
学⽣会員各位 
2021 年 7 ⽉ 15 ⽇ 

⽇本国際バカロレア教育学会 賞選考委員会 
 

⽇本国際バカロレア教育学会「研究奨励賞」について 
 

 ⽇本国際バカロレア教育学会では、国際バカロレア教育やその他関連教育に関する研究発表の発展を期し
て、「研究奨励賞」を設けることと致しました。この賞は、学⽣会員を対象とし、当該⼤会における「⼝頭発
表」（ラウンドテーブルは除く）の中から、優秀と評価された研究に与えられるものです。 
 

「研究奨励賞」受賞者の選考⽅法について 
 
1. 受賞資格について 

・ ⽇本国際バカロレア教育学会「学⽣会員」うち、「⼝頭発表」（ラウンドテーブルは除く）を⾏うものを
対象とする。 

・ 「⼝頭発表」（ラウンドテーブル）は、個⼈発表、共同発表に限らない。ただし、共同発表の場合、学⽣
会員が筆頭発表者であるものに限る。 

 
2. 選考の手続き 

（１）賞選考委員会は、⼤会までに、審査対象発表 1 件につき 2 名の評価者を決定する。 
評価者の決定は、賞選考委員会委員⻑からの依頼と本⼈の承諾による。 

（２）賞選考委員会は、評価者に対し、⼤会前に評価対象の発表者・発表題⽬、および評価⽅法を知らせる。 
（３）評価者は、⼤会当⽇、審査基準に基づき、所定の評価表を⽤いて評価を⾏う。 

⼤会終了後、賞選考委員会を開き、発表奨励賞の受賞者を選考する。 
（４）賞選考委員会は、審査結果を理事会に諮り、承認を得る。 
 
3. 審査基準と審査対象 

（１）評価者、および賞選考委員会は、次の 3 点の観点から評価・審査を⾏う。 
・ 研究の着眼点、⽅法、得られた知⾒、または実践が独創性に富む。 
・ 研究・実践の発展性、将来性が期待できる。 
・ 国際バカロレア教育および関連する教育への研究あるいは実践への貢献が期待できる。 

 
（２）評価、および審査においては、次の 3 点を評価・審査対象とする。 

・ ⼤会における発表 
・ ⼤会発表抄録に掲載された発表要旨 
・ 発表時の提⽰・配布資料 

以上 
  



To Student Members 
July 15th, 2021 

 
Regarding the Japan Association for Research into IB Education “Research Promotion Award”  

 
Japan Association for Research into IB Education Awards Selection Committee 

 
 The Japan Association for Research into IB Education has decided to set up the “Research Promotion award” 
in hopes for the development of research presentations about IB education and other related education. This 
award is given to student members who give an Oral Presentation (excluding Roundtables) at the conference 
and whose research demonstrates excellence. 
 

Selection Process for the awardee of the “Research Promotion Award” 
 
1. Eligibility 

・ Be a student member and give an Oral Presentation (excluding Roundtables). 
・ The oral presentation (excluding Roundtables) is not limited to individual presentations and co-

presentations. However, in the case of co-presentations, the student member must be the main presenter. 
 
2. Selection Process 

（１）The Awards Selection Committee will determine 2 judges for every eligible presentation. 
The judge is determined by the request from the chairman of the Award Selection Committee and the 
consent of the person. 

（２）The Awards Selection Committee will inform the judge about the presenter, the title of presentation, 
and the evaluation method before the conference. 

（３）Using a fixed evaluation table, the judge will evaluate based on the criteria.   
After the conference, the Awards Selection Committee will hold a meeting and select the winner of the 
award. 

（４）The Awards Selection Committee will consult with the board of directors regarding the selection result 
and get approval. 

 
3. Criteria for the award 

（１）The judge and the Awards Selection Committee will evaluate based on 3 aspects mentioned below. 
・ The originality of the focus, method, findings, or practice of the research. 
・ Future potential for research and practice. 
・ Contribution to the research or practice regarding IB education and other related education. 

 
（２）The following 3 points will be evaluated. 

・ The presentation at the conference 
・ The abstract of the presentation published in the Conference Presentation Summary 
・ The materials and handouts used at the time of presentation  


