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第 63 回全国大会（千葉）は，以下のようにオンラインで開催いたします。みなさまのご
理解，ご協力のほど，どうぞよろしくお願い申し上げます。
記
（１）開催日 2020 年 9 月 5 日（土）～6 日（日）
（２）会場
本大会のすべての企画は，オンライン上で開催し，会場はありません。安定したネット
ワーク環境でご参加ください。
（３）大会 Web ページ
http://www.jste.jp/zenkoku/2020/
（４）情報交換会
期日：2020 年 9 月 5 日（土）18:30~19:30
場所：オンライン
参加費：無料（各自お飲み物等をご用意ください。
）

（５）大会日程
①第１日目：9 月 5 日（土）
9:00～10:15 口頭発表１
10:20～11:35 口頭発表２
11:35～12:30 昼休み・ランチセッション（協賛企業様によるプレゼンテーション）
12:40～13:40 社員総会・表彰式
13:50～15:10 シンポジウム
「技術教育在り方検討委員会」からの提案
15:20～16:20 講演会
「これからの技術教育に期待するもの」
（奈須正裕氏・上智大学）
16:20～16:35 分科会・各種委員会への依頼
16:40～17:50 分科会
18:30～19:30 情報交換会
②第２日目：9 月 6 日（日）
9:00～10:00 口頭発表３
10:15～10:45 ポスター発表コアタイム A
10:55～11:25 ポスター発表コアタイム B
11:35～12:00 学会屋台コアタイム
13:00～14:00 各種委員会
（６）講演プログラム
講演プログラムは，７月中に大会 Web ページに掲載します。
（７）オンラインでの研究発表について
本大会では，オンラインでの研究発表を実施します。口頭発表およびポスター発表は，
以下のように実施します。また，オンラインでのこれらの発表方法の詳細については，事
前ガイダンスと直前テストでお伝えします。事前ガイダンスと直前テストについては，以
下の③をご覧ください。
①口頭発表での発表方法について
１）口頭発表は，Web 会議システム Zoom を使用します。発表者は，座長による司会進
行のもと，Zoom の画面共有機能を利用し，研究内容を発表します。聴講者は，希望
する Zoom ミーティングに，リアルタイムでのテレビ会議とテキストでのチャット
機能を利用して参加してください。
２）口頭発表の発表時間は 12 分，質疑応答 3 分の計 15 分（厳守）です。セッションの
円滑な進行にご協力ください。
３）口頭発表における Zoom の利用方法の詳細については，事前ガイダンスを実施する

とともに，関連資料を大会 Web ページに掲載します。
②ポスター発表での発表方法について
１）ポスター発表は，Slack を利用します。Slack では，チャンネルと呼ばれるスペース
ごとに，ファイルの共有とテキストによるメッセージの送受信とが可能です。発表
者は，割り当てられたチャンネルにポスターのスライドのファイルをアップロード
して公開し，参加者とテキストによるチャット機能で質疑を行ってください。
２）公開するポスターのファイルは，2020 年９月５日 9:00 までに，指定する Slack のチ
ャンネルにアップロードしてください。なお，公開するポスターのファイルにダウ
ンロード制限をかけたい方は，2020 年９月２日（水）までに，指定の OneDrive へ
データをアップロードしてください。
３）アップロードされたスライドデータは，機器トラブルへの対応，質疑をより保障す
る観点から，コアタイム前日の９月５日～発表１週間後の９月 13 日まで公開します。
４）ポスター発表での発表方法の詳細については，事前ガイダンスを実施するとともに，
関連資料を大会 Web ページに掲載します。
③事前ガイダンス・直前テストについて
オンライン発表に向けての事前準備として，発表者・座長を対象にした事前ガイダンス
を，８月 10 日（月）11:00～12:00，８月 17 日（月）18:00～19:00 に実施します。対象者
は，いずれかのガイダンスにご参加ください。また，直前テストを大会前日の 9 月 4 日（金）
に実施します。これら実施内容の詳細については，大会 Web ページに掲載します。
（８）優秀研究発表について
例年，実施してきた優秀研究発表の審査については，現状では，オンラインでの公平な
審査体制実現が困難であるとの判断から，本年度は見送ることとなりました。ご了承のほ
ど，よろしくお願いいたします。
（９）宿泊や昼食等のご案内
本大会は，オンライン開催のため，宿泊や昼食等のご案内はありません。
（10）参加費（講演要旨集代）
事前払込：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 6,000 円

学生会員 5,000 円 非会員 8,000 円

備

考：

①口頭発表およびポスター発表の聴講には参加費が必要ですが，講演会とシンポジウ
ム，屋台，展示の聴講は無料です。

②例年実施していた当日入会は，本年度はオンライン開催のため，受け付けられませ
ん。ご了承ください。
（11）事前参加申込
申込期限：2020 年 7 月 31 日（金）
申込方法：大会 Web ページよりお申し込みください。
備

考：

事前参加申込は(11)の参加費等の払込により完了します。また，発表，屋台，展示を申
込まれた方もこの事前参加申込をしなければ発表申込も完了しません。必ず事前参加申
込をお願いいたします。
（12）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，事前払込にご協力く
ださい。なお，本大会の参加受付管理業務は業者（株式会社コームラ）に委託しておりま
す。
払込期限：2020 年 8 月 7 日（金）
払込方法：大会 Web ページに掲載の払込取扱票を印刷し，参加登録受付番号，払込金額
の内訳，住所，氏名等の必要事項をご記入の上，払込ください。
振替口座記号番号：００８３０－８－１８８４２２
口座名称（漢字）：株式会社コームラ
口座名称（カナ）：カブシキガイシャ コームラ
※他行からの振込の場合
銀行名

ゆうちょ銀行，店名

〇八九（ゼロハチキユウ）店，預金種目 当座，口座

番号 ０１８８４２２
当日支払：事前参加申込期限後の参加希望は，大会 Web ページにて申し込み後，当日参
加費をお支払いください。
（13）大会運営組織
飯塚 正明

(千葉大学)

副実行委員長 板倉 嘉哉

(千葉大学)

副実行委員長 山本 利一

(埼玉大学，学会副会長)

事務局長

木下 龍

(千葉大学)

実行委員

辻

(千葉大学)

実行委員

田邊 純

(千葉大学)

実行委員

桐島 俊

(千葉大学附属中)

実行委員長

耕治

実行委員

工藤 雄司

(茨城大学)

実行委員

川島 芳昭

(宇都宮大学)

実行委員

小熊 良一

(群馬大学)

実行委員

大谷 忠

(東京学芸大学)

実行委員

坂本 智

(横浜国立大学)

実行委員

林

(山梨大学)

実行委員

改正 清広

(静岡大学，前年度開催校事務局長)

実行委員

渡壁 誠

(北海道教育大学，次年度開催校大会実行委員長)

丈晴

（14）連絡先
一般社団法人日本産業技術教育学会 第 63 回全国大会事務局
〒263－8522 千葉県千葉市稲毛区弥生町 1-33

千葉大学教育学部

日本産業技術教育学会 第 63 回全国大会事務局長（木下 龍）
E-mail：zenkoku@jste.jp
＜お問合せは，原則としてメールにてお願いします。＞

