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日本保育学会第 74 回大会を 2021 年 5 月 15 日
（土）・16日（日）の 2日間、北陸・富山県にて開催し
ます。中部ブロック圏内では、これまでに愛知県と静岡
県での開催はありましたが、北陸地区での開催は初め
てになります。日本海側で大会が開催されたのも、第
27回大会（1974年）の島根大学以来 47年ぶりのこ
とです。北陸新幹線が開通して首都圏からのアクセス
は格段に良くなりました。ぜひ富山にお越しいただき、
研究を推進したり会員相互の交流を深めたりしてくだ
さい。
さて、今回の大会テーマは「つながる・広がる・深ま

る」です。社会の変化の中で、幼児教育・保育の対象と
なる子どもや保護者の実態は多様化しています。教育
や福祉の分野では多機関（多職種）連携という言葉が盛
んに使われています。多様な背景のある子どもや保護
者を支援するためには、様々な分野の専門家とつなが
り、広い視野に立ってチームで総合的な支援をするこ
とが必要です。そして、チームで協働していく中で各自
の専門性がさらに深まるという好循環を生み出すこと
が、それぞれの地域での幼児教育・保育・児童福祉等

を推進していくことにほかなりません。このテーマを
念頭に置きながら、実行委員会として記念講演・シン
ポジウム・ワークショップを企画いたしました。

今回の会場は富山国際会議場と富山大学五福キャン
パスです。富山県には昔から、「越中富山の薬売り」と
して売薬（ばいやく）さんが全国を行脚し、各地にネッ
トワークを構築してきた伝統があります。また、北海道
から大阪に向かう北前船の中継地点として、物流を支
えていた伝統もあります。ここ富山の地で、様々な専門
性を持つ研究者と、現場で日々子どもや保護者に向き
合っている保育者とが一堂に会し、新たなつながりを
作り、視野を広げ、お互いの専門性を深めていくことが
できれば、実行委員会として望外の喜びです。これから
富山県内のスタッフを中心に、北陸地区の養成校・現
場の先生方と一緒に大会の準備をさせていただきま
す。ぜひとも富山にご参集くださいますよう、お願い申
し上げます。

第74回大会実行委員長 小林　　真

日本保育学会　第74回大会のご案内

大会テーマ：つながる、広がる、深まる

一般社団法人

日本保育学会
第74回大会 2020年7月25日

日本保育学会第74回大会実行委員会

第1号
通信

学会企画・実行委員会企画事業（予定）

1．大会記念　基調講演　森口佑介氏（京都大学）
「保育と実行機能」

2．社員総会・授与式
3．学会企画

4．国際シンポジウム
5．実行委員会企画シンポジウム「小学校とつながる」他
6．実行委員会企画ワークショップ（p.8 参照）
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大会日程（予定）

一般社団法人 日本保育学会第74回大会
大会テーマ：つながる、広がる、深まる

9：30～12：30

開会式・総会等
大会記念基調講演

13：00～15：00 15：20～17：20

口頭発表 口頭発表

自主シンポジウム 自主シンポジウム

ポスター発表 ポスター発表

国際シンポジウム
（13：00～16：00）
実行委員会企画
シンポジウム 学会企画

1日目　2021年5月15日（土）
9：30～11：30

学会企画

実行委員会企画
シンポジウム

口頭発表

ポスター発表

12：30～14：30 14：50～16：50

実行委員会企画
シンポジウム

実行委員会企画
ワークショップ

自主シンポジウム

ポスター発表

自主シンポジウム

2日目　2021年5月16日（日）

富山大学五福キャンパス富山国際会議場

富山大学五福キャンパス

会　期 2021 年 5 月 15 日（土）、16 日（日）
会　場 富山国際会議場、富山大学五福キャンパス

■ 富山国際会議場までのアクセス
富山駅より
●徒歩で15分
●路面電車セントラム環状線で7分
　～国際会議場前停車下車　※10分間隔で運行／一方向運行
●タクシーで5分
富山空港より
●富山空港連絡バス富山駅行きで25分
　～総曲輪（そうがわ）下車　徒歩2分
●タクシーで20分

■ 富山大学までのアクセス
富山駅より
●市内電車：JR富山駅前「富山駅」停留所にて2系統（大学前行）
　に乗車約15分→「大学前」停留所下車 徒歩約5分
●バス乗車案内：R富山駅南口バスターミナル 3番のりばにて
　富山地鉄・路線バス「富山大学前経由」に乗車約20分→ 
　「富山大学前」バス停下車すぐ
●タクシー：約15分
富山空港より
JR富山駅～富山空港間のアクセスについては富山地鉄・空港
バスが運行しています。乗車は約25分です
●タクシー：約15分

41

41

富山IC

富山市役所

富山市
ガラス美術館

富山県庁

富山空港 北陸自動車道

至新潟→

至魚津→

至新潟→

至長野・東京→

←至金沢

←至金沢

←至金沢

城址公園

グランド
プラザ

グランドプラザ前

総曲輪

富山駅前

国国際国際
会
国際
会議
国際
会議場
国際
会議場前
国際
会議場前
国際
会議場前

大

国際
会議場前

大手

国際
会議場前

大手モ

国際
会議場前

大手モー

国際
会議場前

大手モール大手モール

富山国際会議場
富山大学

新富町
富山
駅前

桜橋

電気ビル前

JR富山駅

富山大学前

大会中の一時保育について
●大会中は、0歳児から小学 3年生までの一時保育（有料）を実施する予定です。
●保育料や保育時間、対象年齢の詳細については、第 2号通信をご確認ください。
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時　期 1．自主シンポジウム　 p.4 p.5 p.62．口頭・ポスター発表 3．大会参加のみ

2020年
9月

2020年
11月

2020年
11月

2021年
1月

筆頭企画者の原稿登録期限
1月12日（火）※必須条件

筆頭企画者・その他の登壇者ともに
2020年度学会費の納入期限
9月30日（水）※必須条件

発表可否の結果の通知
（E-mail）
11月下旬

開催可否の結果を
筆頭企画者に通知（E-mail）

11月下旬

大会参加 ・ 企画申込 ・ 発表申込
登録期限

10月26日（月）～11月15日（日）
※必須条件

筆頭発表者・連名者ともに
2020年度学会費の納入期限
9月30日（水）※必須条件

筆頭発表者の原稿登録期限
1月12日（火）※必須条件

2020年度学会費の納入期限
大会参加の申込登録期限
大会参加費の振込期限　
1月12日（火）大会参加費、発表登録費、

自主シンポジウム開催登録費
振込期限

1月12日（火）
※必須条件（p.7参照）

大会参加費、発表登録費
振込期限

1月12日（火）
※必須条件（p.7参照）

注意
大会参加の登録後、
企画登録や研究発表
登録を忘れず
行ってください。

注意

9月30日までに、日本
保育学会HP上の会員
専用ページにログインし、
学会に登録している
メールアドレスに変更、
誤りがないかを、確認
してください。

各種申し込みの手続きについて

発表件数の制限について（重要）

会場の都合により開催予定数を以下のように設定し、申込件数が大幅に超えた場合には抽選を行います。
・自主シンポジウム      050 件　⇒　2020年 11月に筆頭企画者に開催可否の通知を出します。
・口頭発表                  200 件

2020 年 11月に筆頭発表者に発表可否の通知を出します。・ポスター発表            800 件 }
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1．自主シンポジウムを申込される方

【開催資格について】
自主シンポジウムの開催においては、以下の条件を満たす必要があります。なお、連名登壇者には非会員でもなることができ
ますが、大会参加費の納入を筆頭企画者が行う必要があります。

□①筆頭企画者が正会員である。
□②筆頭企画者が 2020年 9月 30日（水）までに 2020年度学会費を納入している。
□③筆頭企画者が 2020年 11月 15日（日）までに自主シンポジウム申込登録をしている。
□④筆頭企画者以外の登壇者（正会員）が 2020年 9月 30日（水）までに 2020年度学会費を納入している。
□⑤2020年 11月 15日（日）までに筆頭企画者その他の登壇者（正会員）が大会参加申込登録をしている。
□⑥筆頭企画者が 2021年 1月 12日（火）までに原稿登録をしている。
□⑦筆頭企画者が 2021年 1月 12日（火）までに自身の大会参加費＋発表登録費、自主シンポジウム開催登録費、非会員
の登壇者分の大会参加費を納入している。

□⑧筆頭企画者以外の登壇者が 2021年 1月 12日（火）までに大会参加費を納入している。

申込や原稿提出、費用納入の期限を過ぎた場合には受付できませんのでご注意ください。なお、申込が 50件を大きく超えた
場合には抽選を行うので、その結果によっては開催できないことがあります。

【自主シンポジウムの申し込みについて】
●筆頭企画者が日本保育学会正会員であることを確認してください。
●筆頭企画者は、2020年度学会費（年会費）を 2020年 9月 30日（水）までに納入してください。
●筆頭企画者以外の登壇者（正会員）も、2020年度学会費（年会費）を 2020年 9月 30日（水）までに納入してください。
●筆頭企画者は、期限内に大会参加と自主シンポジウムの申込を行ってください。申込は大会ホームページから行ってくださ
い。申込には会員 IDが必要です。会員 ID は第 1号通信の宛名シールに記載されています。

●登録の初期画面より、会員 IDをご入力いただくと、日本保育学会にご登録のメールアドレス宛に、参加登録用のパスワード
を送信いたします。

●筆頭企画者は、自主シンポジウムの申込に際して、他の登壇者の情報（会員 IDで検索）を入力する必要があります。事前
に登壇者にご確認の上、ご入力ください。なお、非会員の登壇者については会員 IDの入力欄に「9999999999」とご入力
ください。

●筆頭企画者以外の登壇者（正会員）は、期限内に大会参加の申込を行ってください。
●自主シンポジウムにおける登壇は、1人につき 1件です。他の自主シンポジウムの企画者や司会者、話題提供者、指定討論

者等になることはできませんのでご注意ください。
●自主シンポジウムの申込期限（11月 15日）後のタイトルや登壇者の変更はできません。

【開催可否の結果の通知】
●2020 年 11月下旬に、筆頭企画者に E-mail にて結果を通知します。

【大会参加登録と諸費用の納入（期限厳守）】
●開催を許可された筆頭企画者とその他の登壇者（正会員）は、2020年 11月 15日（日）までに大会参加申込登録を大会
ホームページより行ってください。

●開催を許可された筆頭企画者は、自身の大会参加費＋発表登録費、自主シンポジウムの開催登録費、非会員の登壇者の大会
参加費（1人 6,000 円）を合わせて期限までに納入してください。

●筆頭企画者以外の登壇者（正会員）は、自身の大会参加費を期限までに納入してください。

【自主シンポジウム原稿の登録】
●自主シンポジウムの原稿は、大会ホームページからフォーマットをダウンロードし、執筆要領に従って作成してください。
詳細は、第 2号通信（E-mail にて送信）をご確認ください。
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2．口頭発表・ポスター発表を申込される方

【発表資格について】
発表者は、以下の条件を満たす必要があります。

□①正会員である。
□②筆頭発表者と連名発表者が 2020年 9月 30日（水）までに 2020年度学会費を納入している。
□③大会参加申込および発表申込登録を 2020年 11月 15日（日）までに済ませている。
□④発表論文集原稿を 2021年 1月 12日（火）までに登録している。
□⑤筆頭発表者が 2021年 1月 12日（火）までに大会参加費+発表登録費を納入している。
□⑥連名発表者が 2021年 1月 12日（火）までに大会参加費を納入している。

申込や原稿提出、費用納入の期限を過ぎた場合には受付できませんのでご注意ください。なお、条件をすべて満たしていたと
しても、申込件数が口頭 200件、ポスター 800件を大きく超えた場合には抽選を行うので、その結果によっては発表できな
いことがあります。

【研究発表の内容に関する条件】 ※発表条件は日本保育学会『大会研究発表に関する規定』に従っています。

発表者は、発表する内容について以下の条件を確認し、遵守してください。

□①研究発表は、未発表のものに限る。
□②研究発表は、日本保育学会の倫理綱領をふまえ、個人の責任において行う。
□③研究発表は、発表論文集に原稿を掲載し、当日の在席時間帯に在席し、かつ研究発表を行い、質疑応答や討論に参加

することで、正式な発表として認められる。
□④筆頭発表は 1人 1回に限る。連名発表は筆頭発表を含め 3 件まで認められる。
□⑤1つのテーマについて、一連の発表をする場合には、2発表までとする。
□⑥1発表は、筆頭発表を含め 10名を発表者の上限とする。
□⑦口頭発表・ポスター発表が、日本保育学会研究奨励賞の対象になる。

【研究発表の申込について】
●筆頭者も連名者も発表者は全員、2020年度学会費（年会費）を 2020年 9月 30日（水）までに納入する必要があります。
●筆頭発表者は、期限内に大会参加申込および研究発表の申込を行ってください。
連名発表者は、期限内に各自で大会参加の申込を行ってください。
大会参加申込および研究発表の申込の期限は、2020年 11月 15日（日）です。

●大会参加申込と研究発表の申込は、大会ホームページから行ってください。申込には、会員 IDが必要です。会員 IDは第1号
通信の宛名シールに記載されています。

●登録の初期画面より、会員 IDをご入力いただくと、日本保育学会にご登録のメールアドレス宛に、参加登録用のパスワード
を送信いたします。

●筆頭発表者は、研究発表の申込の際に、連名発表者の情報（会員 ID で検索）を入力する必要があります。事前に連名者に
ご確認の上、ご入力ください。また、申込時には、研究の発表区分を選択する必要がありますので、下（P.6）に示した
「発表区分」一覧の中から選んでください。
●筆頭発表者は、研究発表申込の際に、口頭発表かポスター発表のいずれかを選んでください。また、発表形態の変更の可否

について、大会ホームページ上のチェック欄にご回答ください。
●申込数が予定数を大きく超過した場合には、発表形態の変更が可能な方の調整をした上で、さらなる調整が必要となる場合
には抽選を行います。抽選の結果として、発表資格や条件を満たしていても発表できないことが生じうることについて、ご
理解とご協力をお願いします。

●研究発表は、筆頭を含め 3件までです。3件を超えて申し込まれることのないよう注意してください。
●研究発表の申込期限（11月 15日）後のタイトルや発表者の変更はできません。
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【研究の発表区分】
発表申込登録に際しては、以下の中から発表区分を選んでいただく必要があります。

【大会参加費および発表登録費の納入（期限厳守）】
●筆頭者は、2021年 1月 12日（火）までに大会参加費+発表登録費を納入してください。
●連名者は、2021年 1月 12日（火）までに大会参加費を納入してください。

【発表原稿の登録】
●発表原稿は、大会ホームページからフォーマットをダウンロードし、執筆要領に従って作成してください。詳細は、第 2号
通信（E-mail にて送信）をご確認ください。

【大会参加の申込および大会参加費の納入について】
●大会参加のみの事前申込は、2020年 11月 16日（月）〜2021年 1月 12日（火）までに行ってください。申込は大会

ホームページから行ってください。申込には、会員 IDが必要です。会員 ID は第 1号通信の宛名シールに記載されています。
●登録の初期画面より、会員 IDをご入力いただくと、日本保育学会にご登録のメールアドレス宛に、参加登録用のパスワード

を送信いたします。
●2021 年 1月 12日（火）までに、2020年度学会費（年会費）を納入してください。
●大会参加のみの事前申込および大会参加費納入の期限は、2021年 1月 12日（火）です。大会参加費の納入期限を過ぎた
場合は、事前予約がキャンセルとなりますので、ご注意ください。

01 保育思想・保育理論・保育史など 10 障害児保育・障害のある子どもを含む保育

02 保育制度・保育行財政など 11 児童文化・児童文化財など

03 発達論・心身の発達など 12 保育者の資質能力・保育者の専門性など

04 教育計画・保育計画・指導計画・評価など 13 保育専門職の養成など

05 保育内容Ⅰ（保育内容総論・遊び）など 14 家庭保育・家庭及び地域の連携・子育て支援など

06 保育内容Ⅱ（健康・人間関係・環境・言葉・表現）など 15 児童福祉・児童の人権など

07 保育方法（保育方法論・保育形態・幼児理解）など 16 幼保一体化・幼保小連携など

08 保育環境・保育教材 17 多文化教育・異文化理解・ジェンダーなど

09 乳児保育（0,1，2歳児の保育）など

3．大会参加のみを申込される方

実行委員会企画ワークショップへのお申し込みの受付
●第 74回大会では、ワークショップ「子どもとの会話が今よりもっと楽しくなる！〜安心感いっぱいのにこにこコミュニケ
ーション〜」を企画しております。内容の詳細は大会ホームページをご確認ください。参加者数は 100名が上限のため、参
加希望が上限を超える場合は、抽選とさせていただきます。参加を希望される方は、大会ホームページより 2021年 1月 12
日までにお申し込みください。
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諸費用について
◆事前予約の方 ※自主シンポジウム登壇者、口頭・ポスター発表者は全員、事前予約が必要です。

●発表登録費に、大会発表論文集（CD-ROM）1枚分の代金が含まれています。1枚を超えてCD-ROM を欲しい方のみ、④
の大会発表論文集（CD-ROM）購入の手続をしてください。なお、発表論文集はCD-ROM のみです。冊子の発行はしませ
んのでご了承ください。

●大会参加費を期限までに納入された方には、参加証、領収証、参加証ホルダーを送付します。大会当日は参加証を参加証ホ
ルダーに入れて必ずご持参ください

※大会関連諸費用は、銀行振り込み、クレジットカード支払い、コンビニ支払いのいずれかによりお支払ください。これらの
手続は大会ホームページから行うことができます。これらの支払いにかかる手数料は各自の負担となります。また、一旦納
入された諸費用はお返しできませんのでご了承ください。

費　用 支払対象 金　額

①大会参加費 ¥6,000
研究発表の連名発表者、自主シンポジウムの連名登壇者、大会参加
のみ（発表なし）の者
※大会発表論文集（CD-ROM）はつきません

②大会参加費+発表登録費 ¥9,000研究発表の筆頭発表者、自主シンポジウムの筆頭企画者
※大会発表論文集（CD-ROM）がつきます

③自主シンポジウム開催登録費 ¥30,000筆頭企画者（開催許可後に納入してください）
※大会発表論文集（CD-ROM）はつきません

　非会員登壇者の大会参加費 ¥6,000

④大会発表論文集（CD-ROM） ¥3,000

⑤大会発表論文集（CD-ROM） ¥3,500

筆頭企画者（開催許可後に納入してください）
※大会発表論文集（CD-ROM）はつきません

機関購入

◆当日参加の方（正会員・非会員）
費　用 備　考 金　額

①正会員大会参加費 ¥7,000大会発表論文集（CD-ROM）はつきません

②非会員大会参加費 ¥7,000大会発表論文集（CD-ROM）はつきません

③非会員（学生）参加費 ¥2,000

④大会発表論文集（CD-ROM） ¥3,500

大会発表論文集（CD-ROM）はつきません。
学生は学生証を持参のこと。

◆大会関連諸費用に関する振込先

振込先
銀行：三菱UFJ銀行　　支店名：きよなみ支店（804）　　口座番号：普通　2399590
口座名義：株式会社JTBコミュニケーションデザイン
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日本保育学会第 74 回大会ホームページ
http://hoiku74.jp

今後の大会に関する連絡および書類等の送付予定

問い合わせ先
＜自主シンポジウム、口頭・ポスター発表に関するお問い合わせ＞
一般社団法人日本保育学会第 74 回大会　運営事務局
株式会社 JTB コミュニケーションデザインミーティング＆コンベンション事業部
〒541-0056　大阪府大阪市中央区久太郎町 2-1-25　JTB ビル 6階
TEL:�06-4964-8869　　FAX:�06-4964-8804　　E-mail:�hoiku74@jtbcom.co.jp

＜大会参加に関するお問い合わせ＞
一般社団法人日本保育学会第 74 回大会　参加登録デスク
株式会社 JTB コミュニケーションデザイン ミーティング＆コンベンション事業部内
TEL:�06-6120-1257＜受付時間：平日�10:00〜17:30（休：土・日・祝日）＞
FAX:�06-6120-1229 E-mail:�hoiku74-reg@jtbcom.co.jp

内　容 時　期 方　法

自主シンポジウム開催の可否および
無資格者への不受理に関する通知

口頭・ポスター発表申込の不受理に関する通知

2020年11月下旬 E-mail

大会発表論文集（CD-ROM）、参加証、領収証、
参加証ホルダー 2021年4月中旬以降 事前予約者に郵送

2020年11月下旬 E-mail

第2号通信 2020年11月中旬頃 E-mail、HPへの掲載

大会プログラム 2021年4月中旬頃 全会員に郵送

一般社団法人　日本保育学会事務局からのお知らせ

◆2020 年度までの学会費（年会費）の納入
2020 年度学会費 7,000 円を、期限までに納入してください。

学会費（年会費）納入先：　口座記号番号　00190−8−67755
加入者名：日本保育学会

◆入会手続き・住所変更について
入会申込は、学会ホームページの入会申込書請求フォームよりご連絡ください。
入会手続き完了までに 1か月程かかります。
所属や住所（連絡先）を変更された方は、会員専用ページよりご自身でお手続きをいただけます。

一般社団法人　日本保育学会　事務局
〒102-0073　東京都千代田区九段北 3-2-2　B，R ロジェ T-1
TEL:�03-3234-1410　　FAX:�03-3234-1414　　E-mail:�hoiku@main.so-net.jp


