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坂元昻先生を偲んで 
会長 永野和男 

 
日本教育工学会の第2代会長でいらっしゃった坂元昻先生が，平成24年3月22日ご逝去されました．

大変悲しいお知らせであり，謹んで哀悼の意を表したいと思います．坂元先生は，我が国の教育工学の

生みの親のお一人でもあり，また学会の創設，学会の発展に多大な貢献をされてこられたことは，多く

の会員の知るところと思います．教育工学という概念がまだ十分浸透されていなかった 1962 年の『学

習心理』誌 9 月号に「現場から授業の法則を発見する」という表題で「教師・科学者・教育学者・心理

学者などが協力して，『実験授業学』，『臨床授業学』，『授業工学』，『教育工学』とでもいうべき新分野

が開拓され，現場から授業の法則が発見される日が来てほしい」と述べられ，続いて 1971 年「教育工

学の原理と方法」という著書を出版されました．この提言は，教育学や心理学，教育哲学のアプローチ

に対し，教育工学は何をねらい，どうアプローチすべきかを示すとともに，CAI 等の開発の前に，教授

学習過程そのものを対象化して研究するこの重要性を指摘しています．この書の内容は当時の教育研究

者に大きなインパクトを与え，カリキュラム開発や授業研究，教師教育の研究者を巻き込んだ，学際領

域としての我が国の教育工学の方向を示す礎になったものと考えます． 

 教育工学の研究が我が国で発展してきたのは，1968 年から 1977 年まで 9 年間続いた科学研究費によ

る特定研究「科学教育（1971 年からは，含む教育工学）」によるところが大ですが，坂元先生は，その

中で初期の段階から教育現場の先生方との研究協力を含んだ坂元班を結成され，心理学での方法を教育

現場でもわかりやすく利用できるようにした手法を開発され教授学習過程の対象化の方法を研究され

てきました．この研究班が礎になり，その後現在まで，脈々と流れる東京工業大学の教育工学の研究グ

ループがあります．日本教育工学会は，1984 年 11 月に設立されましたが，その基盤として 1976 年か

らの学術研究誌「日本教育工学雑誌(現在の日本教育工学会論文誌)」の創設と編集がありました．この

設立や学術レベルの維持管理には，第 1 代会長の東洋先生や坂元先生の大変な努力によるものであった

ことは記すべきことと思います．我が国の教育工学が，単に機器の活用学にとどまらず学術的に認めら

れ，科研費の細目に位置づいたのも，坂元先生の努力のおかげといっても過言ではありません． 

 また，国際交流にも大きなエネルギーをさかれました．この 6 月に予定されている日中教育工学研究

交流フォーラムなども，坂元先生から始まる中国との研究交流からスタートしたものです．最近では，

幾度も海外にお出かけになり，諸外国における教育工学や情報教育の情報をお集めになって，私たちの

方向性を導くべく研究活動を続けてこられていましただけに，ご逝去は大変残念です． 

 学会では，これら創成期からの研究の流れやこれからの教育工学のあり方を若い研究者にも残すべく，

教育工学選書の出版企画がスタートしたところですが，坂元先生には，第 1 巻の第 1 章の「教育工学の

歴史と研究対象」の執筆をお願いしていました．その関係で編者である私とも連絡を取り合っておりま

したが，2 月からは体が弱り執筆は困難と電話や録音で指示をいただいておりました．なんとか形にで

きたところで一安心した矢先でした．これが最後の著作となります． 

 坂元先生といえば，いつも優しいまなざしでお話しされるあの姿を思い出します．どんな人たちの研

究にも大変興味をもたれ，包容力のある態度で接してこられました．その魅力に教育工学にアプローチ

してきた研究者や教育現場の先生方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか．ほんとうにありが

とうございました．安らかにお眠り下さい．
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第28回通常総会とシンポジウムを以下のように開催いたします．あらかじめご予定下さい． 
 
1．日時：2012 年 06 月 16 日（土） 10：00～16：00（受付 9：30 より） 

10：00～12：00 高等教育シンポジウム（詳細は，次記事をご覧下さい） 
12：00～13：00 総会 

        総会終了後，理事・評議員会 
14：00～16：00 初等中等教育シンポジウム（詳細は，次記事をご覧下さい） 

 
2．会場 
  東京工業大学 大岡山キャンパス 西 9 号館 ディジタル多目的ホール 
   東京都目黒区大岡山 2-12-1  http://www.titech.ac.jp/ 

○東急大井町線 大岡山駅 徒歩 1 分  ○東急目黒線 大岡山駅 徒歩 1 分 
 
3．総会の議題 

第 1 号議案 2011 年度（2011.04.1‐2012.03.31）事業報告及び収支決算承認の件 
第 2 号議案 2012 年度（2012.04.1‐2013.03.31）事業計画案及び収支予算案承認の件 
第 3 号議案 定款変更の件 
第 4 号議案 評議員補充の件 

 
 

シンポジウム開催案内（第二報） 

 
日時：2012 年 06 月 16 日（土）10:00-16:00（受付 09:30 から） 
会場：東京工業大学 大岡山キャンパス 西 9 号館 ディジタル多目的ホール 
    東京都目黒区大岡山 2-12-1  http://www.titech.ac.jp/ 
    ○東急大井町線 大岡山駅 徒歩 1 分  ○東急目黒線 大岡山駅 徒歩 1 分 
参加費：500 円（資料代） 
申込方法：当日受付にて直接お申込下さい 
 
【午前の部：10:00 - 12:00】 
 
高等教育シンポジウム（会員および一般参加者，非会員の方の参加も可能です） 
 
■テーマ 
 高等教育と ICT 
■ねらい 
グローバル化が進む今日，高等教育において ICT（情報コミュニケーション技術）は不可欠となって

きました．一方で，日本教育工学会においても，高等教育における ICT 活用の実践研究が多数報告され

るようになりました．ここでは，高等教育と ICT に関する世界的な動向を展望しつつ，大学教育や大学

経営に対して，教育工学がどのように寄与することができるのか，議論をしたいと考えております． 
■登壇者 
 重田 勝介   （東京大学総合教育研究センター） 
 山田 恒夫  （放送大学） 
 阪井 和男   （明治大学） 
 指定討論者  
鈴木 克明 （熊本大学） 

日本教育工学会 第 28 回通常総会のご案内（第二報） 

 

  

坂元昻先生を偲んで 
会長 永野和男 

 
日本教育工学会の第2代会長でいらっしゃった坂元昻先生が，平成24年3月22日ご逝去されました．

大変悲しいお知らせであり，謹んで哀悼の意を表したいと思います．坂元先生は，我が国の教育工学の

生みの親のお一人でもあり，また学会の創設，学会の発展に多大な貢献をされてこられたことは，多く

の会員の知るところと思います．教育工学という概念がまだ十分浸透されていなかった 1962 年の『学

習心理』誌 9 月号に「現場から授業の法則を発見する」という表題で「教師・科学者・教育学者・心理

学者などが協力して，『実験授業学』，『臨床授業学』，『授業工学』，『教育工学』とでもいうべき新分野

が開拓され，現場から授業の法則が発見される日が来てほしい」と述べられ，続いて 1971 年「教育工

学の原理と方法」という著書を出版されました．この提言は，教育学や心理学，教育哲学のアプローチ

に対し，教育工学は何をねらい，どうアプローチすべきかを示すとともに，CAI 等の開発の前に，教授

学習過程そのものを対象化して研究するこの重要性を指摘しています．この書の内容は当時の教育研究

者に大きなインパクトを与え，カリキュラム開発や授業研究，教師教育の研究者を巻き込んだ，学際領

域としての我が国の教育工学の方向を示す礎になったものと考えます． 

 教育工学の研究が我が国で発展してきたのは，1968 年から 1977 年まで 9 年間続いた科学研究費によ

る特定研究「科学教育（1971 年からは，含む教育工学）」によるところが大ですが，坂元先生は，その

中で初期の段階から教育現場の先生方との研究協力を含んだ坂元班を結成され，心理学での方法を教育

現場でもわかりやすく利用できるようにした手法を開発され教授学習過程の対象化の方法を研究され

てきました．この研究班が礎になり，その後現在まで，脈々と流れる東京工業大学の教育工学の研究グ

ループがあります．日本教育工学会は，1984 年 11 月に設立されましたが，その基盤として 1976 年か

らの学術研究誌「日本教育工学雑誌(現在の日本教育工学会論文誌)」の創設と編集がありました．この

設立や学術レベルの維持管理には，第 1 代会長の東洋先生や坂元先生の大変な努力によるものであった

ことは記すべきことと思います．我が国の教育工学が，単に機器の活用学にとどまらず学術的に認めら

れ，科研費の細目に位置づいたのも，坂元先生の努力のおかげといっても過言ではありません． 

 また，国際交流にも大きなエネルギーをさかれました．この 6 月に予定されている日中教育工学研究

交流フォーラムなども，坂元先生から始まる中国との研究交流からスタートしたものです．最近では，

幾度も海外にお出かけになり，諸外国における教育工学や情報教育の情報をお集めになって，私たちの

方向性を導くべく研究活動を続けてこられていましただけに，ご逝去は大変残念です． 

 学会では，これら創成期からの研究の流れやこれからの教育工学のあり方を若い研究者にも残すべく，

教育工学選書の出版企画がスタートしたところですが，坂元先生には，第 1 巻の第 1 章の「教育工学の

歴史と研究対象」の執筆をお願いしていました．その関係で編者である私とも連絡を取り合っておりま

したが，2 月からは体が弱り執筆は困難と電話や録音で指示をいただいておりました．なんとか形にで

きたところで一安心した矢先でした．これが最後の著作となります． 

 坂元先生といえば，いつも優しいまなざしでお話しされるあの姿を思い出します．どんな人たちの研

究にも大変興味をもたれ，包容力のある態度で接してこられました．その魅力に教育工学にアプローチ

してきた研究者や教育現場の先生方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか．ほんとうにありが

とうございました．安らかにお眠り下さい．

Japan Society for Educational Technology

3



 

  

【午後の部：14:00 - 16:00】 
 
初等中等教育シンポジウム（一般の方の参加を大いに歓迎します） 
 
■テーマ 
 「教育の情報化ビジョン」と教育工学 
教育の情報化は教育行政に大きな影響を受ける．ポリシーメイクの立場とアカデミックの立場，その

双方の立場から「わが国の教育の情報化」を議論する場をつくる． 
■ねらい 
文部科学省が提示した「教育の情報化ビジョン」は，初等中等教育の現場のみならず，教育工学の研

究分野にも大きな影響を与えるものです．日本教育工学会では，「教育の情報化ビジョン」の提唱者で

ある前文部科学副大臣をお招きし，その背景や今後の展望などをお聞きする中で，教育工学関係者とそ

の他の教育関係者を交えての議論を深めたいと考えております． 
■登壇者 
 鈴木 寛  （前文部科学副大臣） 
 山西 潤一 （富山大学） 
 東原 義訓 （信州大学） 
 指定討論者 
 永野 和男（聖心女子大学） 
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 日本教育工学会第 28 回全国大会を，下記のように長崎大学 文教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：2012 年 09 月 15 日（土）～17 日（月）（3 日間） 

会場：長崎大学 文教キャンパス 〒852-8521 長崎市文教町 1-14 
JR 長崎駅 路面電車 「長崎駅前」→（赤迫行き）→「長崎大学前」下車 
  長崎バス 「長崎駅前」→（1 番系統「溝川」，「上床」，「上横尾」行き）→ 
     「長崎大学前」下車→徒歩 
長崎空港 県営バス「長崎空港 4 番のりば」→（昭和町・浦上経由長崎方面行き）→ 
     「長大裏門前」下車→徒歩 
http://www.nagasaki-u.ac.jp/ja/access/bunkyo/index.html 

 

2．大会日程（予定） 

第 1 日 09 月 15 日（土） 第 2 日 09 月 16 日（日） 第 3 日 09 月 17 日（月）

09:30～11:30 一般研究発表 1
（口頭発表）

09:00～11:00 一般研究発表 3
（口頭発表）

09:00～11:00 一般研究発表 4
（口頭発表）

11:10～12:30 一般研究発表 3
（ポスター発表）

11:10～12:30 一般研究発表 4
（ポスター発表）

11:30～13:00 昼食・

企業ランチセッション・

理事会

12:30～14:00 昼食・

ワークショップ

12:30～13:15 昼食

13:10 ～

15:10
シンポジウム 1 14:10～15:10 会長講演・全体会 13:15～15:45 課題研究発表

15:30 ～

18:10
一般研究発表 2
（口頭発表）

15:20～17:50 シンポジウム 2 16:00～17:00 大会企画委員会

懇親会

09:30 ～

18:10
企業展示 09:00～14:10 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．

＊ 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．

託児所の提供について  

前回大会に引き続き，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． 

 

3．前回大会からの主な変更点 

今大会では，前回大会から以下の点について変更を行います． 

・ 講演論文集が CD-ROM のみになります（紙の講演論文集は別途注文で受付ます） 

・ 参加費は，CD-ROM 版の講演論文集込みの価格となります．具体的な価格は本号に掲載していま

す．  

・ 講演論文誌の発行日が，大会初日の約 1 週間前（09 月 07 日(金)を予定）となります． 

・ 事前申込された方は，論文集の発行日以降に大会関係の Web サイトからダウンロード可能とする予

定です． 

・ ワークショップが 2 日目の昼に行われます． 

・ 企業ランチセッションが初日の昼に行われます．企業ブースへの出展企業から各 3 分程度のプレゼ

ンテーションをして頂きます．参加者には，先着 200 名程度（予定）にランチを提供いたします． 

・ 最終日の課題研究セッションの終了時間が 15:45 となり早くなりました．遠方から参加の方も最後

までご参加下さい． 

日本教育工学会 第 28 回全国大会のお知らせ（第二報） 
大会 Web ページ： http://www.jset.gr.jp/taikai28/ 
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・ 提出された原稿の PDF は，学会が Web サイト等に掲載することを許諾して頂きます． 

・ 全国大会の原稿は，あるレベルで完結した内容であることを求めます．「結果は当日会場で発表する」

等の書き方はしないで下さい．大会企画委員会で判断し，修正を求める場合があります． 

4．シンポジウム 
シンポジウムの内容は検討中です．決まり次第，大会 Web ページならびにニューズレターに詳細を

掲載いたします． 

 

5．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．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．この点にご留意下さい． 

 

■K-1 システム開発・新技術の利用：新しい情報環境による学びの可能性 

 コーディネータ：飛弾信崇 （ベネッセコーポレーション），竹中真希子（大分大学） 

 情報技術は，すでに我々の生活の中に浸透して様々な活動を支援している．音声認識エンジン，

RFID タグ，各種センサー等が情報環境の中に埋め込まれ，多種多様なデバイスと連携して人の営み

を豊かにしている．本課題研究では，教育・学習を支援する新しい情報環境や，それを構成するシ

ステム開発のあり方の提案・開発・実践研究について追究する．教育・学習を支援する新しい情報

環境を支える情報技術には，例えば，センサーネットワーク，スマートオブジェクト，拡張現実，

モバイル・ユビキタスコンピューティング，ウェアラブルコンピューティング，知能ロボット，エ

ージェントテクノロジ，クラウドコンピューティング等がある．こうした技術の教育・学習におけ

る可能性を探ることが本課題研究の目的である． 
 

■K-2 豊かな協調を導くデザイン原則の確立に向けて 

 コーディネータ： 大島純（静岡大学），舟生日出男（創価大学） 

 協調学習の成果を高めるためには，そのメカニズムの原則的理解を学習理論から導き出し，教育

実践事例の分析から，その妥当性や一般性を検証して深めていく必要がある．本課題は，そうした

原則の確立を企図して，学会員が展開する研究の成果を，各研究グループの境界を越えて共有し，

それらの理解を相互に高めることを狙う．そのために，次の観点に関連するシステム開発や教育実

践事例の報告を募集する：（1）学習理論についての議論，（2）新たなデザイン原則の提案，（3）革

新的な実践．特に若手による研究を奨励し，ポスターセッションとシンポジウムを融合した，

Structured Poster Session 形式による発表と議論を通して，個々の事例分析と総括的な分析を同時

に行い，デザイン原則を抽象化し・系統化することを目指す． 
 

■K-3  学び続ける教師の養成と保証 

 コーディネータ： 益子典文（岐阜大学），姫野完治（秋田大学） 

 昨今の大学における教職課程では，ディプロマポリシー，アドミッションポリシー，カリキュラ

ムポリシー，教員スタンダード等が明確化され，教職実践演習を含めた卒業生の質保証が求められ

ている．一方，教職専門性の議論では，反省的実践家としての専門家像が教師研究に登場して 20 年

以上経ち，自らの実践を対象化し，学び続けられるリサーチマインドを保持した教員の養成が求め

られている．本課題研究では，実践を対象化し概念化するリサーチマインド，教育現場で主体的に

学ぶ方法としてのコミュニケーション能力を養成するための「教員養成カリキュラム開発・実践」，

教師をはじめとする専門職の資質力量の「保証，認証制度」等に関する研究を募集する．教育工学

が蓄積してきた幅広い知見を礎にしながら，Teacher as Researcher としての教師の養成と保証に

ついて議論を深めたい． 
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 コーディネータ： 柴田好章（名古屋大学），後藤康志（新潟大学） 
 初任者から中堅教員，指導的立場の教員へと，それぞれのステージの課題に取り組みながら教師

は成長していくが，その中核となるのは授業研究である．近年，少子化や情報化，国際化の進展に

より学校に対する期待が高まる反面，多忙化や教員年齢構成のアンバランス等から，教師の力量形

成のコアとなる授業研究そのものが形骸化しつつある．こうした問題を解決するためには，研究マ

インドをもちつつ，教員同士が同僚性を発揮してエビデンスに基づきながら授業研究するアプロー

チが必要である．例えばアクションリサーチを実質化するための支援体制の構築，専門的同僚性に

支えられた学校組織開発，分析ツール等の開発などは，教育工学的なアプローチが有効であると考

えられる．本セッションでは，授業研究を通した継続的な教師の成長を促す学習環境の構築につい

て議論を深めたい． 
 
■K-5  初等中等教育における情報教育・ICT 活用 

 コーディネータ：稲垣忠 (東北学院大学)，豊田充崇 (和歌山大学)，森下耕治 (光村図書) 

 初等中等教育の情報化推進に向け「教育の情報化ビジョン」が示された．教科指導における ICT
活用は，提示機器を中心とした整備に加え，デジタル教科書の開発や普及が学校現場に変化をもた

らしている．さらには，児童生徒向けの情報端末に関する実証研究が始まり，学校のみならず校外

や家庭学習での活用が模索されている．一方で情報教育は，新学習指導要領の下，様々な教科・領

域を横断した形で授業実践が求められている． 

 本課題研究では，新たな段階を迎えた教育の情報化に資する研究を募集する．具体的には，児童

生徒向けのデジタル教科書や情報端末等を活用した取組み，情報教育のカリキュラムや授業実践等

に関する調査・実証研究等を対象とする．情報社会に対応した初等中等教育の学習環境・授業方法・

学習内容等について，教育工学の視点から議論を深めたい． 
 
■K-6  ICT 活用にともない発生する問題とそれへの対応 

 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) 

 ICT を有効に活用するためには，その特性についてよく理解し，適切な利用ができる必要がある．

そのため，ICT 活用にともない発生する問題についても研究しておくことは重要であるといえる．

また，それを踏まえた対策についても研究することが重要である．本課題研究では，情報モラル教

育やネット依存の問題，著作権，個人情報の取扱いなどの法的な問題，情報セキュリティ，情報公

開の観点からの ICT 活用の問題等，ICT 活用にともない発生する問題やその対策等について幅広く

取り上げ，検討する． 
 

■K-7  e ポートフォリオの本質的効果 －将来展望に向けて－ 
 コーディネータ： 森本康彦（東京学芸大学），小川賀代（日本女子大学）， 

永田智子（兵庫教育大学） 
 e ポートフォリオは，高等教育や FD において導入が進み，e ラーニングや教務システムなど学内

外の他のシステムとの連携・統合も始まっている．また，社会からの強い要請である「教育の質保

証」やこれまでのテストでは測ることができない「新しい評価」としても e ポートフォリオは注目

されている．一方，昨年度の課題研究では，教育効果（教育の質向上）の観点から議論を行い，e ポ

ートフォリオの本質的な効果を明らかにするためには，実践を通して成果を積み上げていく必要が

あるとの認識に至った．これらを踏まえ，本年度の課題研究では，実践を通して得た e ポートフォ

リオの機能や効果の共有だけでなく，e ポートフォリオの将来展望についても議論を深めたい．シス

テム開発や実践研究，理論的な枠組みの提案など幅広い研究の応募を期待する． 
 

■K-8  高等教育の質保証と教育工学 

 コーディネータ： 椿本弥生（公立はこだて未来大学），渡辺雄貴（首都大学東京） 

 高等教育の質保証に関する議論の国際的な進展に関して，我が国の政策では，ディプロマポリシ

ー，カリキュラムポリシー，アドミッションポリシーの 3 つのポリシーの明示を大学に求めている．

■K-4  継続的な教師の成長を促す授業研究と学校組織 

 

  

・ 提出された原稿の PDF は，学会が Web サイト等に掲載することを許諾して頂きます． 

・ 全国大会の原稿は，あるレベルで完結した内容であることを求めます．「結果は当日会場で発表する」

等の書き方はしないで下さい．大会企画委員会で判断し，修正を求める場合があります． 

4．シンポジウム 
シンポジウムの内容は検討中です．決まり次第，大会 Web ページならびにニューズレターに詳細を

掲載いたします． 

 

5．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．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．この点にご留意下さい． 

 

■K-1 システム開発・新技術の利用：新しい情報環境による学びの可能性 

 コーディネータ：飛弾信崇 （ベネッセコーポレーション），竹中真希子（大分大学） 

 情報技術は，すでに我々の生活の中に浸透して様々な活動を支援している．音声認識エンジン，

RFID タグ，各種センサー等が情報環境の中に埋め込まれ，多種多様なデバイスと連携して人の営み

を豊かにしている．本課題研究では，教育・学習を支援する新しい情報環境や，それを構成するシ

ステム開発のあり方の提案・開発・実践研究について追究する．教育・学習を支援する新しい情報

環境を支える情報技術には，例えば，センサーネットワーク，スマートオブジェクト，拡張現実，

モバイル・ユビキタスコンピューティング，ウェアラブルコンピューティング，知能ロボット，エ

ージェントテクノロジ，クラウドコンピューティング等がある．こうした技術の教育・学習におけ

る可能性を探ることが本課題研究の目的である． 
 

■K-2 豊かな協調を導くデザイン原則の確立に向けて 

 コーディネータ： 大島純（静岡大学），舟生日出男（創価大学） 

 協調学習の成果を高めるためには，そのメカニズムの原則的理解を学習理論から導き出し，教育

実践事例の分析から，その妥当性や一般性を検証して深めていく必要がある．本課題は，そうした

原則の確立を企図して，学会員が展開する研究の成果を，各研究グループの境界を越えて共有し，

それらの理解を相互に高めることを狙う．そのために，次の観点に関連するシステム開発や教育実

践事例の報告を募集する：（1）学習理論についての議論，（2）新たなデザイン原則の提案，（3）革

新的な実践．特に若手による研究を奨励し，ポスターセッションとシンポジウムを融合した，

Structured Poster Session 形式による発表と議論を通して，個々の事例分析と総括的な分析を同時

に行い，デザイン原則を抽象化し・系統化することを目指す． 
 

■K-3  学び続ける教師の養成と保証 

 コーディネータ： 益子典文（岐阜大学），姫野完治（秋田大学） 

 昨今の大学における教職課程では，ディプロマポリシー，アドミッションポリシー，カリキュラ

ムポリシー，教員スタンダード等が明確化され，教職実践演習を含めた卒業生の質保証が求められ

ている．一方，教職専門性の議論では，反省的実践家としての専門家像が教師研究に登場して 20 年

以上経ち，自らの実践を対象化し，学び続けられるリサーチマインドを保持した教員の養成が求め

られている．本課題研究では，実践を対象化し概念化するリサーチマインド，教育現場で主体的に

学ぶ方法としてのコミュニケーション能力を養成するための「教員養成カリキュラム開発・実践」，

教師をはじめとする専門職の資質力量の「保証，認証制度」等に関する研究を募集する．教育工学

が蓄積してきた幅広い知見を礎にしながら，Teacher as Researcher としての教師の養成と保証に

ついて議論を深めたい． 
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それとともに，学士課程共通の学習成果の参考指針として学士力を掲げている．一方高等教育の現

場では，学生を中心とした学習支援活動であるラーニングセンターの実践や，大学授業改善の動き

である FD（Faculty Development）や，機関の情報分析である IR（Institutional Research）に関

する報告が増加しており，教育工学の立場から十分な議論が求められる時期にきている．そこで本

課題研究では，3 つのポリシーの設定や運用，学士力を涵養する実践や学士力の測定，ラーニングセ

ンターや FD，IR の先進的かつ組織的な取り組み，今後の展開を想定した理論的な枠組みの提案等

をもとに，高等教育に対して教育工学は何をすべきかを議論する． 

 

■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： 藤本徹（東京大学），山田政寛（金沢大学） 

 ゲーム・シミュレーションの教育利用に関する研究は，欧米を中心に研究拠点の形成や研究成果

の蓄積が進み，研究テーマとして定着している様子が伺える．今後国内でも，この分野の研究や実

践の充実を支える知識基盤整備を進めることが求められている．本セッションでは，ゲームを通し

た学習の理論的枠組や評価方法の検討，モバイル機器等を利用したゲーム型教材やシリアスゲーム，

ゲームデザインを応用した教材・学習支援システムの開発と評価，学校教育や企業内研修における

ゲーム利用実践，それらに関連するレビュー等の研究発表を募集する．選考基準として，理論研究

については先行研究の網羅性や知見としての理論枠組やデザイン原則が示されていること，開発研

究や実践研究については依拠した理論枠組や評価方法が具体的に示されていることを重視する． 
 

6．一般研究（口頭発表とポスター発表） 

一般研究発表は，口頭発表とポスター発表に分かれます．昨年と同様に，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 
 

7．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． 

 

8．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
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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： 

06 月 01 日(金)〜27 日(水) ワークショップ テーマ受付期間 
07 月 11 日(水) 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． 

 
9．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（昨年と同じです） 
       ＜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） 

昨年と同様に，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 14 分 質疑応答 5 分 
 

10．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はある場合には，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． 

 

11．大会までのスケジュール 

06 月 01 日 金 ワークショップ テーマ受付開始 
06 月 21 日 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 
06 月 27 日 水 ワークショップ テーマ受付締切 
07 月 05 日 木 課題研究採否決定通知 
07 月 11 日 水 ワークショップ テーマ決定 
07 月 17 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，郵便振込共に） 

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 
※17:00 が最終締切時刻となります．原稿の差し替えは，07 月 24 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）． 
07 月 24 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付ません）． 
08 月 21 日 火 発表者以外の参加費等事前送金期限（クレジットカード払い，郵便振込共に） 

（それ以降は送金しないようお願いいたします） 
 

12．大会への発表申込等 

(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

 

  

それとともに，学士課程共通の学習成果の参考指針として学士力を掲げている．一方高等教育の現

場では，学生を中心とした学習支援活動であるラーニングセンターの実践や，大学授業改善の動き

である FD（Faculty Development）や，機関の情報分析である IR（Institutional Research）に関

する報告が増加しており，教育工学の立場から十分な議論が求められる時期にきている．そこで本

課題研究では，3 つのポリシーの設定や運用，学士力を涵養する実践や学士力の測定，ラーニングセ

ンターや FD，IR の先進的かつ組織的な取り組み，今後の展開を想定した理論的な枠組みの提案等

をもとに，高等教育に対して教育工学は何をすべきかを議論する． 

 

■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： 藤本徹（東京大学），山田政寛（金沢大学） 

 ゲーム・シミュレーションの教育利用に関する研究は，欧米を中心に研究拠点の形成や研究成果

の蓄積が進み，研究テーマとして定着している様子が伺える．今後国内でも，この分野の研究や実

践の充実を支える知識基盤整備を進めることが求められている．本セッションでは，ゲームを通し

た学習の理論的枠組や評価方法の検討，モバイル機器等を利用したゲーム型教材やシリアスゲーム，

ゲームデザインを応用した教材・学習支援システムの開発と評価，学校教育や企業内研修における

ゲーム利用実践，それらに関連するレビュー等の研究発表を募集する．選考基準として，理論研究

については先行研究の網羅性や知見としての理論枠組やデザイン原則が示されていること，開発研

究や実践研究については依拠した理論枠組や評価方法が具体的に示されていることを重視する． 
 

6．一般研究（口頭発表とポスター発表） 

一般研究発表は，口頭発表とポスター発表に分かれます．昨年と同様に，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 
 

7．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． 

 

8．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
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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，発表申込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付ません．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（大会参加費

はお支払い頂きます）．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．07月13日（金）までに大会企画委員会（ ）にご連絡下さい．

この期限を過ぎた後の受付はできませんので，ご注意下さい． 
 
(2) 発表申込件数の制限  

・ 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) 課題研究の発表申込方法  

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，06月21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，07月05日（木）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，07月17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の発表申込方法  

・ 7月17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．

事前の発表申込はありません．この提出によって発表申込とします．  
・ 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ページのものは受付ま

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
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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  

今大会では，論文誌として，論文本文の文字列検索が可能なCD-ROM（PDFファイル）を作成します．

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． 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 発表取り消しについて  

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

（ ）までご連絡下さい．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，発表取り消しとなりま

すので，ご注意下さい．  
 

13．大会の参加申込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込をお願いします． 

(1) 参加費等について 

 今大会から，参加費に CD-ROM 版の論文集を含むことになりました．いずれのカテゴリーの参加費

も，従来の冊子版のプログラムと CD-ROM 版の論文集が含まれます． 

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 07 月 17 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 08 月 21 日（火）です． 
 

参加費  正・准・名誉会員  8,000 円（当日は 10,000 円） 
学生会員    2,000 円（当日は 4,000 円） 
非会員     9,000 円（当日は 12,000 円） 
非会員の学生   4,000 円（当日は 6,000 円） 

懇親会費     未定 
講演論文集代（冊子体）    未定 

 

【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/taikai28/） 

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． 

 

  

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，発表申込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付ません．また，
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・ 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（大会参加費

はお支払い頂きます）．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．07月13日（金）までに大会企画委員会（ ）にご連絡下さい．

この期限を過ぎた後の受付はできませんので，ご注意下さい． 
 
(2) 発表申込件数の制限  

・ 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) 課題研究の発表申込方法  

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，06月21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，07月05日（木）までに申込者に連絡します．  
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・ 課題研究に採択された場合，最終原稿を，07月17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の発表申込方法  

・ 7月17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．

事前の発表申込はありません．この提出によって発表申込とします．  
・ 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ページのものは受付ま

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
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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 2012 年度会費の納入が確認できない場合は，発表は取り

消しとなりますので，ご注意下さい． 
08 月 21 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，大会に参加されなかった

場合には，その旨を大会企画委員会（ ）までご連絡下さい．プログラムと CD-ROM
版論文集をお送りします． 
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/taikai28/）
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，④非会員の学生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． 

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，09 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． 
 

14．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．

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．また，インターネットにアクセスで

きる環境は用意されておりません．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
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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． 
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70センチメートル程度）を用意しますので，配布資料やデモンストレーショ
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17．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．  
大会企画委員会  問い合わせ用電子メールアドレス：

 

  

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 2012 年度会費の納入が確認できない場合は，発表は取り

消しとなりますので，ご注意下さい． 
08 月 21 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，大会に参加されなかった

場合には，その旨を大会企画委員会（ ）までご連絡下さい．プログラムと CD-ROM
版論文集をお送りします． 
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/taikai28/）
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，④非会員の学生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． 

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，09 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． 
 

14．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．

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．また，インターネットにアクセスで

きる環境は用意されておりません．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

Japan Society for Educational Technology

13



 

  

 

A8）失敗例から学ぶメディア教育用教材の開発 
中橋雄（武蔵大学），山中昭岳（関西大学初等部），稲垣忠（東北学院大学） 

A9）製図の授業における学習に関する関係ネットワークを利用した指導手法の提案 
奥原俊（名古屋工業大学大学院／名古屋工業大学）， 
伊藤孝行（名古屋工業大学大学院／名古屋工業大学／東京大学） 

A10）手書きパッドを活用した授業リフレクションと授業改善の実際 
三浦和美（東北福祉大学／東北大学大学院），中島平，渡部信一（東北大学大学院） 

A11）学習者によるデジタルストーリーテリング実践の成果と課題 
須曽野仁志（三重大学） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
B6）授業間連携や課外学習の成果に着目した教職履修カルテシステムの拡張 

松田稔樹（東京工業大学大学院） 
B7）ラーニング・アウトカムズに基づく教育の質保証のためのアカウンタビリティ向上を可能にする 

フレームワークと形式手法 
麻生真弓，森本康彦，宮寺庸造（東京学芸大学） 

B8）アイテム難易度とユーザ習熟度を推測するアルゴリズムを評価するための正解データ作成手法 
濱田一伸，三好康夫（高知大学），金西計英（徳島大学） 

B9）PC 操作スキル習得コンテンツ「ポケモン PC チャレンジ」を活用した文字入力スキル向上の分析 
中村武弘（大紀町立錦小学校），中川斉史（東みよし町立足代小学校）， 
谷本康（伊賀市立大山田小学校），石堂裕（たつの市立小宅小学校），柳田智克（（株）ポケモン）， 
永野和男（聖心女子大学） 

B10）指導者用デジタル教科書と電子黒板を活用した小学校社会科授業の分析 
高橋純，長田奈緒美，村田麻衣（富山大学），山田智之，佐藤喜信（内田洋行教育総合研究所），

野中陽一（横浜国立大学），堀田龍也（玉川大学教職大学院） 
B11）校務支援システムに必要な機能間の構成モデルに関する検討 

山本朋弘（熊本県教育庁），堀田龍也（玉川大学）， 
宮田明子，鈴木広則（スズキ教育ソフト株式会社） 

 
● 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おります．討論時

間を確保するために，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いております．

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

読の申込も可能です．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：（参考：秋田大学公式ホームページ http://www.akita-u.ac.jp/honbu/access/index.html） 
＜JR 秋田駅より＞ 
・秋田駅東口より 1.3km（徒歩 15～20 分）． 
・バス：秋田駅西口より，手形山大学病院線で「秋田大学前」下車（5～10 分）． 
＜秋田空港より＞ 
・バス：空港リムジンバスで「秋田駅西口」下車（所要約 35 分）． 
※事前予約制の乗合タクシーもあります（参考：秋田エアポートライナー http://www.airportliner.net/）． 
● 昼食案内：キャンパス内にある大学生協（食堂・売店）が営業しています． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

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

 

テーマ 教育実践の研究とその成果／一般 
●日  時：2012 年 05 月 19 日（土） 
●会  場：秋田大学 手形キャンパス・教育文化学部 3 号館 
      （〒010-8502 秋田市手形学園町 1-1） 
●担  当：細川 和仁（  ）  

プログラム                    発表時間：発表 1 件につき 24 分（発表 19 分，質疑 5 分） 

A 会場(3-254 教室) ，B 会場(3-343 教室)   
10:00-10:05 諸連絡  

10:05-12:10 午前の部   

A1）地域の日本語教室における「IDEA CARD」の活用 
澤邉裕子（宮城学院女子大学），安井朱美（南山大学） 

A2）小学校学習指導要領およびその解説で想定される思考スキルの系統に関する研究（3） 
－社会における分析と結果－ 
泰山裕，小島亜華里（関西大学大学院），黒上晴夫（関西大学） 

A3）小学校学習指導要領およびその解説で想定される思考スキルの系統に関する研究（4） 
－生活科・総合的な学習の時間における分析と結果－ 
黒上晴夫（関西大学），小島亜華里，泰山裕（関西大学大学院） 

A4）教員養成カリキュラムにおける体験的活動の検討 
－NCATE Blue Ribbon Panel のデザイン原則を手がかりに－ 
谷塚光典（信州大学／熊本大学大学院），東原義訓（信州大学）， 
渡邊あや，喜多敏博，鈴木克明（熊本大学大学院） 

A5）教職科目における「授業設計マニュアル」に基づいた指導上の課題の分析 
寺嶋浩介（長崎大学），市川尚（岩手県立大学），稲垣忠（東北学院大学）， 
鈴木克明（熊本大学大学院）  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
B1）新しい時代に生きる小中高校生・大学生･社会人に期待する能力についての意識調査 

清水康敬（東京工業大学），小泉力一（尚美学園大学） 
B2）子どもの ICT 活用力の評価方法に関する基礎調査報告 

小柳和喜雄（奈良教育大学），堀田龍也（玉川大学教職大学院） 
B3）小学校段階の情報に関する独立教科を想定したテキストの開発と改訂 

堀田龍也（玉川大学教職大学院），高橋純（富山大学） 
B4）高校生を対象とした著作権についての知識・行動に関する調査 

中尾教子（内田洋行教育総合研究所），山本光，額田順二，野中陽一（横浜国立大学） 
B5）小学生を対象とした著作権に関する意識・知識に関する調査 

野中陽一（横浜国立大学），吉野和美（富士市立丘小学校），中尾教子（内田洋行教育総合研究所）， 
山本光，額田順二（横浜国立大学） 

 
13:05-13:10 委員会挨拶・諸連絡 

13:10-14:20 セミナー C 会場(3-255 教室) 
テーマ：超デジタル時代のテクノロジー活用教育 ─「学び」の質向上をめざして─ 

講 師：渡部信一氏 （東北大学） 

 

14:30-17:00 午後の部 

A6）ICT 活用授業デザインシートにおけるガニェの 9 教授事象の記述の分析 
稲垣忠（東北学院大学），佐藤靖泰（富谷町立東向陽台小学校） 

A7）教師をめざす学生の授業記録を読む手がかり 
三橋功一，山崎正吉（北海道教育大学），梅澤実（帝京科学大学） 
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A8）失敗例から学ぶメディア教育用教材の開発 
中橋雄（武蔵大学），山中昭岳（関西大学初等部），稲垣忠（東北学院大学） 

A9）製図の授業における学習に関する関係ネットワークを利用した指導手法の提案 
奥原俊（名古屋工業大学大学院／名古屋工業大学）， 
伊藤孝行（名古屋工業大学大学院／名古屋工業大学／東京大学） 

A10）手書きパッドを活用した授業リフレクションと授業改善の実際 
三浦和美（東北福祉大学／東北大学大学院），中島平，渡部信一（東北大学大学院） 

A11）学習者によるデジタルストーリーテリング実践の成果と課題 
須曽野仁志（三重大学） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
B6）授業間連携や課外学習の成果に着目した教職履修カルテシステムの拡張 

松田稔樹（東京工業大学大学院） 
B7）ラーニング・アウトカムズに基づく教育の質保証のためのアカウンタビリティ向上を可能にする 

フレームワークと形式手法 
麻生真弓，森本康彦，宮寺庸造（東京学芸大学） 

B8）アイテム難易度とユーザ習熟度を推測するアルゴリズムを評価するための正解データ作成手法 
濱田一伸，三好康夫（高知大学），金西計英（徳島大学） 

B9）PC 操作スキル習得コンテンツ「ポケモン PC チャレンジ」を活用した文字入力スキル向上の分析 
中村武弘（大紀町立錦小学校），中川斉史（東みよし町立足代小学校）， 
谷本康（伊賀市立大山田小学校），石堂裕（たつの市立小宅小学校），柳田智克（（株）ポケモン）， 
永野和男（聖心女子大学） 

B10）指導者用デジタル教科書と電子黒板を活用した小学校社会科授業の分析 
高橋純，長田奈緒美，村田麻衣（富山大学），山田智之，佐藤喜信（内田洋行教育総合研究所），

野中陽一（横浜国立大学），堀田龍也（玉川大学教職大学院） 
B11）校務支援システムに必要な機能間の構成モデルに関する検討 

山本朋弘（熊本県教育庁），堀田龍也（玉川大学）， 
宮田明子，鈴木広則（スズキ教育ソフト株式会社） 

 
● 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おります．討論時

間を確保するために，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いております．

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

読の申込も可能です．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：（参考：秋田大学公式ホームページ http://www.akita-u.ac.jp/honbu/access/index.html） 
＜JR 秋田駅より＞ 
・秋田駅東口より 1.3km（徒歩 15～20 分）． 
・バス：秋田駅西口より，手形山大学病院線で「秋田大学前」下車（5～10 分）． 
＜秋田空港より＞ 
・バス：空港リムジンバスで「秋田駅西口」下車（所要約 35 分）． 
※事前予約制の乗合タクシーもあります（参考：秋田エアポートライナー http://www.airportliner.net/）． 
● 昼食案内：キャンパス内にある大学生協（食堂・売店）が営業しています． 
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研究会の発表募集                テーマ： ICT を活用した FD／一般 
●日  時：2012 年 07 月 07 日（土） 
●申込締切：2012 年 05 月 06 日（日） 

●会  場：京都大学（担当：酒井博之） 
●原稿提出：2012 年 05 月 27 日（日） 

●募集内容： 
 2008 年のファカルティ・ディベロップメント（FD）の義務

化以降，各高等教育機関においてさまざまな教育改善や FD の

取り組みがなされるようになりました．これらの取り組みに対

する ICT の効果的導入にあたっては教育工学分野の知見が強

く期待されており，すでに多数の実践的研究が積み重ねられて

います． 
 そこで本研究会では，ICT 利用による授業改善や FD の活動

支援，FD の可視化・共有化・ネットワーク化等に関して取り

組んでおられる方々の発表を募集し，その情報を共有したいと

考えています．従来通り，上記テーマにこだわらず教育工学一

般の発表も募集します．また本研究会では，京都大学の梶田将

司氏による講演を予定しています． 

●申込方法：研究会 Web ページよりお申

込下さい． 
●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． 

2012 年度の研究会のご案内    
  会場 申込締切 原稿提出締切 
10 月 27 日（土） 

 
12 月 15 日（土） 

 
2013 年 
03 月 02 日（土） 
 

教育システムの実践活用／一般 
 
e ポートフォリオの活用と普及／一

般 
 
ICT を活用した教育実践と授業改善

／一般 

岡山大 
 
東京学芸大 
 
 
三重大 
 

08 月 26 日（日） 
 
10 月 14 日（日） 
 
 
01 月 06 日（日） 
 

09 月 23 日（日） 
 
11 月 04 日（日） 
 
 
01 月 27 日（日） 
 

年間予約購読のお勧め 
●年間購読：研究会報告集の年間予約購読価格は郵送料込みで 3,500 円です（当日売りは 1 冊 1,000 円と割

高になります）．研究会の受付でも年間講読を受付ております． 

研究会の開催報告 
●日  時：2012 年 03 月 03 日（土） 
●発表件数：60 件 

●会  場：山口大学（吉田キャンパス） 
●参加者数：121 名（内非会員 33 名） 

「情報モラル教育の実践／一般」というテーマで研究会を開

催致しました．発表は 60 件，参加者は 121 名と多くのかたにご

参加いただきました．会場では，5 会場に分かれ情報モラル教育

に関する研究成果だけでなく，初等教育から高等教育まで広範

囲な教育工学に関する研究発表と質疑応答が行われました． 
研究会運営方針に基づき，質的向上を図るべく，質問のあり

方についてそれぞれの会場で発表前に確認しました．その成果

もあって，質疑応答でも活発な議論が行われました． 
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：阿濱茂樹（山口大学）                
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2011 年度 大学教員のための FD 研修会の報告 
 本研修会は，本学会の知見を活かし，大学教育の授業

改善や教員の授業力向上に寄与するため，2008 年度か

ら実施している取り組みである．第 4 回目となる今回は

2012 年 02 月 20 日（月）に関西大学東京センターにて

「大学授業のデザインの方法―1 コマの授業からシラ

バスまで」（講師：熊本大学 鈴木克明先生）というテ

ーマで実施した．参加者の構成は，大学教員 25 名，企

業関係者 1 名，大学院生 3 名であった． 
 参加者はグループに分かれ，ワークショップ概要の説

明の後，鈴木先生によるインストラクショナルデザイン

に関する説明を聞き，また，グループ内で参加者が持参した，各自のシラバスや授業資料を紹介し，授

業の問題点や課題の発見と共有を行った．その際，キーワードになったものを付箋紙に記入し，その付

箋紙を教室の壁に貼ってカテゴリー毎に分類し，全体での共有を行った．また，ガニェの学習の条件，

状況的学習論，折衷主義などインストラクショナルデザインの基礎的なとなる理論について，参加者各

人が自分の解釈を深めるようなセッションも折り込まれており，理論の理解，知識の習得と実践が有機

的にブレンドされていた．その後，別のグループで類似した問題・課題を持つ参加者とペアを組み，相

互に授業内容や問題点の聞き取りを行った．聞き取りは鈴木先生より配布されたワークシートや資料を

基に進められた．ワークシートには「誰に何を教えようとしているのか」，「どうやって教えるのか」，「変

えたい点は何か」などといった 8 項目が記述されており，参加者は相互に，その 8 項目の内容を聞き取

っていった． 
 その後，参加者は元のグループに戻り，相互に聞き取った内容についてグループメンバーと共有し，

解決策について議論を行うことで，自分の授業の改善への振り返りの機会とした．参加者は非常に熱心

に議論や共有活動に参加し，時間が足りないほどであった．本研修会では最終課題を後日，参加者が提

出することによって FD 研修会修了証明書を各人に発行することになっている．鈴木先生より提示され

た最終レポートはセミナーで学んだことを踏まえた授業改善アクションプランを記述し，まとめるもの

であった．本研修会の評価アンケートでは，広報に課題があったものの，形式，課題，時間，運営など

についての質問項目では平均値が 4.0 から 4.9（5 件法）の範囲に入る結果であり，評価が高かった．自

由記述でも「自分自身の取り組みについて突っ込んだ意見交換ができたこと」，「昼食もラポール構築に

使われており，ワークがコンスタントにあり，飽きなかった」等，充実した内容であったことが伺える

感想が多数あった． 
最後に，鈴木先生を始め，本研修の支援をして下さった根本淳子先生（熊本大学），高橋暁子様（熊

本大学大学院）に感謝を申し上げたい．
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2011 年度 冬の合宿研究会報告 
 「国際学会での発表スキルを磨く－伝わる英語発表－」をテ

ーマに，2011 年度冬の合宿研究会が 02 月 18 日（土）13 時 30
分から 19 日（日）12 時まで，JR 山形駅前「ゆうキャンパスス

テーション」を会場として開催された． 
講師・スタッフを合わせて 21 名の参加と，例年より小規模に

はなったが，その分参加者全員が深く交流し，講師から細かい

指導を受けることができる実践的な研究会であった．また，北

海道から山口までの全国各地の参加者が集まり，研究者・大学

院生・現職教員・企業関係者など多彩なメンバーが参加するな

ど，多様な立場からの意見交換ができる場ともなった． 
今回の合宿研究会は，ノンネイティブスピーカとしてポイン

トを押さえた発表と質疑応答ができるようになることを目指し，講義と実

習を組み合わせた形式で進行した． 
初日，講師の山本涼一氏（帝京科学大学）から，「国際会議における口

頭発表は，Value Methodology（論文投稿・口頭発表などの役割分担を認

識して，自らの研究の総合的な価値を高める方法）から見なおしてほしい」

という視点の紹介が冒頭にあり，国際学会へのエントリに関する内容から

スタートした．国際学会へのエントリについての，具体的な注意点（タイ

トル，アブストラクトの基本構成，バイオデータなど）に関する講義に続いて，参加者が用意した自ら

のタイトルやサマリを点検した． 
次に，プレゼンテーションの基本構成や，聴衆の立場から考える Do’s & Don’ts が説明され，さらに

論文とプレゼンテーションの違い，論理構成方法が実例とともに紹介された．学術雑誌に論文を載せる

ことと対面でプレゼンテーションをすることがどのように異なるかについては，2 日間を通じて何度も

繰り返し強調された点である． 
これらの講義に続き，個々の参加者が持参した論文あるいはプロシーディングスから実際のプレゼン

テーションを作る演習の時間となった．その途中，デモンストレータとして，2 名の参加者が指名され，

それぞれ完成した部分までのプレゼンテーションを行い，講義された内

容に基づいて講師からのチェックを受けた．これにより，参加者の間で，

翌日には自ら発表することになるという意識が改めて浸透し，懇親会ま

での時間に全員集中してパワーポイントを作成した． 
 2 日目は，スピーチクリニックとして，英語と日本語の音韻上の違いや

チャンクに区切った発声の重要性が解説された．その後，2 グループに分

かれて，いよいよ全員が 15 分のプレゼンテーションと質疑に臨んだ．プ

レゼンテーションでは，音声やビデオを使ったり，聞き手役に話しかけ

たりと工夫を凝らした参加者，シンプルなパワーポイントであっても，伝えたい要点を強調することに

力を入れて口頭表現に集中した参加者など，個性ある発表やそれを受けた聞き手からの前向きな質問・

改善提案が相次ぎ，それぞれが自らの課題を意識して 2 日間の成果を発揮した． 
山本氏の講演の合間には，影戸誠氏（日本福祉大学）から，ノンネイティブスピーカによる伝わりや

すいプレゼンや，日本人学生の改善事例がビデオによって紹介され，参加者に具体的なゴールのイメー

ジを抱いてもらうことに役立った． 
参加者からは，「チェックすべきポイントがよくわかった」，「学生の

指導にも役立てたい」，「参加したメンバーと今後も交流を続けて研鑽し

たい」といった声が聞かれた．海外の学会に参加する際，ともすればプ

ロシーディングスを提出した時点で安心してしまうことがあるが，口頭

発表こそ本番である．今回は，懇親会の場や他のプレゼンに対するコメ

ントの際，参加者がこれまでの自分の発表で疑問に感じていた点，困っ

た点について活発な質疑があったことから，多くの方にとって内容の濃

い研究会になったようである． 
今回の合宿を行うにあたり，講師をご快諾いただいた山本，影戸のご両名をはじめ，ご支援・ご協力

くださった皆様に感謝申し上げる次第である． 
              文責：松田岳士（島根大学）記録：時任隼平（関西大学）
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2012 年度 夏合宿のご案内（第一報:概況の告知） 
 
テーマ「思考を促す学習環境デザイン」 

 
近年，思考力の育成への関心が高まっていますが，子どもたちの思考力を高めていく授業方

略については試行錯誤の段階です．2010 年に開校した関西大学初等部・中等部では，全学をあ

げて「高次思考力」の育成に力を注いでいます．各教科，総合学習，情報教育において，どの

ような授業を展開することにより，子どもたちの考える力を育成することができるのかについ

て考えていきます． 
 

■日程： 2012 年 08 月 04(土)～05 日(日) 
開始・終了時間に関しては第二報でお知らせします． 

■会場： 関西大学高槻ミューズキャンパス  
〒569-1098 大阪府高槻市白梅町 7 番 1 号 TEL：072-684-4312 
http://www.kansai-u.ac.jp/elementary/access/index.html 
JR 高槻駅，阪急高槻駅から徒歩 10 分です． 

■対象： 学校教育に関わる実践者（初等・中等教育の教員），研究者，学生，その他教育関係者 
■参加費： 2,000 円（予定）当日の資料代を含みます． 
（情報交換会の参加費は別途徴収させていただきます．） 

■宿泊： 高槻市内のホテルを紹介しますので，各自でご手配お願いします． 
■プログラムの概要： （詳細および最終案は第二報以降でご案内いたします） 
 黒上晴夫氏（関西大学）から，高次思考力育成のための理論およびその方略について基調講演を

頂く予定です．それに引き続いて，本研究会のテーマに関連する高次思考力育成を全学的に取り組

んでいる関西大学初等部の取り組みについて，担当教員から実践報告を頂きます．これらをもとに

して，分科会に分かれ，アクティビティ中心のワークショップ形式で行います．分科会は，下記の

4 つを予定しています． 
 

○ミューズ学習：ミューズ学習とは，考えることを考える学習であり，教科横断的に活用できる 6 つの

思考スキル（「比較する」「分類する」「多面的にみる」「関連づける」「評価する」「構造化する」）を

習得することをねらいとしています．本校で取り組んでいる実践について紹介しつつ，みなさんとい

っしょに授業デザインを考えていく予定です． 
○算数：「ふきだし法」とは，算数科において特に問題解決型の授業を展開する際に自分（学習者）が

考えたことをマンガのような＜ふきだし＞を活用して思考過程をノートに記述表現させる学習指導

法です．今回は，この「ふきだし法」を活用した 3 年生の実践を挙げながら，「ふきだし法」のよさ

を紹介していきます．

○国際理解：総合的な学習の時間におけるフィリピンやカンボジアなどと ICT を活用した交流実践につ

いて報告します．子どもたちがミューズ学習で習得した思考スキルを主体的に活用できる学習をデザ

インしています．本校の実践について紹介しつつ，みなさんと共に国際理解学習における思考力育成

の授業デザインについて考えていきたいと思います． 
○ICT活用： 思考を促すために iPadや eポートフォリオ等 ICTツールを積極的に取り入れています．

特に，e ポートフォリオについては，蓄積されたデータをどのように子どもの指導・支援に活用して

いくのか今後の実践を通して検証していきたく，e ポートフォリオの可能性について，実践を紹介し

つつみなさんと議論したいと考えています． 

 
■開催担当・問い合わせ先： 
久保田賢一（関西大学総合情報学部）電子メール：

なお参加申込は 6 月以降に開始する予定です． 

 

  

2011 年度 冬の合宿研究会報告 
 「国際学会での発表スキルを磨く－伝わる英語発表－」をテ

ーマに，2011 年度冬の合宿研究会が 02 月 18 日（土）13 時 30
分から 19 日（日）12 時まで，JR 山形駅前「ゆうキャンパスス

テーション」を会場として開催された． 
講師・スタッフを合わせて 21 名の参加と，例年より小規模に

はなったが，その分参加者全員が深く交流し，講師から細かい

指導を受けることができる実践的な研究会であった．また，北

海道から山口までの全国各地の参加者が集まり，研究者・大学

院生・現職教員・企業関係者など多彩なメンバーが参加するな

ど，多様な立場からの意見交換ができる場ともなった． 
今回の合宿研究会は，ノンネイティブスピーカとしてポイン

トを押さえた発表と質疑応答ができるようになることを目指し，講義と実

習を組み合わせた形式で進行した． 
初日，講師の山本涼一氏（帝京科学大学）から，「国際会議における口

頭発表は，Value Methodology（論文投稿・口頭発表などの役割分担を認

識して，自らの研究の総合的な価値を高める方法）から見なおしてほしい」

という視点の紹介が冒頭にあり，国際学会へのエントリに関する内容から

スタートした．国際学会へのエントリについての，具体的な注意点（タイ

トル，アブストラクトの基本構成，バイオデータなど）に関する講義に続いて，参加者が用意した自ら

のタイトルやサマリを点検した． 
次に，プレゼンテーションの基本構成や，聴衆の立場から考える Do’s & Don’ts が説明され，さらに

論文とプレゼンテーションの違い，論理構成方法が実例とともに紹介された．学術雑誌に論文を載せる

ことと対面でプレゼンテーションをすることがどのように異なるかについては，2 日間を通じて何度も

繰り返し強調された点である． 
これらの講義に続き，個々の参加者が持参した論文あるいはプロシーディングスから実際のプレゼン

テーションを作る演習の時間となった．その途中，デモンストレータとして，2 名の参加者が指名され，

それぞれ完成した部分までのプレゼンテーションを行い，講義された内

容に基づいて講師からのチェックを受けた．これにより，参加者の間で，

翌日には自ら発表することになるという意識が改めて浸透し，懇親会ま

での時間に全員集中してパワーポイントを作成した． 
 2 日目は，スピーチクリニックとして，英語と日本語の音韻上の違いや

チャンクに区切った発声の重要性が解説された．その後，2 グループに分

かれて，いよいよ全員が 15 分のプレゼンテーションと質疑に臨んだ．プ

レゼンテーションでは，音声やビデオを使ったり，聞き手役に話しかけ

たりと工夫を凝らした参加者，シンプルなパワーポイントであっても，伝えたい要点を強調することに

力を入れて口頭表現に集中した参加者など，個性ある発表やそれを受けた聞き手からの前向きな質問・

改善提案が相次ぎ，それぞれが自らの課題を意識して 2 日間の成果を発揮した． 
山本氏の講演の合間には，影戸誠氏（日本福祉大学）から，ノンネイティブスピーカによる伝わりや

すいプレゼンや，日本人学生の改善事例がビデオによって紹介され，参加者に具体的なゴールのイメー

ジを抱いてもらうことに役立った． 
参加者からは，「チェックすべきポイントがよくわかった」，「学生の

指導にも役立てたい」，「参加したメンバーと今後も交流を続けて研鑽し

たい」といった声が聞かれた．海外の学会に参加する際，ともすればプ

ロシーディングスを提出した時点で安心してしまうことがあるが，口頭

発表こそ本番である．今回は，懇親会の場や他のプレゼンに対するコメ

ントの際，参加者がこれまでの自分の発表で疑問に感じていた点，困っ

た点について活発な質疑があったことから，多くの方にとって内容の濃

い研究会になったようである． 
今回の合宿を行うにあたり，講師をご快諾いただいた山本，影戸のご両名をはじめ，ご支援・ご協力

くださった皆様に感謝申し上げる次第である． 
              文責：松田岳士（島根大学）記録：時任隼平（関西大学）
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第 4 回日中教育工学研究交流フォーラムの開催 （最終報） 
 
日中教育工学研究フォーラムは日中両国の教育工学の研究推進と連携を強化する目的で，故坂元昻元会

長の提案で 2005 年 11 月に第 1 回が中国華南師範大学で開催された．その後，2 年ごとに日中が交互に

開催することで合意し，2007 年には関西大学で，2009 年には中国東北師範大学で開催された．2011
年には奈良教育大学で開催される予定であったが，東日本大震災のため，1 年延期され今年以下の要領

で開催されることになった．現在，中国から 21 名の参加が予定されている． 
 
開催期間  2012 年 06 月 09 日(土)～11 日(月) 
会  場  奈良教育大学 教育実践研究センター （会場責任者： 小柳和喜雄教授） 
日程概要  06 月 09 日(土)～10 日(日) 日中両国代表者による研究発表 

06 月 11 日(月) 学校視察（フューチャースクール研究指定校） 
開催要項  06 月 09 日(土)9:00～10 日(日)14:30 会員・非会員とも参加費無料 事前参加申込不要 

但し，以下の日程表の太線内の企画のみ公開 
宿  泊  宿泊の予約は参加者各自でご対応下さい．         （敬称略） 

第 1 日 06 月 09 日（土） 第 2 日 06 月 10 日（日） 

09:00-17:00 受 付 09:00-12:00 受 付 

09:30-10:00 
 

 

 

10:00-10:40 
10:40-11:20 
11:20-12:00 
12:00-12:30 

日中両代表挨拶  会長 永野和男 

座長： 木原俊行   

日中基本情報交換 （学校数，組織，

政策，教育制度など） 

 

永野和男 

 

 総括質疑 

発表 20 分＋通訳 20 分 

日本 1 名 中国 2 名 

 

 

09:30-10:00 
10:00-10:30 
10:30-11:00 

研究発表Ⅲ（1） 座長： 黒上晴夫 

プロジェクト（E-Learning 語学教育） 

 

西村昭治 

 

11:00-11:20 小休止 

11:20-11:50 
 

 

発表 15 分＋通訳 15 分  

日本 1 名 中国 3 名 

12:30～13:30 昼 食 12:00～13:00 昼 食 

 

 

13:30-14:00 
14:00-14:30 
14:30-15:00 
 

研究発表Ⅰ 座長： 南部昌敏 

小学校関連/中・高等学校関連 

 

山西潤一 

 

発表 15 分+通訳 15 分 

日本 1 名 中国 2 名 

 

 

13:00-13:30 
13:30-14:00 
14:00-14:30 

 

 研究発表Ⅲ(2) 座長： 久保田賢一 

プロジェクト（E-Learning 語学教育） 

 

影戸 誠 

 

発表 15 分＋通訳 15 分 

日本 1 名 中国 2 名  

 

 

 

15:00～ 

17:30 

 

 

 

奈良市内歴史探訪 

（担当:小柳和喜雄） 

15:30-15:50 小休止 

 

15:50-16:20 
16:20-16:50 
16:50-17:20 
17:20-17:50 
 

研究発表Ⅱ 座長： 前迫孝憲 

 

高等教育関連    小柳和喜雄 

 

政策関連      赤堀侃司 

発表 15 分+通訳 15 分 

日本 2 名 中国 2 名 

18:00-19:30 懇親会 18:00-20:00 懇親会 
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日本教育工学会第 14 期第 7 回理事会議事録 
日時：平成 24 年 03 月 17 日（土） 14:45～16:00 
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，植野 真臣，大久保 昇，小柳 和喜雄，加藤 浩，久保田 賢一， 
清水 康敬，鈴木 克明，中原 淳，中山 実，南部 昌敏，東原 義訓， 
前迫 孝憲，村川 雅弘，室田 真男，矢野 米雄，山内 祐平，吉崎 静夫  
 
監事 生田 孝至，近藤 勲 
(合計 23 名） 
 
1．第 14 期第 6 回の理事・評議員会議議事録を資料のとおり承認した． 
 
2．会員の移動について承認した． 
 
(1)新入会員   13 名(正会員:4 名，学生会員:6 名，准会員:3 名) 
(2)2012 年度よりの新入会員 15 名(正会員:10 名，学生会員:5 名) 
(3)退会会員   26 名(正会員:14 名，准会員:12 名) 
(4)種別変更   20 名(正会員へ 16 名，学生会員へ 2 名，准会員へ 2 名) 
現在会員数 2,685 名（2012 年度新入会員は除く） 
(正会員:2,070 名，准会員:335 名，学生会員:254 名，維持会員:20 名，名誉会員:6 名) 
 
入会申込した時点で，理事会承認待ちとして会員の資格を一時的に与え，理事会で承認された時点で会

員資格を与えることを確認した． 
 
3．各種委員会報告について 
 
(1).編集委員会 
清水編集長から資料に基づいて以下の説明があり，これらを承認した． 
・論文誌(一般号，特集号，英文誌)の編集進捗状況および特別委員会の検討経過について 
・投稿規程，原稿執筆の手引の改訂について 
 
(2).研究会委員会 
植野委員長から，以下の報告があった． 
・本年度の研究会開催状況，会計等について 
審議事項として，下記が提案され，承認した 
・来年度の研究会企画および必要予算の要求 
・研究会委員会のメール送信用アカウントの作成依頼があった． 
 
(3).企画委員会 
大久保委員長から，資料に基づいて説明があった． 
・冬の合宿研究会(山形)の実施報告ならびに，産学共同セミナー(04 月 21 日（土）開催)の企画内容が報

告された． 
・6 月シンポジウムの企画内容について確認し，これを承認した． 
 
(4).大会企画委員会 
室田委員長から第 28 回全国大会日程予定について説明があり，これを承認した． 
資料に基づいて大会参加費を検討し，これを設定した． 
企業展示について，企業者への参加呼びかけについて依頼があった． 
第 29 回全国大会を，2013 年 09 月 21 日（金）〜23 日（日）秋田大学で開催することを承認した． 

 

  

第 4 回日中教育工学研究交流フォーラムの開催 （最終報） 
 
日中教育工学研究フォーラムは日中両国の教育工学の研究推進と連携を強化する目的で，故坂元昻元会

長の提案で 2005 年 11 月に第 1 回が中国華南師範大学で開催された．その後，2 年ごとに日中が交互に

開催することで合意し，2007 年には関西大学で，2009 年には中国東北師範大学で開催された．2011
年には奈良教育大学で開催される予定であったが，東日本大震災のため，1 年延期され今年以下の要領

で開催されることになった．現在，中国から 21 名の参加が予定されている． 
 
開催期間  2012 年 06 月 09 日(土)～11 日(月) 
会  場  奈良教育大学 教育実践研究センター （会場責任者： 小柳和喜雄教授） 
日程概要  06 月 09 日(土)～10 日(日) 日中両国代表者による研究発表 

06 月 11 日(月) 学校視察（フューチャースクール研究指定校） 
開催要項  06 月 09 日(土)9:00～10 日(日)14:30 会員・非会員とも参加費無料 事前参加申込不要 

但し，以下の日程表の太線内の企画のみ公開 
宿  泊  宿泊の予約は参加者各自でご対応下さい．         （敬称略） 

第 1 日 06 月 09 日（土） 第 2 日 06 月 10 日（日） 

09:00-17:00 受 付 09:00-12:00 受 付 

09:30-10:00 
 

 

 

10:00-10:40 
10:40-11:20 
11:20-12:00 
12:00-12:30 

日中両代表挨拶  会長 永野和男 

座長： 木原俊行   

日中基本情報交換 （学校数，組織，

政策，教育制度など） 

 

永野和男 

 

 総括質疑 

発表 20 分＋通訳 20 分 

日本 1 名 中国 2 名 

 

 

09:30-10:00 
10:00-10:30 
10:30-11:00 

研究発表Ⅲ（1） 座長： 黒上晴夫 

プロジェクト（E-Learning 語学教育） 

 

西村昭治 

 

11:00-11:20 小休止 

11:20-11:50 
 

 

発表 15 分＋通訳 15 分  

日本 1 名 中国 3 名 

12:30～13:30 昼 食 12:00～13:00 昼 食 

 

 

13:30-14:00 
14:00-14:30 
14:30-15:00 
 

研究発表Ⅰ 座長： 南部昌敏 

小学校関連/中・高等学校関連 

 

山西潤一 

 

発表 15 分+通訳 15 分 

日本 1 名 中国 2 名 

 

 

13:00-13:30 
13:30-14:00 
14:00-14:30 

 

 研究発表Ⅲ(2) 座長： 久保田賢一 

プロジェクト（E-Learning 語学教育） 

 

影戸 誠 

 

発表 15 分＋通訳 15 分 

日本 1 名 中国 2 名  

 

 

 

15:00～ 

17:30 

 

 

 

奈良市内歴史探訪 

（担当:小柳和喜雄） 

15:30-15:50 小休止 

 

15:50-16:20 
16:20-16:50 
16:50-17:20 
17:20-17:50 
 

研究発表Ⅱ 座長： 前迫孝憲 

 

高等教育関連    小柳和喜雄 

 

政策関連      赤堀侃司 

発表 15 分+通訳 15 分 

日本 2 名 中国 2 名 

18:00-19:30 懇親会 18:00-20:00 懇親会 
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(5).顕彰委員会 
赤倉委員長から，4 月に研究奨励賞，論文賞の依頼を行うことが連絡された． 
 
(6).国際交流・渉外 
近藤監事から，国際交流委員会委員として，中国教育技術協会創立 20 周年祝賀大会の参加報告があっ

た． 
また，資料に基づいて第 4 回日中教育工学研究交流フォーラムについて説明があった． 
 
(7).FD セミナー 
村川委員長から，資料に基づいて FD 研修会(2012 年 02 月 20 日（月）)について実施報告があった． 
 
(8).広報委員会 
南部委員長から，資料に基づいてニューズレター(No.185 号および No.186 号)の台割り案が示され，原

稿依頼先が確認された．  
 
(9).学会定款見直しワーキンググループ 
山西副会長から，資料に基づいて WG の最終答申について報告があった． 
最終答申を基に修正案を取りまとめ，次回の総会で審議することにした． 
 
(10).総務 
・年度途中で入会する新入会員へのサービスについて会長と副会長で検討することにした． 
・永野会長から，教育工学選書の編集状況ならびに今後の計画について説明があった． 
・会長から，日本学術振興会賞について，学会からの推薦者について応募依頼があった． 
・評議員の交代手続きについて確認した． 
 
4. その他 
 
(1)．協賛依頼 
・「第 28 回ファジィシステムシンポジウム（FSS2012）」協賛依頼（日本知能情報ファジィ学会より）

を承認した． 
 
(2)．後援依頼 
・「第 14 回図書館総合展/学術情報オープンサミット 2012」後援依頼（図書館総合展より）を承認した． 
 
(3)．学会への郵送物を確認した． 
 
(4)．今後の理事会 
第 14 期 第 8 回 理事会 平成 24 年 05 月 12 日（土） 聖心女子大学 
第 14 期 第 9 回 理事会・評議委員会 平成 24 年 06 月 16 日（土） 東京工業大学 
第 14 期 第 10 回 理事会 平成 24 年 07 月 14 日（土） 聖心女子大学 
 

以上
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新入会員 
（2012 年 01 月 12 日～2012 年 04 月 01 日）28 名（正会員：14 名，学生会員：11 名，准会員：3 名） 
 
■正会員 14名 

稲浦 綾（大阪電気通信大学） 

森本 洋介（京都大学） 
森山 真吾（中京大学） 

宇佐  美慧（東京大学大学院） 

菅原  弘(仙台市立南吉成小学校) 

鈴木  義彦(自治医科大学) 

末永  祐介(日本体育大学大学院) 

中尾  陽平 

中村  美智子(公立はこだて未来大学) 

佐藤  香苗(天使大学) 

小野  淳(千里金蘭大学) 

岩田  陽子 

白水  始(中京大学) 

野口  浩幹 

 
■学生会員 11名 

深谷  達史（東京大学大学院） 

小林  美佐子（早稲田大学大学院） 

菅原  友子（東北大学大学院） 

佐伯  玲子（鳴門教育大学大学院） 

山本  圭太（早稲田大学大学院） 

池田  賢司（名古屋大学） 

澤山  郁夫(岡山大学) 

中川  千裕(湊川短期大学) 

古田  雄一(東京大学大学院) 

金森  紀博(早稲田大学大学院) 

林  俊行(上越教育大学) 

 
■准会員 3名 

楠本  誠（松阪市立中部中学校） 

三浦  尚介 

(東京学芸大学附属小金井小学校) 

角崎 正人 

 

 

 

  

 
(5).顕彰委員会 
赤倉委員長から，4 月に研究奨励賞，論文賞の依頼を行うことが連絡された． 
 
(6).国際交流・渉外 
近藤監事から，国際交流委員会委員として，中国教育技術協会創立 20 周年祝賀大会の参加報告があっ

た． 
また，資料に基づいて第 4 回日中教育工学研究交流フォーラムについて説明があった． 
 
(7).FD セミナー 
村川委員長から，資料に基づいて FD 研修会(2012 年 02 月 20 日（月）)について実施報告があった． 
 
(8).広報委員会 
南部委員長から，資料に基づいてニューズレター(No.185 号および No.186 号)の台割り案が示され，原

稿依頼先が確認された．  
 
(9).学会定款見直しワーキンググループ 
山西副会長から，資料に基づいて WG の最終答申について報告があった． 
最終答申を基に修正案を取りまとめ，次回の総会で審議することにした． 
 
(10).総務 
・年度途中で入会する新入会員へのサービスについて会長と副会長で検討することにした． 
・永野会長から，教育工学選書の編集状況ならびに今後の計画について説明があった． 
・会長から，日本学術振興会賞について，学会からの推薦者について応募依頼があった． 
・評議員の交代手続きについて確認した． 
 
4. その他 
 
(1)．協賛依頼 
・「第 28 回ファジィシステムシンポジウム（FSS2012）」協賛依頼（日本知能情報ファジィ学会より）

を承認した． 
 
(2)．後援依頼 
・「第 14 回図書館総合展/学術情報オープンサミット 2012」後援依頼（図書館総合展より）を承認した． 
 
(3)．学会への郵送物を確認した． 
 
(4)．今後の理事会 
第 14 期 第 8 回 理事会 平成 24 年 05 月 12 日（土） 聖心女子大学 
第 14 期 第 9 回 理事会・評議委員会 平成 24 年 06 月 16 日（土） 東京工業大学 
第 14 期 第 10 回 理事会 平成 24 年 07 月 14 日（土） 聖心女子大学 
 

以上
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編集長：清水 康敬（東京工業大学）
担当副会長：永岡 慶三（早稲田大学）
広報委員長：南部 昌敏（上越教育大学）
　副委員長：矢野 米雄（徳島大学）
　幹事：高橋 純（富山大学）
　委員：永田 智子（兵庫教育大学）
　　　　石塚 丈晴（福岡工業大学短期大学部）
　　　　山田 智之（内田洋行）

会長 永野和男（聖心女子大学）

◎学会日誌
・２０１２年０５月１９日（土）

研究会「教育実践の研究とその成果」（秋田大学）

・２０１２年０６月０９日（土）〜１１日（月）

第４回日中教育工学研究交流フォーラム（奈良教育大学）

・２０１２年０６月１６日（土）

第２８回通常総会（東京工業大学　大岡山キャンパス）

シンポジウム（東京工業大学　大岡山キャンパス）

・２０１２年０７月０７日（土）

研究会「ICT を活用した FD」（京都大学）

･２０１２年０８月０４日（土）〜０５日（日）

夏合宿「思考を促す学習環境デザイン」（関西大学　

高槻ミューズキャンパス）

･２０１２年０９月１５日（土）〜１７日（月）

第２６回全国大会　（長崎大学　文教キャンパス）

・２０１２年１０月２７日（土）

研究会「教育システムの実践活用」（岡山大学）

◎国際会議の案内
２０１２年
CATE 2012
 http://www.iasted.org/conferences/home-774.html
 (06/25-27, Napoli, Italy)
ED-MEDIA 2012
 http://aace.org/conf/edmedia/
 (06/26-29, Denver, CO, USA)
ICoME 2012
 http://icome.bnu.edu.cn/
 (08/20-22, Beijing, China)
CollabTech 2012
 http://www.collabtech.org/
 (08/27-29, Sapporo, Hokkaido, Japan)
E-LEARN 2012
 http://www.aace.org/conf/eLearn/
 (10/09-12, Montréal, Québec, Canada)
Mlearn 2012
 http://www.mlearn2012.org/
 (10/19-21, Tokyo, Japan)
ICCE 2012
 http://www.lsl.nie.edu.sg/icce2012/
 (11/26-30, Singapore)
WALS 2012
 http://walsnet.org/
 (11/28-30, Singapore) 185

２０１2年 4月27日


