『国際バカロレア教育研究』学会誌投稿募集について
（毎年 1 月 31 日締切）
日本国際バカロレア教育学会学会誌編集委員会
（2021 年 12 月 15 日版）
日本国際バカロレア教育学会・学会誌編集委員会では、毎年発行しております学会誌『国際バカ
ロレア教育研究』
（和文・英文）の投稿を以下の要領で募集しています。
1. 投稿期限および発行予定
投稿募集期間：1 月 1 日〜1 月 31 日（必着）
発行（予定）
：10 月上旬
2. 投稿資格
日本国際バカロレア教育学会会員に限られる。投稿論文のすべての執筆者は、所定の会費を納入
している本学会の会員（正会員・学生会員・団体会員）または、論文投稿の締め切りまでに入会申
し込みを行なった者とする。 なお、論文投稿は基本的に投稿論文 1 人 1 篇（連名者を含む）とす
る。
3. 投稿論文（等）のテーマ
投稿論文（等）のテーマは、日本国際バカロレア教育学会の活動の趣旨に沿うものとする。論文
は未発表のものに限る。論文の使用言語は日本語または英語に限る。
4. 投稿論文の区分
1) 「研究論文」
国際バカロレア教育またはそれに類似する教育に関して、方法や結果に独創性や新規性が認めら
れる実証的、理論的な研究を指し、国際バカロレア教育研究の発展に役立つ内容を、順序立てて明
瞭に記述したもの。
2) 「実践事例研究」
国際バカロレア教育またはそれに類似する教育に関して、事例の分析や実践の効果検証を通じて
国際バカロレア教育等の実践的改善に有益である新たな視点の提示や具体的な提言を行なったもの。
3) 「研究ノート」
国際バカロレア教育またはそれに類似する教育に関して、断片的に得られた研究成果や調査報告
であり、特に新しい知見、萌芽的な研究課題、少数事例、新しい調査・研究方法などの発見・提起に
関する考察で発展性のあるもの。
5. 原稿の様式

1) 論文原稿は、図や表、脚注、引用文献を含めて全て横書き、ワープロ書き、10 ポイントとし、
A4 判用紙を使用すること。
（原稿テンプレートを参照）
2) 和文は、1 行 42 字×40 行（1,220 字）で印字する。英文は、1 行 43 字 × 41 行、10 ポイントと
する。
3) 原稿の分量は、研究論文、実践事例研究ともに、和文は 8 ～10 ページ程度とする。英文は、12
～14 ページ程度とする（表題、図表、参考文献を含む）
。研究ノートは、和文は 6～8 ページ程
度とする。英文は、10～12 ページ以内とする（表題、図表、参考文献を含む）
。
4) 英文原稿は American Psychological Association’s Manual of Style, 7th Edition に準拠する。
5) 筆者が複数の場合は、執筆代表者を連名者の筆頭に置く。
6) 本文冒頭部に、日本語でキーワード 5 語を（大括弧付）を付す。
7) 本文には、適宜、見出しおよび小見出しを入れ、小見出しの場合は、前に 1 行のスペースを入れ
る。
8) 審査の公平を期するため、提出する原稿に置いて「拙著」
、
「拙稿」の表現や研究助成や共同研究
者・研究協力者等に対する謝辞など、投稿者名が判明するような記述は行わない。
9) 「本文」
、
「注」および「引用文献」は、全角文字を使用する。
10) 欧文、および算用数字は、半角文字を使用する。
11) 図、表は、本文中の適切な箇所に、自らレイアウトし作成すること。
6. 原稿の送付方法
投稿論文は、指定された期間内に指定するアドレスに以下のものの提出を求める。なお、送付物
に不備のある場合は受理しない。
1) 投稿論文正本 (表紙に投稿論文原稿種の区分、論文題目、名前、所属機関名、連絡先 〔郵便番号
含む〕
、電話番号、メールアドレスを記載する)、word と PDF 版の両方を添付する（ページ番
号をつけること）
。
2) 和文及び英文論文には、英語 400 words 程度の要旨（Abstract）
（A4 × 1 枚以内とする。
）を、
word と PDF 版の両方を添付する。
3) 論文に使用した図表 （図表は、本文にも挿入し、別途、元のデータを提出すること）
4) 投稿する論文等との内容の面で重複する部分を含む論文等を既に発表ないし投稿している場合
は、その論文等のコピーを 1 部添付する。
5) 上記に相当する論文等がある場合には、投稿論文におけるそれらとの共通点・相違点について説
明した書面（A4 判 1 枚）
：1 部
※なお、提出後の原稿差し替えは認めない。また原稿は返却しない。
7. 原稿送付期限
投稿論文は、 1 月 31 日（必着）までに、日本国際バカロレア教育学会・学会誌編集委員会のメ
ール( jib.kiyou@gmail.com ) に提出するものとする。投稿論文は、学会誌編集委員会において審査
を行い、
「採択」
、
「修正の上、再審査」
、
「不採択」が決定され、投稿者に通知される。再審査の場合、
定められた期間内での原稿修正の権利が与えられる。
本誌に掲載された論文等の著作権については、本学会に帰属する。また、著作者自身が、自己の

著作物を利用する場合には、本学会の許諾を必要としない。
8. 問い合わせ先
日本国際バカロレア教育学会事務局内
〒425-8611
静岡県焼津市本中根 549-1 静岡福祉大学子ども学部 菅井研究室気付
日本国際バカロレア教育学会・学会誌編集委員会
TEL: 054-631-9013
Email: jib.kiyou@gmail.com

Call for Papers
Japan Association for Research into IB Education (JARIBE)
"The Journal of Research into IB Education"
(Submission Deadline is by 31st January every year)
JARIBE Journal Editorial Board
(Last updated: 15th December 2021)
The JARIBE Journal Editorial Board has now begun accepting publications for its annual
Journal of Research into IB Education <English or Japanese>.
Requirements and guidelines for submission are listed below:
1. Submission Deadline and Publication Dates
Submission period: 1st January – 31st January (must be electronically postmarked between
these dates)
Publication Date (tentative): mid-October
2. Submission Requirements
Submission is limited to members of the Japan Association for Research into IB Education.
All authors of the submitted articles must be members of the association (regular member /
student member / organizational member) who have paid the prescribed membership fees or who
have applied for membership prior to the article submission deadline. Basically, one author can
submit one article (including co-authors).
3. Article Themes/Titles/Topics
The themes/titles/topics of the articles should align with the philosophies and objectives of the
activities of the JARIBE. It must be unpublished and has not been submitted for publication
elsewhere. Submitted articles must be in either Japanese or English.
4. Type of Article
1) Article
Article must be based on empirical or theoretical studies related to the International
Baccalaureate education or similar education systems. It should be written in a coherent manner
demonstrating originality as well as novelty in its content and/or method which will contribute
to the development of the IB research studies.
2) Practical Case Study
Case study article is a type of article that demonstrate new perspectives and/or suggest

practical proposals through case analysis and/or action research with regards to the
International Baccalaureate education or similar education systems.
3) Research Note
Research note is a type of article written based on the findings or products of on-going
research studies with regards to the International Baccalaureate education or similar education
systems. The research note may include the ones that have exploratory ideas, emergent research
agendas, less-highlighted issues and new methodological approaches.
5. Guidelines to the Article Format
1) All manuscripts including drawings, tables, footnotes and cited references must be orientated
horizontally (portrait paper layout), electronically converted and formatted, 10-point font size,
and an A4 size paper. (Refer to template)
2) Articles submitted in a Japanese manuscript must be fixed at 42 characters × 40 lines (1,220
characters) per page. For articles submitted in English, the manuscript must be fixed at 48×
41 lines, font 10, single space.
3) The amount of manuscripts must be within 8~10 pages for both ‘Articles’ and ‘Practical Case
Study’. English manuscript must be within 12~15 pages (including titles, charts and
references). The ‘Research Note’ must be within 6~8 pages. The English manuscript must not
be within 10~12 pages (including titles, charts, and references).
4) Articles submitted in English must be formatted accordingly to the American Psychological
Association (APA) Style, 7th Edition.
5) If there are multiple authors, place the representative author at the beginning of other authors.
6) For articles submitted in Japanese, 5 keywords must be added to the beginning of the
manuscript, in brackets (refer to the template).
7) Insert a heading and a subheading as appropriate in the main manuscript.
8) In order to ensure fairness during screening and review, do not add any statements that abide
a professional level of academic ethics (articles in Japanese must not include authorship or
ownership through the expression 拙 著 <seccho> or 拙 稿 <sekko>), through special
acknowledgments of contributors, researchers, and/or research collaborators.
9) “Full manuscript”, “Note”, and “Cited document” must be in full-width characters.
10) Use half-width size characters for all European characters and mathematical numbers.
11) The figures and tables must be formatted and created accordingly within the manuscript.
6. Instruction for Submission
An electronic version of the article must be submitted by email to the specified address within
the specified period of time. In addition, submission will be declined if the data is defective when
received by the association.
1) Submit articles in both Word and PDF version along with the following information:

Cover page, noting the article type, title, author(s), current affiliated (employed) institution name,
contact information (address including postal code), phone number, e-mail address,and page
numbers.
2) Articles in both Japanese and English must also submit an abstract written in English (400
words). Either must be completed within a single A4 size page and submitted in both a Word and
PDF version.
3) Any diagram or charts in the paper must be inserted into the main manuscript and also as a
separate file.
4) If any section of the article has been previously published or overlaps current or previous
papers, a copy of those articles must be submitted as well.
5) If such paper, comprising of the description above, is submitted, the author must submit a
single page (A4 size, 1 copy) document that summarizes the overlap and how it differs to the
current article.
* In addition, all article submissions are final once received by the association and will not be
returned.
7. Submission Deadline
Articles must be submitted by e-mail (jib.kiyou@gmail.com) to the Japan Association for
Research into IB Education (JARIBE) Journal Editorial Board by the 31st January (electronic
postmarked).
Articles will initially be reviewed by the committee for screening, and once reviews are
completed, authors will be notified of one of the following results; “accepted”, “edited versions will
be re-reviewed”, or “reject”. In the case articles are determined to be “edited versions will be rereviewed”, the author will be allowed to re-submit the article within the given specified period of
time.
Copyright privileges of the articles published in this journal will be held by the association.
Authors are not required to request permission from the association to utilize their own work for
future publications.
8. Contact
Japan Association for Research into IB Education (JARIBE) Journal Editorial Board
Postal Code 425-8611, 549-1 Honnakane, Yaizu, Shizuoka, Sugai Lab., Faculty of Children,
Shizuoka University of Welfare
Tel: +81-54-631-9013
Email: jib.kiyou@gmail.com

