日本教授学習心理学会

第 16 回年会のご案内

（第１号通信）

会員の皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
さて，日本教授学習心理学会第 16 回年会は，2020 年７月 11 日（土）
・12 日（日）の２
日間，阪南大学本キャンパス（大阪府松原市）で開催します。本学キャンパスは，大阪市か
ら大和川を渡ってすぐの場所に位置し，天王寺（大阪阿部野橋）から約 20 分，新大阪から
約 40 分で到着します。学期末，また，東京オリンピック開催直前でもあり，何かと慌ただ
しい時期ではございますが，ご参会の皆様の交流を通して，あらためて「教えること」「学
ぶこと」にかかわる教育・教育実践研究への理解と関心を深めることができればと念じてお
ります。皆様のお力添えをいただければ幸いに存じます。多くの皆様のご参加とご発表をお
待ち申し上げております。
2020 年２月
日本教授学習心理学会第 16 回年会準備委員会
委員長 﨑濱 秀行 （阪南大学）
準備委員 久米 弘
黒岩 督

（九州大学）
（兵庫教育大学）

宮田 佳緒里（兵庫教育大学）
山内 敏男 （兵庫教育大学）
吉國 秀人 （兵庫教育大学）
・・・・日本教授学習心理学会第 16 回年会について下記の通りご案内いたします・・・・
【Ⅰ】会期・開催担当校・会場
１．会期

：

2020 年７月 11 日（土）
・12 日（日）の 2 日間

２．開催担当校：阪南大学 （〒580-8502 大阪府松原市天美東5丁目4-33）
℡ 072-332-1224（ 代表 ）
３．会場

：阪南大学本キャンパス８号館（住所，TELは同上）
詳細は今後の通信でご案内いたします。

【Ⅱ】内容
（1）研究発表（すべて口頭発表で行います）
①発表の方法：発表内容を口頭で報告の上，発表者と質問者との間で討議を行ってい
ただきます。１人当りの持ち時間は 30 分（発表 15 分，質疑 15 分）の予定です
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②発表の要件：予稿集への論文掲載，口頭発表，質疑への参加という３条件を満たす
ことによって公式発表として認められます。
③発表資格
（ア）2020 年 3 月 31 日現在，日本教授学習心理学会の会員であり，2020 年度会費を
2020 年 3 月 31 日までに前納していなければなりません。
（イ）会員外の方との連名発表は可能です。その場合，責任発表者が，非会員の連名発
表の申し込みと非会員連名発表費を納入することになります。また，非会員連名
発表者が年会に出席する場合は年会参加費を受付で納入していただきます。
（ウ）責任発表者（単独発表者も含む）になるのは１人１回に限ります。ただし，連名
発表者はこの限りではありません。なお，プログラム編成上，連名発表者に関し
ては発表時間が重複することがありますことをご承知おき下さい。
（エ）責任発表者は参加・発表の申込を３月 15 日（日）24 時までに行ってください
（参加・発表申込を行う web サイトの情報は「
【Ⅲ】諸手続」参照）
。
（オ）責任発表者は，予稿集原稿を PDF 形式で保存し，5 月 15 日（金）24 時までに
web にて投稿してください（web サイトの情報は「
【Ⅲ】諸手続」参照）。その際，
ファイル名にご自身のお名前を入れておいてください。
（カ）予稿集原稿は，１発表あたり A4 判２段組２ページ（約 4,000 字）の予定です。
（キ）年会参加費（≠学会の年度会費），会員外連名発表費を５月 15 日（金）まで
に，同封の振込用紙にて郵便局から振り込んで下さい。なお，本振込用紙では
振り込めない費用がありますので、
「
【Ⅲ】諸手続」記載事項にご注意ください。
（2）講演
準備委員会で候補者を現在検討中です。第３号通信（プログラム）でご案内します。
（3）会務総会
７月 12 日（日）に会務総会を開催する予定です。2019 年度決算， 2020 年度予算
等，重要な案件をお諮りする予定ですので，会員の皆様のご出席をお願いいたします。
（4）情報交換会
７月 11 日（土）夕刻から情報交換会を開催する予定です。場所につきましては現在，
阪南大学または天王寺駅周辺にて調整中です（詳細は後日ご案内いたします）。なお，
参加費は，一般 5,000 円、大学院生・学部学生 4,000 円程度を予定しています。
【Ⅲ】諸手続
この第１号通信には年会案内の他に，第 16 回年会参加費（≠学会の年度会費）の納入
用郵便振替用紙１枚，皆様自身の会員番号およびパスワードを記載した用紙１枚，計３
種類の紙面を同封しています。
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（1）参加・発表申込
参加予定の方は，口答発表の有無にかかわらず，３月 15 日（日）24 時までに，次の
会員サイト https://ssl.japtl.org/ へアクセスしてください。その際，会員番号およびパ
スワードの入力を求められますので，同封の用紙の記載事項を入力してください。その
後、
「会員メニュー」を表示し、
「第 16 回年会関連」項目の「年会への参加申し込み」
をクリックし、必要な情報を入力してください。
なお，学会２日目の７月 12 日（日）は，阪南大学生協・大学近隣の飲食店の殆どが閉
店しています。また，学会会場の教室等での飲食ができません。そこで，参加申込に際し，
２日目昼食のお弁当（1,000 円。お茶付き）の予約も受け付けます。ぜひご利用ください
（お弁当をご注文いただいた方の昼食会場は阪南大学生協施設を予定しております）
。
（2）16 回年会参加費用・２日目昼食のお弁当代の振込
予約参加者，発表者は５月 15 日（金）までに，同封の郵便振込用紙を用いて，第 16 回
年会参加費を，下記の費用表を確認の上，振り込んで下さい。
①この振込み用紙では，
【学会の年度会費】

を振り込まないで下さい。

②この振込み用紙では，
【情報交換会費】

も振り込まないで下さい。

③この振込み用紙では，
【２日目昼食のお弁当代】も振り込まないで下さい。
今回，情報交換会費・２日目昼食のお弁当代は当日支払いとしています。
振込み先（郵便振込用紙）
：日本教授学習心理学会（口座番号 02200－0－101267）
・・・・・
（費用表）第 16 回年会参加費は以下の通りです（予稿集代を含む）
・・・・・
会員

一般

6,000 円（予約）

会員外

一般

7,000 円

7,000 円（当日）
大学院生

4,000 円

大学院生

4,000 円

学部学生

2,000 円

学部学生

2,000 円

７月 12 日（日）昼食用お弁当

1,000 円（お茶付き）

（＊）連名発表費は，会員は無料，会員外の方は１件の発表につき 1,000 円です。
（＊）第 16 回年会参加費を払い込み，当日参加できなくなった場合でも，返却いた
しませんので，ご了承下さい。
（3）予稿集原稿の提出
責任発表者として発表を申し込まれた方は，予稿集原稿を PDF 形式で保存し，後日ご
案内する URL へアクセスの上，投稿いただく予定です。詳細は第２号通信にてご案内い
たします。なお，投稿期限は５月 15 日（金）24 時です。
【Ⅳ】年会等に関する連絡先
日本教授学習心理学会第 16 回年会準備委員会が学会の企画・運営にあたっております。
3

ご連絡は下記までお願いいたします。できるだけ電子メールにてお願いいたします。
［住所］〒580-8502 大阪府松原市天美東 5-4-33
阪南大学経済学部 﨑濱秀行研究室内
日本教授学習心理学会第 16 回年会準備委員会
［電話］072-332-1224（代表）
［e-mail］sakihama@hannan-u.ac.jp
【Ⅴ】今後の通信予定
・第２号通信：2020 年３月下旬頃配信予定（参加・発表申込者にメール配信を予定）
。
同通信に，原稿作成要領を添付します。なお，責任発表者として申し込みをしたにも
かかわらず，2020 年４月２日（木）を過ぎても第２号通信が受信できていない場合
は，上記の﨑濱宛に確認メールをお送り下さい。
・第３号通信：2020 年６月中旬頃送付予定。全会員に，年会プログラムを送付します。
【Ⅵ】その他
・宿泊施設につきましては，各自で手配されますようお願いいたします。天王寺（大阪
阿部野橋）駅周辺のホテルに宿泊されることをお勧めいたします。
・阪南大学本キャンパスへのアクセスにつきましては，下記 URL へアクセスの上，記
載情報をご参照ください。
https://www.hannan-u.ac.jp/access/mrrf430000003cq1.html
主要日程一覧
事項
参加･発表申込

日にち

備考

３月 15 日（日）

参加者・発表者のみ会員サイトへアクセスし，
申し込み。URL https://ssl.japtl.org/

予稿集原稿の投稿

５月 15 日（金）

責任発表者は会員サイトへアクセスし，原稿を
投稿。

予約参加費の振込

５月 15 日（金）

この第１号通信同封の振込用紙で振り込む。
情報交換会費は振り込まない（当日支払い）。

第 16 回年会参加費の振込先は学会事務局となっています。第 16 回年会事務局に
て別途，参加状況の確認が必要ですので，年会参加の方は，３月 15 日までに「【Ⅲ】
諸手続」記載の URL へアクセスし，参加・発表申込をお願いいたします。
・・・・・・
（皆様の第 16 回年会へのご参加を心よりお待ちしております）
・・・・・
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