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インターネット（PASREG）による研究発表申込みマニュアル 

申込期間：2016 年 4 月１日（金）14 時 ～ 4 月８日（金）12 時 

（締切日間際の登録は混雑が予想されますので、早めに申込みをしてください） 

 

よくある間違い 

１．パソコンの機種依存文字は使えません 

囲み文字：①、②、③、④、⑤ ・・・ 

ローマ数字：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ ・・・ 

単位記号：mm、cm、km、mg、kg、cc、m２・・・ 

省略記号：（代）、㍾、㍽、㍼ ・・・ 

 

→←↑↓％‰Å＋－±×÷＝≠≒≡≦≧∞∽∝ 

⊆⊇⊂⊃∪∩∧∨αβγδεζηθικλμν 

ξοπρστυφχψω～℃ 

 

２．大学院所属教員と大学院生は所属の書き方が違います。 

 

大学院所属教員・・・○○大学大学院△△研究科 

大 学 院 生・・・○○大学大学院△△研究科（院生） 

 

 

３．発表要旨の文字数には制限があります。 

 

   制限文字数を超えると要旨集原稿に反映されませんのでご注意ください。 

   登録内容確認画面で必ずご確認ください。 

これらの文字は使えません！ 

文字化けします 

これらの文字は使えます 
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１．PASREG への入力前に準備すること（効率的に作業するために）          

 インターネット（PASREG）による発表申込み時には、研究発表要旨をはじめ多くの項目を入力しなくては

なりません。あらかじめワープロのファイル等に入力して準備しておくとコピー＆ペーストするだけでよい

ので作業がスムーズに進みます。 

 

１－１ 研究発表要旨原稿の作成                                

 下記の要領で必要事項を準備してください。 

 

（１）研究題目 サブタイトルを含めて 2 行で収まるようにまとめてください。25 字×２行が標準です。 

（２）所属機関 ○○大学△△学部      （学部名を記入してください） 

○○大学大学院△△研究科  （大学院所属教員の場合） 

○○県△△市立▽▽中学校  （所在地がわかるよう都道府県名を入れてください） 

 ○○大学△△学部（非）   （非常勤講師の場合） 

○○大学△△研究科（院生） （大学院生の場合）  

（３）研究発表要旨は、原則として目的、方法、結果に分けて記入してください。 

（４）発表要旨は 30 字×56 行、1680 字（１頁目 30 字×23 行、２頁目 30 字×33 行）を標準とします。 

   1300 字以上作成して下さい。不足の場合は受け付けられないことがあります。 

（５）キーワードは３語～６語用意する。 

（６）研究題目、所属、発表者氏名、キーワードは日本語と英語を用意してください。 

 

注意！！ 要旨に図表や罫線は使用できません。 

 JIS 第 1、第 2水準で規定されている文字以外は原則として使用できません（人名も含む）。特に次の機

種依存文字の使用は絶対に避けて下さい。コンピュータの機種によっては全く互換性がなく、PASREG の

web サイトでは正常に表示されません。データ共有の面で重大な支障を生じます。要旨集にもそのまま印

刷されますので、確認画面を必ずチェックして下さい。 

＊代表的な機種依存文字（全て全角文字）は使用しないでください。 

 囲み文字：①、②、③、④、⑤ ・・・ 

 ローマ数字：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ ・・・ 

 単位記号：mm、cm、km、mg、kg、cc、m２・・・ 

 省略記号：（代）、㍾、㍽、㍼ ・・・ 

上記の文字は半角英数や他の文字で全てが代用可能です。 

＊以下の全角記号は使用可能です。（JIS 第 1、第 2水準で規定されている） 

→←↑↓％‰Å＋－±×÷＝≠≒≡≦≧∞∽∝ 

⊆⊇⊂⊃∪∩∧∨ 

αβγδεζηθικλμνξοπρστυ 

φχψω～℃ 

 

これらの文字は使えません！ 

これらの文字は使えます 
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１－２ PASREG 登録画面上で入力する事項の準備                        

 PASREG 登録画面上で入力する事項は以下の通りです。 

①連絡者に関

する情報等 

氏名・ふりがな：日本語（外国人の場合カタカナ） 

所属機関   ：日本語 

連絡先    ：郵便番号、住所（勤務先か自宅を選択）、電話番号、Eメールアドレス 

       その他の連絡先欄に、土日祝日に連絡がとれる連絡先をご記入ください。 

パスワード  ：登録内容の確認・変更時に必要になります 

        （半角英数字で４文字から 10 文字以内） 

ユーザ使用環境：コンピュータ環境を選択する（Windows, Mac など） 

所属機関の総数：共同研究者の所属機関数（最大 20 件まで登録可） 

        各発表者の所属機関は 1カ所とします。 

発表者の総数 ：共同研究者の人数（最大 30 名まで登録可） 

キーワードの数：３～６の範囲 

②演題・発表

者情報等 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

発表形式   ：口頭・ポスターから選択 

パワーポイントの使用：口頭発表のみ  使用するか使用しないかを選択            

演題     ：日本語と英語 

英文の演題は下記のように、最初の一文字のみ大文字にしてください。（半角英数） 

（例）Diagnostic problem solving by computer 

所属機関   ：日本語と英語（所属機関総数分・それぞれに所属機関番号が付く） 

（例）○○大学△△学部   

Faculty of Education, Hiroshima University 

発表者氏名・ふりがな：日本語と英語（発表者総数分・それぞれに発表者番号が付く） 

会員区分   ：正会員・学生会員・その他（詳細は備考に） 

会員番号   ：郵便物の宛名の下の４桁の番号です。 

所属番号選択 ：所属機関番号の中から、該当所属機関を選択 

登壇者    ：発表者番号の中から、口頭発表者を選択 

抄録（研究発表要旨）：日本語で入力（1,300 字以上 1,680 字以内） 

希望者は要旨を英語でも入力する。（半角英数）、 

英語は任意です。入力しなくても結構です 

キーワード  ：日本語と英語で入力 

（例）家庭科、home economics education 
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２．PASREG での登録                                

 

２－１ PASREG サイトへのアクセス・登録の開始                         

日本家庭科教育学会のホームページ（http://www.jahee.jp/）から「第 59 回大会研究発表申込み」へ 

アクセスしてください。下の画面が表示されます。重要な事項が説明されていますので入力する前によく読

んでください。（本マニュアルに印刷した入力画面は少し見づらいですが、実際の入力画面ははっきりと見え

ますのでご安心ください） 

 

初めて登録する場合は「新規登録はこちらから」をクリックする。 

登録内容を確認または変更する場合は「マイページ」の欄に受付番号とパスワードを入力しログインボタン

をクリックする。申込期間内であれば、何度でも登録内容の変更が可能です。（事務処理上は、変更が無い方

が助かります） 
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２－２ 演題情報に関する情報の入力                              

 このページでは演題情報に関する情報を入力します。 

 

・画面の指示に従って必要事項を入力してください。赤の＊は必須事項ですので、必ず入力してください。 

必須事項を入力しないと登録できません。 

・ブラウザの「戻る」「進む」「更新」ボタンは使用しないでください。 
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［演題情報］ 

 口頭発表，ポスター発表のうち１つを選択する。 

口頭発表の場合は、パワーポイントを使用するかどうかを選択する。 

演題名を日本語と英語で入力してください。 

 

［抄録］ 

 ・抄録（研究発表要旨）を日本語で入力します。英語による抄録（研究発表要旨）の入力は任意です。 

・抄録（研究発表要旨）入力の注意事項（必ずお読みください） 

 

重要！！入力文字数：日本語全角で 1,300 字以上 1,680 字以内、英語は 3,000 字以内 

          （文字装飾のための HTML タグは制限字数内には含まれません。文字装飾については下

の説明をお読みください。） 

 

重要！！文字装飾について（改行は必ず入れてください） 

 Microsoft Word で予め文字装飾を施した抄録をコピー＆ペーストで入力できます。 

 

改行及び文字装飾（太字、下線等）はすべて抄録入力項目にあるボタンを使って行います。 

 

 

改行タグが用いられていない原稿は、改行されていない非常に見にくい原稿のままインターネット上で公

開されてしまいます。画面上のボタンを使用する場合は、次のような入力ボタンを用いてください。 

（例１） 「目的」という文字の後で改行したいときは、「目的」に続けてキーボードの改行／Enter キー

を入力する。 

（例２） 「目的」という文字の後で改行して 1 行開けたいときは、「目的」に続けてキーボードの改行／

Enter キーを２回入力する。 

（例３） 「目的」という文字を太字にしたい場合は「目的」をマウスで選択し画面上の［B］ボタンを

クリックします。イタリックにしたい場合は「目的」をマウスで選択し画面上の［I］ボタンを

クリックします。アンダーラインを引きたい場合は「目的」をマウスで選択し画面上の［U］

ボタンをクリックします。「（１）」という文字を上付き文字にしたい場合は「（１）」をマウスで

選択し画面上の［X2］ボタンをクリックします。と書きます。下付き文字にしたい場合は「（１）」

をマウスで選択し画面上の［X2］ボタンをクリックします。 

 

入力された文字装飾は画面上の［HTML］ボタンをクリックして確認できます。 

 

重要！！入力可能な文字種について 

 JIS 第 1、第 2 水準で規定されている文字以外は使用できません（人名も含む）。次の機種依存文字の使用

は絶対に避けて下さい。インターネット上では表示されず、データ共有の面で重大な支障を生じます。 

＊代表的な機種依存文字（全て全角文字）は使用しないでください。 

 囲み文字：①、②、③、④、⑤ ・・・ 

 ローマ数字：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ ・・・ 

 単位記号：mm、cm、km、mg、kg、cc、m２・・・ 

 省略記号：（代）、㍾、㍽、㍼ ・・・ 

上記の文字は半角英数や他の文字で全てが代用可能です。 

＊以下の全角記号は使用可能です。（JIS 第 1、第 2 水準で規定されている） 

 →←↑↓％‰Å＋－±×÷＝≠≒≡≦≧∞∽∝⊆⊇

⊂⊃∪∩∧∨αβγδεζηθικλμνξοπρσ

τυφχψω～℃ 

［口頭発表時のパワーポイント使用］ 

口頭発表の際に、パワーポイントを使用するかどうかを選択する。 

  ポスター発表の場合は、回答する必要はありません。 



 7

 

２－３ 所属機関に関する情報の入力                              

 このページでは所属機関に関する情報を入力します。 

 

［所属機関］ 

 発表者の所属機関の件数をすべて入力し、「件数変更」をクリックしてください。入力した数だけ所属機関

の入力欄が表示されます。ただし、各発表者の所属機関は一カ所とします。 

 

 

 登録可能な所属機関の総数は最大 20 件までです。 

 それ以上ある場合は大会事務局までお問合せください。 
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２－４ 発表者に関する情報の入力                               

 このページでは発表者に関する情報を入力します。 

 

［発表者に関する情報］ 

 発表者の人数を入力し、「人数変更」をクリックしてください。入力した数だけ、発表者の入力欄が表示さ

れます。 

 会員区分、会員番号も入力してください。会員番号は、郵便物の宛名の下の４桁の番号です。また新入会

員で入会手続き中の方は「その他」を選択し「備考欄」に「入会手続き中」と記入してください。所属番号

は、上の項目で入力した「所属機関１、２…」のなかから、該当する所属機関の番号を選んでください。 

 

 登録可能な発表者の総数は最大 30 件までです。 

 それ以上ある場合は事業担当理事（後掲）までお問合せください。 
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２－５ 登壇者に関する情報の入力                               

  

［登壇者に関する情報］ 

 発表者の人数に入力した数だけ、選択肢が表示されます。口頭発表者を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－６ キーワードに関する情報の入力                             

 

［キーワード］ 

 キーワードの件数を入力し、「件数変更」をクリックしてください。入力した数だけ、キーワードの入力欄

が表示されます。日本語と英語ですべての欄に入力してください。 
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２－７ 連絡者に関する情報の入力                              

このページでは連絡者に関する情報を入力します。 

 

連絡者の氏名・ふりがなを入力（外国人の方はカタカナで）してください。連絡者の所属機関を入力し、

連絡先の郵便番号、住所、電話番号、E メールアドレス等を入力してください。 
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 登録内容の確認・変更の際にパスワードが必要になります。任意のパスワード（半角英数字で４文字から

10 文字以内）を設定して入力してください。パスワードは忘れないように必ず控えておいてください。 

 

 異動などで連絡先の住所等が変わる可能性がある場合は「事務局へのコメント」欄に、その旨を入力して

ください。 

 すべて入力し終えたら「次へ」ボタンをクリックしてください。 

 

２－８ 登録内容の確認                                    

このページでは、登録内容が間違っていないかを確認します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録内容が正しければ、「登録」ボタンをクリックしてください。 

「登録」ボタンは 1 回だけクリックしてください。 

 

 

 

２－９ 登録完了                                       

受付番号が示されます。番号を記録してください。 

再度登録内容を確認・修正する際に受付番号とパスワードが必要になります。必ず控えておいてください。 

 

以上で登録完了です。インターネット接続を終了してください。 

 

受付完了の Eメールが送信されますのでご確認ください。 

ご使用のメーラーによってはメールに記載の抄録内容が文字化けする場合があります。 

マイページにログインし、抄録内容が正しく登録されていれば問題ございませんのでご安心ください。 

 

 

３．登録内容の確認・変更                              

 登録期間中は、登録内容の確認・変更が可能です。日本家庭科教育学会のホームページ

（http://www.jahee.jp/）から「「第 59 回大会研究発表申込み」へアクセスしてください。 

「マイページ」の欄に受付番号とパスワードを入力して、［ログイン］ボタンをクリックしてください。 

 必要に応じて「登録情報変更」「印刷用画面」「パスワード変更」「演題取下げ」「ログアウト」ボタンをク

リックしてください。 

初めて登録した時と同様に、表示された画面の指示に従って変更を行ってください。 

変更後は、「次へ」ボタンをクリックし、登録内容を確認の上、よろしければ 「登録」をクリックしてく

ださい。 

４．登録期間中のお問い合せ先                                   
 発表申し込み登録に関しては、事業担当理事（nakanisy@cc.saga-u.ac.jp）までメールにてお問い合せく

ださい。 

その他に関しては、学会事務局（kateika@amethyst.broba.cc）にお問い合わせください。 

 

 

以上 

確認画面に登録内容が全て表示されますので、正しく入力されているか確認してください。 

登録内容がそのままネット上で世界中に公開されます。また、日本語部分は要旨集に印刷されます。 

読みやすい箇所で改行されているかどうかなども確認をしてください。 

 

重要！ 


