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創立２０周年記念に相応しい学会を目指して 

日本教育工学会 会長 清水康敬 
この度の役員選挙で第１０期会長に再任され、身が引き締まる思いをしております。新しい体制になりまし

た理事、監事、評議員の先生方のご支援をいただきながら、今後２年間努めさせていただきたいと思います。

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

創立２０周年記念日（来年１１月１日） 

本学会は１９８４年１１月１日に創立されましたので、来年の１１月１日（月）が本学会の創立２０周年記

念日になります。創立２０周年記念事業につきましては今後理事会を中心に検討していきたいと考えておりま

すが、この記念日には何らかの形で記念事業の総括をしたらどうかと思っております。 
例えばの例として、記念事業として考えられますことを私案としてあげてみたいと思います。ただし、これ

らは今後理事会等や、役員（理事、監事、評議員）のメーリングリスト等で検討していただくことで、あくま

で個人的な提案であることをお断りしておきます。会員からご意見をいただくための案の案という位置づけで

お願いします。 
(1) 学会の歩んできた歩みの整理： 本学会が創立して以来、東洋会長、坂元昂会長、水越敏行会長のリーダ

ーシップで活発な活動をして参りました。その成果等を２０年間の歩み（歴史）の形でまとめたらどうか

と考えています。 
(2) 学会発表のデータベース化： ２０年間に掲載された学会誌、論文誌の論文等や、全国大会、研究会、シ

ンポジウム、セミナー等で発表された研究成果は膨大になっています。これらをデータベース化して会員

が検索できるようにしたらどうかと思います。 
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(3) 学会ホームページの充実： 前述の二つの情報を含めて、教育工学に関する情報提供を積極的に考えていく

ことが必要と思います。その際、特に会員だけが情報を受けることができたり参加できるページの在り方も

検討したらどうかと思います。 
(4) 記念出版： 記念出版も考えられます。ただし、創立記念日には完成することが重要であると考えています。

今後内容を検討する必要があります。尚、創立１５周年記念出版としまして「教育工学事典」を発行しまし

た。現在学会員は割引価格で販売していますので学会事務局にご注文ください。 
(5) 論文誌の記念号の発行： 最近本学会への投稿が増えています。これは教育工学研究に関する関心が高まっ

て来たためと喜んでいます。そこで、例えば教育工学研究に関する依頼原稿などによる増刊号を発行したら

どうかと思ったりしています。 
(6) 記念全国大会： 来年の第２０回全国大会は、東京工業大学を会場校として平成１６年９月２３日（木）～

２５日（土）の３日間開催される予定です。この全国大会は創立２０周年記念行事の一つとして位置づけら

れています。事業内容につきましては今後の検討課題となっております。 
(7) 記念イベントの開催： 創立記念のシンポジウム、セミナー、国際会議等の開催も考えられます。ただし、

規模や内容等については検討課題と思います。 
(8) 創立記念アピール： ２０年間を総括するとともに、社会へ向けた提言などを含めた創立記念アピールは可

能でしょうか。大きな課題かも知れません。 
(9) 創立記念式典？： 創立記念日（１１月１日）に記念式典のような行事ができればと思います。 
(10)その他の事業： 記念表彰等いろいろ考えられます。 
創立２０周年記念事業につきまして、会員の皆様からご意見をいただきたいと思います。是非多くのご提案を

いただきたくよろしくお願いします。ご意見は電子メール等で学会事務局までお寄せ下さいますようお願いしま

す。宛先：jet-office@japet.or.jp 
 

理事の役割分担 

先日の第１９回通常総会の後開催されました新旧の理事評議員会（合同）におきまして、今期の理事の役割分

担が以下のように決定されました。副会長には、近藤勲先生（岡山大学）と山西潤一先生（富山大学）が就任さ

れました。また、編集長には引き続き坂元昂先生（メディア教育開発センター）にお願いしております。編集、

出版、ニューズレター、学会ホームページなどでご指導をいただいております。 
 
会 長：    清水康敬    副会長：    近藤 勲、山西潤一  
編集長：    坂元 昂    監 事：    水越敏行、今栄国晴  
編集担当：   中山 実、永岡慶三、向後千春 出版担当：   吉崎静夫、生田孝至 
ニューズレター： 堀田龍也    学会ＨＰ担当： 池田 満 
総務・会計担当：中村紘司、前迫孝憲、澤本和子 研究会担当：  正司和彦、村川雅弘、黒上晴夫 
企画担当：   大谷 尚、美馬のゆり、南部昌敏 大会企画担当： 園屋高志、鈴木克明、木原俊行 
顕彰担当：   三宮真智子   渉外担当：   横山節雄 
選挙管理担当： 澤本和子    20周年記念事業：清水康敬、近藤 勲、山西潤一 

 
この他、評議員の先生をはじめ、編集委員会、企画委員会、研究会委員会、大会企画委員会、学会ＨＰ委員会

等の委員にはボランティアで大変のロードをおかけしています。各委員会の委員構成につきましては次号ニュー

ズレターに掲載させていただく予定です。これから２年間、以上の体制で学会の運営を進めさせていただく予定

です。会員の皆様、どうぞよろしくご支援賜りますようお願い申し上げます。 
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日本教育工学会 第19回全国大会のお知らせ 

（第３報） 

 

 日本教育工学会第19回全国大会を、下記のように岩手県立大学において開催します。多くの方々のご参加をお

待ちしています。研究発表につきましても奮ってご応募ください。 

  
１．開催期日・会場 

期日：2003年10月11日（土）～12日（日）（２日間） 
会場：岩手県立大学 
    〒020-0193 岩手県滝沢村滝沢字巣子152-52 
    TEL 019-694-2000  FAX 019-694-2001 
    http://www.iwate-pu.ac.jp/ 
 
２．大会日程 

第１日 10月11日（土） 第２日 10月12日（日） 
9:00～ 9:30 受付 
9:30～12:00 一般研究発表１ 

12:00～13:30 昼食及び展示見学 
13:30～14:00 全体会 
14:00～16:00 シンポジウム１ 
16:15～18:15 一般研究発表２ 
18:30～20:30 懇親会（大学内） 

8:30～ 9:00 受付 
9:00～12:00 一般研究発表３ 

12:00～13:00 昼食 
13:00～15:30 課題研究発表 
15:45～17:45 シンポジウム２ 
 

 
３．各セッションについて 

（１）シンポジウム（趣旨は「お知らせ第２報：JET-No.122」をご覧ください） 

１）シンポジウム１（大会１日目） 
   岩手県立大学・西澤潤一学長による基調講演とディスカッションを行います。 
   このシンポジウムは非会員の方にも公開されます。 
  ２）シンポジウム２（大会２日目に次の二つのシンポジウムを並行して行います） 
 シンポジウム２－１ 

テーマ：教育工学の研究方法論を探る 
コーディネータ：赤堀侃司（東京工業大）、矢野米雄（徳島大） 
司会：佐伯胖（青山学院大） 
登壇者 

   山内祐平（東京大）   教育実践研究の立場から 
    鈴木克明（岩手県立大） 教育デザインの立場から 
   向後千春（早稲田大）  認知心理学の立場から 
   池田 満（北陸先端大） システム開発の立場から 

指定討論者 
   岡本敏雄（電通大） 
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シンポジウム２－２ 

テーマ：「教育の情報化」における諸外国の現状と特徴の比較～我が国の「情報化」を進めるために～ 
コーディネータ： 
園屋高志（鹿児島大）、山田恒夫（メディア教育開発センター） 

司会：南部昌敏（上越教育大） 
登壇者 

   黒田 卓（富山大） アメリカの例 
   久保田賢一（関西大） イギリスの例 
   影戸 誠（日本福祉大） 韓国の例 
   黒上晴夫（関西大） オーストラリアの例 
 
（２）課題研究 

 以下のように８件のテーマが設定されていますが、発表申し込みは既に７月４日で終了しています。（各テーマ

の趣旨は「お知らせ第２報：JET-No.122」をご覧ください） 
（Ｋ－１）高等教育における教育方法の改善と評価 

コーディネータ：澤本和子（日本女子大）、東原義訓（信州大） 

（Ｋ－２）”確かな学力”を保証する授業研究 

コーディネータ：岡部昌樹（金沢星稜大）、本間明信（宮城教育大） 

（Ｋ－３）教員養成・教師教育における情報技術の利用 

        コーディネータ：浦野 弘（秋田大）、大河原 清（岩手大） 

（Ｋ－４）学習コンテンツ流通・再利用を促進する技術と社会的枠組 

コーディネータ：大久保昇（内田洋行）、山田 恒夫（メディア教育開発センター） 

（Ｋ－５）eラーニングにおけるデータ/テキスト・マイニング 

コーディネータ：植野真臣（長岡技術科学大）、佐々木整（拓殖大） 

 （Ｋ－６）協調学習の分析・デザイン・実践・評価の技術 

コーディネータ：矢野米雄（徳島大）、室田真男（東京工業大） 

 （Ｋ－７）インターネットによる学習指導 

コーディネータ：石川 賢（宇都宮大）、原 克彦（園田学園女子大） 
 （Ｋ－８）生涯学習社会における情報教育 

        コーディネータ：成田雅博（山梨大）、村瀬康一郎（岐阜大） 
 

（３）一般研究 

一般研究発表は以下のテーマのセッションで行われます。セッションは申込みの状況に応じて統合・分割など

の調整を行うことがあります。なお、「その他」を選んだ場合は、分野及び想定されるセッション名を記述してく

ださい。 
(1)語学教育・国際理解 (2)情報教育 I(情報活用能力の育成等) (3)情報教育 II(教科指導等)  (4)メディア教

育・メディアリテラシー (5)教師教育 (6)障害児・者教育  (7)社会人教育・生涯学習  (8)企業内教育  (9)
教育評価・データ解析  (10)授業研究  (11)授業設計・実践  (12)高等教育における教育方法  (13)教育ソフ

トウェア開発  (14)学習コンテンツ開発  (15)Webベース学習・訓練システム (16)認知モデルと知的学習支援

システム  (17)インターネットを利用した授業実践  (18)教育メディア (19)遠隔教育・遠隔学習Ⅰ（システム） 

(20) 遠隔教育・遠隔学習Ⅱ（運用・評価） (21)協調学習と協調作業  (22)その他 
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（４）English Session 

 発表及び質疑応答が英語で行われます。本セッションは教育工学研究の国際的流れに対する本学会の寄与であ

るとともに、国際的な場において研究発表ならびに討論を有意義なものとするための、とくに若い研究者に対す

る訓練の場でもあります。このような趣旨をご理解いただき、このセッションに奮ってご応募いただきたい。な

お、発表は一般研究発表１～３のいずれかのセッションと同じ時間帯で行われます。 
 
（５）自主シンポジウム 

 会員の自主的な企画・運営によるシンポジウムですが、開催申し込みは既に７月４日で終了しています。 
 
◆発表時間について 

発表時間は以下の予定です。 
 [課題研究] 課題研究の趣旨説明10分 研究発表各15分 総合討論1時間程度 
 [一般研究] 発表15分 質疑応答5分 
 [English Session] 発表15分 質疑応答5分 
 
４．大会までのスケジュール 

7月25日（金） 課題研究・自主シンポジウム採否決定通知 
8月 8日（金） 課題研究発表原稿（4ページ）提出締切（必着） 

一般研究発表／English Session申込書・原稿（2ページ）提出締切（必着） 
9月19日（金） 参加費事前送金期限（それ以降は送金しない） 

 
５．大会への発表申し込み 

（１）発表者の資格 

・[発表者]は、本学会の会員に限ります。ただし、会員以外が連名者となることは、差し支えありません。こ

こでいう[発表者]とは、ファースト・オーサー、あるいは連名者という意味ではなく、大会当日発表される

方を意味します。 
 ・この会員には、発表申し込み時に入会される方も含みます。ただし、発表原稿受付の段階で[発表者]が年会

費を納入されていない場合には発表原稿を受け付けません。 
 ・大会企画委員会が特に発表を依頼した場合は、この限りではありません。 
 
（２）発表申し込み件数の制限 

 ・会員は、[課題研究・一般研究・English Session]に、それぞれ1件（1人合計最大3件）を発表者として申

し込むことができます。 自主シンポジウムにはその制限は適用されません。 
 ・連名者の発表件数には、制限はありません。 
・類似な内容、シリーズ的な内容を複数の発表者に分割して申し込みはできません．同一発表者が課題研究と

一般研究に申し込む場合も同様です。  
・［課題研究］は不採択になることがあります。その場合は［一般研究］として申し込むことができますが、既

に［一般研究］にも申し込みをしている場合には、それを取り下げる必要があります。  
 
 



- 6 - 

（３）課題研究の発表申し込み方法 

  課題研究については次のように２段階の手続きが必要です。 
  １）第１段階：発表プロポーザルの提出（これは既に７月４日で終了しています。） 
    ・課題研究に申し込まれた発表は、大会企画委員会が発表の可否について審査します。 
    ・発表の可否は、発表内容だけでなく、全体の発表件数も考慮して決められます。 

・課題研究発表の採否は、7月25日（金）までに申込者に連絡します。 
２）第２段階：最終原稿の提出 
課題研究に採択された場合、最終原稿を下記により提出してください。 

    ・A4サイズで4ページ。原稿用紙は送付しません。原稿見本（後に掲載）、または大会ホームページに

示される内容に従って作成してください。 
・最終原稿（紙）のオリジナルとコピー1 部、ならびに大会原稿提出票（後に掲載）に記入したものを

提出してください。 
・郵送または宅配便にて、8月8日（金）必着で下記の宛先までお送りください。 

     〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門５森ビル２Ｆ 
         日本教育工学会事務局 宛 （プロポーザル提出先と異なります） 

・発表時間の希望には応じられません。 
 
（４)一般研究及びEnglish Sessionの発表申し込み方法 

・8 月 8 日（金）までに最終原稿を提出してください。事前の発表申し込みはありません。この提出によって

発表申し込みとします。 
・ 一般研究とEnglish Sessionの原稿は共に、A4サイズで2ページです。１ページのものは受け付けません。 

 ・原稿用紙は送付しません。原稿見本（後に掲載）または大会ホームページに示される内容に従って作成して

ください。 
 ・最終原稿（紙）のオリジナルとコピー1 部、ならびに大会原稿提出票（後に掲載）に記入したものを提出し

てください。 
・郵送または宅配便にて、8月8日（金）必着で下記の宛先までお送りください。 

   〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門５森ビル２Ｆ 
       日本教育工学会事務局 宛 
・発表日時の希望には応じられません。 

 
６．会場の設備について 

すべての会場で、①プロジェクタ、②OHC、③ビデオ（SVHS）、④インターネットに接続されたデスクトッ

プパソコン（Windows）、⑤インターネット接続のイーサネットケーブルを使用することができます。OHP は

OHCで投影していただくことになります。 
発表会場のデスクトップパソコンへのプレゼンテーション・ファイルのインプリメンテーションは、当該の発

表セッション開始５分前までに発表者の責任で完了してください。また、参加者がインターネットを利用できる

ように、無線LANアクセスポイントとハブを休憩室に用意しますのでご活用ください。 
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７．企業の展示について 

 大会期間中、企業による展示も行います。出展を募集いたしますので、ご希望の方は下記へお問い合わせくだ

さい。 
  〒020-0193 岩手県滝沢村滝沢字巣子152-52 

 岩手県立大学ソフトウェア情報学部 鈴木克明研究室内 
  日本教育工学会大会実行委員会 宛 

電子メールでの問い合わせ先：ksuzuki@soft.iwate-pu.ac.jp 
 

８．大会への参加申し込み 

 参加申し込みは、本号に同封されている郵便振替用紙に、参加者氏名、所属、連絡先、支払内訳をご記入の上、

9月19日（金）までに参加費をお振込みください。振込みによって受付とさせていただきます。9月19日（金）

以降は、振込みをなさらないで下さい。当日会場にて、当日参加を受け付けます。 
 大会参加費 事前 3,500円（一般） 2,000円（本学会学生会員） 9月19日（金）まで 
       当日 4,000円（一般） 2,500円（本学会学生会員） 
論文集代     4,500円 

 論文集送料      500円（参加しない場合） 
 懇親会費     5,000円 
 
９．宿泊案内について 

学会開催日は、連休と重なっておりますので、混雑が予想されます。近畿日本ツーリスト盛岡支店をご利用い

ただくなど（盛岡市内のホテル案内は前号に同封）、宿泊・交通機関のご準備を早めに行われますことをお勧めし

ます。なお、大会会場の岩手県立大学から車で 20 分ほどの山間に、休暇村岩手網張温泉があります。ご希望の

方は電話でお申し込みください。休暇村岩手網張温泉 http://www.qkamura.or.jp/iwate/ 
予約電話：019-693-2211 
東北自動車道盛岡 ICより約30km、同滝沢 ICより約20km 
 

10．問い合わせ先 

大会全般に関しては以下にお問い合わせください。 
日本教育工学会 大会企画委員会問い合わせ用アドレス： 

 jet2003@mr.hum.titech.ac.jp 
 

大会企画委員会 委員長：園屋 高志（鹿児島大） 
副委員長：鈴木 克明（岩手県立大） 

委員： 
   赤堀 侃司（東京工業大） 石川 賢（宇都宮大） 植野 真臣（長岡技術科学大） 

浦野 弘（秋田大） 大河原 清（岩手大） 大久保 昇（内田洋行） 
岡部 昌樹（金沢星稜大） 木原 俊行（大阪市立大） 佐々木 整（拓殖大） 
澤本 和子（日本女子大） 成田 雅博（山梨大） 南部 昌敏（上越教育大） 
原 克彦（園田学園女子大） 東原 義訓（信州大） 本間 明信（宮城教育大） 
村瀬 康一郎（岐阜大） 室田 真男（東京工業大） 矢野 米雄（徳島大） 
山田 恒夫（メディア教育開発センター） 吉田 貞介（金沢学院大） 
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原稿見本 A4 サイズ 
 

 本文 2 段組み  20 字詰め  1 ページ 45 行程度 
 マージン  上端 30 ㎜  下端 25 ㎜  左右 25 ㎜ 

 
 

日本教育工学会第１９回全国大会 
                        The 19th Conference on Educational Technology 
 

岩手  太郎 
Taro IWATE 

 
岩手県立大学 

Iwate Prefectural University 
 
   ＜あらまし＞  日本教育工学会第 1９回全国大会が平成 15 年 10 月 11 日(土)～12 日(日)の 2 日間，岩手

県立大学で開催される。最終原稿及び大会原稿提出票の提出先が今回から本学会事務局に変わったので，注

意されたい。ただし、課題研究の発表プロポーザル提出先は従来通り，東京工業大学である。これらについ

ては本文で確認していただきたい。原稿締切は，平成 15 年 8 月 8 日(金)必着である。原稿は郵送または宅配

便で送付すること。 
  原稿はオフセット印刷をする都合上，写真や図版は，直接プリントするか，貼り付けていただきたい。 
 
    ＜キーワード＞  下のキーワード一覧を参考に，５～６個のキーワードを列挙する。 
 

本文は 2 段組にしてください．○○○○○○○    ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○    ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

キーワード一覧  関連すると思われるキーワードを列挙してあります。記入の参考にして下さい。 
教育目標 カリキュラム 教育課程 総合的な学習の時間 自己学習力 

教育情報 ＣＡＩ 教育情報処理 データ解析 数理モデル(例:グラフ理論)  

シミュレーション 資料収集 データ解析ツール 情報教育 情報リテラシー  

情報処理システム プログラムミング言語 情報処理教育   図書館情報学 
 
学校事務処理 統計処理 情報検索 データベース 情報管理 システム評価 

標準化 システム設計 システム開発 ネットワーク Web 利用 インターネット

Eメール 情報倫理    インターネット倫理 著作権 
 
知識ベース 知識工学 知的学習支援システム 訓練支援システム 学習者モデル 

思考モデル 知識表現 推論機構 知識獲得 言語インタフェース  

エキスパートシステム 人工知能 認知発達 知的インタフェース  

テキストマイニング データマイニング 思考の外化 バーチャルリアリティ 
 
教育メディア 教材管理 教材開発 教具開発 教育機器管理 学習コンテンツ

インストラクショナルデザイン 教育ソフトウェア開発 ヒューマンインタフェース  

教育機器利用 遠隔教育・学習 放送教育 視聴覚教育 メディア教育 

マルチメディア 学習環境 コミュニケーション        メディアリテラシー 
 
教授法 授業スキル 学習スキル 教育評価 学力調査 教育統計 

教育測定 評価項目 テスト 学力 知能 適性 

性格 意欲 学習指導 授業研究 授業分析 授業設計 

授業実践 生徒指導 生活指導 進路指導 教育方法 教育工学 

協調学習 CSCL グループ学習 研究方法論 質的研究  
 
教育経営 学級経営 教育施設(視聴覚ライブラリなど) 学校開放 学校規模 

教育設備 オープンスペース 学習環境 校具 学校保健 管理組織 

教育施策 教育制度 
 
企業内教育 社会人教育 生涯学習 教師教育 現職教育 幼児教育 

幼稚園教育 学校教育 小学校教育 中学校教育 高等学校教育 高専教育 

大学教育 高等教育 技術者教育 教科教育 養護教育 障害児・者教育

治療教育 語学教育 日本語教育 国際理解教育 看護教育 福祉教育  
 
自己啓発 自己評価 ＯＪＴ 人材開発 野外学習 国際協力 
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日本教育工学会 大会原稿提出票 
（必要に応じてコピーして下さい） 

 
  原稿(オリジナルとコピー１部)と共に，この「大会原稿提出票」を必ずお送り下さい。 

 
題名：                                                                                    
シンポジウム以外の発表者は会費納入の会員でなければなりません。(原稿提出時に確認できないと発表

取り消しになります) 
著者（発表者に○印） 所    属 会員番号 

   

 
発表部門（○印） １．シンポジウム  ２．課題研究      ３．一般研究      ４．English Session 
 
1. シンポジウム（該当のシンポジウムに○印をつけてください） 
  １．教育工学の研究方法論を探る 
  ２．「教育の情報化」における諸外国の現状と特徴の比較～我が国の「情報化」を進めるために～ 
 
2. 課題研究（申込み課題番号に○印をつけてください） 
   K-1 「高等教育における教育方法の改善と評価」 
   K-2 「”確かな学力”を保証する授業研究」 
   K-3 「教員養成・教師教育における情報技術の利用」 
   K-4 「学習コンテンツ流通・再利用を促進する技術と社会的枠組」 
      K-5  「e ラーニングにおけるデータ/テキスト・マイニング」 
    K-6  「協調学習の分析・デザイン・実践・評価の技術」 
   K-7 「インターネットによる学習指導」 
   K-8  「生涯学習社会における情報教育」    
 
3. 一般研究 

発表希望セッションに◎，関係セッションに○をつけてください。ご希望に添えない場合があります。 

なお、「(22)その他」を選んだ場合は、分野及び想定されるセッション名を記述してください。 
(1)語学教育・国際理解 

 (2)情報教育I(情報活用能力の育成等) 
 (3)情報教育II(教科指導等) 
 (4)メディア教育・メディアリテラシー 
 (5)教師教育 
 (6)障害児・者教育 
  (7)社会人教育・生涯学習 
 (8)企業内教育 
  (9)教育評価・データ解析 
 (10)授業研究 
  (11)授業設計・実践 

(12)高等教育における教育方法 
(13)教育ソフトウェア開発 
(14)学習コンテンツ開発 
(15)Webベース学習・訓練システム 
(16)認知モデルと知的学習支援システム 
(17)インターネットを利用した授業実践 
(18)教育メディア 
(19)遠隔教育・遠隔学習Ⅰ（システム） 
(20)遠隔教育・遠隔学習Ⅱ（運用・評価） 
(21)協調学習と協調作業 
(22)その他(              ) 

 

４．連絡先等 
  住所     〒 
 
所属                                            氏名 

 
  電話                                      Fax 
   E-mail 
 

原稿提出先 （8 月 8 日必着） 
〒105-0001 東京都港区虎ノ門 1-17-1 

 虎ノ門５森ビル２F 
日本教育工学会事務局 宛 
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日本教育工学会研究会Web Page  http://www.nime.ac.jp/EduTech/ 

 

研究会の開催 

テーマ 学力低下と授業改善 
●日  時：２００３年７月２７日（日） 

●会  場：滋賀大学 教育学部 研究棟１階第５講義室 （石山キャンパス） 

●開催担当：宮田仁（滋賀大学 教育実践総合センター） 

研究会は当日受付にて同研究会の報告集（1,000円）をご購入いただければ，一般の方でも参加可能です． 

 

●プログラム：         発表時間：発表1件につき25分（発表20分程度，質疑5分程度)の持ち時間です． 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

開会 10:00 

 午前の部（10:10～11:50） 

(１) 高等学校教科情報Ａにおける問題解決学習についての実践事例から 

    ○神月紀輔（兵庫県立北須磨高等学校） 

(２) 教科「情報」における実習の授業改善に関する研究 

    ○渡辺雅信，高橋朋子（滋賀大学 院生），松原伸一（滋賀大学） 

(３) 情報教育におけるアナログ／ディジタル概念の考察と授業改善 

    ○古本顕孝（滋賀大学 院生），坊田善一（元 滋賀大学 院生），松原伸一（滋賀大学） 

(４) 児童と現職教員の情報活用能力に関する研究(1) 

－教員の情報活用能力と教員の学校Webページ上での発信経験が児童の情報活用能力に及ぼす影響を中心とし

て－ 

    ○川端裕志（滋賀県大津市立田上小学校），宮田仁（滋賀大学教育学部） 

------------------------------------- お昼休み（11:50～13:00） ------------------------------------- 

 午後の部（13:00～17:00） 

(５) 学力向上を目指す自己評価と形成評価を取り入れた理科授業について 

    ○孔泳泰，崔準煥，南貞姫（釜山大学科学教育学部） 

(６) 学習意欲を高めるための手立てについて 

    ○村井万寿夫（石川県教育センター） 

(７) 質的分析法によるチーム学習と個人学習とを統合した学習の研究 

    ○望月紫帆（佛教大学大学院），西之園晴夫（佛教大学教育学部） 

(８) 携帯電話対応コメントカードデータベースを付加した対面多人数講義での授業コミュニケーションの活性化 

    ○宮田仁（滋賀大学教育学部） 

(９) 特別支援教育における技術的支援方策による授業実践とその評価（１） 

    ○太田容次，石部和人，木村政秀（滋賀大学教育学部附属養護学校），宮田仁（滋賀大学教育学部） 

(10) 学習者がＯＨＰを利用する学習活動と授業改善 

    ○須曽野仁志（三重大学教育学部），木谷康司（上野市立府中中学校），下村勉（三重大学教育学部），織田

揮準（皇學館大學文学部） 

(11) 小学生・大学生によるホームページ作成合同授業の実践 

    ○小山史己，稲垣博美（津市立南立誠小学校），須曽野仁志（三重大学教育学部），下村勉（三重大学教育学

部） 

(12) 映像評価ツールを用いた言語・非言語行動観察 

－日本人と中国人の面接場面の分析・比較－ 

    ○古川雅子（総合研究大学院大学），柳沼良知，山田恒夫（メディア教育開発センター／総合研究大学院大

学） 

(13) 3次元ＣＡＤを用いた協調学習の教育的効果に関する一考察 

    ○伊藤照明，米倉大介，浮田浩行（徳島大学） 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 閉会の挨拶 17:00  正司和彦 研究会委員長 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

研究会 

2003 



 11

●会場：滋賀大学教育学部（石山キャンパス）  

〒520-0862 大津市平津2-5-1 

・周辺地図： 

http://www.sue.shiga-u.ac.jp/doc/shozai2.htm 

（バスの時刻表もこのページから閲覧できます） 

 ・アクセス方法 

ＪＲ利用の場合：新幹線「京都駅」乗り換え，琵琶湖線（新快

速）で，「石山駅」下車，石山駅より京阪バス

２番，４番で，「滋賀大前」下車，徒歩８分． 

自家用車の場合：大阪方面からは名神高速道路「瀬田西インタ

ー」から５分．名古屋方面からは名神高速道

路「瀬田東インター」から10分．（当日は，自

家用車乗り入れ可です．） 

●懇親会：研究会終了後に懇親会を計画しています．多くの方々の参

加をお待ちしております．参加される方は会場担当の宮田

先生までご連絡下さい．連絡先メールアドレス：

miyata@sue.shiga-u.ac.jp 

●会場連絡先：（宮田仁）TEL & FAX: 077-537-7818（研究室直通） 

 

 

研究会の発表募集 

情報教育と評価（教育測定・評価の理論・方法論も含む） 
 ●日  時：２００３年９月２０日（土） 

 ●会  場：鳥取大学教育地域科学部 （鳥取市） 

 ●開催担当：山岸正明（鳥取大学教育地域科学部附属教育実践総合センター） 

 ●申込締切：２００３年８月６日（水） 

 ●原稿提出：２００３年８月20日（水） PDF形式で電子的に提出もできます． 

 

 

●募集内容： 

平成 14 年度から小中学校で情報教育が新しい学習指導要

領のもとで始まっています．そして，高等学校では平成15年

度から新しい学習指導要領にもとづく情報教育が始まり，特

に新教科「情報」の授業が始まっています．情報教育におけ

る評価のあり方が課題としてあり，各教育機関や大学の研究

者，教育現場で実践的な立場での評価が検討されています．

そこで，今回の研究会では，情報教育と評価を主題として取

り上げ，教育工学がどのように貢献できるか，教育実践研究，

理論面からの発表を募集致します．また，評価に関連します

教育測定・評価の理論・方法論，教育工学一般の発表もお待

ちしています． 

  

●応募方法：研究会Web Pageの「発表申し込みフォーム」よ

りお申し込みください．なお，当該研究会の「発表申込状況」

で申し込まれた方の氏名が確認できます． 

●申し込み締切：2003年8月6日（水）です．締切後，申し込

まれた方宛に折り返し発表の採択結果を電子メールにて連

絡いたします．また，採択された方には執筆要項を電子メー

ルにて送付いたします． 

●原稿提出期限：2003年8月20日（水）必着（厳守！）でお

願いいたします．執筆要項に記載された宛先にお送りくださ

い．なお，PDF形式（サイズは1Mバイト未満）での原稿の電

子的な提出を受け付けます．提出先は，学会本部事務局

（jet-submit@nime.ac.jp）です．電子メールに添付して送

ってください． 

 

 

研究報告集年間購読のお勧め 

 

研究会の報告集は，会員・非会員に関係なく年間予約により購読できます．予約価格は年6冊，各研究

会平均15件の研究発表で，年間合計500ページほどになります．価格は郵送料込みで3,500円です（当

日売りは割高になります）．詳しくは，学会本部事務局までお問い合せください． 

 

【学会本部事務局】〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門5森ビル（視聴覚ビル）2階

TEL/FAX：03-5251-2133 E-mail: jet-office@japet.or.jp
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研究会の報告 

 

 ５月３１日（土）長崎大学教育学部において「社会的構成主義指向の教育」

をテーマとして研究会が開催されました．当日は前夜の台風とその余波による

荒天にもかかわらず，韓国からを含め参加者３１名，発表件数１３件（キャン

セル１件含む）と多数の方々の参加がありました．研究会はしかしながら２会

場としたため，比較的規模が

小さかったのが幸いし，議論

に十分な時間をとることが

出来ました．午後は岡本敏雄先生の特別講演，午後のセッショ

ンに加えて，上記テーマに関する「パネルディスカッション」

も企画されていて，社会的構成主義と教育工学との関わりなど

についてフロアからの発言も加わり，議論は非常に活発でした．

研究会終了後，大学の近くで懇親会を持ちました．この場も参

加者１１名と少人数ではありましたが，大変有意義な集まりと

なりました．遠く長崎までお越しいただいた皆様のおかげで研

究会は盛会となりましたこと，お礼申し上げます．なお会の開

催にあたり前日からの会場整備その他について長崎大学教育学

部の３，４年生諸氏並びに教育学部関係諸兄の協力があり大変

助かりました．有り難うございました． 

５月研究会開催担当：大作 勝（長崎大学アドミッションセンター） 

 

研究会の今後の予定 

 
２００３年度の研究会は，今後，以下のように予定されています．（※は依頼中または検討中です）確定が遅くな

り，ご不便をおかけして申し訳ありません．近日中に決定予定ですので，最新情報は研究会ウェブページ 

（http://www.nime.ac.jp/EduTech/）をご覧下さるよう，お願いいたします．なお，本年度第４回の研究会について

は，開催予定時期が11月から12月へ，開催予定地域が東北地方から北海道教育大学へ，それぞれ変更となっており

ます．ご了承下さい． 

 
１２月 『地域コミュニティの教育力』 北海道教育大学（※） 

２００４年１月 『協調学習とe-Pedagogy』 電気通信大学 
２００４年３月 『教師の資質開発（教育方法，運営能力，責任）』 岐阜大学（※） 
２００４年５月 『総合的な学習の時間と評価』 

（教育測定・評価の理論・方法論も含む） 
兵庫県内（※） 

 

会場では，発表者との質疑はもちろんですが，同じ関心をもった研究者・教育関係者が集まり，さまざまな方と

意見交換する場としても活用していただいております．会員の皆様には，教育工学領域の研究の最新情報を入手さ

れるだけでなく，ぜひ，発表して意見を求める場として利用いただきたいと思います． 
 

 

研究会委員会からのお知らせ 

 

 研究会に関するご意見・ご希望・魅力的な研究会テーマの提案・研究会での企画などお気軽に研究会幹事，委員までご連絡くだ

さい．連絡先は次の通りです． 

 ■ （研究会全般，研究会Web Page，研究会発表の申込，変更等，原稿執筆）に関するお問い合わせ 

                                  ⇒ 研究会幹事   jet-branch@nime.ac.jp 

 ■ （年間購読，原稿提出）に関するお問い合わせ          ⇒ 学会本部事務局 jet-office@japet.or.jp 
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日本教育工学会２００３年度夏の合宿研究会のご案内 

 

テーマ 「デジタル・コンテンツを活用した教育実践」 

 

主旨：コンピュータ室や教室へのネットワークの敷設とともに，インターネットが利用できる環境

が整い始めてきました。また，文部科学省などが開発を推進してきたネットワークでの利用を前

提としたデジタル・コンテンツも、その種類や内容の充実が日毎進んでいるようです。しかし，

これらのデジタル・コンテンツやネットワーク環境をうまく利用した教育実践も一部では進めら

れていますが，すべての教師が活用できるだけの技術や方法を修得しているわけではないという

実態もあります。 
 そこで，今回の合宿研究会では，デジタル・コンテンツの活用などを積極的に進めている岡山

県に会場を設定し，その実践の内容や裏舞台を報告していただくとともに，今後の進め方などに

ついて，互いに意見の交流を図ることで，本課題の解決に寄与したいと考えています。多くの実

践者や研究者の参加をお待ちしています。 
 

プログラムは次のとおりです。（今後変更があり得ることをご承知ください。） 

 

とき：９月１３日（土）１４：００ ～ １４日（日）１５：００ 

場所：ＵＩゼンセン中央教育センター「友愛の丘」 

   〒709-311 岡山県御津郡建部町福渡 1188 

   TEL 0867-22-2121  FAX 0867-22-2051 
    URL http://www.yuai-net.com/ 

（最寄のＪＲ駅「福渡」から会場までは、実行委員会のメンバーが手分けして自動車で送迎します。） 

主 催：日本教育工学会（ＪＥＴ） 
協 力：岡山大学，岡山県教育工学研究協議会，岡山県情報教育センター 
後 援：岡山県教育委員会 
 

日 程 

９月１３日（土） 

  13:00～14:00 受付 チェックイン 

  14:00～14:20 開会 オリエンテーション(1) 

  14:20～14:50 問題提起：大谷 尚（名古屋大学） 

  15:00～17:00 ワークショップ（第一部） 

ワークショップは、４グループに分かれて実施します。話題提供者からテーマを提示して

頂き、参加者間で実践などの意義や問題点を指摘し、改善策の提案を行います。 

 

Ａ：デジタル・コンテンツ開発の課題 

文部科学省やＣＥＣ，ＪＳＴなどが進めているインターネット上で提供されているデジタ

ル・コンテンツの開発で指摘されているさまざまな課題を提案し，学校で有効活用するため

の方法や仕組みについて考える。 

    座 長：南部昌敏（上越教育大学）【予定】 

    提案１：ＣＥＣ関係者【予定】 

    提案２：東京書籍 

    提案３：（香川県）【予定】 

    提案４：岸 誠一（岡山県情報教育センター 研修課長） 
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Ｂ：デジタル・コンテンツを活用した授業展開 

実際に授業で活用している実践家による報告をもとに、授業におけるデジタル・コンテン

ツ活用の方法や活用に耐えうるデジタル・コンテンツのあり方などについて討議する。 

    座 長：小川 亮（富山大学） 

    提案１：春日二郎（岡山県岡山市立福田中学校 教諭）     

    提案２：美若利充（岡山県津山市立北小学校 教諭） 

    提案３：小林朝雄（岡山県情報教育センター 指導主事） 

   提案４：（新潟県）【予定】 

 

Ｃ：デジタル・コンテンツを用いた教材開発 

現在提供されているデジタル・コンテンツを利用した教材開発の手法についての報告を受

け，研修方法などについて考える。 

座 長：平松 茂（岡山県情報教育センター 副センター長） 

     提案１：（福島県）【予定】 

     提案２：中谷康和（岡山県岡山市立開成小学校 教諭） 

提案３：梶原恵子（岡山県立津山東高等学校 教諭） 

    提案４：木村正徳（岡山県佐伯町立佐伯小学校 教諭） 

    提案５：太田淳一（岡山県情報教育センター 指導主事） 

 

Ｄ：デジタル・コンテンツを活用した授業の評価 

デジタル・コンテンツを活用した授業の報告を受け，情報教育の目標リストを手がかりに

した授業評価について考える。 

    座 長：永野和男（聖心女子大学） 

     提案１：（山口県）【予定】 

     提案２：渋谷 陽（岡山県津山市立鶴山小学校 教諭）  

    提案３：長原美紀（岡山県倉敷市立庄小学校 教諭） 

     提案４：藤本義博（岡山県情報教育センター 指導主事） 

  

17:00～18:00 入浴，休憩 

 18:00～19:30 夕食 

 20:00～21:30 ワークショップ（第２部） 

    ワークショップを継続し討論を深化させる。 

 21:30～    ナイトセッション 

ワークショップが終了したグループから適時参加し、自由討議等による会議などを行い、

参加者間の親睦を深め，交流を図る。 

 

 ９月１４日（日） 

 8:30～ 9:00  受付（２日目からの参加も可） 

 9:00～ 9:20  第２日目 開会 オリエンテーション(2) 

  9:20～ 9:50  ワークショップ報告会（各５分） 

  9:50～11:00  講演「デジタル・コンテンツを活用した情報教育（仮題）」 

         中川一史（金沢大学） 

 11:10～12:00 実践発表１ 

    司会：木原俊行（大阪市立大学） 

    発表１：「デジタル・コンテンツ活用とメディアリテラシーの育成」 

     高橋 伸明（笠岡市立中央小学校 教諭） 

    発表２：（山口県）【予定】 

 12:00～13:00 昼食、休憩 
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 13:00～14:30 実践発表２ 

    司会：野中陽一（和歌山大学） 

    発表３：「高等学校におけるコンテンツ開発・活用と評価」 

     中西 崇（岡山県情報教育センター 指導主事） 

    発表４：「デジタル・コンテンツと学校情報化戦略（仮題）」 

     伊藤、大久保昇他（株式会社 内田洋行） 

    発表５：「バーコードによるデジタル・コンテンツ検索システム」 

     近藤 勲（岡山大学）他 

 14:30～14:50 総括：近藤 勲（岡山大学） 

 14:50～15:00 閉会、終了 

 

※申し込みについて：次の申込みフォームで 7 月 14 日から受け付けを開始します。 

http://www.sonoda-u.ac.jp/jet/2003summer/ap-form/ 

※申し込み締め切り：宿泊を伴う場合 8 月 24 日（日）まで 

           当日参加    8 月 31 日（日）まで 

 

※申し込み方法、最新情報に関することは、次の Web ページをご覧ください。 

http://www.sonoda-u.ac.jp/jet/2003summer/ 

 

※問合せ先 

・日程関係 hara@sonoda-u.ac.jp（原克彦 園田学園女子大学） 

・宿泊関係 jiyunichi_oota@pref.okayama.jp（太田淳一 岡山県情報教育センター） 

 
 
 

秋の産学協同セミナーについて 
 

秋のセミナーについては、充実したものにするために、現在、企画委員会で鋭意検討中ですが、

現時点での検討状況を簡単にご報告して会員のみなさまからのご意見をいただきたいと存じます． 
秋のシンポジウムのテーマとしては、これまで２年間 e-learning を取り上げ、一定の成果をあげ

てきましたが、今年度は新たなテーマを検討するとともに、秋のシンポジウム自体の新たなあり方

を検討しています． 
そこで種々検討の結果、現在のところ次のようなセミナーを計画しています． 

 
教育現場で使われている、あるいは企画委員会として優れていると思われる教育関連ソフトをい

くつか選び、企画委員がレビューを行う。それを元に、開発企業、教育現場を交えて議論すること

で、教育関連ソフトの要件と開発のための指針を探る。そのことを通して、よりよい教育関連ソフ

トが開発される土壌を作り、教育関連ソフトが有効に活用される方法を明らかにすることで、企業

と教育現場に貢献する。 
 
 開催日時・場所等は現在検討中です．なお担当は、島田範正（読売新聞）shim1075@yomiuri.com、

五藤博義（（株）不思議ネットワーク）goto@fushigi.net の両委員です．両委員をはじめ、企画委員

会にご意見をお寄せ下さいますようお願い致します． 
 
 
 
 







 18

日本教育工学会２００３年度シンポジウム 

 

東京大学大学院情報学環 山内祐平（企画委員） 

 

日本教育工学会 2003 年度シンポジウムは、平成 15 年 6 月 7 日（土）東京工業大学 西９号館 デジ

タル多目的ホールで開催されました。大学関係者を中心に小・中・高等学校の教員、企業関係者など

134 人が参加し、熱心な議論が行われました。 

午前の部は本学会会員向けに、「教育工学研究と論文のまとめ方」と題して、永野和男聖心女子大

学教授の司会により、「編集者から見たワンポイントアドバイス」と題して学会誌の査読に関する報告と議

論が行われました。 

基調提言： 

清水 康敬 （前編集委員会委員長） 

論文の査読システムや基準について、詳しく説

明が行われました。論文の基本的条件として、新

規性・信頼性・了解性・有効性のポイントがあげら

れ、論文種別の位置づけ、投稿の条件や著作権

についての考え方などについて解説されました。 

 

パネル討論： 

赤堀 侃司 （東京工業大学） 

査読論文のコメントについて、仮説と結論の整合性がない、仮説の枠組みが単純すぎる、証拠となる

データに納得できない、結論に飛躍がある、データ分析などのあいまいさ、論理的なつながりのあいまい

さ、用語などの使い方という７つの類型があることが示されました。また、学術論文と学位取得との関連に

ついても説明されました。 

中山 実 （東京工業大学） 

論文の返戻理由から見た執筆上の注意について、傾向として、信頼できる根拠があまりよく示されてい

ない、書き方が不十分で内容がよく理解できないという項目が多いことが示され、返戻理由の具体的な

事例を交えながらの解説が行われました。また、採択に至る論文の書き方について、記述内容に誤りが

ないこと、先行研究などとの違いが明確に記述されていること、論旨が通るように具体的に記述されてい

ること、内容がよく理解できることというポイントが示されました。 

大谷 尚 （名古屋大学）  

実践研究を中心に論文化する際の問題点が示され、研究目的、研究の枠組みの問題、研究方法の

問題、論述・論証の問題などについて具体的な事例を引きながら解説されました。また、今後の課題とし

て、論文の用件としての実証性、論証性、論理整合性などについての再検討や、実践研究の質を高め

る議論の必要性があることが指摘されました。 

これらの発表を受け、実践の理論化は可能なのかという問題提起や、著者が指摘されたことを反映さ

せるためには何らかの学習の仕組みが必要なのではないかという議論が行われました。 
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午後からは、一般参加者も交えて、村川雅弘鳴門教育大学教授の司会のもと、「新しい学力を意図し

た学習デザインの取り組み －小学校から高校、大学における教育改革の取り組み－」というテーマでシ

ンポジウムが行われました。 

小林 毅夫 （上越教育大学、前新潟県教育委員会） 

安定した学力を育成するために A 基礎学力 B 基礎・基本 C 生きる力 という学力分類を行い、Ｃ学

力を育成するために行われた総合的学習の実践事例を紹介しました。また、これからの時代を生きる子

どもたちに期待する資質・能力として、「自立・創造・共生」というキーワードをあげ、この考えに基づいて

行われた上越市立大手町小学校におけるカリキュラムの再編について説明し、新しい学力を支えるため

の行政の役割について提言を行いました。 

西 泰弘 （熊本県立教育センター、前熊本県立鹿本高等学校） 

高等学校がかかえる問題として“Curriculum, Culture, Collaboration” をあげ、教科を超えたカリキュ

ラムが組まれないこと、新しいことを疎外する学校文化、教師同士の協調がうまくいっていないことを、具

体的な事例を交えて解説しました。また、学校改革の中で、生徒や教師が育つことをケーススタディ的に

説明した上で、新しい学力観が根づくためには、

個業・学級・教科から革新・協同・自立へパラダイ

ムが変化していく必要があると主張しました。 

美馬 のゆり （公立はこだて未来大学） 

学習者が意味を感じられる学習環境というポリ

シーのもとでデザインされたはこだて未 来 大 学の

実 践 について報 告 が行 われました。具 体 的 なプ

ロジェクト学習の事例を紹介した上で、参加型学

習からさらに積 極 的な参 画 型 学 習へ転 化してい

く必要性を主張しました。 

苅宿 俊文 （大東文化大学、ＮＰＯ学習環境デザイン工房） 

 教育 NPO の立場から、学びの目的は自分らしさとの出会い=identity の確立であり、そのための学習環

境を作るためには facilitate と reflection が中心的な概念であることを主張しました。また、それを実現す

るための具体的な方法として、ワークショップをとりあげ、「脳の鏡」というソフトを使った子どもの「語り」を

誘発するワークショップを紹介しました。 

 発表の後、討論が行われ、何が新しい学力なのかや、ICT の位置づけについて議論されました。最後

に村川教授が、実践者が育てようとしている学力と学習のプロセスの関係を意識し、学習環境をデザイン

するときに教育理念を持つことが重要であり、教育工学は学習環境の多様な要素をつなぐことに寄与す

る研究ができると締めくくりました。 
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日本教育工学会 第１９回通常総会議事録 

 
日 時：平成 15 年 6 月 7 日（土）12：10～12：40 
会 場：東京工業大学西９号館 デジタル多目的ホール（東京都目黒区大岡山 2-12-1） 
出席者：清水会長他、２９１名（当日出席者５０名、委任状提出者２４１名） 
 

 議事に先立ち， 定款第４７条により、正会員（現在数 1,652 名）の１０分の１（166 名）以上の出

席者であることから、総会が成立していることを確認した。 
 
議事： 
１． 第１号議案 2002 年度事業報告および収支決算 
日本教育工学会ニューズレターＮｏ．１２２の２，３ページに掲載されている議案説明書に基づき，

南部昌敏総務担当理事より 2002 年度事業について，中村紘司会計担当理事より 2002 年度収支決算につ

いて報告があった。また，水越敏行監事より，監査結果の報告があった。審議の結果，異議なく，これ

を承認した。 
２． 第２号議案 2003 年度事業計画案および予算案 
日本教育工学会ニューズレターＮｏ．１２２の４，５ページに掲載されている議案説明書に基づき，

鈴木克明総務担当理事より 2003 年度事業計画案について，中村紘司会計担当理事より 2003 年度予算案

について提案があり，審議の結果，これを承認した。なお，清水康敬会長より，論文誌等の印刷経費を

削減する方策，並びに，積立金の経過と今後の活用予定について説明があった。 
３．第３号議案 会長，理事，監事，評議員の選任の件 
 日本教育工学会ニューズレターＮｏ．１２２の６ページに掲載されている議案説明書に基づき，横山

節雄総務担当理事より会長，理事，監事，評議員の選挙結果について説明があり，これを承認した。な

お，清水康敬会長より，副会長に，近藤勲理事，山西潤一理事にお願いしたい旨の発言があった。 
４．その他 
（１） 植野真臣編集委員会委員より，特集号「ＩＣＴを用いた科学技術教育」を２００４年１０月に

発行する計画であるとの報告があった。 
（２） 北垣会員（広島大学）から，積立金に関するペイオフ制度に対する対策について質問があり，

清水会長が検討することとなった。また，論文誌への投稿条件の改善について提案があり，編

集委員会で検討することとした。 
（３） 清水会長より，学会として今後取り組む課題の説明があった。 

① 教員の指導力を向上させるために，当学会が役割を果たす必要がある。 
② 国立大学の法人化等の社会の動きの中では，当学会としてアカウンタビリティーに関する教育

工学的研究に取り組み，その成果を公表していく必要がある。 
③ 来年度は学会創立２０周年の年であり，その事業等について検討する予定である。 
④ 会員が２０００名の大台にのったが，主に，教育関係者であり，企業等の会員が少ないのが現

状である。理事・評議員も教育関係者が中心である。教育関係者以外の会員を増やすための方

策を検討する必要がある。 
以上 
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日本教育工学会第９期第１６回理事会議事録 
日 時：平成１５年３月８日（土） １６：１０～１７：２５  
場 所：社団法人日本教育工学振興会（JAPET）  
出 席：清水康敬会長、池田 央副会長、池田 満、伊藤紘二、坂元 昂、園屋高志、  
 竹谷 誠、中山 実、前迫孝憲、村川雅弘、山西潤一、横山節雄、吉崎静夫、  
 吉田貞介、小林常一事務局次長  
１．第９期第１５回理事会議事録（資料１）は異議なく承認された。  
２．会員の移動について資料２に基づき清水会長から説明があり、12 名の入会と 5 名の退会

が承認された。  
３．各種委員会報告について  

(1) 編集委員会  
中山担当理事より資料３に基づき説明があり、特集号言語教育 /CALL は 38 編、ショ

ートレターは 101 編の投稿があったことが報告された。また、清水会長より 101 編は

量的に多いため、年 2 回の発行を検討することが提案された。  
(2) ニューズレター委員会  

竹谷担当理事より 121 号の発行について報告があった。  
(3) 出版委員会  

伊藤担当理事より資料４に基づき、教育工学事典の解説ｷｰﾜｰﾄﾞの案が示され検討した。 
(4) 企画委員会  

  山西担当理事より、冬の合宿研究会終了、３月のワークショップの申込み状況につい

て報告があった。また、６月のシンポジウムの案が示され、意見交換の後承認された。  
(5)大会企画委員会  
  園屋担当理事より、第 19 回大会のシンポジウムの準備状況について報告があった。  
(6) 選挙管理委員会  

横山委員長より、理事候補者第 2 段階投票の開票結果として、理事候補者 19 名、評

議員候補者 6 名の名簿（資料５）について説明があり、意見交換ののちこれらを承認し

た。清水会長より、理事候補者のなかに他の役員の留任者がいることから、他の役員の

選出に影響が出ることが考えられること、また、理事候補者には辞退者が例年出ること

が報告され、意見交換ののち、他の役員、理事候補者の補充の方法等を承認した。また、

理事候補者については辞退者が 3 名以内の時は補充をしないこととした。  
４．その他  

・科学技術教育関連学協会連合への加入および運営委員の推薦について   
坂元理事から資料６に基づき説明があり、加入が承認された。また、本学会からの委

員を当面の間清水会長が担当することになった。  
・第１９期日本学術会議会員の候補者及び推薦人の届け出について  

坂元理事から説明があり、候補者として清水会長、推薦人として赤堀副会長、池田副

会長、伊藤理事の 3 名を、推薦人予備として中山理事を選出した。  
・理事会の開催日の年間計画を立てる方向で検討する案が提案された。  
・次回理事会の日程について  
  第９期第１７回：平成１５年５月１０日（土） １５：００ ～１７：００  

    以上  
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日本教育工学会第９期第１７回理事会議事録 

日 時：平成１５年５月１０日（土） １５：００～１７：００ 

場 所：社団法人日本教育工学振興会（JAPET） 

出 席：清水康敬会長、赤堀侃司副会長、池田 央副会長、伊藤紘二、岡本敏雄、坂元 昂、正司和彦、 

 鈴木克明、園屋高志、永野和男、中山 実、南部昌敏、前迫孝憲、美馬のゆり、村川雅弘、 

 山西潤一、横山節雄、小林常一事務局次長 

１． 第9期第16回理事会議事録承認の件 

資料１に基づき、異議なくこれを承認した。 

２． 会員の移動について 

(1)資料２に基づき、44名の入会と61名の退会を承認した。また、35名の種別変更を承認した。さらに、

2名の住所不明が報告された。 

３． 各種委員会報告について 

（１）編集委員会 

赤堀副会長より、資料３に基づき、論文誌の編集状況の報告があった。 

和文誌、英文誌、ショートレター、特集号27巻2号、特集号28巻2号。 

（２）ニューズレター委員会 

清水会長から次号に議案書を掲載する関係で原稿締め切りを延ばしたとの報告があった。 

（３）出版委員会 

   伊藤担当理事より、資料４に基づき、教育工学事典のキーワード解説について説明があった。 

（４）企画委員会 

永野，山西担当理事より、別紙資料に基づき、2003年度6月開催のシンポジウム実施計画について説明

があった。 

（５）研究会委員会 

岡本担当理事より、3月29日茨城大学、5月31日長崎大学、9月20日鳥取大学での開催が決まり、そ

の後のスケジュールを調整中であることがあることが報告された。 

（６）大会企画委員会 

園屋担当理事より、第19回大会(2003 年 10 月 11-12 日)の企画が定まったこと、赤堀委員より、第20

回大会は東京工業大学を会場に、2004年9月23-25日に実施する計画であることが報告された。 

（７）学会ホームページ委員会 

清水会長より、現状が報告された。 

（８）顕彰委員会 

村川担当理事より、これまでの経過とこれからの予定について説明があった。 

（９）選挙管理委員会 

横山委員長より、資料５に基づき、4月9日から5月3日に行われた日本教育工学会2003年度役員選挙

開票結果について報告があった。 

４．第19回通常総会の開催について 

清水会長より、資料6に基づき、第19回通常総会の開催について、公示、第1号議案、第2号議案、第3

号議案の議案説明書の説明があり、一部訂正の上、了承された。 

５．その他 

（１）会員名簿の作成について 

  清水会長より、今回は会員名簿を作成することの説明があった。 

（２）第19期日本学術会議会員の候補者資格の認定について（通知）日本学術会議 

清水会長より、認定される見通しであるという報告があった。 

（３）協賛の承諾について 

「第5回DSPS教育者会議」  ディジタル信号処理の教育を考える会 

「教育システム情報学会第28回全国大会」  教育システム情報学会 

（４）後援の承諾について 

  「第30回『IMETS ﾌｫｰﾗﾑ 2003教育工学研修中央セミナー』」(財)才能開発教育研究財団  

次回理事会の日程について 

    第9期第18回／第10期第1回 理事・評議員会（合同）： 

平成15年6月7日（土）13：00～14：00   以上 
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日本教育工学会 

第 9 期第 18 回／第 10 期第 1 回 理事・評議員会（新旧合同）議事録 
日 時：平成１５年６月７日(土) １３：００～１３：４５ 
場 所：東京工業大学 ケータリング食堂  
出 席：（理事）清水康敬、大谷 尚、木原俊行、近藤 勲、坂元 昂、澤本和子、三宮真智子、正司

和彦、鈴木克明、永岡慶三、中村紘司、中山 実、南部昌敏、堀田龍也、前迫孝憲、美馬の

ゆり、村川雅弘、山西潤一、横山節雄、吉崎静夫、＊池田 央、＊岡本敏雄 
（評議員）赤倉貴子、赤堀侃司、伊藤紘二、植野真臣、永野和男、中村直人、成田雅博、松居

辰則、室田真男、矢野米雄、山内祐平、吉田貞介、＊大河原清 
（監事）水越敏行 （事務局）小林常一                （＊第９期） 

 
開会に先立ち、清水会長の第２期目就任の挨拶、ならびに、池田・赤堀両副会長の退任挨拶があっ

た。 
１．資料１にもとづき、第９期第１７回理事会議事録を承認した。 
２．資料２にもとづき、会員の移動について以下を承認した。また、不明会員 9 名について、照会が

あった。 
 (1)新入会員 27 名、石谷優行君をはじめ退会会員 23 名、種別変更 11 名。なお、退会会員が多数出

たのは、会員名簿作成にあたり個別調査した結果であることがあわせて報告された。 
３．資料３にもとづき、理事の役割分担についての提案が清水会長からあり、これを承認した。 
山西・近藤副会長より、就任の挨拶があった。 

４．今後の学会活動について 
 (1) 資料４にもとづき、論文発表のデータベース化、国際会議の開催などについて清水会長より案

が説明された後、創立２０周年記念事業を含む学会の活性化について議論した。 
また、メールによる情報送信サービスについて、学会 HP の更新情報メールについて、記念出版に

ついて、大会論文集について、第１９回大会について、第２０回大会についてなど、多くの意見が

出た。 
(2) 資料５にもとづき、学会ホームページについての更新手続きが示され、各委員会の担当理事が

把握しておくこととした。 
(3) 来年度の総会開催日については、年度当初の総会準備日程に余裕が欲しいとの観点から、今年

度より遅めの開催が提案され、６月１９日(土)を第１案として調整することとした。 
５．その他 
・次回理事会の日程について、定例化が清水会長より提案され、奇数月の第３土曜日を原則開催と

し、必要に応じて調整することとした。 
   第１０期第２回： 平成１５年７月１９日（土）１４：００～１６：００ 

(通常より早い時間帯) 
   第１０期第３回： 平成１５年９月２０日（土）１６：００～１８：００ 

以上 
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新入会員     (2003 年 3月 9日～6月 7日)
 正  会  員   ３９名 

池田 文人（北海道大学） 
池西 憲治（海技大学校） 
石原 慎士（八戸大学） 
市川 隆司（大阪信愛女学院短期大学） 
上田 和子 
（国際交流基金関西国際センター） 
梅田 恭子（愛知教育大学） 
太田 淳一（岡山県情報教育センター） 
小田 光宏（青山学院大学） 
上林 弥彦（京都大学） 
木村 正徳（佐伯町立佐伯小学校） 
新城 岩夫（名古屋学院大学） 
菅原 良（東北学院大学） 
杉山 岳弘（静岡大学） 
高野 敦子（兵庫大学） 
高野 剛（福岡県立苅田工業高等学校） 
田中 あゆみ（同志社大学大学院） 
田中 雅子（東京電機大学） 
辻田 吉平（日本文教出版株式会社） 
中川 聖一（豊橋技術科学大学） 
中川 正樹（東京農工大学） 
長沢 大介（JR 東海） 
中西 千春（国立音楽大学） 
中野 智文（名古屋工業大学） 
早川 芳彦（学校法人須磨学園） 

林 伸幸（トヨタ車体株式会社） 
半田 勝久（東京成徳大学） 
福山 裕宣（東京成徳大学） 
牧野 正三（東北大学大学院） 
松岡 眞彦（海老名市立柏ケ谷中学校） 
宮澤 賀津雄（早稲田大学） 
森 雅人（神奈川県立東金沢高校） 
森部 公一郎（明治大学付属中野八
王子中学校・高等学校） 
森本 孝（嘉悦大学） 
幸 徳雄（東和大学） 
吉田 賢史（甲南高等学校・中学校） 
吉田 典弘（相模女子大学短期大学部） 
劉 玉琴 
渡邉 一衛（成蹊大学） 
渡邉 景子（いわき明星大学） 

 准 会 員    ３名 
糟谷 英之（(株)三菱総合研究所） 
築地 聡子（光塩女子学院） 
入戸野 邦明（双葉町立双葉東小学校） 

 学 生 会 員   ２９名 
阿部 光敏（京都大学） 
新井 弘泰（杏林大学大学院） 
安藤 玲子（お茶の水女子大学） 
石井 康博（早稲田大学大学院） 

井原 雄人（早稲田大学） 
上杉 嘉見（名古屋大学大学院） 
大賀 ほだか（埼玉大学大学院） 
長田 尚子（青山学院大学） 
神野藤 均（北海道教育大学大学院） 
小松 広宣（東京学芸大学大学院） 
白井 律子（中京大学大学院） 
新川 健一（兵庫教育大学大学院） 
高橋 一幸（愛知県立大学大学院） 
高橋 健（新潟大学大学院） 
高橋 充（岩手県立大学） 
武田 典夫（新潟大学大学院） 
武田 洋子（山形大学大学院） 
玉井 啓介（東京工業大学大学院） 
土屋 裕（山梨大学大学院） 
西澤 文幸（新潟大学大学院） 
野口 覚（愛知県立大学大学院） 
野田 尚志（東京工業大学大学院） 
菱沼 征吾（いわき明星大学） 
藤岡 健史（京都大学大学院） 
藤本 徹（The Penn State University） 
三井 栄慶（神奈川大学大学院） 
宮尾 紀久（上越教育大学大学院） 
森 陽子（広島大学大学院） 
結城 健太郎（東京外国語大学大学院） 

学会日誌 
 
７月１９日（土）理事会・編集委員会（JAPET） 
７月２７日（日）研究会「学力低下と授業改善」（滋賀大学） 
８月 ８日（金）大会の課題研究発表原稿提出締切日（必着） 

         一般研究発表／English Session の申込書・原稿提出締切日（必着） 
９月１３日（土）～１４日（日）夏の合宿研究会（UI ゼンセン中央教育センター「友愛の丘」） 
９月２０日（土）研究会「情報教育と評価」（鳥取大学）／理事会・編集委員会（JAPET） 

１０月１１日（土）～１２日（日）第１９回全国大会（岩手県立大学） 
１１月 ８日（土）理事会・編集委員会（JAPET） 
 

お問い合わせ先（E メールアドレス） 
◆ 論文投稿に関するお問い合わせ・・・・・・・・編集委員会（jet-editor@japet.or.jp） 
◆ 研究会の開催についてのお問い合わせ・・・・・研究会事務局（jet-branch@nime.ac.jp） 

◆ ニューズレター編集に関するお問い合わせ・・・ニューズレター編集委員会 

（jet-news@japet.jp） 

◆ その他の掲載記事に関するお問い合わせ・・・・学会事務局（jet-office@japet.or.jp） 
 

ニューズレター編集委員会 
  編集長：坂元 昂，編集委員長：堀田龍也，委員：小柳和喜雄，石塚丈晴 

   静岡大学情報学部情報社会学科 FAX: ０５３－４１２－６５５８ E-mail: jet-news@japet.jp 
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