
第 44回数学教育論文発表会開催のご案内（第二次） 

 日本数学教育学会会長  清水 静海 

論文発表会準備委員長  布川 和彦 

  

日本数学教育学会では，数学教育の基礎的・科学的研究を推進するため，1966 年に東京教育大学（現・筑

波大学の前身）を会場として第 1 回数学教育論文発表会を開催して以来，毎年論文発表会を開催してきました

（1974 年および 1983 年は ICMI・JSME 国際会議（東京）に合併）。 

2011 年の第 44 回数学教育論文発表会は，下記の要領により上越教育大学で開催することとなりました。本

発表会の歴史と伝統にふさわしい数学教育に関する研究論文をご発表くださいますとともに，多数のご参加を

賜りますようご案内申し上げます。 

  

記 

1．主 催 日本数学教育学会 

2．後 援 上越教育大学 

3．日 時 平成 23 年 11 月 12 日（土），13 日（日） 

4．会 場 上越教育大学 〒943-8512 新潟県上越市山屋敷町１番地 

  ※会場アクセスの詳細は，上越教育大学ホームページ (http://www.juen.ac.jp/130access/index.html) を 

ご参照ください。また論文発表会ホームページにも関連する情報を載せております。 

5．日 程（予定） 

平成 23 年 11 月 12 日（土） 平成 23 年 11 月 13 日（日） 

 9:00～10:00 受付  9:00～ 9:40 受付 

10:00～12:10 口頭発表／論文発表 9:40～12:10 口頭発表／論文発表 

12:10～13:20 昼食 12:10～13:20 昼食 

13:20～15:50 論文発表 13:20～15:20 論文発表 

16:00～17:30 課題別分科会   

17:40～18:30 全体会   

19:00～20:30 懇親会   

6. 課題別分科会 

 以下のように分科会を開催する予定です。(○印はオーガナイザー) 

分科会 担当者 

数学教育学研究における認識論の展開と課題 ○小山正孝 岡崎正和 日野圭子 

「授業」の科学的探究：数学教育学におけるその

展開と課題 

○清水美憲 関口靖広 宮川 健 

数学教育における授業研究を通した教師教育の展開

と課題 

○中村光一 藤井斉亮 岩崎秀樹 高橋昭彦 

 

 



 7．発表申し込み 

 (1) 論文の内容 数学教育の基礎的・科学的理論又は実践を踏まえた研究で、未発表のものに限ります。発

表論文は「数学教育学論究」の候補論文として推薦されることがあります。 

 (2) 発表者の条件 本学会の会員であることが条件です。ただし、非会員でも、本学会への入会手続きを並

行して行えば、発表申し込みをすることが出来ます。 

(3) 発表申込み方法 発表を希望される方は、8 月 31 日までに、日本数学教育学会ホームページ内にある、

第２次案内からリンクされている以下の発表申込用のページに入ってお申込みください。 

     http://www.sme.or.jp/conp/conp_02_44_01.html 

その際に、以下の項目の入力をお願いします。 

 ①氏名 ②会員番号※ ③勤務先（学生の場合は所属大学） ④大学院生かどうかの区別 

⑤住所 (発表会事務局から郵送での連絡がとれる住所をご記入下さい) 

⑥E-mail・電話番号  ⑦論文タイトル ⑧発表形態（「口頭発表」または「論文発表」） 

 ※発表申込時に並行して本学会への入会手続きを行っている方は「入会手続き中」と記入してください。  

申込み受付の確認はシステムより E-mail で自動配信されます。 

また、発表申込みとは別に、「参加申込み」も次頁の要領にしたがって行ってください。 

 (4) 執筆要領 執筆要領、書式説明およびワード用テンプレートは、論文発表会ホームページよりダウンロ

ードできます。執筆要領に従って原稿を作成し、9 月 12 日(月)必着で、事務局まで郵便(簡易書留)でご送

付ください。発表原稿のページ数は、｢論文発表」が A4 で 6 ページ、「口頭発表」が A4 で 2 ページで

す。なお、原稿はそのまま写真製版して印刷する都合上、ワープロ原稿を印刷してご提出ください。 

(5) ファーストオーサーとしての発表 ファーストオーサーとしての発表は、本学会論究部会の決定により、

論文発表、口頭発表を通して 1 回に制限されています。 

(6) 査読 「論文発表」の部に送付いただいた原稿は、論究部によって査読されます（「適格」と見なす基

準については本学会誌 1997 年 6，7 月号参照)。  

  なお、査読の結果、お断りする場合は、10 月中旬に論究部長名の文書でご連絡いたします。 

(7) 発表時間 論文発表は 30 分(発表 15 分、討議 15 分)、口頭発表は 20 分(発表 15 分、討議 5 分)の予定で

す。なお、各会場にプロジェクターを準備しますが、ノートパソコン等は各自でご準備ください。 

(8) 研究奨励賞 大学院生(現職教員を含む)による発表のうち、特に優れたものに研究奨励賞を授与します。 

  

 

8. 参加申込み等 

 JTB 関東法人営業上越支店宛に別途＜大会参加登録＞をメールの添付ファイルとして送信してください。

当日受付の円滑化を図るためにも、できるだけ事前申込みをして頂けますよう、ご協力をお願い致します。

具体的な申込み方法等につきましては、次頁以降をご覧ください。 

 事務局 (原稿送付先)  

  〒943-8512 新潟県上越市山屋敷町１番地 上越教育大学 

論文発表会事務局 岩崎 浩 

E-mai1：mathedu@juen.ac.jp 

      論文発表会ホームページ: http://www.juen.ac.jp/gakkai/mathedu/ronhatsu_top.html 

http://www.sme.or.jp/conp/conp_02_44_01.html


9. 論文集のみ希望 

 当日参加できず論文集をご希望の方は、直接事務局までお問い合わせください。 

 4,000 円(送料込み)で送付いたします。 

10. 個人情報の取り扱い 

 発表・参加申込みに関する個人情報は、本論文発表会関連以外では使用いたしません。 

＜当日までの主なスケジュール＞ ○発表申込み〆切 8 月 31 日(火) 

 ○原稿提出〆切 9 月 12 日(月) 

 ○参加事前申込み〆切 10 月 14 日(金) 

 ○参加費等送金〆切 10 月 14 日(金) 

 

 

① 大会参加登録及びお申込み方法について  

◎大会参加の登録・参加費徴収等を JTB 関東法人営業上越支店に代行していただきますので、宿泊の有無に

関わらず、 

「大会参加登録・懇親会・宿泊・昼食弁当 申込書」（論文発表会ホームページよりダウンロード可）に必要事項をご記

入の上ＦＡＸ・郵送・またはメールにてお申込み下さい。 

◎メールでのお申し込みに関しては、必ず所定の必要事項記入済みの申込書をメールして下さい。申込書なきお申し込みは、 

誤手配等のトラブルの原因になりますのでご遠慮下さい。 

申込書送信先アドレス・・・【 mathematics44th@web.jtb.jp】 

※申込専用アドレスです。お問い合わせ等はお電話でお願いいたします。 

◎電話によるお申込みは誤手配等のトラブルの原因になりますので、ご遠慮下さい。 

◎変更や取消・追加についても必ず書面にてご連絡下さい。 

(申込書の控えを必ず保管して下さい)  

  事前申込１０月１４日（金）まで 当日申込１０月１５日（土）以降 

会員 ４，０００円 ５，０００円 

非会員 ５，０００円 ６，０００円 

◎参加事前申込〆切： ２０１１年１０月１４日 (金) (土日は申込窓口が閉まりますのでご注意下さい) 

② 懇親会のご案内 

11 月 12 日（土）全大会終了後、料亭やすね(上越市仲町 2 丁目 2 番 3 号)で懇親会（会費 6,000 円）を開催い

たします。全体会終了後、会場までのバスを出す予定です。 

会場並びに移動用バスの準備の都合上、大会参加登録と同時に、事前申込みをお願いいたします。 

      料亭やすね ホームページ  http://www.yasune.co.jp/index.html 

③ 昼食弁当のご案内 

事前申込の形でのみ 11 月 12 日、11 月 13 日分の弁当を販売いたしますので、ご利用下さい。 

お茶付きで 800 円（税込み）です。なお、大学周辺には飲食をする場所はあまりありません。また日曜日は学

生食堂も閉まります。 

④  宿泊のご案内 

１） 宿泊取扱期間：２０１１年１１月１１日（金）、１２日（土） 

参加申込の手続き 

Kazu
打ち消し

Kazu
タイプライタ
11月4日(金)



２） 宿 泊 地：上越市内 

ホテル名 申込記号 客室ﾀｲﾌﾟ 
宿泊料金 

（1泊朝食付） 
※会場までの距離 

ロワジールホテル上越 ① シングル ７，３５０ 
車で１５分 

（JR高田駅徒歩２分） 

ホテルハイマート ② シングル ７，３５０ 
車で２０分 

（JR直江津駅徒歩１分） 

ホテルセンチュリーイカヤ ③ シングル ７，３５０ 
車で２０分 

（JR直江津駅徒歩１分） 
 
（１）宿泊料金は、1泊朝食付き税サービス料込みのお一人様当たりの料金です。 
（２）２名部屋を希望される方は、お申込みの際に必ず同室者のお名前を明記してください。 
（３）朝食が不要な場合でも、特別料金のためご返金はできません。 
（４）第１希望に沿えない場合もございます。ご了承くださいませ。 
 

⑤ クーポンの送付並びにお支払方法について 

◎大会参加確認証などの各種申込に応じた確認証と請求書等は大会の約１０日前頃までに郵送にてお送りす

る予定です。 

◎大会の３日前になりましても書面が到着しない場合は、お手数ですが JTB 関東法人営業上越支店担当まで

ご連絡下さい。（申込書の未着や、送付物の誤配送も考えられます。） 

◎ご利用代金は請求書に記載の指定日までに指定銀行口座へお振込み下さいますようお願い致します。 

尚、振込手数料は、各自で負担をお願い致します。 

◎お手元に届きました大会参加確認証、懇親会参加証、宿泊確認証、昼食弁当引換券は当日必ずご持参下さい。 

⑦ 取消料について 

変更･取消は、申込書をそのままお使いになり、必ずＦＡＸもしくは郵送にてお願いいたします。 

(お申込時同様、お電話でのお申込みは受付いたしかねますのでご了承ください。) 

予約を取消される場合、お１人様につき下記の取消料を申し受けます。 

取消日は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼった日です。 

ただし、下記の営業時間内にご連絡いただいた日を基準としますのでご注意ください。 

  

   ５日前以前 ４日 前 前  日  当日または無連絡  

大会参加費 無  料 無  料 無  料 １００％ 

懇親会費 無  料 無  料 無  料 １００％  

宿  泊  費  無  料 ３０％ ５０％  １００％  

昼食弁当代 無  料 無  料 ５０％  １００％  

注意：ご変更・お取消は必ず文書(FAX／郵便)にてＪＴＢ関東法人営業上越支店までご連絡下さい。 

 

お問い合わせ先  

 
ＪＴＢ関東法人営業上越支店『第４４回数学教育論文発表会』デスク  

〒943-0834 新潟県上越市西城町３丁目５番２４号 大同生命ビル７階  

ＴＥＬ：０２５－５２４－４８５１／ＦＡＸ：０２５－５２４－５０１４ 

メールアドレス：mathematics44th@web.jtb.jp    

営業時間：月～金 9:30～17:30 （土曜、日曜、祭日休業） 


