令和元（2019）年度 日本教育大学協会全国美術部門協議会

第 58 回 大学美術教育学会 岐阜大会〈第二次案内〉
テーマ 「人はアートで育っていく。～美術教育の新しい動向～」
令和元年度日本教育大学協会 全国美術部門協議会、並びに第 58 回 大学美術教育学会「岐阜大会」を岐
阜大学で開催いたします。口頭発表、ポスター展による研究発表、シンポジウム、学部学生の為の美術教育
学生会議などが開催されます。奮って御参加の程、心よりお待ち申し上げます。
○内

容

企画行事、研究発表、総会、懇親会など

○企画・運営

岐阜大会運営委員会

○主

催

大学美術教育学会
日本教育大学協会全国美術部門

○共

催

国立大学法人岐阜大学

１．日

程

令和元年９ 月２１ 日（土）
・２２ 日（日）
※9 月 20 日（金）は役員会、各種委員会

２．会

場

岐阜大学

〒501-1193 岐阜県岐阜市柳戸１−１

３．参 加 費
〈参加費〉 会員・一般 [事前申込 4,000 円]
[当日（9 月 2 日以降） 5,000 円]
院生・学生 [事前申込 2,000 円]
[当日（9 月 2 日以降) 3,000 円]
※弁当代（お茶付き） 9 月 21 日 900 円、9 月 22 日 900 円（事前申し込み制）
〈懇親会費〉会員・一般 [事前申込 4,000 円]
[当日(9 月 2 日以降)
院生・学生 [事前申込 3,000 円]
[当日(9 月 2 日以降)
※院生には現職教員も含みます。

4,500 円]
3,500 円]

４．申込方法
岐阜大会の参加及び発表申込については、中西印刷の e-naf+（オンライン大会登録システム）を使って
行います。７月１日（月）9 時より受付開始となります。学会のサイトより、発表申込は 8 月 7 日（水）24
時まで、事前参加申込は 9 月 1 日（日）24 時までに申し込んでください。
（参加申込は当日でも可能です。
）
https://www.e-naf.jp/stomach/meeting/UAESJ/uaesj58/member/
＊事前申し込みは、
〈学会 HP での手続き〉及び〈郵便振込〉によって完了します。
＊お弁当（お茶付き）も事前申し込みのあった方のみ準備致します。大会期間中の日曜日は、大学食堂の
営業はなく、近隣にも大きな飲食店がありませんのでお気をつけください。
＊同封の振込用紙(払込取扱票)に必要事項をご記入の上、お振り込みください。通信欄に、参加受付番号、
所属、住所、名前、電話番号等を記入ください。
＊参加費払い込み用の振込用紙を紛失された方は、郵便局の振込用紙(払込取扱票)をお使いください。その
際は、必ず振込用紙の通信欄に、
「参加費」
「懇親会」
「弁当代」の金額などを明記してください。
▶振込先 郵便振替口座：00930-1-211779 加入者名：第 58 回大学美術教育学会岐阜大会
＊大会運営上できるだけ事前申込みをお願いします。なお、最終期限の 9 月 1 日（日）以降は口座に振り込
まず、当日受付（当日申込み料金）にてお支払いください。

５．日

程

○9 月 21 日（土） 大会第 1 日 受付開始予定 9：00
○9 月 22 日（日） 大会第 2 日 受付開始予定 9：00

[大会前日 9 月 20 日(金)]
12：30
13：00
13：30
14：20

-

13：00
13：30
14：20
15：20

※大会前日の役員等の諸会議

受付 1（15：20 までの会議参加者用）
総務局会議
全造連大学委員会
全国学校美術教育支援委員会、学会誌委員会、全美協役員会（私学）

15：10 - 15：30 受付 2（15：30 からの会議参加者用）
15：30 - 16：30 学会理事会
16：30 - 17：10 美術部門役員会 全美協総会

[大会第 1 日

9 月 21 日(土)]

○受 付
9：00 - 9：30
○開会行事
9：30 - 10：00 （全学共通教育棟 105 講義室）
○部門協議会
10：00 - 11：00 「本部事務局主催協議会」
○研究発表
11：15 - 11：50 口頭発表 1
○昼休み
11：50 - 12：50 （事前注文制のお弁当販売）
○研究発表
12：50 - 15：10 口頭発表 2
○シンポジウム 15：30 – 17：00 （全学共通教育棟 105 講義室）
○懇親会(岐阜大学第二食堂) 17:30-19:30

シンポジウムテーマ 「人はアートで育っていく。～美術教育の新しい動向～」
東京、岐阜、名古屋、京都で現在、進行中の新しい美術教育の試みや現状を報告し、そこから、今後の
学校教育（義務教育）における図画工作・美術の意義を考えます。
パネリスト／内容
・日比野克彦（東京藝術大学美術学部長 岐阜県美術館館長） 岐阜県美術館での「教育と美術」展
・松本和子（フレスコ作家） アーティスト in 小学校
※他の方は調整中

司会：野村幸弘（岐阜大学教育学部教授）

[大会第 2 日

9 月 22 日(日)]

○受 付
○研究発表
○昼休み
○ポスター発表
○研究発表
○総 会

9：00
9：30
11：50
12：50
13：50
15：45

-

9：30
11：50
12：50
13：50
15：35
16：30

口頭発表 3
（事前注文制のお弁当販売）
口頭発表 4 学生会議
（全学共通教育棟 105 講義室）

※研究発表の件数により多少時間が
変更となる場合がございます。

６．
「口頭発表」及び「ポスター発表」
（1）
「口頭発表」及び「ポスター発表」の申込（演題登録）は、8 月 7 日（水）24 時までです。オンライ
ン大会登録受付システム(e-naf＋)より、時間に余裕をもって登録下さい。
（2）
「口頭発表」及び「ポスター発表」の〈大会概要集原稿〉提出は、8 月 7 日（水）24 時までです。
オンライン大会登録受付システムで対応のため、締め切り厳守となります。メールや郵送での申込は受

け付けません。
（3）発表には大学美術教育学会会員の資格が必要です（新規入会と同時で可）
。筆頭発表者（責任発表者）
だけでなく共同発表者も必須です。大学美術教育学会の年会費未納では発表できません。
（4）発表予定の会員は、必ず 9 月 1 日（日）までに令和元(2019)年度までの会費を納入してください。

【口頭発表について】
１．申込方法・申込資格・申込方法・概要集原稿提出
左記「
「6．口頭発表」及び「ポスター発表」
」の（1）から（4）をご確認ください。
２．開始時に、各会場の司会者が発表者名（所属）と発表題目を紹介します。
３．発表時間
発表時間 20 分、質疑応答 10 分です。開始 15 分で一回(一鈴)、20 分で二回(二鈴)、それぞれ鈴を
鳴らします。二鈴の後は、速やかに発表をおやめください。
４．パソコン、接続線について
発表用のパソコンは、各自で持参下さい。会場のプロジェクターには、ステレオミニプラグ付き VGA
（RGB）ケーブルがついています。また HDMI 変換アダプターと HDMI ケーブルもあります。パソコ
ンの HDMI 端子への接続も可能ですが、その場合は音声が出力されないことがあります。発表時に音声
出力を行う方は、事前にパソコンの機種名、OS、接続端子の状況を事務局までお知らせください。
Mac PC の場合には、アダプターを各自ご持参ください。
５．配付資料
配付資料がある場合には、50～70 部程度ご用意いただき、直前に会場入口前の机上に置いてください。

【ポスター発表について】
大学美術教育学会では、教育現場の実践発表や実技系を中心とした制作研究など、多くの方が発表しや
すい大会を目指し、掲示ポスターを前にしてのプレゼンテーション及び参加者との直接の質疑応答のやり
取りできる「ポスター発表」を実施しています。
当日参加が条件で、発表者がポスターは自身で作成・印刷し、会場で掲示してください。また、事前に
「研究発表概要集原稿」を提出していただきます。内容については、ポスターの内容にそって発表の概要
を記述してください。
１．申込方法・申込資格・申込方法・概要集の原稿提出
前掲「6．
「口頭発表」及び「ポスター発表」
」の（1）から（4）をご確認ください。
２．ポスターの掲示
ポスターは発表者ご自身でお持ちいただき、大会第 1 日（9 月 21 日）10：00 から大会 2 日目（9
月 22 日）12：00 までの間に、発表者ご自身で掲示して下さい。ピン等、貼付用具は岐阜大会運営事
務局で準備します。掲示のパネル位置については事務局で決定し、発表者に連絡します。パネル位置等
へのご希望は受け付けません。
３．発表時間
大会 2 日目（9 月 22 日）のポスター発表の時間帯（12：50 – 13：50）には会場で発表ならびに
質疑応答をお願いします。司会はありません。
４．条件等
（1）Ａ1 判（594mm X 841mm）縦長、2 枚まで。
（2）ポスターには、①氏名(所属) ②研究テーマ ③研究の概要を必ず入れてください。
（3）用紙に写真を貼ったり、プリントアウトした図表を貼ったりするなどして自作しても結構ですが、
立体物の貼り付けは不可とします。
５．発表終了後のポスターについて
発表時間終了後のポスターは第 2 日（22 日）の 15：00 までに発表者ご自身で撤去をお願いします。
16：00 以降、残されているポスターは処分いたします。

７．問い合わせ先
■オンライン大会登録システムに関する問い合わせ先
第 58 回 大学美術教育学会 岐阜大会システムサポートデスク（参加申込・発表申込・概要集）
中西印刷株式会社 Tel: 075-415-3661（平日の 10:00～16:00）
E-mail: uaesj58@nacos.com
申込期限・時間を過ぎるとオンライン大会登録システムで登録は出来なくなります。
また、メールでの受付は行っておりません。余裕をもって、期限までに登録してください。
■大会全般に関する問い合わせ先
岐阜大会運営事務局 〒501-1193 岐阜県岐阜市柳戸１−１ 岐阜大学 教育学部 美術教育講座
岐阜大会運営委員（窓口） 河西 栄二 E-mail: kasaie@gifu-u.ac.jp Tel: 058-293-2275
■宿泊先
各自でお早めに手配をお願いします。
■託児について
令和元年度 日本教育大学協会 全国美術部門協議会／第 58 回 大学美術教育学会岐阜大会では、託児の対
応をしておりません。ご了承のほどお願いします。

６．アクセス

【最寄り駅からのバス】
JR 岐阜駅・名鉄岐阜駅からは以下のバスが利用できます。
●岐阜大学・病院線（バス系統Ｃ70）
：所要時間約 40 分，320 円
JR 岐阜駅前～名鉄岐阜駅前～～（忠節橋経由）～～岐阜大学～岐阜大学病院
乗車バス停名：JR 岐阜駅（北口）バスロータリー９番のりば
乗車バス停名：名鉄岐阜駅５番のりば
●岐阜大学・病院線 清流ライナー（バス系統Ｃ71）
：所要時間約 35 分，320 円
JR 岐阜駅前～～（忠節橋経由）～～岐阜大学～岐阜大学病院
（清流ライナーは主要バス停以外には停車しません）
乗車バス停名：JR 岐阜駅（北口）バスロータリー９番のりば
●岐阜大学・病院線 岐大ライナー直行便（バス系統Ｃ72）
：所要時間約 30 分，320 円
名鉄岐阜駅前～JR 岐阜駅前～～（忠節橋経由）～～岐阜大学病院～岐阜大学
（直行バスは主要バス停以外には停車しません）
乗車バス停名：名鉄岐阜駅Ｅのりば
乗車バス停名：JR 岐阜駅（北口）バスロータリー９番のりば

◎最終案内は、９月上旬頃、学会 HP にてご案内いたします。

