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第59回研究大会のご案内（第２報）をお届け致します。今回は、オンライン（Zoom）
で開催されます。参加希望者は、下記ご案内に従って、登録フォームよりお申し込みく
ださい。参加費不要です。一般の方も登録をしていただければ聴講できます。
ご登録くださった方には、大会1週間前を目途にEメールでZoomのIDとパスワード
をお送りいたします。各自でご家庭のPCなどからアクセスしてご参加ください。事前
登録された方は入退場自由（入場するごとにお名前を確認の上入場の許可をいたしま
す）ので、ご参加されたいプログラムに部分的に参加することができます。

Zoomを使ったオンライン参加方法につきましては、マニュアルを添付いたしました
ので、ご参照ください。
はじめてのオンライン開催ということで、不行き届きの点が多々あるかと存じます。
お気づきの点等ご教示いただければ幸いです。オンライン研究大会が有意義なものと
なりますよう、最善を尽くしたいと思っております。何卒よろしくお願い申し上げます。

＊実行委員会電話番号は大学代表番号の為、繋がりにくくなっております。Eメールア
ドレス（kootake@g.t-junshin.ac.jp）へのご連絡をお願い申し上げます。

第59回研究大会実行委員会事務局 大竹聖美
（東京純心大学こども教育実践研究センター センター長）

◆確認のお願い
今回同封したものは、次の２点です。万一不足がありましたら、お手数ですが、大会

実行委員会事務局までお知らせください（なるべくEメールでのご連絡をお願いいた
します）。

①日本児童文学学会第59回研究大会のご案内（第2報）本冊子（大会プログラムおよ
び聴講者向けZoomマニュアル含む）
②総会委任状（総会欠席者用）
＊今回はオンライン開催の為、すべての大会プログラム（研究発表・ラウンドテーブル・
講演会・総会）への参加申し込みは、下記の通りQRコードもしくはURLからの電子申
請（Googleフォーム）になります。郵送での参加申し込みは行いません。
＊総会をご欠席される方は、同封した委任状のご提出をお願いいたします。今回は、
QRコードもしくはURLでの委任手続きも可能ですので、総会欠席の場合はいずれか
の方法での委任手続きにご協力ください。

◆大会開催要領
１．開催日 ：2020年11月14日（土）、15日（日）
２．開催方法 ：Zoom（ズーム）を用いたオンライン開催



①今回の研究大会は参加費不要です。会員以外の方も、下記方法でご登録いただ
ければ同様に視聴できます。
②懇親会はございません。
③大会に参加される方は10月30日（金）までに以下のQRコードを使用して、指定
のフォームよりご登録ください。コードの読み取りがうまくいかない場合は、①氏
名②所属③メールアドレスをご記入の上、10月30日（金）までに実行委員会
(kootake@g.t-junshin.ac.jp)まで電子メールでご連絡ください。

【大会参加希望者・申し込みフォーム】

＊以下のURLからもフォームへのアクセスが可能です。
https://forms.gle/7M7uyd7QZCw5MoBaA

④ご登録くださった方には、11月７日（土）を目途にZoomの情報（ID,PW）と参加
する上でのご注意、発表者のレジュメ・配布資料のダウンロード用URLを電子メー
ルでお送りいたします。

３．プログラム

初めてのオンライン開催の為、当日若干の変更が生じる場合もございます。

【第1日目】11月14日（土）

評議員会 Zoom（関係者のみ別途案内）

理事会 Zoom（関係者のみ別途案内）

12:30～ 受付開始 Zoom

13:00～14:００ 研究発表Ⅰ Zoom

14:１０～１５:４０

講演会

「戦後75年―戦時下の言論統制と子どもの本」

講師 野上暁氏（東京純心大学客員教授）
Zoom

１５:４０～１５:５０ ZOOMチャットでの質問等受付 Zoom

１５:５０～16:１０ 質疑応答（チャットへの書き込みを踏まえた野上氏に

よるコメント／参加者の挙手による自由発言）

Zoom

16:１０～17:００ 学会賞授賞式及び総会 Zoom

【第2日目】11月15日（日）

10:00～ 受付開始 Zoom

10:30～12:00 研究発表Ⅱ Zoom

12:00～13:00 昼食 Zoom

13:00～14:30 研究発表Ⅲ Zoom

14:40～16:40 ラウンドテーブル Zoom

https://forms.gle/7M7uyd7QZCw5MoBaA


◆受付
大会１日目14日（土）12:30～、2日目15日（日）10:00～、Zoomへのアクセ

スが可能になります。大会実行委員会の方で、参加申込者名簿とアクセスしている
方のお名前を確認し、名簿と一致した方の入室を許可いたします。同日の間であれ
ば、同じID,PWで入室、退室を繰り返すことができます。

◆総会の委任状について
今年度の学会総会をご欠席される方は、委任状を11月13日（金）までにご返送

ください。
また、今回はオンラインでの委任手続きも可能ですのでご協力をお願いいたし

ます。

＊以下のURLからもフォームへのアクセスが可能です。
https://docs.google.com/forms/d/1429NSVT9NcM

TW_CCu-DzlmFcF25odaaXMGzvbymLl-o/edit

◆研究発表者へのお願い
①配布資料について
研究発表の際に配布される資料がある場合は、11月6日（金）までに実行委員

会(kootake@g.t-junshin.ac.jp)まで電子メールでお送りください。実行委員
会の方で取りまとめて大会参加者に事前にお知らせする資料ダウンロード用URL
にアップロードいたします。
②発表時間について
研究発表時間は20分で、質疑・応答・討議と発表者の交代時間10分を含む計

30分を持ち時間といたします。他の発表との進行の都合上、時間厳守でお願いい
たします。なお、発表中止などの場合は、発表者を繰り上げず、その時間は休憩と
いたします。
③発表題目の変更について
事前に申し込まれた発表題目の変更はできませんので、ご注意ください。

④集合時間について
発表者および司会者は、各分科会開始時刻の30分前までにZoomに入室して

ください。

◆オンライン開催での注意点
①Zoomに関する技術的なサポートは主催者から受けることはできません（添付の
マニュアルを利用して、ご自身の端末でZoomに接続できる方のみご参加くださ
い）。
②電子媒体で配布されるレジュメ等は手元にとどめ、許可なく転送・転載すること
はできません。
③すべての大会プログラム（研究発表・講演・ラウンドテーブル・学会賞授賞式・総
会）の内容の録画・録音や画面のキャプションなどは禁止いたします。



オンライン開催

第５９回 日本児童文学学会
研究大会（1日目）

2020年11月14日（土） 受付開始12：30～

日本児童文学学会 第５９回研究大会実行委員会
東京純心大学 こども教育実践研究センター

お問い合わせ： 日本児童文学学会第５９回研究大会実行委員会
〒192－0011 東京都八王子市滝山町2丁目600番地

東京純心大学 こども教育実践研究センター 実行委員長 大竹聖美
TEL ：042－692－0326（代表）／ E-mail: kootake@g.t-junshin.ac.jp

研究発表 Ⅰ 13:00～14:00

１．宮沢賢治における『青い鳥』の受容と進化論 ―「蜘蛛となめくぢ
と狸」を例として―

坪谷卓浩（日本大学大学院文学研究科国文学専攻博士後期課程）
２．「現代児童文学」展開期における「アンドロイド・アキコ」の模索

――古田足日の「近代」「ジェンダー」「子ども」観―― 
佐藤宗子（千葉大学）

講演会

「戦後75年―戦時下の言論統制と子どもの本」
講師：野上暁氏（東京純心大学客員教授、

JBBY副会長、日本ペンクラブ常務理事）
＊チャットによる質問受付：15：40～15：50
＊質疑応答・自由発言 ：15：50～16：10

司会：宮川健郎（大阪国際児童文学振興財団）

14:10～16:10

学会賞授賞式及び総会 16:10～17:00

司会：鵜野 祐介（立命館大学）

＊参加ご希望の方は、下記QRコード、またはEメールアドレスよりお申込みください。

研究発表Ⅰ



オンライン開催

第５９回 日本児童文学学会
研究大会（２日目）

2020年11月15日（日） 受付開始10：00～

日本児童文学学会 第５９回研究大会実行委員会
東京純心大学 こども教育実践研究センター

お問い合わせ： 日本児童文学学会第５９回研究大会実行委員会
〒192－0011 東京都八王子市滝山町2丁目600番地

東京純心大学 こども教育実践研究センター 実行委員長 大竹聖美
TEL ：042－692－0326（代表）／ E-mail: kootake@g.t-junshin.ac.jp

10:30～12:00

１．松谷みよ子「三枚のお札」話の再話の変遷について
来栖史江（梅花女子大学大学院博士後期課程）

２．『こども雑誌』（女子文壇社）掲載の柳原白蓮の童謡
和田典子（姫路大学）

３．「韓国児童文学」の形成過程―1920年代、方定煥の再話と翻案
大竹聖美（東京純心大学）

研究発表Ⅲ

１．玩具の特性：明治期に横溢した玩具論に観る
永田桂子（京都女子大学大学院非常勤講師）

２．トルストイ再話「３びきのくま」研究：英語圏での出版の歴史を背景に
丸尾美保（梅花女子大学大学院非常勤講師）

３．西條八十の翻訳・創作におけるアイルランドの妖精
永井泉（大阪市立大学大学院後期博士課程）

司会：鵜野 祐介（立命館大学）

13:00～14:30

14:40～16:40 司会： 佐藤宗子（千葉大学）

＊参加ご希望の方は、下記QRコード、またはEメールアドレスよりお申込みください。

研究発表Ⅱ

ラウンドテーブル

テーマ： 東アジアにおける国語教科書と児童文学

―東アジア児童文学史の構築をめざして―
話題提供者： 成實朋子（大阪教育大学）／ 浅野法子（大阪成蹊短期大学）／

大竹聖美（東京純心大学）／西山利佳（青山学院女子短期大学）

司会：井上征剛（山梨英和大学）



聴講者向け
Zoomマニュアル

日本児童文学学会第59

回研究大会実行委員会

（2020年9月21日作成）

6
(参考元)第26回大学教育研究フォーラム実行委員会
（京都大学高等教育開発推進センター）
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4. ミーティングへの参加：PC
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7作成者：京都大学大学院教育学研究科 澁川幸加



ZOOMの基本操作

8



Zoomのインストール：
HPから（PC）

• ZoomのHPからダウンロード
– ご自身がお持ちの端末に対応したものをインストール
してください。

https://zoom.us/download#client_4meeting

• PCの場合
– 上記URLにアクセスし、「ミーティング用Zoomクライア
ント」からダウンロードしてください。

– ダウンロードされたファイルをダブルクリックすると、ア
プリのインストールが始まります。

– サインイン画面が表示されたらインストール完了です。

Windows

https://zoom-japan.net/manual/pc/zoom-pc-app/ より引用

Mac

9

https://zoom.us/download#client_4meeting
https://zoom-japan.net/manual/pc/zoom-pc-app/


Zoomのインストール：
スマートフォン・タブレット• ZoomのHPからダウンロード

– ご自身がお持ちの端末に対応し
たものをインストールしてください。

https://zoom.us/download#client_
4meeting

• スマートフォン・タブレットの場
合
– 上記URLにアクセスし、「Zoomモ
バイルアプリ」からご自身の端末
に対応するものを選択し、ダウン
ロードをしてください。

– サインイン画面が表示されたらイ
ンストール完了です。

https://support.zoom.us/hc/ja/articles/201362993-

iOS%E5%85%A5%E9%96%80 より引用

iOS

https://support.zoom.us/hc/ja/articles/200942759-

Android%E5%85%A5%E9%96%80 より引用

Android

10

https://zoom.us/download#client_4meeting
https://support.zoom.us/hc/ja/articles/201362993-iOS%E5%85%A5%E9%96%80
https://support.zoom.us/hc/ja/articles/200942759-Android%E5%85%A5%E9%96%80


Zoomのインストール：
招待URLから（PC)

• 招待URLからダウンロード
–はじめてZoomを使う場合、招待
されたZoomミーティングの紹介
URLをクリックすると自動的に
Zoomがインストールされます。

11



ミーティングへの参加：
PC

• 招待URLをクリックします。

• 「どのように音声会議に参加し
ますか？」という画面が出てき
たら、「コンピューターオーディ
オに参加する」を選択してくだ
さい。

12



ミーティングへの参加：
スマートフォン・タブレット

• 招待URLをタップします。

• Zoomアプリが起動します。

• はじめてZoomを使う場合、Zoomミーティングで使用する名前を入
力してください。

– GoogleやFacebookアカウントと連携する場合は、その名前が自動的に
取得されます。

– 名前はミーティングに参加後も変更できます。

• ビデオプレビューが表示されるので、「ビデオ付き」か「ビデオなし」
のどちらかを選択してください。

• オーディオの設定をします。「インターネットを使用した通話」を選択
してください。

13



ミーティングへの参加：
ミーティングID・パスワード

• ミーティングへ参加する際、ミーティング番号を入力して
参加することができます。
– ただし、パスワードの入力が求められます。

• 下の画面のように会議IDの入力が求められた場合、招
待メールにあるミーティングIDを入力します。

• 招待URLをクリックし参加する場合、パスワードは不要
です。

14



Zoomの基本操作画面：
PC

① ミュート機能：音声のオン・オフを設定できる
② ビデオの開始・停止を設定できる
③ 招待：通話する相手を招待できる
④ 参加者：ミーティングルームに参加している人を確認できる
⑤ 画面の共有：通話している相手とパソコンの画面を共有できる
⑥ チャット：参加者に対して文章を送ることができる
⑦ レコーディング：通話をレコーディングできる（※許可が必要）
⑧ 反応：親指アップ👍と拍手👏ボタンで反応を示すことができる
⑨ ミーティングから退出：自分だけがミーティングから退出できる
⑩ 情報：ミーティングルーム名（会場名）やURL等を確認できる
⑪ ギャラリービュー：参加者の顔を一覧できる画面へ切り替えられる

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

⑪

ギャラリービューを選択した画面→

⑩

15



Zoomの基本操作画面：
スマートフォン・タブレット注意

左にスワイプすると「安全運転モー
ド」が表示されます。右にスワイプ
すると通常の画面に戻ります。

① ② ③ ④ ⑤

⑥ ⑦

① ミュート機能：音声のオン・オフを設定できる
② ビデオの開始・停止を設定できる
③ 画面の共有：通話している相手とパソコンの画面を共有できる
④ 参加者：ミーティングルームに参加している人を確認できる

➢ チャット機能、招待機能も使用できる
⑤ 詳細：以下の機能を使用できる

➢ 反応（親指アップ👍と拍手👏ボタン）、チャット、ミーティング設定、
バーチャル背景、手を挙げる、オーディオの切断

⑥ スピーカーに切り替えることができる
⑦ ミーティングから退出：自分だけがミーティングから退出できる

16



聴講に向けた準備

17



接続環境の準備
必要物品
• 端末

– インターネット接続が可能なPC、スマートフォン、
タブレット

• ネットワーク
– 安定したWi-Fi回線がある環境が望ましい

• スピーカー（聞く：イヤフォン、外部接続スピー
カーなど）
– ハウリング防止のため、PC内蔵スピーカーの使
用は推奨しません。

• マイク（話す：スピーカーフォン、ヘッドセットな
ど）

• カメラ（顔を見せる：パソコン内蔵カメラ、ウェ
ブカメラなど）

• 聴講時はマイクをミュート・カメラをオンに設
定してください。
– キーボード入力やマウスクリック時のノイズを送る
ことを防ぎます。

– 参加者同士の顔が見えると、遠隔会議への没入
感が高まります。

• 発言するときは、マイクのミュートを解除してく
ださい。

• スピーカーをイヤフォンか外部接続スピー
カーに設定していることを確認してください。

• PC内蔵スピーカーだとマイクがその音を拾い、
ハウリングが起こりやすくなります。 18



Zoomの動作確認

• ミーティングが始まる前に、
Zoomが提供しているテスト
ページから動作確認ができま
す。

–ビデオカメラのテスト
https://support.zoom.us/hc/ja/articles/201362313-

%E3%83%93%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%92%E3%83%86%E

3%82%B9%E3%83%88%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%

B3%95%E3%81%AF-

–スピーカーとマイクのテスト
https://support.zoom.us/hc/ja/articles/201362283-

%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%

E3%82%BF%E3%83%BC-

%E3%83%87%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%82%AA%

E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%81%AB%E

5%8F%82%E5%8A%A0%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E3

%83%86%E3%82%B9%E3%83%88%E3%81%99%E3%82%8B%E3%8

1%AB%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%99%E3%82%

8C%E3%81%B0%E3%82%88%E3%81%84%E3%81%A7%E3%81%99

%E3%81%8B-
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参加者名の設定
• 発表者か聴講者か識別しや
すいよう、氏名や所属の情報
を含む参加者名にしてくださ
い。

– ミーティングへ参加後、変更する
こともできます。

• 参加者名は[発表者] 氏名(ふ
りがな)_所属
としてください。

• ミーティングへ参加後、参加
者名を変更する方法
– 「参加者」をクリックする

発表者の例：[発表者]京都花子(きょうとはなこ)_京都大学

聴講者の例：京都太郎(きょうとたろう)_京都大学

参考元：情報処理学会第82回全国大会-IOT研究会での運用例

PCの場合

スマホ・タブレットの場合

20



マイク・スピーカーの設定
• 聴講時はマイクをミュート・カメ
ラをオンに設定してください。

– 「ミュート解除」、「ビデオの開始」
をクリックすると設定を変更でき
ます。

• 発言するときは、必ずスピー
カーの設定をイヤフォンか外
部接続スピーカーに変更して
ください。
– PCのスピーカーだとマイクがそ
の音を拾い、ハウリングが起こり
やすくなります。

• ミュート機能の右隣「＾」マーク

PC スマートフォン・タブレット
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「手を挙げる」機能：PC
• 質疑応答で質問がある方は、
「手を挙げる」機能で手を挙げ、
座長の指名を受けてから発言
するようにしてください。

• PCから「手を挙げる」場合
– 「参加者」をクリックします。

–新たに表示された「参加者」の画
面下にある「手を挙げる」をクリッ
クします。

–自分の名前の右に手のマークが
表示されます。

– 「手を降ろす」を選択するともとに
戻ります。

質疑応答の進め方の参考元：日本教育工学会2020年春季大会・大会実行委員会（信州大学）

22



「手を挙げる」機能：
スマートフォン・タブレット• スマートフォン・タブレットから
「手を挙げる」場合

– 「参加者」で自分の名前をタップし
て「手を挙げる」を選択します。

– もしくは「詳細」から「手を挙げる」を
選択します。

– 「手を降ろす」を選択するともとに戻
ります。

23



チャット機能

• 参加者全員や特定の参加者
にメッセージやファイルを送る
ことができます。

• PCの場合、「チャット」を選択
すると、チャット画面が表示さ
れます。
– PCの場合、標準の設定では、エ
ンターを押すと発言内容が送信さ
れるので注意してください。

• スマートフォン・タブレットの場
合、「参加者」から「チャット」画
面へ移動できます。

• 宛先を選択すると、メッセージ
を送る相手を指定できます。

P

C

スマートフォン
タブレット
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・受信映像・資料の取り
扱い

・退出する
受信映像・資料の取り扱い

• 発表者や主催者の許可がない限り、
受信映像や発表資料の保存（画面
キャプチャを含む）、録音、再配布は
原則禁止です。必要な場合は、事前
にすべての関係者に許可を得てくだ
さい。

退出する

• 「ミーティングから退出」を選択すると、
自分だけがミーティングから出ること
ができます。

• 同じミーティングに再度参加したい
場合は、招待URLをクリックするとも
う一度参加できます。

25



聴講時の注意まとめ
1 . マイクをミュート・カメラをオンにする

➢ キーボード入力やマウスクリックなどのノイズを送ることを
防ぎます。

2 . [発表者 ]氏名 (ふりがな ) _所属の情報を含んだ名前に
設定する
➢ 例： [発表者 ]京都花子 (きょうとはなこ ) _京都大学

※聴講者は [ ]省略可

3 . 質疑応答で質問がある方は「手を挙げる」機能を使う
➢ 座長から指名を受けた方が発言してください。

4 . 発言するときは、必ずスピーカーの設定をイヤフォンか
外部接続スピーカーに変更する
➢ P C内蔵スピーカーだとマイクがその音を拾い、ハウリング

が起こりやすくなります。

➢ 発言終了後は再度ミュートにしてください。

5 . 受信映像や資料等の扱い
➢ 発表者や主催者の許可がない限り、受信映像や発表資料

の保存（画面キャプチャを含む） 、録音、再配布は原則禁止
です。必要な場合は、事前にすべての関係者に許可を得て
ください。

PC スマートフォン
タブレット

PC スマートフォン
タブレット

(参考元)日本教育工学会2020年春季大会・大会実行委員会（信州大学）「学会全国大会のオンラインでの試行開催の運用メモ」；情報処理学会第82回全国大会「情報処理学会大会／研究会 Zoom接続の手引き 」
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トラブルシューティング

• 相手の音声が聞こえない

–パソコンやスマートフォン自体の
スピーカーがミュートになっていな
いか確認をしてください。

• カメラやマイクが起動しない

–パソコンやスマートフォンの設定
から、Zoomがアクセスできるよう
になっているか確認してください。

例：Windowsの場合
– Windowsの設定＞プライバシー
＞「カメラ」

– 「アプリがカメラにアクセスできる
ようにする」をオンにしてください。

– Windowsの設定＞プライバシー
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