記の申込欄に記入してください

＜研究発表申込欄＞
研究発表の題目

発表者の氏名と所属
（２名以上での発表の場合は、口頭発表者に○をつけてください）

内容を表すキーワード（３～４つ程度）

ﾊﾟﾜｰﾎﾟｲﾝﾄ(Windows）使用希望の有無 ‥‥

有 ・ 無

２０１８年５月１４日（月）までに投函してください。

