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日本子ども社会学会第 27 回大会のご案内（2021 年開催） 第 2 報（2021.3.1） 

 

日本子ども社会学会 第 27 回大会実行委員長  尾場友和 
 
新型コロナウィルスの感染拡大を防止するため、第 27 回大会は Web 開催にいたします。自由

研究発表者には、大会開催期間の前に、動画や PDF ファイルを作成し、オンライン上で大会参

加者に公開し、大会期間の 2 日間にオンライン上で質疑応答を行っていただきます。これをもっ

て、学会報告をしたものとみなします。その他にも開催内容が変更されておりますので、ご確認

いただきますようお願い申し上げます。皆様のご参加をお待ちしております。 
なお、大会に関する最新の情報は、第 27 回大会特設 WEB サイトでお知らせします。こちら

もあわせてご覧くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 
 

 
１．期日 2021 年 6 月 12 日（土）9:00 ～ 13 日（日）20:00 
 
２．会場 日本子ども社会学会第 27 回大会特設 WEB サイト 

（https://www.js-cs.jp/annualmeeting2021/） 
 
３．日程 

・予行練習 6 月 5 日（土）14:00～16:00 ・6 月 6 日（日）14:00～16:00 
（テーマセッション・ラウンドテーブル（企画者任意による Web 開催の場合）） 

・自由研究発表 
（オンデマンド方式による発表） 
【発表資料公開期間】     6 月 12 日（土）9:00  ～  13 日（日）20:00 
【質問受付期間】       6 月 12 日（土）9:00  ～  13 日（日）20:00 
【質問応答期日】       6 月 12 日（土）9:00  ～  13 日（日）20:00 
【質疑応答掲示板開設期間】  6 月 12 日（土）9:00  ～  16 日（水）20:00 
 

・ラウンドテーブル        6 月 12 日（土）10:00 ～  13 日（日）18:00 
（オンデマンド方式もしくは遠隔会議システム方式）） 

・公開シンポジウム        6 月 12 日（土）15:30 ～ 17:30 
（遠隔会議システム方式） 

・テーマセッション        6 月 13 日（日）①9:30  ～ 11:30 
➁13:30 ～ 15:30 

（セッションごとに遠隔会議システム方式） 
 
４．大会参加費 無料（会員限定） 
 
５．参加方法 大会プログラム送付時（2021 年 5 月上旬予定）にパスワードをお知らせします。 

 
６．連絡先 
日本子ども社会学会第 27 回大会実行委員会  

〒577-8505 大阪府東大阪市御厨栄町 4-1-10 大阪商業大学公共学部 尾場研究室内 
E-mail:jscs2021@daishodai.ac.jp
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自由研究発表を申し込まれる方へ 

 

１．申し込み方法【変更あり】 

発表申し込みは、学会 Web サイト上で行います。発表希望の会員は、下記の「発表申

し込みの際の注意点」をご参照の上、学会 Web サイトの「学会発表のお申し込み」から

手続きをしていただきますようお願い致します。 
部会は、大会実行委員会が決定させていただきます。なお、郵送、電話、FAX 等に

よる申し込みは受け付けておりません。 
《発表申し込みの際の注意点》 

① 発表者または代表者の郵便番号、住所、名前、メールアドレス、電話番号を必

ずお書きください。大会実行委員会からの連絡をとる際に必要です。 
② 「発表者」の欄には全員の名前•所属を記入してください。発表を希望する者は、

共同発表者を含め、全員が本学会の会員であることを要件とします。また、「発

表者」の欄に掲載される会員は、全員が必ず 2020 年度学会費を納入済みであ

ることが要件です（ただし、新入会員は除きます）。学会費に関するお問い合わ

せは、学会事務局（jscs@naigai-group.co.jp）へお願いします。 
③ 「発表内容」の欄には、研究目的、研究領域（子ども文化、国際比較研究、保

育者養成、子ども支援、学校教育等）、研究対象（幼児、小学生、中学生、高校

生等）を簡単にお書きください。 
※詳細は学会 Web サイト上の注意事項をご覧ください。 

 

２．発表申し込み期間【変更あり】 

2 月 1 日（月）～3 月 14 日（日）  （1 週間延長） 

 

３．発表要旨集録【変更なし】 

発表者（共同発表の場合：代表者）は、学会 Web サイト上の作成要領に従って要旨

を作成し、完成原稿をメール （jscs2021@daishodai.ac.jp） にて大会実行委員会へご提

出ください。 
締切は 5 月 5 日（水）です。提出が締切より遅れた場合、発表資格を失うことがあ

ります。 
なお、冊子は PDF ファイルにて学会 Web サイトで公開します。 
 

４．発表時間（動画で発表する方のみ） 

個人発表：発表 20 分程度  共同発表：発表 40 分程度 
質疑応答は、オンデマンド形式で行います。 
 

５．発表資料の形式・提出方法【追加事項】 
発表資料は、大会ホームページの「「自由研究発表」  発表資料送信フォーム」

（https://www.js-cs.jp/annualmeeting2021/submiturl/）より提出してください。ご提出いた

だいた PDF ファイルや URL は、大会実行委員会でファイルの破損やリンク切れがない

か、確認させていただきます。万が一、破損やリンク切れが見られた場合、大会実行委

員会より発表者へご連絡をする必要がありますので、確実に繋がる電話番号をお知らせ

ください。 
なお、発表内容は、通常の自由研究発表に足るもの（発表要旨とは異なります）とし
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てください。大会 Web サイトに掲載した段階をもちまして、自由研究発表の成立とみ

なします。 
 

６．発表資料の提出期日【追加事項】 
締切は、6 月 4 日（金）です。6 月 5 日（土）～11 日（金）は、発表資料の公開に向

けた Web 作業を行います。こうした関係上、発表資料の提出期日は、大会の 1 週間前と

早くなっております。ご容赦くださいますよう、お願い申し上げます。 
 
７．その他【変更なし】 

・発表の取り消しは、原則として認められません。 
・発表申し込み後に所属変更があった場合、実行委員会に必ず連絡をしてください。 
・大会プログラムは、2021 年 5 月上旬に学会 Web サイトでお知らせします。
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ラウンドテーブルを申込まれる方へ【変更あり】 

 

ラウンドテーブルとは、特定のテーマを設けて、関心を持つ会員が集まり、自由な形で話し合

い、研究交流する集会です。テーマは、理論研究、実証研究、実践の検討など、何でも結構です。

コーディネーターと司会者は会員に限りますが、提案者、討論者は、会員以外の方でも構いませ

ん（なお、コーディネーター、司会者、提案者、討論者などの会員は、全員が必ず 2020 年度学

会費を納入済みであることが要件です（ただし、新入会員は除きます） ）。ラウンドテーブル

を開きたいとお考えの方は、下記の各項目を記載した任意の文書を作成し、3 月 14 日（日）ま

でに大会実行委員会までメール（jscs2021@daishodai.ac.jp） （メールタイトル：「RT 申請 〇〇

〇〇（申込者の名前）」）にてお申し込みください（※メール本文に直接、下記の必要事項を記載

し、送付していただければ結構です）。 
申込者は、発表要旨集録の原稿を学会 Web サイト上の作成要領に従って作成し、メール

（jscs2021@daishodai.ac.jp）にて大会実行委員会へご提出ください。締切は 5 月 5 日（水）です。

提出が間に合わなかった場合、発表資格を失うことがあります。なお、冊子は PDF ファイルに

て学会 Web サイトのみで公開します。 
運営方式は、自由研究発表と同様のオンデマンド方式、もしくは遠隔会議システム方式（Zoom

など）のいずれかの選択になります。ただし、遠隔会議システム方式の場合、アカウントに限り

があります。応募者多数にあたっては、日程時間調整をどうしてもお願いしなければならない場

合がございます。ご了承くださいますようよろしくお願い申し上げます。 
 
 

申込者の名前・所属・メールアドレス・

確実に繋がる電話番号 

 

コーディネーター（会員のみ）の名前・

所属 
 

司会者（会員のみ）の名前・所属  

提案者、討論者などの名前・所属  

テーマ  

内容（テーマの内容について簡単にお知

らせください） 

 

ご希望の運営方式 
1．遠隔会議システム方式（Zoom など） 
2．オンデマンド方式      

ご希望の開催時間（遠隔会議システム方

式を希望される方のみ） 

1．12 日（土）10：00－12：00 
2．12 日（土）13：00－15：00 
3．13 日（日）16：00－18：00 
（できるだけ複数回答をお願いします） 
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１．提案等資料の形式・提出方法 
提案等資料は、Word、PowerPoint などを使用し、PDF（ファイル名：「RT〇〇〇〇（代表者

の名前）」）で作成してください。タイトルは、「RT〇〇〇〇（代表名前）」をお示しの上、メ

ール （jscs2021@daishodai.ac.jp）にて大会実行委員会へご提出ください。動画での開催を希望

される方は、Youtube などの動画投稿サイトにアップロードしていただき、掲載される URL を

メール本文にお知らせください。 
ご提出いただいたファイルや URL は、大会実行委員会でファイルの破損やリンク切れがな

いか、確認させていただきます。万が一、破損やリンク切れが見られた場合、大会実行委員会

より資料作成者へご連絡をする必要がありますので、確実に繋がる電話番号をメールの本文

にてお知らせください。 
遠隔会議システム方式を選択された場合には、Zoom を使用して行う予定です。6 月上旬ま

でに詳細を代表者にお知らせします。 
 
２．発表資料の提出期日 

締切は、6 月 4 日（金）です。6 月 5 日（土）～11 日（金）は、発表資料の公開に向けた Web
作業を行います。こうした関係上、発表資料の提出期日は、大会の 1 週間前と早くなっており

ます。ご容赦くださいますよう、お願い申し上げます。 
 
３．その他 

・発表の取り消しは、原則として認められません。 
・発表申し込み後に所属変更があった場合、実行委員会に必ず連絡をしてください。 
・大会プログラムは、2021 年 5 月上旬に学会 Web サイトでお知らせします。 


