
日本環境教育学会 第19回大会（東京）

「環境教育の新たなつながりを求めて」

●期 間 2008年8月1日（金）～8月3日（日）

●会 場 学習院女子大学（東京都新宿区戸山3-20-1）

●主 催 日本環境教育学会（第19回大会実行委員会）

●後 援 環境省 経済産業省 国土交通省 農林水産省 文部科学省 新宿区教育委員会

●協 力 学習院女子大学環境教育センター 学習院大学教職課程

■第19回大会実行委員会 事務局

〒162-8650 東京都新宿区戸山3-20-1 学習院女子大学環境教育センター

FAX: 03-3203-7495 E-mail: jsee19.2008@gmail.com

大会ウェブサイト：http://www-cc.gakushuin.ac.jp/~gwc-jsee/

■日本環境教育学会 事務局

〒183-8509 東京都府中市幸町3-5-8 東京農工大学農学部環境教育研究室

TEL/FAX: 042-367-5597 E-mail: jsee_education@yahoo.co.jp

学会ウェブサイト：http:// wwwsoc.nii.ac.jp/jsoee/
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【学習院女子大学 アクセスマップ】（詳細は大会ウェブサイトをご覧ください）

【鉄道利用】

西早稲田駅（東京メトロ副都心線） 【徒歩】約2分（正門まで）

早稲田駅 （東京メトロ東西線） 【徒歩】約10分（北門まで）

高田馬場駅 【徒歩】約15分（正門まで）

（JR山手線・東京メトロ東西線・西武新宿線）

【都営バス】

高田馬場駅前・都バス１番乗り場より「高71：九段下行き（市ヶ谷駅経由）」に乗車。

「学習院女子大学前」で下車、徒歩１分。バス乗車時間は約５分。

（注１） 運行本数は１時間に２～３本程度です。

（注２） 「飯64：九段下行き（飯田橋駅経由）」では到着できません。



【学習院女子大学 キャンパスマップ】

【参加者へのお願い】

(1) 全般

・ 大会会場となる2号館の各教室では飲食厳禁です。ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

・ セキュリティの関係上、大会会場（特に2号館）では受付でお渡しした参加票（名札）を、必ず首から提

げるようにしてください。

・ 大学正門（明治通り側）はセキュリティの関係上、8月2日（土）は17時30分、8月3日（日）は

16時30分で閉門となります。この時間以降、大学構内への入退出を行う場合には北門（早稲田側）を

ご利用ください。ご理解とご協力をお願いいたします。

・ キャンパス内は原則として禁煙です。喫煙は指定場所でお願いいたします。喫煙場所は6 号館1階です。

(2) 休憩所

・ 互敬会館（3号館）に休憩所を設けました。飲食はこちらでお願いいたします。

・ 自動販売機も設置されています。ごみを放置しないようお願いいたします。

(3) 食事・銀行・ATMなど

・ 本大会ではお弁当のご案内はいたしません。また学生食堂の営業もいたしておりません。

・ 会場付近には飲食店やコンビニエンスストアが多数ありますので、各自ご利用ください。

・ 会場内にはATMはありません。正門前に郵便局や近隣のコンビニエンスストアをご利用ください。

(4) 駐車場

・ 会場内には駐車できませんので、公共交通機関をご利用ください。

・ やむを得ない事情により車で来場される場合には、会場付近の一般駐車場（有料）をご利用ください。

・ メッセ等への機材搬入につきましては、別途、大会実行委員会に必ず事前連絡をしてください。



◆ 会場案内図

２号館（大会受付・メイン会場）案内

４階
《８月１日》使用しません
《８月２日》口頭発表Ｄ～Ｇ会場／ポスター発表
《８月３日》口頭発表Ｄ～Ｆ会場／自主課題研究 １～８

３階

《８月１日》大会本部
《８月２日》大会本部／口頭発表Ａ～Ｃ会場
《８月３日》大会本部／口頭発表Ａ～Ｃ会場／プロジェクト研究 ２～４

自主課題研究９・１０

２階
《８月１日》大会受付
《８月２日》大会受付
《８月３日》大会受付／プロジェクト研究 １／学会セミナー

１階 使用しません

地階
《８月１日》開会式／総会／田んぼの国際環境教育会議【やわらぎホール】
《８月２日》龍村仁講演会【やわらぎホール】
《８月３日》使用しません
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※次ページ

に詳細案内



◆ メイン会場（２～４階）詳細案内図

※メイン会場（２号館）の各教室は、すべて飲食厳禁です。ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

・ 今大会ではクロークを設置しません。ただし、大型の荷物を持参される方を考慮して、受付の前にある教

室を荷物置き場と開放します。こちらのご利用は自由ですが、置かれる荷物の管理はすべてご自身で行っ

ていただきます。貴重品等は絶対に置かないように注意してください。大会実行委員会では荷物の管理や

監督は行わず、荷物に対する一切の責任を負いません。予めご了承ください。
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【口頭発表 要領】日時：8月2日（土）9:00～16:00、8月3日（日）13:00～16:00

★発表時間 発表15分＋質疑応答3分 合計18分（厳守）

第１鈴：13分

第２鈴：15分（発表終了時間、直ちに発表を終了してください）

第３鈴：17分

第４鈴：18分（質疑終了、直ちに次の発表者と交代してください）

・ 最初に表題と発表者名を述べてから発表を始めてください。

・ 質問者は、発言の前に氏名と所属を言ってください。

・ 発表者は、1つ前の講演になりましたら発表会場の前の方の席で待機しておいてください。

★発表機材について PC（PowerPoint）もしくはOHC（実物投影機）のいずれかを利用可能

・ PowerPointおよびOHCの操作は発表者の責任で行っていただきます。

・ PowerPointを使用する発表者は、データをUSBメモリスティックもしくはCD-ROMでご持参ください。

各発表の間に2分間のゆとりを取っていますが、発表直前のデータ操作はトラブルの原因となります。安

全のために午前の発表者は8 時 50 分までに、午後の発表者は 12 時 50 分までに会場備え付けのPC にデ

ータをコピーしておくことをお勧めします。

・ 運営上の都合により、個人のノートPCを接続しての発表は禁止しております。

・ PowerPointのバージョンは2003です。2007形式で保存されたデータは読み込めませんので、必ず98－

2003形式で保存してください。会場に設置されているPCはWindowsマシン（OS：WindowsXP）です。

・ 誤って 2007 形式で作成したデータを持参した場合は、大会受付にすみやかに申し出てください。受付に

て98―2003形式に保存しなおします。ただし有料（200円）となります。

★その他注意事項

・ 会場備え付けの資料提示は、各自で準備をお願いします。

・ 座長（司会者）は複数の関連発表とその後の質疑応答まで、責任を持って進行をお願いします。質疑応答

が特定の発表者に偏らないよう、ご配慮願います。

【ポスター発表 要領】日時：8月2日（土）11:00～14:00

・ ポスターの展示スペースは、1件につき縦180cm、横90cmです。

・ 発表者は会員に限られますので、共同研究者であっても非会員の方が発表をすることは禁止されています。

・ 発表者は、11:00までに所定の位置に各自掲示し、17:00までに取り外してください。

・ 発表者は、コアタイム（12:00～13:00）に質疑応答のため、ポスターの前で待機してください。コアタイ

ム以外は自由閲覧としますので、発表者がその場にいる必要はありません。

・ 貼るための道具は、実行委員会で用意いたしますので、必ずこちらを使ってください。ご自身で用意され

たテープなどは使わないようにしてください。貼り方については、大会スタッフの指示に従ってください。

・ 撤収されていないポスターは実行委員会で処分いたします。保管は行いません。

【自主課題研究 要領】日時：8月3日（日）16:00～18:00

・ 会場設営・進行等の運営は、全て企画者側で行い、終了後は会場を元の状態にもどしておいてください。

・ 各会場では研究発表（口頭）が 16:00 まで行われています。準備等が必要であっても、研究発表を妨げる

ことがないように注意してください。



＜会員向け（非公開）＞

【総 会】 日時：8月1日（金）13:00～14:30 場所：2号館地下1階 和ホール

【懇親会】 日時：8月2日（土）19:00～21:00 場所：互敬会館（3号館）2階

当日参加も可能です。ふるってご参加ください。会費は以下の通りです。

①会員（一般・団体） 5,000円 ②会員（学生） 3,000円 ③非会員（一般・学生） 5,000円

【プロジェクト研究】日時：8月3日（日）9:00～11:30 場所：2号館

プロジェクト研究Ⅰ 環境教育ガイドライン（代表：小澤紀美子）

プロジェクト研究Ⅱ 持続可能な開発のための教育（代表：阿部治）

プロジェクト研究Ⅲ グローバリゼーションのもとでの環境教育と開発教育（代表：朝岡幸彦・佐藤真久）

プロジェクト研究Ⅳ アジア・エリアにおける「持続可能な未来」のための環境教育とネットワークの

構築（代表：谷口文章）

【第5回 若手会員の集い】日時：8月3日（日）11:30～13:00 場所：5号館521教室

環境教育研究の経験の浅い研究者が悩みや課題を解決するきっかけを得る場として、同じような悩みを抱えて

いる研究仲間との交流や相互理解を促進する場が「若手会員の集い」です。ここでは、実践で抱えている課題

であろうと、研究する課題であろうと、社会の問題であろうと、環境教育を学問として論じ研究することで課

題解決に展望を見出すという学会本来の役割を出発点におきたいという思いが込められています。

《若手会員の集い 懇親会》日時：8月2日（土）21:00～22:30（予定） 場所：高田馬場駅近辺を予定

京都大会（2003年度）以来、恒例の開催となっている「若手会員の集い 懇親会」を、今年も大会懇親会

（2 日 19 時～21 時）の後に行います。昨年度の鳥取大会では会場に入りきらないほどの人数が集まり、

夜遅くまで語り合いました。今年度は大会プログラムの関係から、「若手会員の集い」を開催する前に、懇

親会を開催することになりますが、若手会員の皆様、ぜひふるってご参加ください。

詳細につきましては、当日、大会受付にお問い合わせいただくか、以下のメールにお問い合わせください。

当日参加も可能ですが、会場予約の関係上、参加希望者は事前に連絡をいただけると助かります。

jsee19.2008+wakate@gmail.comまでご連絡ください。

【学会セミナー】日時：8月3日（日）13:00～16:00 場所：2号館

テーマ：「わたしの環境教育の着眼点」

日本環境教育学会も 20 周年を迎えようとしています。創設の頃に貢献された研究者、実践家、教育者の方々

もある意味での世代交代の時期に来ています。最近の若い世代との世代間コミュニケーションの機会が大切と

思われます。環境教育のフロンティアの時代における工夫や試行錯誤、苦労話など「わたしの環境教育の着眼

点」に触れることを通して、若い世代を中心とした会員にとって環境教育の実践や教育の示唆になればと思い

ます。学会における世代間交流のためにも、日ごろ親しくお話をすることが少ない環境教育のフロンティアと

してご活躍されてこられた先生方と活発な議論を進める予定です。



＜一般公開＞

【環境教育メッセ】日時：8月1日（金）～3日（日） 場所：互敬会館（3号館）1階

公開プログラムとして、大会期間中、互敬会館（3号館）にて「環境教育メッセ（環境教育見本市）」を開催し

ます。環境教育に関する商品や資料の紹介、販売のほか、各団体・企業の取り組みを PR の場となっておりま

す。また8月2日（土）には、企業による環境教育をテーマにミニシンポジウムを予定しています。ぜひご参

加ください。

《企業による環境教育ミニシンポジウム》日時：8月2日（土）14:00～16:00 場所：互敬会館1階

企業による環境教育を特集し、環境教育メッセでの展示のほか、2 日には各社による報告を行うミニシン

ポジウムを予定しています。企業が取り組む環境教育の実状を共有します。

＜出展者＞ 新日本石油、損保ジャパン、J-POWER（電源開発）、東京ガス、東京電力、東芝、

トヨタ自動車、松下電器工業

【田んぼの国際環境教育会議2008】日時：8月1日（金）15:00～19:00 場所：2号館地下1階 和ホール

３年連続開催の本会議は、今年２年目となります。今回は日本・インドネシア・韓国から田んぼで教育実践を

されている人々が集まります。２部構成の第一部では、田んぼでの環境教育実践者によるプレゼンテーション

を行います。第二部ではワークショップと展示を展開、田んぼでできる活動や考え方を体験したり、学びの機

会を提供します。環境教育の分野を広げたい方、田んぼが好きで興味のある方、田んぼでの環境教育や持続可

能な開発のための教育実践に興味のある方は是非ご参加ください。

【龍村仁講演会】日時：8月2日（土）16:30～18:30（受付開始16:00） 場所：2号館地下1階 和ホール

大会第 2 日目の「公開講演会」では、映画ガイア・シンフォニー「地球交響曲」シリーズを制作されてきた、

ドキュメンタリー映画監督の龍村仁さんを講師に迎え、ジェーン・グドール氏（チンパンジー研究家）などが

登場する「地球交響曲 第四番」の映像を交えながら、環境教育のあり方などを提案していただきます。

★大会要旨集バックナンバーの超廉価販売

大会事務局で保管していた過去の大会要旨集のバックナンバー（欠号あり）を超廉価で販売いたします。

第 08－1 運営委員会で、日本環境教育学会事務局に大量に保管されている過去の大会要旨集の販売を、本大

会での販売をもって中止することが決まりました。この機会に是非お買い求めください。



【学内インターネット利用のご案内】

学習院女子大学の協力により、インターネットに接続しているPCを利用することが可能となりました。

ただし、次の注意事項を遵守してください。

(1) 利用条件

・ 大会参加者は利用可能です。利用を希望する人は、大会受付まで申し出てください。

・ 基本的にインターネットでwebメールや時刻表などを確認することを前提としております。

・ 1回につき15分程度のご利用をお願いしております。長時間のご利用はご遠慮ください。

(2) 利用方法

・ 利用するPCの場所は、受付または会場のスタッフの指示に従ってください。

・ ログインなどの認証作業は不要です。通常のPCと同じ操作でご利用ができます。

・ 終了時にはそのままの状態にしておいてください。ログオフは不要です。

(3) 注意事項

・ PCはWindows XP仕様です。Macintoshはありません。

・ PCやソフトウェアの操作方法に関するお問い合わせには対応することができません。

・ PCにインストールされているメールソフトおよびマイドキュメントのフォルダは利用できません。

・ セキュリティの関係から、デスクトップやフォルダへのデータのダウンロードなどはお断りしています。

ただし、ご自分の発表等に関わる書類をインターネット上から、ご自分の USB メモリスティックなどに

ダウンロードすることは可能です。

【無線LAN：クールスポット® 利用可能場所】

大会実行委員会では、最大3.6Mbpsの回線を利用した簡易無線LANスポット：クールスポット® を休憩所（互

敬会館）に設置いたします。クールスポット（COOLSPOT）は株式会社ネクストマジック（www.nextmagic.jp）

が提供するサービスです。

(1) 利用条件

・ 無線LAN接続に対応したノートパソコン（Windows/Macintosh）およびPDA。

・ ノートパソコンおよび無線LANカードは貸出しいたしません。

(2) 利用方法

・ WEP：なし ESSID：COOLSPOT

・ 接続方法について詳しく記した案内を当日準備いたしますので、そちらをご覧ください。

(3) 注意事項

・ 携帯電話回線を利用した接続になりますので、接続スピードは理論上の最大値となります。

・ 電波が不安定になる場合もありますので、すべての場合の接続を保証するものではありません。

・ インターネットへの接続は、各自の責任において行ってください。大会実行委員会ではその責任を負いか

ねます。

・ 大会スタッフは接続方法に関する質問にはお答えできません。会場にあります接続設定の説明書をご覧く

ださい。


