第3 回大会

哲 学プラクティス連 絡会
2017.10.21 [SAT]-22 [SUN]

DAY1 10:00-18:00
DAY2 10:00-18:30
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DAY1 哲学プラクティス連絡会 前日祭 会場

立正大学 品川キャンパス 4号館 421教室
DAY2 哲学プラクティス連絡会 会場

立教大学 池袋キャンパス 6 号館

哲学プラクティスに関心を持つすべての人が、
大人も子どもも集まり、親交を深めること、そ
れを通じ、実践・研究をよりひろげていくこと
を目的に、哲学プラクティス連絡会 第 3 回大
会を実施いたします。

哲学プラクティス連絡会 第 3 回大会

DAY1

平成29年10月21日（土）〜22日（日）

対象

21日（土）哲学プラクティス連絡会 前日祭

当該分野に関心のある学生、教職員、一般の方

立正大学 品川キャンパス 4号館 421教室

DAY2

＊託児所のサービスはありませんが、お子様と一緒のご参加を
歓迎いたします。
＊授乳室、控え室あり（教室を使用するかたちになりますことを
ご了承ください）。

22日（日）哲学プラクティス連絡会
立教大学 池袋キャンパス 6号館

DAY1

DAY1 前日祭 プログラム
10:00

ご参加について

各シンポジウム定員

シンポジウム 1［政治］ 参加費：1000 円

200 名程度

-12:00

ー市民社会と哲学プラクティスー 民主主義の危機に哲学は何ができるのか？

シンポジウム［政治］
［教育］

（9:30 受付）

寺田俊郎（上智大学文学部哲学科教授）

1000 円（※当日受付で貰い受けます。）

中野晃一（上智大学国際教養学部教授）

シンポジウム［哲学プラクティス座談会］

本間信和（元 SEALDs・筑波大学大学院博士前期課程）

無料

シンポジウム 2［教育］ 参加費：1000 円

DAY2

-15:30

学校で考え議論するって本当に可能ですか？

定員

（13:00 受付）

ー道徳・アクティブラーニング・哲学対話の新教育観を探るー

200 名程度

西野真由美
（国立教育政策研究所教育課程研究センター総括研究官）

年会費

現役教員多数
（パネリストに対話的教育に詳しい現役教員をお迎えします）

一般 2000 円／学生 1000 円

13:30

16:00

高校生以下無料

シンポジウム 3［哲学プラクティス座談会］ 参加費：無料

-18:00

哲学の未来をつくる ー哲学プラクティスのこれまで、
そしてこれからー

（15:45 受付）

河野哲也
（立教大学文学部教育学科 教授）
土屋陽介
（開智日本橋学園中学高等学校 教諭）

＊ご参加にあたり「哲学プラクティス連絡会」年会費を
22 日の当日会場にて貰い受けます。
＊前日のシンポジウム【政治】もしくは【教育】に参加
いただいた方は、受付で 1000 円割引にさせていただきます。

中川雅道
（神戸大学附属中等教育学校 教諭）

お申し込み方法

山本和則
（カフェフィロ 代表）

DAY 1
お申し込みフォームからお申し込みください。

間宮真介
（株式会社アキチ 取締役）
永井玲衣
（上智大学大学院文学研究科博士後期課程）

URL よりアクセス https://goo.gl/Uxn5uN

＊シンポジウムと平行で、
「哲学カフェ・レーベン」
（日本ショーペンハウアー協会）
、

DAY2

立正大学哲学科学生の哲学カフェ
「Ris 哲」
を開催します。
無料ですのでお気軽にどうぞ。
カフェレーベン 4 号館 422(10:00-12:00)、
Ris 哲 4 号館 423(13:30-18:00) です。

DAY2 哲学プラクティス連絡会 プログラム

お申し込みフォームからお申し込みください。

URL よりアクセス https://goo.gl/ygW56g
＊DAY1と2でフォームが異なります。ご注意ください。

9:30-10:00

受付

10:00-11:00

プレゼンテーション

11:15-12:45

前半部ワークショップ

12:45-13:45

昼休み

http://philosophicalpractice.jp/information/

13:45-15:15

後半部ワークショップ

E-mail

15:30-17:00

お問い合わせ先（事務局）
哲学プラクティス連絡会
WEB

philosophical.practice.japan@gmail.com

［トークセッション 1］教育機関での哲学対話の実践報告
［トークセッション 2］地域でこども哲学をしようーなんでわたしがこども哲学？ー
［トークセッション 3］あなたは、コンセプトを言語化できるだろうか
ー「写真 × 哲学」における実践的事例ー

交流会

会場
地図

＊ 終日公開の展示発表、ブースもござ
＊ プレゼンテーションとワークショッ
プの詳細は HP もしくは Facebook
ページでご覧ください。ワークショ
ップの事前申し込みは行っておりま
せん。当日受付にてお申し込み下さ
い。先着順ですので人数がいっぱい
になり次第、
締切となります。
＊ スケジュール及び内容は変更するこ
とがございます。
ご了承ください。

4 号館

大崎
立正大学 広小路駅
正門

＊場所をお間違いないようお願いします

います。

不
動
前
駅
▶

17:30-18:30

DAY 1

北改札西口

大崎駅

立正大学 品川キャンパス 4 号館 421 教室ほか

東京都品川区大崎 4-2-16

東急電鉄池上線「大崎広小路駅」より徒歩 1 分
東急電鉄目黒線「不動前駅」より徒歩 13 分

6 号館

立教大学

駅
名町
◀椎

DAY 2

池袋二又交番前

C3

五反田駅

大崎警察署

「五反田駅」より徒歩 5 分
JR「大崎駅」

03-3985-3569

共催：対話探究ラボ SCiP、立教大学文学部教育学科

山
手
通
り

おわりに

立教大学 河野哲也研究室

主催：哲学プラクティス連絡会

［トークセッション 4］学生のための哲学プラクティス連絡会 2017

17:15-17:30

電話番号

1a

西口五差路

マルイ

東京
芸術
劇場
西池
袋通
り

東武
百貨店
池袋駅
ルミネ
池袋

池袋警察署前

立教大学 池袋キャンパス 6 号館

東京都豊島区西池袋 3-34-1
JR 各線・東京メトロ丸ノ内線「池袋駅」より徒歩 10 分
西武池袋線「椎名町駅」北口より徒歩 15 分

