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東日本大震災は「未来を担う子どもの成育環境を『幸せ』が実感できる持続可能で安全・安
心な社会・地域づくりへ変革せよ」という未来からの警告と私たちは受けとめています。学
会の特性をいかして多様な組織と連携して進めてきたこれまでの支援や前回の仙台大会
（2012 年)において、子どもたちが社会の一員としてコミュニティをつなぎ・つながる力を
持っていることが明らかとなりました。本大会では、震災復興・地域再生に向けて次世代の
しなやかで創造的な力「コミュニティ力」をいかし、それを支える大人の力を育み、さらに
日本の持続可能な社会・地域づくりに協働する方策を探求します。 

こども環境学会会長：小澤紀美子（東海大学教授） 

2013 年大会実行委員長：神谷明宏（聖徳大学准教授） 

日時：2013 年 4 月 26 日（金）～28 日（日） 
会場：東海大学 高輪キャンパス（東京都港区高輪2-3-23） 
プログラム（予定） 
4 月 26 日（金） ◆エクスカーション（10：00～16：30）※大会参加と事前申し込みが必要 

 「東京サレジオ学園」「三鷹市星と森と絵本の家」「自由学園明日館」 

4 月 27 日（土） ◆国際シンポジウム 

ジュリー・デイビス(Julie Davis) 博士 
クイーンズランド工科大学准教授。持続可能性・環境・幼児・健康などに関しての世界第一人
者。オーストラリア政府の環境教育のガイドラインの策定委員、世界幼児教育機構の代表 

キャシー・ウォン(Kathy Wong) 氏 
香港プレイライト代表。香港プレイライトはアジアで最も活発な遊び団体の一つで児童館も運
営、2008年にIPA香港大会主催 

汐見稔幸（副会長、白梅学園大学学長） 
コーディネーター：岸裕司（学校と地域の融合教育研究会副会長） 

◆特別シンポジウム 

子どもに優しいまちづくりをすすめる自治体首長によるシンポジウム 
コーディネーター：仙田満（代表理事、東京工業大学名誉教授） 

◆東日本大震災復興支援活動報告 

◆ポスターセッション① 

◆ワークショップ①② 
こども活動の支援者に向けた｢つながる力・つなげる力を考える｣ 
ファシリテーター：難波克己氏（玉川大学心の教育実践センター准教授） 

4 月 28 日（日） ◆分科会Ａ～Ｈ 
A：こども環境と制度,  B：放課後という時間の価値, C：これからの保育者に
求められる力, D：こどものコミュニティ力をひろげる空間, E：こどものコミュ
ニティ力を活かす｢つながりのデザイン｣, F：こどもがつながるための大人の役割,  
G：こどもの表現の受けとめ方, H：こどもと道とコミュニティ 

◆ポスターセッション② 
 ◆審査論文・卒業論文・修士論文発表会 
 ◆2012 年度こども環境学会賞 受賞者記念講演 
 ◆総括セッション・大会提言 

主催：公益社団法人 こども環境学会 
後援（予定）：内閣府、国土交通省、文部科学省、環境省、厚生労働省、日本学術会議、建築研究所、 
科学技術振興機構、日本ユニセフ協会、IPA 日本支部、日本建築学会、日本環境教育学会、日本都市計画学会、 
日本造園学会、日本発達心理学会、日本保育学会、日本子ども社会学会、その他の関連学協会 

Julie Davis博士 

Kathy Wong氏 



 

 

●大会プログラム（予定）●大会プログラム（予定）●大会プログラム（予定）●大会プログラム（予定） 

※1 エクスカーションおよび交流会は大会参加者に限ります。 

※2 分科会（仮題） A:こども環境と制度,  B:放課後という
時間の価値, C:これからの保育者に求められる力, D:こ
どものコミュニティ力をひろげる空間, E:こどものコミ
ュニティ力を活かす「つながりのデザイン」, F:こどもが
つながるための大人の役割,  G:こどもの表現の受けとめ
方, H:こどもと道とコミュニティ 

※3 プログラムはやむを得ず変更する場合がありますので、ご
了承ください。 

※4 詳細・最新情報はHPをご参照ください。 

●大会会場（東海大学高輪キャンパス）へのアクセス●大会会場（東海大学高輪キャンパス）へのアクセス●大会会場（東海大学高輪キャンパス）へのアクセス●大会会場（東海大学高輪キャンパス）へのアクセス    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●●●●エクスカーションエクスカーションエクスカーションエクスカーション参加申込参加申込参加申込参加申込（申込期限：（申込期限：（申込期限：（申込期限：4444 月月月月 16161616 日日日日    火曜日）火曜日）火曜日）火曜日）    
FAX または郵送にて事前にお申込下さい。該当欄の丸を黒く塗り

つぶして下さい。ｴｸｽｶｰｼｮﾝ参加は、大会参加者に限ります。昼食

は各自でご用意下さい。定員に達し次第締切ります。 

申込後、学会から送付される受付確認書をお持ちの上、 

10分前に現地にご集合下さい（当日参加はできません）。 

定員：1日参加 30名、午後参加 15名、ともに申込順。 

エクスカーション参加申込（1日） 3,000円  

エクスカーション参加申込（午後のみ） 2,000円  

※移動は貸切バス（1台）。ｴｸｽｶｰｼｮﾝ参加費は当日払い。 

●大会参加申込●大会参加申込●大会参加申込●大会参加申込（申込期限：（申込期限：（申込期限：（申込期限：4444 月月月月 16161616 日日日日    火曜火曜火曜火曜日日日日））））    
    該当する欄の丸を黒く塗り、合計金額を記入の上 FAXまた

は郵送にてお申込ください。事前登録費の振込期限も 4 月
16 日（火）です。入金確認後、参加証をお送りします。申
込期限を過ぎた場合は、当日受付にてお支払いください。 

学会員（学生会員以外） 5,000円（当日 5,500円）  

学生会員、一般学生 3,000円（当日 3,500円）  

学会員以外の方 6,000円（当日 6,500円）  

交流会参加 5,000円  

会員総会出席 参加費無料  

お支払合計お支払合計お支払合計お支払合計                                                        円円円円 

28日のみ参加の 

学会員以外の方 
2,000円（当日受付します） 

通信欄※ 

※1 障がいのある方、こども（高校生以下）はすべて無料です。

会場にて対応が必要な場合は事前にお知らせください。 

※2 保育室（保育スタッフ常駐：大学会場）をご利用希望の方

は通信欄にご記入の上、4 月 16 日（火）までにお申込くださ

い。保育室利用料金：500円／1人 1時間（当日払い） 

当日の申込は保育室の利用ができない場合があります。 

 

フリガナ 

お名前 

 

会員種別 □正会員 □団体会員 □準会員 

□賛助会員 □学生会員 □学会員以外 

住所 

参加証 

送付先 

〒 

 

連絡先 

 

TEL： 

FAX： 

E-mail： 

所属 

（部署・役職）  

 

□こども環境学会に入会を希望する 

※入会されますと会員料金で参加できます。入会希望の方は、事

務局までご連絡ください。HPからもご入会いただけます。ま

た、当日受付でもご入会いただけます。 

●お振込み先●お振込み先●お振込み先●お振込み先    
みずほ銀行自由が丘支店 普通預金口座 2560885 

公益社団法人こども環境学会 
シャ）コドモカンキョウガッカイ 

4444月月月月26262626日日日日((((金金金金))))    エクスカーションエクスカーションエクスカーションエクスカーション※大会参加と事前申込が必要 

10:00～16:30 

午後のみ参加 

12:30～16:30 

午前「東京サレジオ学園」 

午後「三鷹市星と森と絵本の家」 

「自由学園明日館」 

4444 月月月月 27272727 日日日日((((土土土土))))    第第第第 1111 日目日目日目日目    

9:30～10:00 

10:00～12:30 

 

 

 

 

 

13:00～13:30 

13:30～15:30 

 

 

13:30～14:45 

15:30～16:00 

16:00～17:15 

 

17:30～18:30 

18:30～20:30 

開会式開会式開会式開会式・主・主・主・主旨説明旨説明旨説明旨説明    
国際シンポジウム国際シンポジウム国際シンポジウム国際シンポジウム    
シンポジスト： Julie Davis（世界幼児

教育機構代表）、Kathy Wong（香港プレ

イライト代表）、汐見稔幸（副会長、白梅

学園大学学長）、コーディネーター：岸裕
司（学校と地域の融合教育研究会副会長） 

「写真による子ども讃歌「写真による子ども讃歌「写真による子ども讃歌「写真による子ども讃歌」小西貴士 

行政の首長による特別シンポジウム行政の首長による特別シンポジウム行政の首長による特別シンポジウム行政の首長による特別シンポジウム    
コーディネーター：仙田満（代表理事、

東京工業大学名誉教授） 

ワークショップワークショップワークショップワークショップ    ①①①①    
東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災復興支援活動報告復興支援活動報告復興支援活動報告復興支援活動報告    
ポスターセッションポスターセッションポスターセッションポスターセッション    ①①①①    
ワークショップワークショップワークショップワークショップ    ②②②②    
会員総会会員総会会員総会会員総会    
交流会交流会交流会交流会（有料） 

4444 月月月月 28282828 日日日日((((日日日日))))    第第第第 2222 日目日目日目日目    

10:00～12:00 

 

 

13:00～15:00 

13:30～15:30 

15:30～16:30 

16:30～17:00 

審査論文／卒業論文・修士論文発表会審査論文／卒業論文・修士論文発表会審査論文／卒業論文・修士論文発表会審査論文／卒業論文・修士論文発表会    
分科会分科会分科会分科会    A,B,C,D 

ポスターセッションポスターセッションポスターセッションポスターセッション    ②②②②    
分科会分科会分科会分科会    E,F,G,H 

学会賞受賞者記念講演学会賞受賞者記念講演学会賞受賞者記念講演学会賞受賞者記念講演    
総括セッション総括セッション総括セッション総括セッション    
閉会式閉会式閉会式閉会式    

公益社団法人公益社団法人公益社団法人公益社団法人    こども環境学会こども環境学会こども環境学会こども環境学会    
〒106-0041東京都港区麻布台 3-2-12 
TEL 03-6441-0564／FAX 03-6441-0563 
URL: http://www.children-env.org 
E-mail: info@children-env.org 
（注）info@children-environment.orgでも可 

こども環境学会こども環境学会こども環境学会こども環境学会    ２０１３２０１３２０１３２０１３年大会年大会年大会年大会（東京）（東京）（東京）（東京）    参加申込書参加申込書参加申込書参加申込書    

FaxFaxFaxFax：：：：03030303----6441644164416441----0563056305630563    


