
  

日本産業技術教育学会 第 57 回全国大会（九州・熊本） 
研究発表募集要項（第 2 次案内） 

第 57回全国大会を熊本大学にて開催いたします。本大会において研究発表および学会屋台に参加をご希望

の方は，｢講演申込・原稿執筆・原稿提出要項｣（本会告および大会 Web ページに掲載）に従ってお申し込み

ください。なお，詳細については変更することもありますので，大会 Web ページにご注意ください。 
 

記 
 
（1） 期 日：平成 26 年 8 月 23 日（土）～24 日（日） 
 
（2） 場 所：熊本大学教育学部（黒髪北地区） 熊本市中央区黒髪 2-40-1 

【熊本大学黒髪北地区までのアクセス】 
位置図については下記の熊本大学 Web ページをご覧ください。 

http://www.kumamoto-u.ac.jp/campusjouhou 
交通案内の詳細ついては下記の熊本大学 Web ページをご覧ください。 

http://www.kumamoto-u.ac.jp/campusjouhou/access 

  
 
（3）大会 Web ページ 

http://www.educ.kumamoto-u.ac.jp/jste2014/ 
 
（4）一般講演発表 

講演申込期限：平成 26 年 4 月 25 日(金) 
講演申込方法：大会 Web ページより入力ください。入力後，受付整理番号等が記入されたメールを自動

的にお送りします。 
原稿提出期限：平成 26 年 5 月 26 日(月) 
原稿提出方法：大会 Web ページより提出してください。 
備    考：平成 26 年度会費未納者は申込みできませんので，ご注意ください。期限までに原稿が

到着しない場合は，発表を辞退したものとさせていただきます。詳細につきましては大

会 Web ページをご参照ください。 



  

（5）学会屋台 
屋台申込期限：平成 26 年 5 月 26 日（月） 
屋台申込方法：大会 Web ページより入力ください。申込要領や実施方法については大会 Web ページで

ご確認ください。 
 
（6）合同情報交換会 

期  日： 平成 26 年 8 月 23 日（土）18：00～20：00（予定） 
場 所： 熊本大学福利施設「FORICO（フォリコ）」（熊本大学黒髪南地区） 

大会 Web ページでもご案内申し上げます。 
開催場所は南地区ですので，ご注意ください。学会開催場所は北地区で，県道 337 号を渡っ

て南地区に徒歩で移動をお願い申し上げます。 
位置図については下記のページをご覧ください。南地区の南東に位置します。 

  http://www.kumamoto-u.ac.jp/campusjouhou/map_kurokami_2 
参加費： 事前振込 4,000 円（学生 3,000 円） 
 当日支払  4,500 円（学生 3,500 円） 

 
（7）宿泊等のご案内と昼食について 

・ 本大会では，宿泊，航空券のご案内をいたしておりません。熊本大学の周辺には，宿泊施設があ

りません。交通の便を考えた場合，交通センター近辺が便利であると思われます。各自お早めに

ご予約いただきますようにお願いいたします。 
・ 第 1 日目（土）と第 2 日目（日）のご昼食（弁当）を希望される方は，事前にお申し込みくださ

い。事前登録のみ受け付けております。詳細については大会 Web ページを参照ください。 
 
（8）参加費 

事前振込： 正会員 5,000 円  学生会員 4,000 円  非会員 7,000 円 
当日支払： 正会員 5,500 円  学生会員 4,500 円  非会員 7,500 円 
備  考： 参加費には講演要旨集冊子（1,500 円）を含んでいます。 

講演要旨集 CD-ROM（100 枚限定 1,000 円）は，学会当日希望者（参加費をお支払いい

ただいている方）に販売いたします。 
 
（9）事前参加登録 

期  限： 平成 26 年 7 月 31 日（木） 
方  法： 大会 Web ページより入力ください。 
備  考： 事前参加登録は下記の参加費等の振込みにより完了します。 

 
（10）参加費等の支払い 

大会の円滑な運営および大会初日の受付の混雑を緩和するために，事前振込みにご協力ください。 
  振込期限：平成 26 年 7 月 31 日（木） 

振込方法：学会誌に同封しました振込み用紙をご利用ください。 
郵便振替口座番号：０１７２０－０－１６４８２６ 
口座名称（漢字）：日本産業技術教育学会熊本大会実行委員会 
口座名称（カナ）：ニホンサンギョウギジュツキョウイクガッカイクマモトタイカイジッコウイインカイ 
当日支払：会場受付にてお願いいたします。 
  



  

（11）全国大会運営 
  実行委員長 東 徹 （熊本大学） 
  副委員長 塚本 光夫 （熊本大学） 
  事務局長 田口 浩継 （熊本大学） 
  実行委員 楊 萍 （熊本大学） 
  実行委員 引地 力男 （熊本大学） 
  実行委員 寺床 勝也 （鹿児島大学） 
  実行委員 岡本 牧子 （琉球大学） 
  実行委員 藤元 嘉安 （宮崎大学） 
  実行委員 島田 和典 （大分大学） 
  実行委員 有川 誠 （福岡教育大学） 
  実行委員 角 和博 （佐賀大学） 
  実行委員 木村 彰孝 （長崎大学） 
  実行委員 三浦 寿史 （熊本大学附属中学校） 
  実行委員 萩嶺 直孝 （八代市立第六中学校） 
 

事務局 〒860-8555 熊本市中央区黒髪 2-40-1 
熊本大学教育学部技術教育内 
日本産業技術教育学会 第 57 回全国大会実行委員会 
事務局長 田口浩継 
E-mail ： jste2014@educ.kumamoto-u.ac.jp 
FAX： 096-342-2510 

 
（12）問合せ 

・ 講演発表，学会屋台，合同情報交換会，事前登録，宿泊と昼食，参加費等の支払い等については，

下記にお願いいたします。なお，問合せはできるだけメールにてお願いいたします。 
担  当 ： 塚本光夫，田口浩継 
E-mail ： jste2014@educ.kumamoto-u.ac.jp 
FAX ： 096-342-2510 

・ 大会運営についての問い合わせは，下記にお願いいたします。なお，問合せはメールにてお願い

いたします。 
担  当 ： 塚本光夫 
E-mail ： tsuka@educ.kumamoto-u.ac.jp 
大会 Web ページ： http://www.educ.kumamoto-u.ac.jp/jste2014/ 

 
 



  

日本産業技術教育学会 第 57 回全国大会 熊本 

［講演申込・原稿執筆・原稿提出要領］ 
 
１．講演申込 

(１) 平成 26 年度会費未納者は申込みできません。ご注意ください。 
(２) 発表の形式は，口頭発表，ポスター発表のいずれかです。 
(３) 講演の内容は技術教育に関するもので，未発表のもの，または本学会の支部大会で発表したものに限りま

す。なお，講演要旨集の原稿の著作権は，日本産業技術教育学会に属するものとします。 
(４) 口頭発表における講演（登壇）は，１人２件以内とします。 
(５) 講演申込みの手続きは，すべて大会 Web ページより行います。 
(６) 講演申込みは，講演１件につき１回入力ください。 
(７) 講演申込み後，受付整理番号等が記入されたメールを自動的にお送りします。この受付整理番号は，参加

費などを振り込むとき必要です。忘れないで保存ください。 
(８) 詳細は，大会 Web ページを参照ください。 

２．原稿執筆 

(１) 講演要旨集用原稿のテンプレートを大会 Web ページに掲載しております。ご利用ください。 
(２) 講演要旨集用原稿は，Ａ4 サイズ，1 ページです。 
(３) 講演題目は，講演申込みの際に登録した題目と一致していることをご確認ください。 
(４) 講演題目の左端に講演番号を記入する空白があるかご確認ください。 
(５) 著者は，以下の例にならって記入ください。また，登壇者には名前の前に○印をつけてください。 

正会員  ：熊本大 ○熊本太郎 
正会員連名：熊本大 ○熊本太郎，熊本花子，熊本大附属中 熊本次郎 
学生会員 ：熊本大 ○熊本三郎（院生），水前寺花子（学生） 

(６) テキストフォントおよびサイズは講演要旨集用原稿のテンプレートを基本とし，１行文字数，行数等のバ

ランスに留意してください。 
(７) 図，表および写真については，以下にご留意ください。 
・ モノクロで印刷されることを考慮して作成してください。 
・ 完成した原稿をモノクロ印刷して，印刷状況を確認ください。青，緑，黄色で文字や線，図を描くと，そ

の部分が印刷されない恐れがあります。 
・ 写真は，できるだけ高品質（300，600dpi）のものをお使いください。 
・ 写真が複数ある場合は，できるだけ一箇所にまとめて配置ください。 

３．原稿提出 

(１) 講演要旨集用原稿は，大会 Web ページより所定の電子ファイル形式にて提出していただきます。 
(２) 講演要旨集用原稿は，pdf 形式で保存された電子ファイルを基本といたします。提出前に必ず印刷され，

文章および図・表・写真などの画質が十分確保されていることをご確認ください。 
(３) pdf 形式の電子ファイルを作成することが困難な方は，MS Word（97-2003 形式で保存）で作成された電

子ファイルを提出ください。 
(４) 期限までに原稿が到着しない場合は，発表を辞退したものとさせていただきます。 
(５) 詳細は，大会 Web ページを参照ください。 

 


