
【開催日・会場】 

（１）大会開催日 

2018 年 10 月５日（金）～10 月７日（日）（例年と異なり、

金曜日から日曜日の開催となります。ご注意下さい）。 
（２）会場 

2018 年 10 月５日（金） 
神奈川県立 東部総合職業技術校（「かなテクカレッジ東

部」） 
(横浜市鶴見区) 

2018 年 10 月６日（土）・10 月７日（日） 
横浜国立大学教育学部 

（〒240-8501 神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台79−2） 
 
【大会スケジュール】 

日時 内容 

10 月 5 日（金） 13:40～16:00 見学会 

10 月 6 日（土） 

9:30～11:00 全国理事会 

10:30 受付開始 

11:00～12:30 ラウンドテーブル 

12:30～13:10 昼食 

13:15～15:15 個人研究発表 1 
15:30～17:00 総会 

17:30～19:30 懇親会 

10 月 7 日（日） 

9:30～11:45 個人研究発表 2 
11:45～12:50 昼食 

13:00～15:30 シンポジウム 

15:40～17:00 

部会 

 ・専修学校部会 

 ・高校職業教育部会 

 ・企業内教育部会 

【シンポジウム】 

（１）テーマ（仮題） 

 「高等職業教育とは何か」 
（２）報告仮題とシンポジスト 

〇「高等職業教育をめぐる国際的動向」 
   吉留久晴（鹿児島国際大学） 
〇「専門職大学の法制化とその問題点」 

   瀧本知加（東海大学） 
〇「大学におけるキャリア教育・専門教育」 

   京免徹雄（愛知教育大学） 
 
【研究部会】 

（１）専修学校部会 

内容① 
テーマ：「就職型専門学校の中途退学危険因子について 
－医療健康福祉、美容、食分野における調査研究－」 

 発表者：滋慶学園グループ滋慶教育科学研究所 志田秀史 
                       老田義人 

勝原修吾 
 概 要：専門学校卒業生調査から、中退理由の質問項目票 
をもとに、医療健康福祉、美容、食分野ごとで相関分析、

重回帰分析を行い、分野ごとの中退要因に関する調査研究

を行う。 
 
内容② 
テーマ 「専門学校 IR 新入生アンケートからみる初年

度退学者の傾向」 
 発表者：日本電子専門学校 副校長 船山世界 
 概 要：情報系専門学校で入学当初に実施した満足度調査 
の結果を踏まえ、「初年次の中途退学者は２年次に進級す

る者に比して入学当初から満足度が低い」という仮説を検

証する。 

（ご案内） 

日本産業教育学会第 5９回大会のご案内 
 

横尾 恒隆（大会実行委員長） 

 

【ご挨拶】 

 日本産業教育学会第 59 回大会は、2018 年 10 月５日（金）から 10 月７日（日）までの３日間の日程で、横浜国立大

学で開催します。今回も例年と比べて、少し早い時期の開催となりますが、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げま

す。今回の会場は、交通の点で必ずしも便利とはいえませんが、実行委員会では、懇親会の後にはバスの手配をするな

どの配慮をする予定です。今回大会が開催される横浜の地は、歴史的にみて明治時代の「文明開化」の中心地の１つで

あり、また現在京浜工業地帯の一翼を担う土地でもあります。その意味で産業教育学会の大会を開催するのにふさわし

い土地だと自負しております。今回の大会では、「高等職業教育とは何か」（仮）をテーマに、シンポジウムを開催し

ます。昨年５月の学校教育法改正により「専門職大学」が法制化されましたが、そこで行われる教育については、まだ

イメージが明確になっているとはいえません。今回のシンポジウムでは、大きく変化しようとしている高校以後の産業

教育・職業教育について大いに論じていきたいと思います。大会実行委員会では、多くの会員の参加を期待しています。 

 

 

 

 

 

 



 
運営担当：平田眞一（中国デザイン専門学校） 

 
（２）高校職業教育部会 

テーマ：高校工業科における専門教育内容の変遷と教員養成

に関する諸課題、改訂学習指導要領についての検討。 

 

形式：研究発表と協議 

司会：石田正治（名古屋工業大学非常勤） 

発表者：依頼中 

 
概要：昨年度に引き続き、科研研究「高校工業科における実

習教育の内容等と歴史的分析と教員養成に関する実証的調査

研究」（長谷川雅康代表）の最終報告の成果に基づき、専門学

科の教育内容と教員養成の諸問題について協議する。また、

2018 年３月に告示された改訂学習指導要領について、話題提

供者(依頼中)の報告をもとに協議する。 

 
（３）企業内教育部会 
「大田区の中小企業の現状と将来への展望」（仮題）：大田区

商工会議所会員（複数予定） 

 

（４）若手研究者部会 

今年度、若手研究者部会は、開催しません。 
 
【見学会】 

 神奈川県立 東部総合職業技術校（通称：かなテクカレ 
ッジ東部） 
 （横浜市鶴見区） 
詳細は、８月下旬に送付予定の大会プログラムでご案内 

いたします。 
 
【参加費・懇親会費】 

 種別 事前申込 当日申込 

参加費 
会員 3,500 円 4,000 円 
一般 4,000 円 4,500 円 

院生・学生 2,000 円 2,500 円 

懇親会費 
会員・一般 5,000 円 
院生・学生 3,000 円 

 ８月下旬に送付予定の大会プログラムにて事前申込の方 
法をお知らせいたします。 

 
【自由研究発表・ラウンドテーブルの申込み】 

 ※締切：8月 10日（金） 必着 

 自由研究発表をご希望される方、およびラウンドテーブル

を企画される方は、以下のいずれかの方法でお申し込みくだ

さい。 
① 本大会案内の最後にある「第 59 回大会自由研究発表・

ラウンドテーブル申込み用紙」に必要事項をご記入のう 

え、PDF ファイルにして電子メール（59taikai@gmail.com） 
に添付して送信してください。メールの件名は「自由研 
究発表（またはラウンドテーブル）申込・お名前」とし 
てください。 

 ② 本大会案内の最後にある「第 59 回大会自由研究発表・ 
ラウンドテーブル申込み用紙」にテーマ等必要事項をご 
記入のうえ、大会事務局（下記【連絡先】）までご郵送 
ください。 

 ③ 本学会のサイト（http://www.jssvte.org/）から「第 59 
回大会自由研究発表申込み用紙」ダウンロードし、必要 
事項をご記入の上、電子メール（59taikai@gmail.com）に 
文書ファイルを添付して送信してください。メールの件 
名は「自由研究発表（またはラウンドテーブル）申込・ 
お名前」としてください。 

自由研究発表のテーマについては、テーマに応じて部屋や

時間帯を設定しますので、発表内容に沿ったテーマをご記入

ください。 
また、自由研究発表およびラウンドテーブルの開催時間に

ついては、ご希望に沿うことはできませんので、ご了承くだ

さい。 
なお、2018 年度までの学会費を納入していない場合は、発

表できません。 
 
【自由研究発表要旨原稿】 

 ※締切：８月 30日（木） 必着 

 自由研究発表にお申し込みをされた方は、上記締切期日ま

でに、学会誌面と同様の様式で A4 判２ページの要旨原稿を

作成していただき、以下のいずれかの方法で文書ファイルを

お送りください。 
① 電子メール（59taikai@gmail.com）に文書ファイルを添 
付して送信してください。メールの件名は「自由研究発

表原稿・お名前」としてください。 
② フラッシュメモリ等の電子媒体に保存し、大会事務局 
（下記【連絡先】）までご郵送ください。 

締切後に到着した原稿は要旨集に掲載できない場合があり

ます。また、大会事務局での原稿修正はしませんので、十分

に注意してください。 
 
【大会参加申込・出欠連絡】 

 ※締切：９月 21日（金） 必着 

 ８月下旬に送付予定の大会プログラム、もしくは本学会サ

イト（http://www.jssvte.org/）でご案内いたします。 
 
【参加費等の事前払込】 

 ※締切：9月 21日（金） 
 ８月下旬に送付予定の大会プログラム、もしくは本学会サ

イト（http://www.jssvte.org/）でご案内いたします。 
 
【宿泊先について】 

 大会実行委員会では、宿泊先の手配は行いません。お手数



ですが、各自で手配していただきますようにお願いいたしま

す。 
横浜市内、特に JR 横浜駅・新横浜駅周辺、またみなとみら

い地区、関内地区には多くの宿泊施設がありますが、最近は

国内外からの多くの観光客が宿泊されるため、学会期間中も

宿泊の予約がたいへん困難になることも予想されます。大会

に参加予定の方は、早めに宿泊先を確保していただきますよ

うにお願いいたします。 
 

【昼 食】 

 会場周辺には飲食店やコンビニエンスストアがあまりあり 
ませんので、お弁当を用意する予定です。お弁当を希望され

る方は、参加申し込みの際に、お申し込みください。（当日の

弁当の申し込みはできません。事前に申し込んでください）。 
 

【連絡先】 

 横浜国立大学教育学部 
 〒240-8501 神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台79−２ 
       横浜国立大学教育学部 横尾恒隆、新谷康浩 

Tel：045-339-3449／045-339-3327 
Fax：045-339-3449（横尾宛あるいは新谷宛とご明記下さ

い） 
  E-mail：59taikai@gmail.com 

※なるべくメールまたは FAX にてご連絡ください 
 
 
 
 
 

【交通アクセス】 

〇横浜国立大学常盤台キャンパス 

 

よこお 
・横浜市営地下鉄・三ッ沢上町駅下車徒歩約 16 分 
・横浜駅西口より、 

横浜市営バス 202 系統（循環外回り、横浜駅西口駅行き）岡沢町下車 
相鉄バス浜５系統（交通裁判所経由横浜駅西口行き）岡沢町下車 



 

日本産業教育学会第 59 回大会自由研究発表・ラウンドテーブル申込み用紙 

 

お名前 
 

ご所属 
 

ご連絡先 

住所 

 

 〒     

 
 
 

電話 
 

E-mail 
 

自由研究発表 

【発表テーマ】 

ラウンドテーブル 

【企画テーマ】 

その他連絡事項 

 

 

【受付締切】 ８月 10日（金） 必着 

 

１） ご記入いただいた個人情報は、本大会の運営以外には使用しません 。 
２） お申し込みをされた方は、８月 30 日まで（必着）で、学会誌面と同様の様式で A4 判２ページの要旨 

原稿をご作成いただき、以下のいずれかの方法で文書ファイルをお送りください。 
① 電子メール（59taikai@gmail.com）に文書ファイルを添付して送信してください。メールの件名は 
「自由研究発表原稿・お名前」としてください。 

   ② フラッシュメモリ等の電子媒体に保存し、大会事務局（【連絡先】参照）までご郵送ください。 
 
 


