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日本教育工学会 第27回全国大会のお知らせ（第三報） 
 
日本教育工学会第27回全国大会を，下記のように首都大学東京 南大沢キャンパスにおいて開催しま

す．多くの方々のご参加をお待ちしています．また，研究発表にも奮ってご応募下さい． 
 
1．開催期日・会場 
期日：2011年09月17日(土)～19日(月)（3日間） 
会場：首都大学東京 南大沢キャンパス 〒192-0397 東京都八王子市南大沢1-1 

京王相模原線「南大沢」駅，改札口から徒歩5分 
http://www.tmu.ac.jp/access.html 

 
2．大会日程（予定） 

第1日 09月17日(土) 第2日 09月18日(日) 第3日 09月19日(月) 

09:00～17:00 受付 

10:00～12:00 口頭発表1 

12:00～13:30 昼食・各種委員会 

       企業展示 

13:30～15:30 シンポジウム1 

15:50～17:50 口頭発表2 

18:00～19:30 ワークショップ 

09:00～17:00 受付 

09:30～11:30 口頭発表3 

11:40〜13:00 ポスター発表1 

13:00～14:30 昼食・理事会 

       企業展示 

14:30～15:30 会長講演・全体会 

15:40～18:10 シンポジウム2 

18:30～20:30 懇親会 

09:00～15:00 受付 

09:30～11:30 口頭発表4 

11:40〜13:00 ポスター発表2 

13:00～14:30 昼食・大会企画委員会

14:30～17:00 課題研究発表 

09:00～18:00 企業展示 09:00～15:40 企業展示  

＊プログラム編成によっては，時間帯が若干変わることもあります．また，企業展示が第1日目，第2日目に開催さ

れます．特に昼休みには，ぜひ見学にお立ち寄り下さい．なお，2日目の昼食後には，会長講演が行われます．

全体会では，研究奨励賞及び論文賞の表彰等があります． 

託児所の提供について 
今大会での初めての試みとして，大会期間中，託児所を提供する予定です．料金等，詳細は検討

中です．決まり次第，ニューズレター，ホームページ等でお知らせいたします． 
東日本大震災の影響について 

全国大会は，予定どおり開催の見込みです．ただし，計画停電や電力制限などにより，大会の運
営に影響が出てくる可能性があります．ポスター発表の枠を増やすなど，上記のセッション構成が
変更になることもあります．ご了承下さい． 

 
3．シンポジウム 
シンポジウム1 
シンポジウム1A 
「デジタル教科書時代の新たな学びと指導方法」 

コーディネータ：豊田充崇（和歌山大学），益子典文（岐阜大学） 
 
教師用，学習者用のデジタル教科書のあり方について様々な議論が進められている．デジタル教

科書導入推進の動きに対し，それらの活用が「言語活動の充実」や協働学習の成果へどのようにつ
ながるのか，そのために必要な指導方法や教師の力量形成をどのように捉えるかについて，教育工
学の知見に基づく議論は十分とは言えない状況である． 
そこで，本シンポジウムでは，デジタル教科書を活用した授業におけるコンテンツやワークシー

トなどの教材・教具のあり方，個別学習活動と協働・協調的な学習活動とのかかわりについて，具
体的な授業実践事例を取り上げ，教科教育・授業研究を専門とする立場からの提言も踏まえて検討
する．その上で，それらを実現する教師の力量についての議論を深めたいと考えている． 

 
シンポジウム1B 
「IR(Institutional Research)とその概念を援用した情報分析」 

コーディネータ：永井正洋（首都大学東京），北澤武（首都大学東京） 
 
高等教育機関で行われる種々の業務，教育，研究に係るデータを分析・評価すると共にフィード

バックし，次段階の取り組みに役立てていく業務や研究は必須だと考えられるが，その方法や携わ
る人員については曖昧であり，これまで，その都度，関係し適当だと考えられる部局や部署がこれ
にあたってきたと考えられる．一方，米国では，このような業務・研究はIRとして位置づけられ，
集中したデータ管理が行われる中で有効に機能している．本シンポジウムでは，米国大学での先行
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研究を報告すると共に，国内大学での実情や経営的視点を勘案した情報分析の検討及びIRの概念を
初等・中等教育の現場での情報分析にも援用することについて議論していく中で，IRの可能性と有
効性を検証していく． 

 
シンポジウム2 
「グローバルな時代において日本の教育工学は何ができるか」 

コーディネータ：大島純（静岡大学），加藤浩（放送大学），美馬のゆり（公立はこだて未来大学） 
 
OECDが21世紀のスキルのビジョンを提示し，教育のグローバル化はさらに加速した．労働力は国

境を越えて流動可能となり，それを前提とした人材育成が必須となる．これを受けて，日本の教育
工学研究は，これまで以上にグローバルな教育のための研究を模索し，国際的に成果を発信し，国
策をリードしなくてはならない．こうしたミッションのもと，日本の教育工学研究の現状を議論し，
その使命と問題点を洗い出し，新しい方向性を提示する．そのため，異なる研究パラダイムを採用
する若手研究者に(1)「グローバルな教育のための研究とは？」(2)「成果の国際的発信」(3)「今
後の教育工学への期待」という観点から発表いただく．そして，指定討論者とともに，今後日本の
教育工学研究をグローバルに発展させるアイディアを導き出す． 

 
4．課題研究 

公募で寄せられたテーマを含めて大会企画委員会で検討した結果，次の9件のテーマを予定するこ
とになりました．発表希望者にプロポーザルを提出していただき，大会企画委員会が発表の可否を決
定いたします．プロポーザルの提出締切は6月23日です．各課題について十分に討論することを目的
としていますので，発表者は，発表だけで退席することなく，最後の総合討論に参加しなければなり
ません．この点，ご留意下さい．なお，趣旨文等は，大会Webページをご覧下さい． 

 
■K-1 システム開発・新技術の利用：学びを支援する情報環境のデザイン 

コーディネータ：緒方広明(徳島大学)，飛弾信崇(ベネッセコーポレーション) 
■K-2 学習環境・実践コミュニティのデザイン原則 

コーディネータ：大島純(静岡大学)，竹中真希子(大分大学)，舟生日出男(広島大学) 
■K-3 システマティックな教育・学習支援システム開発における評価の役割 

コーディネータ：柏原昭博(電気通信大学)，室田真男(東京工業大学) 
■K-4 ICT活用にともない発生する問題 

コーディネータ：田中博之(早稲田大学)，長谷川元洋(金城学院大学) 
■K-5 初等中等教育におけるICT活用 

コーディネータ：稲垣忠(東北学院大学)，清水悦幸(内田洋行)，森下耕治(光村図書) 
■K-6 教育の質向上に向けたeポートフォリオ活用 

コーディネータ：小川賀代(日本女子大学)，永田智子(兵庫教育大学)，森本康彦(東京学芸大学) 
■K-7 FD・高等教育 

コーディネータ：黒田卓(富山大学)，鈴木克明(熊本大学)，椿本弥生(公立はこだて未来大学) 
■K-8 教育工学の教師教育への貢献 

コーディネータ：柴田好章(名古屋大学)，後藤康志(新潟大学) 
■K-9 ゲーム・シミュレーションを利用した教育・学習支援 

コーディネータ：山田政寛(金沢大学) 
 
5．一般研究（口頭発表とポスター発表） 

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．セッションは申し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． 
一般研究発表は，口頭発表とポスター発表に分かれます．昨年までと違い，口頭発表とポスター発

表の時間帯は分かれています．どちらの発表も同じ一般研究発表であり，口頭発表とポスター発表に
質的な優劣はありません．発表目的に合わせてご選択下さい．なお，プログラム編成の都合上，口頭
発表とポスター発表の発表形式のご希望に添えない場合があるかもしれません．ポスター発表の枠を
増やした場合，口頭発表で申し込まれていてもポスター発表になる場合もあります．あらかじめご了
承下さい．ポスター発表者は，発表セッションの時間帯は，ポスター前で説明及び討論に従事しなけ
ればなりません． 
(1)語学教育・国際理解 (2)情報教育(情報活用能力の育成等) (3)教科指導におけるICT活用  
(4)メディア教育・メディアリテラシー (5)教師教育 (6)特別支援教育 (7)生涯学習・企業内教育
(8)看護・福祉教育 (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・評価 (14)学習コンテンツ開発・評価
(15)遠隔教育・遠隔学習 (16)知的学習支援システム （17）認知と学習 (18)教育メディア
(19)e-Learning  (20)eポートフォリオ  (21)協調学習と協調作業  (22)ワークショップ    
(23)ソーシャルメディア (24)その他 
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6．International Session（口頭発表） 
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化に対応するもので

あるとともに，特に若い研究者に対しては，国際学会等での研究発表や討論を有意義なものとするた
めの体験を提供する機会でもあります．発表は一般研究の口頭発表のいずれかのセッションと同じ時
間帯で行われます． 

 
7．ワークショップ 

ワークショップは大会企画委員会が中心となって開催します．このワークショップは，参加者が設
定した教育工学に関連するテーマについてインフォーマルに語りあう場です．実践は進んでいるもの
の研究として認識されていない問題や，新しい情報技術の教育利用などの萌芽的な研究について議論
を行っていただくことを考えております．ワークショップは主催者主導で進行していただきます．ま
た，予稿の用意は必要ありません．なおプログラム集には，ワークショップテーマ名・主催者／共催
者名・概要が掲載されます． 
テーマは公募といたします．大会企画委員会では5～10件程度を想定していますが，会場の関係上

応募多数の場合は調整させていただくことがございますのであらかじめご了承下さい．議論を通じて，
教育工学に関心を持つコミュニティが作られ，発展していくことを期待しています．積極的なご応募
をお待ちしております． 
応募のスケジュール： 
6月01日〜29日 ワークショップ テーマ受付期間 
7月13日    ワークショップ テーマ決定（応募多数の場合，採否結果通知を致します） 

応募方法・応募先： 
電子メールにて，ワークショップ主催者と共催者のご氏名，ご所属，メールアドレス，ワークシ
ョップ名と概要（300字程度）を大会企画委員会ワークショップ担当
までお送り下さい． 
なお，件名は「ワークショップ応募」として下さい． 

 
8．発表時間 

発表時間は以下の予定です（発表件数に応じて変わる場合があります）． 
[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] ＜口頭発表＞  発表14分 質疑応答5分（昨年から変更する予定です） 

＜ポスター発表＞各セッション80分（昨年から変更されています） 
昨年と違い，口頭発表とポスター発表の時間帯は分かれています． 

[International Session] 発表13分 質疑応答5分 
 
9．発表内容の撮影，録音，録画等について 

発表者，参加者の双方に次のことをお願いいたします． 
１）発表者は参加者が発表内容を撮影，録音，録画する可能性のあることを承知の上で発表して下さ

い．参加者に記録されると問題が生じる可能性がある場合には，発表者自身が参加者に記録しな
いよう指示して下さい． 

２）撮影，録音，録画したものについて，日本国の著作権法が規定している範囲以外で利用される場
合は，発表者の許可をとって下さい． 

３）大会スタッフが記録用写真やニューズレター用写真を撮影します．撮影を拒否される方は，記録
係のスタッフに撮影しないようお伝え下さい． 

 
10．大会までのスケジュール 

6月23日17時 木 課題研究発表申込書・プロポーザル（2～4ページ）提出締切 

6月29日 水 ワークショップ テーマ受付締切 

7月07日 木 課題研究採否決定通知 

7月13日 水 ワークショップ テーマ決定 

7月19日17時 火 

発表者の参加費事前送金締切（クレジットカード払い，郵便振替共に） 

課題研究発表原稿（2又は4ページ）提出 

一般研究発表／International Session申込書・原稿（2ページ）提出 

※17時が最終締切時刻となります．原稿の差し替えは，7月26日17時まではWeb上

で可能です（電子メールによる差し替えは認められません）． 

7月26日17時 火 
提出原稿の差し替え締切 

（17時厳守．この時刻以降の原稿の提出は一切受け付けません）． 

8月23日 火 
発表者以外参加費等事前送金期限（クレジットカード払い，郵便振替共に） 

（それ以降は送金しない） 
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11．大会への発表申し込み等 
(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． 

・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．
また，[発表者]には，事前に大会参加費を送金していただくことになっております．ご注意下さい．
発表原稿送付時に，オンラインで年会費等の納入状況がチェックされます．事前に年会費等の納入
をお願いします．なお，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． 

・ワークショップの主催者は，事前送金締切までに，年会費，大会参加費を納入されていることが，
ワークショップ開催の条件となります． 

・維持会員に所属する者は，最大3名まで個人会員として加入しなくても発表ができます．発表原稿
をオンラインで登録できるようにするために，該当する発表者を事前に登録します．7月16日まで

ませんので，ご注意下さい． 
 
(2)発表申し込み件数の制限 
・会員は，[課題研究・一般研究・International 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．さらに，ワークショップ1件を主催できます． 

・発表者でない連名者の件数には，制限はありません． 
・類似の内容，シリーズ的な内容を複数の発表者に分割して申し込むことはできません．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，既に別の発表を一般研究に申し込んでいる場合には，それを取り下げる必要があります． 

 
(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 
・発表プロポーザルを，6月23日(木)17時までに提出して下さい． 
・ページ数はA4版2～4ページとします．フォーマットは特に定めておりません． 
・プロポーザルの提出は，オンライン(Web)受付のみとします．具体的なURLならびに詳しい手続き

については，JSETホームページの大会関係部分でお伝えします． 
・課題研究に申し込まれた発表プロポーザルにより，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，セッション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7日(木)までに申し込み者に連絡します． 

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，7月19日(火)17時までに，JSETホームページ大会関係
部分から提出して下さい． 

・ページ数はA4サイズで2又は4ページです．必ず偶数ページにして下さい．JSETホームページ大会
関係部分に示される内容に従って作成して下さい． 

・発表時間の希望には応じられません． 
 
(4)一般研究およびInternational Sessionの発表申し込み方法 
・7月19日(火)17時までに，JSETホームページ大会関係部分から原稿ファイルを提出して下さい．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International 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．JSET大会ホームページに示される指定に従って作成して下さい． 

・発表日時の希望には応じられません．また，発表者及び連名者には，大会企画委員会より「座長」
の依頼を受けた場合には，それをご担当いただきますので，予めご了承下さい． 

 
(5)CD-ROMの作成について 

今大会も，冊子体のものに加えて，論文本文の文字列検索が可能なCD-ROM（PDFファイル）を作成
することになりました．昨年と同様に，ファイル提出時の注意にしたがって提出して下さい． 
また，大会原稿の著作権を学会に譲渡いただくことについて今後検討されることが想定されていま

す．この件につきましては，理事会で決定されました時点でお知らせします． 

に大会企画委員会 にご連絡下さい．この期限を過ぎた後の受付はでき
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(6)発表取消について 

やむを得ない事情で発表を取り消しなさる場合には，すみやかに，大会企画委員会
ご連絡下さい．その場合には，論文集に原稿が掲載されていても，

発表者の業績としてみなすことはできません（学会から提供する発表リストから削除します）．なお，
ポスター発表については，ポスターを掲示していても発表者が会場にいない場合は，発表取消となり
ますので，ご注意下さい． 

 
12．大会の参加申し込み及び受付等について 

大会に参加を希望される方は，以下の手順に従って申し込みをお願いします． 
(1)参加費等について 

事前に参加費等を送金される場合は，以下の金額を，事前支払期限までに送金して下さい．事前支
払期限は，発表者の場合，郵便振替の場合もクレジットカード支払いの場合も7月19日(火)です．発
表者以外の方は，郵便振替の場合もクレジットカード支払いの場合も8月23日(火)です． 

 
参加費 正・准・名誉会員 2,500円（当日は4,000円） 
 学生会員 1,500円（当日は3,000円） 

 ）円000,4は日当（円000,3 員会非 
 ）円000,6は日当（円000,5  費会親懇

講演論文集代（CD-ROM付） 6,000円（当日も6,000円） 
講演論文集の送料（参加されない場合） 1,000円 

 
学生割引は正規の学生会員に限ります．非会員の学生は，非会員料金が適用されます． 
事前支払期限以降に送金された場合は，当日参加の場合との差額を会場でお支払いいただきます．

なお，事前支払期限までに発表者の参加費及び2011年度会費の納入が確認できない場合は，発表は取
消となりますので，ご注意下さい． 
8月23日(火)までの変更については，大会企画委員会 までご連絡下さい．

送金なさった分を次年度の年会費に振り替えることができます．返金はしません．非会員の場合は入
会をしていただくことになります．この日以降は，変更を連絡いただいても，原則として振り替え等
ができないことをご了解下さい． 
大会参加費と論文集代を事前に送金したけれども，学会事務局に連絡することなく，大会に参加さ

ご連絡下さい．論文
集をお送りします（送料は参加費で補填いたします）．ただし，その差額は返金できません． 
卒業見込み年月が過ぎた学生会員で継続の連絡がない場合は，「准会員」に会員種別が変更されて

います．学生会員としての特典はありませんので，ご注意下さい． 
 
(2)事前の送金と参加登録について 

会員と非会員で参加費等が異なります．JSET大会ホームページ（http://www.jset.gr.jp/taikai27/）
の「参加申し込み」ページにアクセスして下さい．その画面で，①正会員・准会員・名誉会員の場合，
②学生会員の場合，③非会員の場合を選択できますので，それぞれの場合の説明に従って参加登録と
送金手続きをお願いします． 
また，送金方法として，3つの方法が準備されます．それらは，①クレジットカードによる支払い，

②郵便振替，③当日会場で現金で支払いです． 

【重要】 原稿ファイルの提出に関するお願い． 
 
論文集の CD-ROM は，論文本文中の文字列の検索が可能になる方法で作成します．このために，次の

ご協力をお願いいたします． 
PDF/X-1a 形式による提出：（PDF/X-1a 形式の説明は：http://www.jset.gr.jp/taikai27/） 

PDF/X-1a 形式で提出していただきます．また，PDF だけでなく，元ファイル（MS-Word 形式や一太
郎形式のファイル）も提出して下さい．TeX で作成される場合でも，フォントの埋め込み処理が行わ
れていないことがありますので，ソースファイルすべてをひとまとめにして（アーカイブ形式等），
提出して下さい． 

【注意】 
1. 原稿サイズ A4 版を B5 版に縮小して印刷します．細い線が消えてしまう場合がありますので，細す

ぎないように注意して下さい． 
2. PDF 作成時に，図表やキャプションの位置が意図しない場所に移動することがあります．作成した

PDF を印刷してチェックしたのち，投稿して下さい． 
3. PDF にフォントが埋め込まれているか自信がない場合には，一般的なフォント，文字コードを利用

して下さい．文字コードによっては，検索できない場合もあります． 
4. 大会ホームページに掲載される方法に従ってファイルを作成して下さい．提出していただいたファ

イルの書式や文字化け等のチェック作業は，大会企画委員会では一切行いません． 

まで

れなかった場合には，その旨を大会企画委員会 まで
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①「クレジットカードによる支払い」の場合 
・前述の「参加申し込み」ページで，「クレジットカードによる支払い」を選択して下さい． 
・ただし，その際には学会から発行してご連絡してありますID・パスワードが必要です．パスワー

ドをお忘れになった場合は再発行いたしますので，大会企画委員会
に，電子メールでご連絡下さい． 

・その後表示される指示に従って，手続きをお願いします． 
②「郵便振替」の場合 
・会員が郵便振替で送金される場合も，「参加申し込み」ページで，「郵便振替」を選択して下さい． 
・その後表示される指示に従って，手続きをお願いします．その際表示される金額と送金内容を，学

会からニューズレターと一緒にお送りする郵便振替用紙に記入して，郵便局の窓口から送金して下
さい．なお，必ず会員番号をお書き下さい． 

・郵便局窓口で送金されてから学会のデータベースに入力されるまで，1週間から10日かかります． 
・不足料金がある場合，電子メールアドレスがわかる方にはできるだけ事前に連絡しますが，全員に

はご連絡できないことも想定されますので，十分ご注意下さい． 
③「当日会場で現金で支払い」の場合の事前登録 
・「当日会場で現金で支払い」の場合でも，参加登録を事前にしていただきますと，会場での受付
が非常に簡便になります． 

・この場合，「参加申し込み」ページで「当日会場で現金で支払い」を選択して下さい． 
・その後表示される指示に従って，手続きをお願いします． 
・登録内容が自動的に電子メールで送信されますので，それをプリントして当日会場受付にお出し

下さい．当日参加票に記入する必要がなくなります． 
 
(3)大会受付票等の送付について 
・クレジットカード支払い，あるいは郵便振替で事前送金された参加者には，9月上旬までに，「大会
受付票」「大会参加証(名札用)」「領収書」を電子メールの添付書類でお送りします． 

・大会当日は，電子メールで送られた「大会受付票」等をプリントしてお持ち下さい． 
・ただし，電子メールアドレスが登録されていない会員には，大会受付票等が送られませんので，当
日会場に掲示される「事前送金者リスト」で番号を確認の上，その旨お申し出下さい． 

 
(4)当日の受付について 
(a)事前送金済みの場合 
・大会受付の「事前送金済参加者」窓口で，電子メールでお送りした「大会受付票」をお渡し下さい． 
・大会プログラム，大会論文集等をお渡しします． 
・プリントして持参していただいた「大会参加証(名札用)」を名札ケースにお入れ下さい． 
・大会受付票をお忘れになる場合に備えて，できれば受付番号をメモしておいて下さい． 
・大会受付票を持参されなかった方は，「当日会場に掲示される「事前送金者リスト」で番号を確認
の上「事前送金済参加者」窓口にて，その旨，お申し出下さい． 

・送金金額に不足があり，大会当日に差額をお支払いいただく場合は，「総合受付」でお受けします． 
(b) 当日参加の場合 
・当日参加者は，大会受付にて，「当日参加受付票」に必要事項を記入して，それを大会受付の「当
日参加者」窓口にてお渡し下さい（名刺をお渡し下さる場合は，連絡先住所等の記入を省略するこ
とができます）． 

・ただし，学会ホームページから参加登録を行った会員は，自動送信されたメールをプリントしてお
持ち下さい．会場で「当日参加受付票」に記入していただく必要がなくなります． 

・お支払いいただいた金額に応じて，大会プログラム，大会論文集等をお渡しします． 
・名札ケースに名刺を入れるか，お名前をカードに書いて入れて下さい． 
・懇親会費を支払われた場合は，名札にマークをはらせていただきます． 

 
(5) その他 
・学生割引は本学会の正規の学生会員に限ります．そのため，学生会員以外が割引価格の金額を送金

された場合は，差額を申し受けます． 
・名札ケースは，最終日のお帰りの際に，口頭発表会場入口前に設置したボックスにご返却下さい． 

 
13．会場の設備について 

口頭発表のすべての会場で，コンピュータの画面を投影できる設備（プロジェクタ）が利用可能で
す．また，一部の口頭発表会場では無線LANが利用可能ですが，すべての会場には用意されていない
ため，インターネットにアクセスできる環境は用意されていないと考えて発表の準備をお願いいたし
ます．なお，貸出用コンピュータやOHP，実物投影装置は用意しません．機器の利用確認は，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下さい．また，コンピュータから音声を流
す場合は，スピーカーを発表者自身でご用意下さい． 
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ポスター発表の会場では，幅90cm・高さ180cm程度のポスター掲示用パネルを用意する予定です．
また，パネル前に机（高さ70cm程度）を用意しますので，配布資料やデモンストレーション用のコン
ピュータ等を置くことが可能です．また，一部のポスター発表会場では無線LANが利用可能ですが，
すべての会場には用意されていないため，インターネットにアクセスできる環境は用意されていない
と考えて発表の準備をお願いいたします．さらに，電源は用意されていませんので，それを前提にし
た発表準備をお願いいたします． 
 
〒192-0397 
東京都八王子市南大沢1-1 
首都大学東京 大学教育センター 

渡辺雄貴（日本教育工学会第27回全国大会 実行委員会事務局）宛 
電子メールでの問い合わせ先：

 
14．企業の展示について 

大会期間中，企業による製品等の展示も行います．出展，ならびに大会プログラム等における広告
を募集いたしますので，ご希望の方は大会企画委員会企業展示ワーキンググループ

へお問い合わせ下さい．募集要項，申込書など詳細は，大会Webサイトの「企
業の展示」ページをご覧下さい．出展・広告申し込みの第2次締め切りは，7月1日(金)です． 

 
15．宿泊について 

大会実行委員会から斡旋はいたしませんが，会場周辺の宿泊施設をご紹介する予定です．詳しくは
大会Webサイトで掲載する予定です． 

 
16．問い合わせ先 

大会全般に関しては以下にお問い合わせ下さい． 
日本教育工学会 大会企画委員会  問い合わせ用電子メールアドレス：

大会実行委員会 
委員長：永井正洋(首都大学東京)  
副委員長：北澤 武(首都大学東京) 
委員(五十音順)：江木啓訓(東京農工大学)， 加藤尚吾(東京女子大学)， 

加藤 浩(放送大学)， 加藤由樹(相模女子大学)， 小林博典(宮崎大学)， 
齋藤 裕(青山学院大学)， 瀬戸崎典夫(早稲田大学)， 
高橋晴夫(元コンピュータ教育開発センター)， 畠山 久(株式会社コロプラ)， 

 ，)所究研策政育教立国(徹 本福 ，)校学小栄立市京東西(幸紀波松
望月俊男(専修大学)， 渡辺雄貴(首都大学東京) 

大会企画委員会 
委員長：室田真男(東京工業大学) 
副委員長(五十音順，以下同様)： 前迫孝憲(大阪大学)， 美馬のゆり(公立はこだて未来大学) 
委員：稲垣 忠(東北学院大学)， 大島 純(静岡大学)， 緒方広明(徳島大学)， 

小川賀代(日本女子大学)， 柏原昭博(電気通信大学)， 加藤 浩(放送大学)， 
北澤 武(首都大学東京)， 黒田 卓(富山大学)， 後藤康志(新潟大学)， 
柴田好章(名古屋大学)， 清水悦幸(内田洋行)， 鈴木克明(熊本大学)， 
竹中真希子(大分大学)， 田中博之(早稲田大学)， 椿本弥生(公立はこだて未来大学)， 
豊田充崇(和歌山大学)， 永田智子(兵庫教育大学)， 長谷川元洋(金城学院大学)， 
飛弾信崇(ベネッセコーポレーション)， 舟生日出男(広島大学)， 
益子典文(岐阜大学)， 森下耕治(光村図書)， 山田政寛(金沢大学)， 
渡辺雄貴(首都大学東京) 

担当副会長：山西潤一(富山大学) 
アドバイザー：清水康敬(東京工業大学)，永野和男(聖心女子大学) 
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2011年度 夏の合宿研究会のご案内（最終報） 
 
■テーマ：若手教師の力量形成を支援する授業研究のデザイン 

近年，大都市圏を中心にベテラン教師の大量退職時代を迎えています．それに伴い，若手教師の採
用が急増しており，今後も採用が見込まれている若手教師の力量形成を支援する必要性がますます高
まっています．こうした状況をふまえ，本研究会では，これまでわが国において取り組みが蓄積され
てきた授業研究の営みを，若手教師の力量形成という視点から，改めてその意義や課題を明らかにし
たいと思います．当日は，授業研究や教師教育に関心を抱く研究者はもちろん，若手教師の力量形成
を支援する立場にあるミドル・リーダー，指導主事等の教育委員会スタッフ，そして若手教師の方々
にもご参加頂き，それぞれの立場から，授業研究への関わりについて意見交換していきたいと思いま
す．最終的には，若手教師の力量形成を支援し，さらなる充実を実現する具体的な方策や授業研究の
デザインを追究することで，教育工学の役割についても明確にしたいと考えています． 

 
■日時：2011年08月06日(土)13:30開始～07日(日)12:00終了 
■会場：高知大学朝倉キャンパス・教育学部附属教育実践総合センター 

（高知市曙町2丁目5‐1 http://www.kochi-u.ac.jp/JA/m/acc.html） 
・電車でお越しの場合，JR土讃線朝倉駅から徒歩3分もしくは土佐電鉄（路面電車）朝倉下車すぐ 
（JR高知駅から朝倉駅まで約15分，土佐電鉄高知駅前駅からはりまや橋乗り換え朝倉駅まで約40分） 

・飛行機でお越しの場合，高知龍馬空港から空港バス（高知駅前観光）で約50分（朝倉下車すぐ） 
■対象：学校教育に関わる実践者（小・中・高等学校，特別支援学校の現職教員等），研究者，その他 
■参加費：1,000円（予定）当日の資料代を含みます（なお，情報交換会の参加費は別途徴収させて頂

きます）． 
■参加申し込み：http://reas2.code.ouj.ac.jp/cgi-bin/WebObjects/REAS?t=17243より，お早めにお

申し込み下さい． 
■宿泊：宿泊場所につきましては，高知市内のホテル等を各自でご手配お願いいたします． 
■プログラムの概要 

木原俊行氏（大阪教育大学）から，若手教師等の成長を促す授業研究の方法論やその事例に関する
基調講演を頂きます．それに引き続いて，本研究会のテーマに関連する授業研究の取り組みを行なっ
ているいくつかの学校等から実践報告を頂きます．これらをもとにして，若手教師の力量形成を促す
授業研究の企画・運営について，ワークショップ等を通じて，参加者間で議論を深めたいと思います．
2日目には，ワークショップ等で交わされた議論を全体で共有し，今後求められる授業研究のデザイ
ンについて総括します．なお，1日目のワークショップ終了後には，情報交換会を予定しております． 
 

■プログラム 
【1日目】08月06日(土)13:30～17:30（受付13:00～） 

13:30～13:40 開会のあいさつ 

13:40～14:40 
基調講演 
「教師の授業力量を高めるための授業研究のデザイン」木原俊行（大阪教育大学） 

14:50～16:20 

実践報告「若手教師の力量形成を支援する授業研究の取り組み」と協議

宗円晃司・中野博文（いの町立伊野南小学校）「若手教師－配置校指導教諭の立場から」
松浦智史（守口市立橋波小学校）「研究主任の立場から」
三枝由佳里（大阪市立海老江東小学校）「管理職・教育委員会等の立場から」

16:30～17:30 

ワークショップ「授業研究をいかに企画・運営するか？－よくある課題とその解決策を探る」

授業研究の企画・運営に関するよくある課題を取り上げ，その解決策をグループで討議

します． 

さらに，若手教師の力量形成の支援を実現し得る授業研究のあり方を探っていきます．

18:30～20:30 情報交換会 
 
【2日目】08月07日(日)09:30～12:00（受付09:15～） 

09:30～09:40 1日目の振り返り等 

09:40～11:30 

ワークショップのまとめ・成果発表と協議 

各グループから導き出された授業研究のさらなる充実を実現する方策について報告し合
い，参加者間で共有しながら，議論を深めていきます． 

11:40～12:00 全体総括 

 
■開催担当・問い合わせ先： 
島田希（高知大学教育学部附属教育実践総合センター）mail:
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研究会 

2011 

日本教育工学会研究会 研究会の開催
http://www.jset.gr.jp/study-group/ 

テーマ：教える人の実践知・経験知／一般 
 

日時：2011年07月02日(土) 

会場：岐阜大学（教育学部）（〒501-1193 岐阜県岐阜市柳戸） 

担当：今井亜湖

 ）度程分5疑質，度程分91表発（分42きつに件1表発：間時表発 ムラグロプ●

A会場(B102教室)，B会場(B101教室) 
 

09:55-10:00 諸連絡 

10:00-12:05 午前の部 

A1) 学びのワークショップにおけるファシリテーター養成指導者の「語り」からの分析 
菊地恵美子（早稲田大学大学院），保崎則雄，北村史（早稲田大学） 

A2) 子どもの情報活用能力を体系的に育成するための情報教育スタンダード（京都市版）の開発 
木村明憲（京都市立一橋小学校），伊藤剛和（奈良教育大学） 

A3) 手書き入力・自動採点システムによる放課後自学自習用電子教材の開発と活用 
武田亘明（札幌市立大学），高橋裕幸（札幌市立栄町小学校），三河康生（小樽市立最上小学校），    
荒島晋（札幌市立向陵中学校），大橋剛（札幌市立厚別通小学校），黒坂俊介（岩見沢市立第二小学校），
高本茂（(株)富士通北海道システムズ），上草憲昭（マニュアルネット(株)） 

A4) フラッシュ型教材の活用促進のためのWebサイトeTeachersの運用 
村上守，三好亜理紗，加藤栄政（チエル株式会社），高橋純（富山大学）， 
堀田龍也（玉川大学教職大学院） 

A5) 青少年の携帯電話やインターネットの利用の現状調査結果 
清水康敬（東京工業大学），小泉力一（尚美学園大学），山本朋弘（熊本県教育庁）， 
横山隆光（岐阜県池田中学校） 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
B1) 韓国語新規学習者による動詞活用課題遂行中の脳活動 

石鍋浩（国際医療福祉大学），武田湖太郎（国立病院機構 村山医療センター）， 
谷口敬道（国際医療福祉大学） 

B2) 大学の美術史授業における画家にまつわる物語の視聴による効果 
松村智恵（早稲田大学大学院） 

B3) 情報リテラシーにおいて課題の相互評価とその活用 
森祥寛（金沢大学） 

B4) eラーニング指向性尺度およびブレンド型指向性尺度の検討 
冨永敦子，向後千春（早稲田大学），石川奈保子（早稲田大学大学院） 

B5) 落ちこぼし学生の早期発見を目的としたデータマイニング分析 
西中間悠，佐野香，小林浩（東京電機大学大学院） 

 
13:05-13:10 委員会挨拶・諸連絡 
13:10-15:40 午後の部 
A6) 地域社会を学習の場とした社会人基礎力育成の試み 

－四年制大学学部生の実践知・経験知教育の取り組み－ 
神谷勇毅（至学館大学非常勤講師），磯本征雄（名古屋女子大学研究員） 

A7) 英国におけるミドルリーダー研修に関する事例研究 
小柳和喜雄（奈良教育大学） 

A8) 校内授業研究及び事後検討会に対する現職教師の意識 
姫野完治（秋田大学） 

A9) 船戸咲子の「想像説明」の授業の検討 
三橋功一，田中里佳，松田歩（北海道教育大学），金富允（釜山大学校師範大学） 

A10)中学生の英単語学習方略使用状況の変化と学業成績の関連 
石川奈保子（早稲田大学大学院） 

A11)テスト作成過程からみた中学校教師の教育評価観 
細川和仁（秋田大学），後藤真一（後藤教育研究所），浅田匡（早稲田大学） 

 
 
 
 

研究会 

2011 
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15:50-17:00 セミナー（A会場） 

15:50-15:55 セミナー趣旨説明 
 
15:55-16:25 話題提供 
 テーマ：研究成果を学会誌に投稿するためには －論文の書き方－ 
講 師：清水康敬氏（東京工業大学 監事（常勤）・名誉教授） 

 
16:25-17:00 グループディスカッション・全体ディスカッション 
 助言者：清水康敬氏（東京工業大学），向後千春氏（早稲田大学） 
 今回のセミナーでは，東京工業大学名誉教授 清水康敬先生をセミナー講師にお招きし，研究成果を
学術論文にまとめるためのポイントについて語っていただきます．セミナー後半の討議では，JSET編集
委員会でご活躍されてきた向後千春先生にも加わっていただき，フロアーからの質問にお答えしていた
だく時間を設けたいと思います． 

 
●発表時間：当研究会は会員・非会員による討論の場を作ることを目的として開催してきました．これまで

発表および質疑応答の時間配分は発表者にお任せしてきましたが，討論時間を確保するために7
月の研究会より持ち時間24分において質疑応答の時間を5分以上は確保していただくことにな
りました．よろしくご理解願います． 

●参加費用：参加費は無料です．研究会報告集の年間予約購読代金(3,500円)を支払済みの本学会会員以外の
方は，報告集代として1,000円を当日受付にてお支払い下さい．また，当日受付にて年間予約購
読の申し込みも可能です．尚，年会費には研究会報告集の年間購読代金は含まれておりません． 

●交通案内：公共交通機関をご利用下さい．JR岐阜駅バスターミナル9番乗場から「岐阜大学」もしくは「岐
阜大学病院」行きに乗車し「岐阜大学」下車（所要時間30分，1時間に4～5本運行）．詳しくは，
岐阜大学 Webサイト（http://www.gifu-u.ac.jp/）の「交通アクセス」をご参照下さい． 

●昼食案内：研究会当日は大学生協の食堂が営業しております（11:30から13:30まで）．「岐阜大学」バス停
のそばにコンビニエンスストアがあります． 

●情報交換会のご案内：研究会終了後，清水先生・向後先生を囲んで情報交換会を開催いたします．18:30
よりJR岐阜駅周辺にて行なう予定です．詳細は研究会Webページにてご案内いたします． 

 
日本教育工学研究会 研究会の発表募集 

 
【テーマ：変動社会における教員養成と教師教育／一般】 
日  時：2011年10月29日(土) 
申込締切：2011年08月28日(日) 

会  場：島根大学（担当：深見俊祟） 
原稿提出：2011年09月25日(日) 

募集内容： 
社会状況や子どもの変化への対応，学力向上への対応など教員に求められる事項が増大しています．

そのような状況にあって，教員の大量退職とそれに伴う経験の浅い教員の大量採用時代の到来も間近に
迫り，新任・若手教員への知識・技術の伝承も課題となりつつあります．直面する課題に対応すべく，
わが国においては，教職大学院の開設や教職実践演習の導入など制度改革が進む一方，諸外国において
は，教員の力量に関するスタンダードの策定が進んでいます．それらの動向を踏まえつつ，変動社会に
おける教員養成・教師教育に関して，議論と情報交換を行いたいと考えております．また, 上記テーマ
にはこだわらない，教育工学一般における発表も幅広く募集いたします．尚，今回の研究会では基礎セ
ミナーを開催いたします．セミナー講師に小柳和喜雄氏をお迎えし，教師教育研究について学んでいき
たいと思います． 

 
●発表募集に関して 

・申込方法：研究会Webページよりお申し込み下さい．（http://www.jset.gr.jp/study-group/） 
・原稿執筆：締切後1週間以内に，申込時に登録されたアドレスに発表の採択結果と執筆要項を電子メール

にて送付いたします． 
・原稿提出：原稿の提出はPDF形式で，研究会Webページの「発表申込フォーム」より，発表申込時に発行

された「受付キー」を使用してご登録下さい．尚，期限までに提出いただけない場合は，発
表取消となりますのでご注意下さい． 

 
■2011年度の研究会（12月～3月）のご案内 
2011年 会場大学 申込締切 原稿提出締切 

12月17日(土) 地域連携と教育・学習環境／一般 香川大学 10月16日(日) 11月13日(日) 
2012年 
03月03日(土) 情報モラル教育の実践／一般 山口大学 01月08日(日) 01月29日(日) 
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日本教育工学研究会 研究会の開催報告 
 
日  時：2011年05月14日(土) 

発表件数：24件 
会  場：金沢大学（角間キャンパス） 

参加者数：67名 

「ICTを使ったインフォーマルラーニング支援／一般」というテ

ーマで研究会を開催致しました．発表は24件，参加者は67名でした．

会場では，大学内の学習支援センターにおける学習支援実践，授業

外の学習コミュニティにおける研究，プロジェクト学習，専門技能

教育等，大学内外・授業外におけるインフォーマルラーニングに関

する研究の発表がなされ，質疑応答でも活発な議論が行われました．

また，今回の研究会では研究会テーマに沿ったセミナーを開催致し

ました．東京大学大学院情報学環 山内祐平先生を講師としてお迎

えし，「ICTを使用したインフォーマルラーニング支援」をテーマに

東京大学大学院情報学環ベネッセ先端教育技術学講座(BEAT)でさ

れている関連研究についてご紹介頂き，話題提供して頂きました．

その後，山内先生のお話を土台に参加者には4，5人のグループでイ

ンフォーマルラーニング研究に関して議論して頂きました．パネル

ディスカッションではフロアーとフォーマルラーニングとインフ

ォーマルラーニングの関係や在り方など幅広い議論がなされまし

た．本研究会を通じて，皆様の今後のご研究が発展し，多くの研究

成果が生まれることを期待しています．ご参加頂きました皆様に御

礼申し上げます． 

担当：山田政寛（金沢大学） 
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日本教育工学会論文誌 特集号 論文募集 

「特集：大学教育の改善・FD」のご案内（第一報） 
 

2008年から大学においてFD（Faculty Development）の義務化を背景として，大学における教育・授

業改善の取り組みがクローズアップされるようになってきています．ただ，大学教育やFDに関する研究

についてはまだまだ蓄積が少ないのが現状であり，今後，大学教育の改善やFDにおける教育工学の役割

がより重要になってくると考えられます． 

そこで，本論文特集号では， 大学教育の改善やFDに関する研究論文を募集します．また，各大学で

実施されている教育改善の実践を教育実践研究論文として投稿されることを期待しております． 

本特集号が発行されることによって，大学教育改善・FDに関する教育工学研究の知見がまとめられ，

今後の研究と大学教育の高度化に有用になることを目指します． 

 

１．対象分野 

(1)大学における授業の改善 

(2)新しい学習観にもとづく大学授業のデザイン・実践・評価 

(3)FDのための具体的な実践（公開授業，教員研修など）のデザイン・実践・評価 

(4)学生（TA・SA）を活用した授業改善 

(5)大学におけるカリキュラムデザイン 

(6)ICTを活用したFD 

(7)組織的なFDのデザイン・効果 

(8)大学間ネットワークの役割・効果 

(9)学問分野別の教育の質保証に関する取り組み 

(10)その他の「大学教育の改善・FD」に関する理論・手法・システム開発・実践研究など 

 

２．募集論文の種類 

通常の論文誌と同様に，「論文」「システム開発論文」「教育実践研究論文」「資料」「寄書」を募集し

ます．それぞれの論文種別については，投稿規程をご覧下さい．論文の査読は，通常の論文誌の場合と

同じです．ただし，査読は2回限りとし，編集委員会が示した掲載の条件を修正原稿で満たさない場合

は採録になりません．「ショートレター」として既に掲載されている内容を発展させて「論文」として

投稿することも可能ですが，単に分量を増やして詳細に説明しただけでは発展させたことになりません

ので，ご注意下さい．なお，本特集号の対象分野外の論文が投稿された場合は，一般論文として扱うこ

とになりますので，あらかじめご了承下さい． 

なお，特集号編集委員会では，本特集号のテーマの特徴から，大学における教育改善・FDに関する実

践を「教育実践研究論文」，あるいは「資料」の条件を満たすようにまとめ，積極的に投稿していただ

くことを期待しています． 

 

３．論文投稿締め切り日（2012年11月発行予定） 

投稿原稿を2月8日までに電子投稿をお願いします．ただし，2月15日までは，論文を改訂することが

できます．締め切りの延長は行わない方針です． 

投稿原稿提出締め切り（電子投稿）：2012年02月08日(水) 

最終原稿提出締め切り（電子投稿）：2012年02月15日(水) 

 

４．論文投稿の仕方 

原稿は，「原稿執筆の手引」（http://www.jset.gr.jp/thesis/index.html）に従って執筆し，学会ホ

ームページの会員専用Webサイトから電子投稿して下さい．郵送による投稿は受け付けないことになり

ました． 

 

５．問合せ先 

日本教育工学会事務局  電子メール： Tel/Fax：03-5740-9505 

 

６．特集号編集委員会（検討中） 
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投稿規定の改定について 
編集委員会

 
この度，編集委員会では投稿規定を再検討しまして，現行規定の第１項と第２項に加えて、以下に示

す第３項を追加しましたのでお知らせします．その他，投稿規定と原稿執筆の手引において一部の変更
をしましたが，詳しくは学会ホームページを参照して下さい． 

 

３．科学者の行動規範と不正行為の禁止 

（１）科学者の行動規範について 
科学者の不正行為が続発していることから，その再発防止に対する取り組みが問われている．そ

のため，本論文誌に投稿する者は，日本学術会議が声明を発した「声明：科学者の行動規範につい
て」において説明している科学者の行動規範を十分理解して，行動しなければならない． 
http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-20-s3.pdf 
http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/kodo/ 

（２）不正行為の禁止 
本論文誌編集委員会は，上記の行動規範を参照した上で，以下に示す，投稿者による不正行為を

禁止する． 
①二重投稿 

二重投稿とは，投稿規定に書かれているように，他の機関誌（大学紀要を含む）に掲載された内
容を投稿すること，あるいは，論文誌に投稿後に他の機関誌に投稿することを意味する．同じ文，
図表を含む内容は二重投稿と判断される．説明文が異なっていても，研究対象，研究方法，得られ
た成果が同一である内容を投稿することも二重投稿と判定される場合がある．ただし，学会の大会
や研究会等で口頭発表の原稿の内容，著作権法第32条を踏まえた引用による説明をしたものは二重
投稿にならない． 

②捏造・改ざん 
捏造とは，事実に基づかないデータ等を作り出すことを指す． 
改ざんとは，データを根拠なく書き換えることを指す． 

③盗用 
盗用とは，他人の成果や知見，データ，論文の内容を自分のものとして投稿することを指す．例

えば，著者Aの論文等の概要を著者Bが記述した文をそのまま，あるいは，類似した文で説明して著
者Aの論文を引用した場合，著者Bの文の盗用と判断され，著者Bの著作権を侵害したとことになる．

④著作権の侵害 
著作権の侵害とは，他者の成果，知見等を許諾なく自身のものとして投稿することを指す．例え

ば，著者Aが示した概念等の一部を変更して「著者Aの一部を修正したものである」と説明すること
は引用の範囲を超えており，著作権の侵害と判断される場合がある． 

⑤人権の侵害 
他者の著作権や，研究に関わる個人・集団（研究対象となった個人・集団や研究に関連のある個

人・集団）のプライバシーや名誉に関する十分な配慮をしていない場合を指す． 
⑥ギフトオーサーシップ 

論文に関わる成果に直接貢献していない者が，論文の共著者としてなる不正行為を指す．研究室
の責任者の立場の者が行う場合があると言われている． 

⑦その他，重大な不正行為があると編集委員会が認めた行為 
上記の他，社会的に重大な不正行為がある疑いがあった場合は，編集委員会で検討する． 

 
第13期第16回理事会議事録 

 
日時：2011年05月07日(土)14:40～16:55 
場所：聖心女子大学 3号館4階341番教室 
出席：（理事）永野和男会長，永岡慶三副会長，山西潤一副会長，赤倉貴子，赤堀侃司，植野真臣，     

小柳和喜雄，木原俊行，黒上晴夫，三宮真智子，清水康敬，南部昌敏，野嶋栄一郎，    
東原義訓，堀田龍也，前迫孝憲，村川雅弘，山内祐平，矢野米雄，吉崎静夫 

（監事）生田孝至，近藤 勲 
 
1 第13期第15回議事録(メール審議)を承認した． 
2 会員の移動について承認した． 
3 各種委員会報告について 
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(1) 編集委員会 
1)論文誌及び英文誌の発行予定等が承認された． 
2)倫理規定の策定を検討してきたが，以後，このようなことが起こらないように対応していくとい
う基本的立場から，論文誌の巻末に掲載している投稿規定の中に行動規範として記すとともに，
原稿執筆の手引に引用の仕方を記すことにした． 

(2) 研究会委員会 
平成23-24年度の活動計画と担当委員候補者について報告された． 

(3) 企画委員会 
6月シンポジウムの内容，夏の合宿研究会の計画について説明された． 

(4) 大会企画委員会 
1)第27回全国大会の進捗状況と懸案事項について説明され承認された． 
2)次回開催校について，理事会と連携して決定するとの提案があった． 

(5) 顕彰委員会 
論文賞・研究奨励賞の第1回の投票の締め切りが間近であるとの説明があった． 

(6) 選挙管理 
1)永野会長より，前回の理事会で承認された理事候補者のうち辞退による次点の繰り上げ当選が生
じた旨の報告があり承認された．評議員については，若手を中心に会長指名評議員として推薦し
た旨の報告があった．これらの理事・評議員を総会の第3号議案として提案することを承認した． 

2)次の選挙に向けて，選挙の方法を検討する必要があるのではないかとの意見があった． 
(7) 国際交流 

1)第4回日中教育工学研究交流フォーラムは，東日本大震災に伴い，その開催を延期することにし，
ニューズレターに掲載した旨の報告があった． 

2)全国大会に中国，韓国から研究者を招待する件については，現在検討中である． 
(8) FD特別委員会 

3月11日の「大学授業におけるアクティブラーニングを考える」について報告された． 
(9) 広報委員会 

ニューズレター179･180号の台割が提案され，修正の上，承認された． 
(10)事務・統括 

1)総会の第1号議案(2010年度事業報告と決算)，第2号議案(2011年度事業計画と予算)，第3号議案
(役員の選任)，第4号議案(名誉会員の推薦)について説明され，意見交換の末，承認された． 

2)会計管理システムおよび学会の年度会計処理の方法の変更について提案され承認された． 
(11)教育工学選書編集委員会 

1)出版社について検討を進めてきた旨の説明がされ，審議の結果，出版社を決定した． 
2)学会員向け割引は，初版1,800部について学会員ひとり1冊まで6割の金額(4割引)とし，不足金額
分は学会負担とすることが承認された． 

 
新入会員 

（2011年03月16日～04月27日） 57名（正会員：24名，学生会員：25名，准会員：7名，維持会員：1社） 
 
■正会員 24名 
鍋田智広（北陸先端科学技術大学院大学） 
田中眞帆（愛知啓成高等学校） 
美若利充（岡山県総合教育センター） 
木村和孝（木実和株式会社） 
小宮聖司（神奈川工科大学） 
次郎丸 沢（株式会社ＯＭＥ） 
是村由佳 
吉田 博（徳島大学） 
園田浩一（姫路獨協大学） 
北村 史 
黒木弘司 
宇根谷孝子（立命館アジア太平洋大学） 
大野裕昭（北海道薬科大学） 
遠山寛子（東京慈恵会医科大学） 
内海太祐（湘北短期大学） 
飯田 龍（東京工業大学大学院） 
齋藤充生（帝京平成大学） 
五味悠一郎（豊橋創造大学） 
向居 暁（高松大学） 
栗島一博（九州工業大学大学院） 
JAHNG Doosub（九州工業大学大学院） 

佐藤和彦（室蘭工業大学） 
本間千恵子 

（株式会社日本サイバー教育研究所） 
吉田勇一（九州看護福祉大学） 
 
■学生会員 25名 
渡邊智一（東京海洋大学大学院） 
渡辺謙仁（北海道大学大学院） 
下地貴樹（九州大学大学院） 
呉 永美（お茶の水女子大学大学院） 
畠岡 優（広島大学大学院） 
高橋知世（名古屋大学大学院） 
足立真乙（東京工業大学大学院） 
稲垣達朗（上智大学大学院） 
松田壮一郎（慶應義塾大学大学院） 
田川麻央（お茶の水女子大学大学院） 
尾之上高哉（九州大学大学院） 
岡本雅子（京都大学大学院） 
方 華（東京学芸大学大学院） 
橋本陽介（東北大学大学院） 
岡内一樹（京都大学大学院） 
芦高勇気（神戸大学大学院） 

今満亨崇（筑波大学大学院） 
壹岐信子（総合研究大学院大学） 
土屋大樹（愛知教育大学大学院） 
小島一生（信州大学教育学部） 
河井 亨（京都大学大学院） 
周 娟（京都大学大学院） 
木村優里（青山学院大学） 
山口 剛（法政大学大学院） 
西中間 悠（東京電機大学大学院） 
 
■准会員 7名 
阪東哲也 
児玉瑞代（ブレーンバンク株式会社） 
Chu Hui Chun（Soochow University） 
河田祐輔（医療法人 資生会 千歳病院） 
小関秀夫（EDi-xエディックス） 
野波幸希 
後藤英光 
 
■維持会員 1社 
カエルネットワークス株式会社
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（東京工業大学）
　　 （早稲田大学）
　　 （東京理科大学）

（奈良教育大学）
永田智子（兵庫教育大学）、皆川武（目白大学）、
宮田仁（滋賀大学）

会長 永野和男（聖心女子大学）

◎学会日誌
・２０１１年０７月０２日（土）

研究会「教える人の実践知・経験知」（岐阜大学）

・２０１１年０８月０６日（土）〜０７日（日）

夏の合宿研究会「若手教師の力量形成を支援する授業

研究のデザイン」（高知大学）

・２０１１年０９月１７日（土）〜１９日（月）

第２７回全国大会（首都大学東京　南大沢キャンパス）

・２０１１年１０月２９日（土）

研究会「変動社会における教員養成と教師教育」

（島根大学）

・２０１１年１２月１７日（土）

研究会「地域連携と教育・学習環境」（香川大学）

・２０１２年０３月０３日（土）

研究会「情報モラル教育の実践」（山口大学）

◎国際会議の案内
２０１１年
ED-MEDIA 2011
 http://www.aace.org/conf/edmedia/
 (06/27-07/01 Lisbon, Portugal)
CSCL 2011
 http://www.isls.org/cscl2011/home.htm
 (07/04-08, Hong Kong, China)
CATE 2011
 http://www.iasted.org/conferences/home-734.html
 (07/11-13, Cambridge, United Kingdom)
IMETC 2011
 http://imetc2011.yolasite.com/
 （10/16-19，Kuantan, Malaysia）
E-Learn 2011
 http://www.aace.org/conf/eLearn/
 (10/17-21, Honolulu, Hawaii)
MLearn 2011
 http://www.mlearn2011.org/
 (10/19-21, Tokyo, Japan)
WALS 2011
 http://www.wals2011.com/
 （11/26-28,Tokyo,Japan)
ICCE 2011
 http://www.nectec.or.th/icce2011/
 (11/28-12/02，Chiang Mai, Thailand）

180
２０１1年 6月22日


