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日本教育工学会 第 28回全国大会の御礼 
日本教育工学会 副会長 山西潤一（富山大学） 

 

日本教育工学会の第28回全国大会が，09月15日（土）から17日（月）の３日間にわたり長崎大学で開

催されました．800名を超える多くの教育工学関係者が，日頃の研究の成果を持ち寄り熱心な議論が展

開され，盛会裏のうちに終了することができましたこと心より御礼申し上げます．これもひとえに，会

員の皆様はじめ多くの関係者の方々のご支援ご協力のおかげと感謝申し上げます．なかでも，充実した

魅力溢れる大会プログラムを企画していただいた，室田真男大会企画委員長はじめ大会企画委員会の皆

様，大会運営の労をとって頂いた，藤木卓大会実行委員長はじめ実行委員会の皆様には多大のご尽力を

いただき，あらためて感謝申し上げます．折しも台風16号の影響で，大会３日目を中止にせざるを得な

いという緊急事態も発生しました．発表の準備をされていた会員の皆様には誠に申し訳ない事態になり

ましたが，これも会員の皆様の安全を第一に考えてのこととご理解いただきたく思います． 

 さて，今回の学会でも新たな取組として，「トークセッション：社会のデザイン，学びのデザイン」

が設けられました．研究的視点を持ちながら実践に軸をおいた活動を積極的に行ってこられている方々

に，活動への思いを語っていただき，多様な分野へ展開している教育工学の幅の広さ，奥の深さを皆で

共有しようという取組で，参加者一同，発表者の夢や情熱に聞き入り，この後の懇親会でも話題の輪が

大いに広がりました．また，教育工学に関わる企業の方々に，各企業の取組の案内やそれを使った実践

報告をしていただく「企業ランチセッション」も初めての取組として開催され，企業展示への興味が喚

起されました．その結果，企業展示会場へ多くの人が足を運んで下さいました．このような取組が，今

後とも教育を支える多くの企業との連携を進める一助になればと思います．学会のグローバル化対応と

して，今大会では，韓国教育工学会のKim,Heebae会長を招聘し，御挨拶いただきました．今後の両国の

教育工学会の連携と益々の研究交流の充実に向けた活動が期待されました． 

 台風の影響で２日間に短縮された大会ではありましたが，一般研究発表，ポスター発表，シンポジウ

ム，ワークショップ等，どの会場でも今後の教育工学研究の発展につながる熱心な議論が展開されたこ

と大変嬉しく思います． 

 最後に，本全国大会を成功裏に終えることができたことをあらためて感謝し，その成果が教育工学の

さらなる発展につながることを期待し，御礼の挨拶としたいと思います． 
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JSET 夏の合宿研究会報告 
 

08月04日（土）から二日間，関西大学高槻ミューズキャン

パスにおいて，2012年度夏の合宿研究会「思考を促す学習環

境デザイン」を開催した．近年，思考力育成の関心が高まる一

方で，子どもの思考力を高める教育実践については試行錯誤の

段階である．具体的にどのように思考力を育成する学習活動を

デザインすればよいのかという問題意識のもと，小学校，中学

校，高校の教師や，教師を志す学生や大学院生，思考力育成に

関心を持つ研究者，企業やNGOの方など多様な立場にある59
名とボランティアで運営の手伝いをしてくれた学生20名の合

計79名が参加した．2010年の開校以来，全校をあげて高次思考力の育成に取り組んでいる関西大学初等

部・中等部・高等部（以下，関大初中高）の取組を事例とし，教育実践のデザインに関するワークショ

ップを実施した． 
まず，関大初中高の概要と施設の紹介，続いて思考力育成のための具体的な４つの取り組みである「ミ

ューズ学習」，「算数」，「国際理解教育」，「ICT活用」を三宅貴久子氏，古本温久氏，石井芳生氏（以上，

関西大学初等部），江守恒明氏（関西大学高等部）が紹介した．三宅氏は，抽象的な思考という活動を

具体的な「思考スキル」と定義し，習得を目指すミューズ学習について説明した．古本氏は，算数の解

答における思考のプロセスを可視化するための吹き出し法について紹介した．石井氏は，国際理解教育

での教育実践を取り上げ，さまざまなリソースから得た情報を分析するための方法を紹介した．江守氏

は，思考を下支えするコミュニケーションツールの活用方法について提案した．その後，４つの分科会

に分かれ，関大初中高が行う事例をもとに具体的な授業デザインを検討するための活動が行われ，参加

者の学校への導入の可能性と課題について議論をした． 
２日目は，分科会の成果報告をポスターセッション形式で

実施した，活発に質疑応答と議論が行われた．その後，総括

の基調講演「高次思考力育成のための理論およびその方略」

が黒上晴夫氏（関西大学）よりなされた．この基調講演は参

加者との対話によって進められ，黒上氏からは考えることを

助けるツールであるさまざまな種類のシンキングツールを

提示していただき，思考力の種類に合わせた思考ツールの選

択の仕方について，全体で協議を重ねた．最後に，大久保昇

企画委員会委員長（内田洋行）より閉会挨拶があった． 
今回の合宿研究会を開催するにあたり，会場の準備と実践

を紹介してくださった関西大学初等部・中等部・高等部の先

生方に対し改めて感謝申し上げるとともに，本合宿研究会を

大阪府，大阪市，京都府，京都市，高槻市，寝屋川市の各教

育委員会に後援していただいたことを報告する． 
文責：久保田 賢一（関西大学） 
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2012年度 冬の合宿研究会のご案内（第二報） 
 
テーマ「身体という”メディア”：学びの可能性を探究する」 
 
■ 趣旨 
 
  近年，初等中等教育においては「コミュニケーション能力」の開発の文脈において，高等教育・企

業教育の分野においては，「イノベーション創発」「創造性開発」などの文脈において，「身体を用いた

学習機会の可能性」が注目されている．インプロヴィゼーション（即興演劇）や，ダンス，マイムとい

った，身体を使った活動の機会が，「学びの場」に埋め込まれるようになってきた． 
 
 今回の冬合宿では，即興演劇を教育に応用した研究を行っている高尾隆氏（東京学芸大学）と，マイ

ムのアーティスト兼研究者でもあり，「おかあさんといっしょ」などでの演劇指導を行っている藤倉健

雄氏をお招きし，「メディアとしての身体」の，学びに対する可能性を探究する．参加者全員が，実際

に体を動かす活動に参加し，さらにはその教育応用可能性について対話・内省するという「新たな合宿」

のあり方を模索している． 
 
■ファシリテータ 
 
○高尾 隆 
東京学芸大学芸術・スポーツ科学系音楽・演劇講座 演劇分野准教授．博士（社会学）．専門は演劇教育，

インプロ（即興演劇）．著書に『インプロ教育：即興演劇は創造性を育てるか？』『インプロする組織』 
（共著）『学校という劇場から』（共著）『ドラマ教育入門』（共著）『クリエイティヴ・アクション』（共

著）など． 
 
○藤倉 健雄（アーティスト，ウィスコンシン大学Ph.D） 
Ph.D（教育演劇学博士）．ニューヨーク州立大学演劇学部修士課程を経て，ウィスコンシン大学演劇学

部博士課程修了．アメリカマイムの巨匠，トニー・モンタナロ氏に長年師事し，米国内の様々な大学に

てマイムや教育演劇のクラスを指導する．マイム歴36年． 
マイム，教育演劇に関する著書，訳書，および論文多数．2008年 アメリカ教育演劇協会より最優秀論

文賞を受賞した． 
 
○中原 淳（東京大学） 
 
■日程 
 2013年02月16日（土）～17日（日） 
 定員50名の予定，ただし両日とも参加可能者に限る 
 
 
■会場 
 株式会社内田洋行 東京ユビキタス協創広場 CANVAS 
 http://www.uchida.co.jp/company/showroom/canvas.html 
 東京メトロ 日比谷線「八丁堀駅」，東京メトロ 日比谷線・東西線「茅場町駅」 
 
■申し込み 
 12月から特設Webサイトにて行う． 
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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 教育システムの実践活用／一般 
●日  時：2012年10月27日（土） 
●会  場：岡山大学 津島キャンパス・教育学部講義棟（４F） 
      （〒700-8530 岡山市北区津島中３丁目１番１号） 
●担  当：笠井俊信（ ） 

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(5403教室) ，B会場(5404教室)  
10:25-10:30 諸連絡  

10:30-12:10 午前の部   

A1）受講者の授業の感想をSNSで共有することの効果に関する分析 
佐藤弘毅（名古屋大学） 

A2）画面共有システムで共有されたデータロガーを利用した理科実験観察システム 
稲田佳彦（岡山大学大学院） 

A3）２大学それぞれにおける学習管理システムの活用事例報告 
高木悟（工学院大学） 

A4）データ駆動型IMCアプローチに基づく個別学習における学習支援システムの構築 
堤健人（廿日市市立七尾中学校），臼坂高司（茨城大学），山本透（広島大学大学院） 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B1）ゼミでの産学連携PBLの実践報告 

酒井浩二，小林薫（京都光華女子大学） 
B2）eラーニング制の社会人学生の学生生活に対する自信と学習動機 

石川奈保子（早稲田大学大学院），向後千春（早稲田大学学術院） 
B3）ARCS動機づけモデルに基づくCourse Interest Survey日本語版尺度の試作とその検討 

川上祐子（早稲田大学大学院），向後千春（早稲田大学学術院） 
B4）新たな情報科教育学とそれに即した教師教育プログラム構築の必要性 

松田稔樹（東京工業大学大学院） 
 
13:10-13:15 委員会挨拶・諸連絡 

13:15-14:55 午後の部-第一部 

A5）児童・生徒の成長と教員の成長を併行的に実現する学校教育システム 
－館山市立北条小学校における事例研究－ 
野嶋栄一郎（早稲田大学学術院），鶴田利郎，金森紀博（早稲田大学大学院）， 
澤邉潤（新潟大学） 

A6）ビジネスプロセスモデルによる非同期型オンラインゼミナール運営方法の提案 
中村康則（早稲田大学大学院），向後千春（早稲田大学学術院） 

A7）壁面大電子黒板と携帯電話を連携する授業支援システムによる授業実践と評価 
柳沢昌義（東洋英和女学院大学） 

A8）Web教材システムに基づいた教材コンテンツ評価モデルの作成と実装 
池田瑞穂（関西学院大学） 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B5）大学生におけるケータイメールの顔文字と絵文字の利用傾向に関する調査 

立野貴之（松蔭大学），加藤尚吾（東京女子大学），加藤由樹（相模女子大学） 
B6）子どもの携帯電話やインターネット等の利用に対する保護者の不安や考えの変化 

清水康敬（東京工業大学），小泉力一（尚美学園大学） 

Japan Society for Educational Technology

5

 

研究会 

2012 



 

 

B7）ｅラーニング主体の大学を卒業した社会人の意識変容の分析 
関和子（早稲田大学大学院），向後千春（早稲田大学学術院） 

B8）日本の教育情報化の実態調査と歴史的変遷 
林向達（徳島文理大学） 

 
15:10-17:15 午後の部-第二部 

A9）大学生のコンピュータ操作能力の経時的変化に関する研究 
吉長裕司（三井造船株式会社／岡山県立大学大学院），松澤康夫，金川明弘（岡山県立大学）

A10）講義で利用できる音声と画像を融合した電子ノート作成支援システムの開発 
太田晃平，西崎博光，関口芳廣（山梨大学大学院） 

A11）校務情報化でのプロセス改善におけるフローモデルの検討 
山本朋弘（熊本県教育庁），堀田龍也（玉川大学），宮田明子（スズキ教育ソフト）， 
片山淳一（岡山県総合教育センター），鈴木広則（スズキ教育ソフト） 

A12）多地点接続装置を利用した遠隔講義 
大石哲也，孔維強，廣重法道，鵜林尚靖，福田晃（九州大学大学院） 

A13）児童によるタブレットPCとデスクトップPCの文字入力の差異 
石原一彦（岐阜聖徳学園大学） 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B9）子どもの映像視聴に見られる文化の影響 ―発達段階による違い― 

塚本美恵子（駿河台大学） 
B10）学習者によるメディア特性の理解の類型化 

後藤康志（新潟大学） 
B11）数学的な見方・考え方の活用を促進するe-learning教材と学習者モデルの妥当性評価 

網代剛（産業技術大学院大学），松田稔樹（東京工業大学大学院） 
B12）ストーリー調の数学マンガを用いた数学学習の記憶効果に関する研究 

周村諭里（東洋英和女学院大学／教育テスト研究センター），荒木美佳（東洋英和女学院大学），

柳沢昌義（東洋英和女学院大学／教育テスト研究センター） 
 

● 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します． 

● 参加費：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．なお，年会費には研究会報告集の年間予約購読代金は含まれておりません．

● 交通案内：当日は津島キャンパスの一部で入試が行われるため，自家用車でご来場いただくことは

できません．公共交通機関をご利用下さい． 
＜岡山空港より＞ バス：岡電／中鉄バス「岡山市内方面」行「岡山大学筋」下車（約23分），徒歩（約

10分） 
＜JR 岡山駅東口より＞バス：岡電バス17系統「妙善寺」行「岡大東門」下車（約30分） 
＜JR 法界院駅より＞徒歩（約10分） 
（参考：岡山大学ホームページ（http://www.okayama-u.ac.jp/tp/access/access_4.html） 

● 昼食案内：津島キャンパス内にある大学生協（ピーチカフェテリア：11:00－14:00）が営業してい

ます．また，大学周辺にも少数ですが，飲食店やコンビニエンスストアがあります． 
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研究会の発表募集                テーマ： eポートフォリオの活用と普及／一般 
●日  時：2012 年 12 月 15 日（土） 
●申込締切：2012 年 10 月 14 日（日） 

●会  場：東京学芸大学（担当：森本康彦） 
●原稿提出：2012年11月04日（日） 

●募集内容： 
 近年，高等教育機関を中心にeポートフォリオの導入が急速

に進み，多くの研究・実践結果が報告されています．eポート

フォリオは，教育の質向上・質保証のための学習・評価支援

ツールとして，正課の授業だけでなく，教員養成や医療等に

関する専門性開発，キャリア教育や生涯学習，機関としての

FDやIRなどさまざまな場面に活用され，広く普及してきてい

ます．  
 そこで本研究会では，eポートフォリオに関する研究や実践

をされている方々の発表を募集し，その知見を共有したいと

考えています．高等教育はもちろん初等中等教育における研

究・実践やシステム開発，理論的枠組みの提案など，関連す

る幅広い応募を期待します．また，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． 

●申込方法：研究会Webページよりお申

し込み下さい． 
●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．

なお，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． 

今後の研究会のご案内 
2013 年  会場 申込締切 原稿提出締切

03 月 02 日（土） ICTを活用した教育実践と授業改善／

一般 三重大学 01月06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け付けております． 
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日本教育工学会論文誌 特集号 論文募集 

「特集：情報化社会におけるインフォーマルラーニング」のご案内

（第四報） 
 
 情報化の進展により，学校教育以外の学習機会が増えています．eラーニングによる在宅学習やユビ

キタス機器を用いた体験学習を始め，ワークショップ，サイエンスコミュニケーション，博物館，企業

における人材育成などの領域において，情報通信技術を活用した生涯学習の基盤が整いつつあります．

また，初等中等教育における総合的学習の時間や大学のプロジェクト学習などにおいて，学校外学習と

連動する試みが行われるようになってきました．シリアスゲームやソーシャルラーニングなど新しい方

法も導入されています．本特集号では，拡大しつつあるインフォーマルラーニングやノンフォーマルエ

デュケーションの実践について，今後の学習環境の充実に寄与する論文を募集します． 
 
1.対象分野 
(1) eラーニングによる在宅学習 
(2) ユビキタス機器を用いた体験学習 
(3) ワークショップ・サイエンスコミュニケーション 
(4) 博物館における学習 
(5) 企業における人材育成 
(6) シリアスゲーム・ゲーミフィケーション 
(7) ソーシャルラーニング 
(8) 学校外と協働する初等中等教育での取組（総合的学習やキャリア教育など） 
(9) 学校外と協働する高等教育での取組（プロジェクト学習やサービスラーニングなど） 
(10) その他インフォーマルラーニングに関する実践研究など 
 
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，投稿規定をご覧下さい．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，本特集号へ投稿された論文が特集号編集委員会にて対象分野外と判断され

た場合には，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，インフォーマルラーニングやノンフォ

ーマルエデュケーションに関する実践を「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.論文投稿締切日（2013年11月発行予定） 
 投稿原稿を02月06日（木）までに電子投稿をお願いします．ただし，02月13日（水）までは，論文

を改訂することができます．締切の延長は行わない方針です． 
投稿原稿提出締切（電子投稿）：2013年02月06日（水） 
最終原稿提出締切（電子投稿）：2013年02月13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.問い合わせ先 
日本教育工学会事務局 
Tel/Fax：03-5740-9505 
電子メール：
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6.特集号編集委員会 
 
編集委員長：山内 祐平（東京大学）  
副編集委員長：山田 政寛（金沢大学）  
編集幹事： 荒木 淳子（産業能率大学） 
 
編集委員：  
今井 亜湖（岐阜大学） 
緒方 広明（徳島大学） 
小柳 和喜雄（奈良教育大学） 
苅宿 俊文（青山学院大学） 
向後 千春（早稲田大学） 
鈴木 克明（熊本大学） 
中原 淳（東京大学） 
林 敏浩（香川大学） 
美馬 のゆり（はこだて未来大学） 
宮田 義郎（中京大学） 
村上 正行（京都外国語大学） 
室田 真男（東京工業大学） 
望月 俊男（専修大学） 
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ショートレター増刊号論文募集のお知らせ 
 

日本教育工学会論文誌  vol.37 Suppl.の発行 
 

論文受付締切：2013年04月01日（月） 
 

 
 日本教育工学会論文誌vol.37,Suppl.は,年１回

発行されるショートレターの増刊号です．奮って

ご投稿下さい． 

 
 投稿規定に記述しているように，以下のように

なっていますのでご注意下さい. 

 
1. ショートレターは，教育工学に関する，実践

的な研究成果，新しい試みやその結果等，教

育システム開発等を記述したもの．新規性（オ

リジナリティ）は必ずしも高くなくても，実

践研究の方法と成果を明確に記述したもので

す． 

2. 刷り上がり４ページ厳守です.（４ページを超

えるものは採録しない） 
3. 筆頭著者（ファースト・オーサー）は本学会

会員であることが条件です．あるいは,筆頭著

者が投稿時に入会手続きおよび会費納入等を

することが必要です．なお，各会員はショー

トレターを年１偏に限り投稿できます. 

4. 2013年12月に発刊の予定です． 
 
 ショートレターの内容については，例えば，以

下のような内容が考えられます． 

 
・全国大会や研究会で発表した内容をまとめたも

の 

・教育システム開発や教育実践をベースにした実

践と知見をまとめたもの 

・教育工学研究としての速報的な内容 

・卒業論文や修士論文等としてまとめた内容，な

ど 

 
 なお，ショートレターとして掲載されたものを

一層充実させて，論文あるいは資料としての条件

を満たすように記述したものは，論文あるいは資

料に投稿できます． 

 
 ページ数が限られていることから，タイトル，

著者，内容については十分厳選の上，ご執筆下さ

い． 

 特に，ショートレターの趣旨から，多人数の連

名著者はさけて下さい．研究全体がプロジェクト

チームによる共同研究であっても，実際にショー

トレターの限られた内容に直接携わり，執筆した

研究者にして下さい． 

 
ショートレターの査読日程予定（2013年度）： 
４月 担当及び査読者の指名 

５月  編集委員会で査読進捗状況の確認 

７月  編集委員会で採録，返戻の第１回決定 

９月  編集委員会で採録，返戻の第２回決定 

10月  最終原稿の提出 

11月  著者校正 

12月  ショートレター増刊号発行予定 

 
 
投稿の仕方： 

 原稿は，「投稿規程」と「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
イトより電子投稿して下さい．会員のIDとパスワ

ードが必要です. 

 投稿論文は電子投稿でのみ受け付けています. 

 
 
 
問い合わせ先： 

 日本教育工学会事務局 

 電子メール：

 Tel/Fax：03-5740-9505  
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日本教育工学会第 14 期第 11 回理事会議事録 
 
日 時：2012年09月08日（土）～2012年09月14日（金） 
場 所：電子メール等を利用した電子会議 
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，大久保昇，大谷 尚，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，野嶋栄一郎，東原義訓，前迫孝憲， 
美馬のゆり，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 
 
※会長より，電子メール会議の開催に先立って会議の手順が説明された．資料送付後約一週間メーリン

グリストによる審議を行うこと，最終日に，全議題に対して承認の可否を問うメールを改めて送り，

議案を承認することとした． 
 
1．前回の理事会議事録の承認について 
 第14期第10回理事会議事録を資料のとおり承認した． 
 
2．会員の異動について承認した 
(1)新入会員    103名(正会員:45名，准会員:8名，学生会員:50名) 

(2)退会会員    1名(正会員:1名) 

(3)種別変更    13名(正会員へ5名，学生会員へ8名) 

合計 2782名[前回2680名](正会員:2118名，准会員:393名，学生会員:247名，維持会員:19名，名誉会員:5
名) 

 
3．各種委員の委員承認について 
 資料に基づき，国際交流委員会，FD特別委員会，企画委員会の新しい委員構成について原案が示さ

れ，それぞれ原案通り承認した．また，国際交流委員会の交代時期について，引き続き検討することと

なった． 
 
4．各種委員会から 
(1)編集委員会 
 清水理事より資料に基づき，論文誌の編集進捗状況について提案があり，これを承認した． 
(2)企画委員会 
 大久保理事より，NL No188 P7および追加資料に基づき，冬の合宿研究会の提案があり，これを承認

した． 
(3)選挙管理委員会 
 赤倉理事より，資料に基づき，第15期の選挙管理委員会設置の提案があり，委員として非改選理事3
名が推薦され，これを承認した．また，次期役員選挙のスケジュール案を確認した． 
(4)広報委員会 
 南部理事より，資料に基づいてニューズレター189号の台割案が示された．原稿依頼先については，

次回の理事会で確認することにした． 
(5)総務 
 永野会長より，資料に基づき教育工学選書の発刊について経過報告があった． 
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5．その他 
(1)以下の協賛依頼を承認した． 
・シンポジウム「モバイル’13」（モバイル学会より） 
・「高校教科「情報」シンポジウム2012年秋」（情報処理学会より） 
(2)学会への郵送物を確認した． 
(3)今後の理事会  

第14期 第12回 理事会・評議員会 平成24年09月15日(土) 長崎大学 
第14期 第13回 理事会  平成24年11月17日(土) 聖心女子大学 
第14期 第14回 理事会  平成25年01月19日(土) 電子メールによる会議 
第14期 第15回 理事会  平成25年03月16日(土) 聖心女子大学 
第14期 第16回 理事会  平成25年05月11日(土) 聖心女子大学 
第14期 第17理 理事会・評議員会  平成25年06月15日(土) 東京工業大学 

 
以上 
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日本教育工学会第 14 期第 12 回理事・評議員会（合同）議事録 
 

日 時： 2012年09月15日(土) 11：30〜13：00 
場 所： 長崎大学 文教キャンパス 教育学部講義棟 2階22番教室 
 
出 席：(合計36名) 

理事 

永野和男会長，永岡慶三副会長，山西潤一副会長，赤堀侃司，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，美馬の

ゆり，村川雅弘，室田真男，山内祐平，吉崎静夫 
 
評議員 

伊藤紘二，稲垣 忠，今井亜湖，柏原昭博，向後千春，園屋高志，高橋 純，永田智子，西森年寿，村

上正行，望月俊男，森田裕介 
 
監事 

生田孝至 
 
1. メール審議結果について 

永野会長から，メール審議の結果については，そのまま承認することが説明された． 

また，各種委員会からの議案について，下記のように確認した． 
 
(1)国際交流・渉外 

赤堀理事から，国際委員会の委員交代については，状況を見て適宜進めることが説明された． 
 
(2)企画委員会 

大久保理事から企画委員会の冬の合宿研究会の企画について紹介があり，中原委員から内容説明があり，

これを承認した．多数の応募者が期待されるので，学会員を優先することが確認された． 
 
(3)大会実行委員会 

大会企画委員長の室田理事より大会への参加状況について説明と依頼があった． 
 
(4)その他 

永野会長から，選書の発行経緯，大会会場での販売中止について説明があった． 

今年度実施する役員選挙について，今後の手続きを確認した． 

メール審議の議事録については，上記の意見も含めて記録として作成することにした． 
 
2．学会の活動について 

評議員，監事，副会長が学会運営について意見を述べた． 
 
3．その他 

(1)意見交換 

大会開催中に，台風が接近していることから，対処方法について意見を交換した． 
 
研究者倫理について，学会で意見を整理してメッセージを発する必要があるのではないかとの意見があ

った． 
 
(2)今後の理事会  

第14期 第13回 理事会  平成24年11月17日(土)  聖心女子大学 

第14期 第14回 理事会  平成25年01月19日(土)  電子メールによる会議 

第14期 第15回 理事会  平成25年03月16日(土)  聖心女子大学 

第14期 第16回 理事会  平成25年05月11日(土)  聖心女子大学 

第14期 第17回 理事会・評議員会 平成25年06月15日(土) 場所未定 
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キリトリ線 

 第 28 回研究奨励賞候補者推薦のお願い（第一報）  
 
 第28回全国大会（長崎大学）の研究発表者の中から，第28回研究奨励賞の候補者を下記の要領で

ご推薦下さい． 
 発表をお聞きになっていない場合でも，投票は有効です．論文集を参考にご推薦下さいますようお願

い申し上げます． 
 
 
 

 
 
注：研究奨励賞（1985年10月31日 理事会申し合わせ） 

「研究奨励賞は，教育工学および関連領域に関する学問の奨励のため，有為と認められる新進

の研究者に贈呈する．この奨励賞を受ける者は，本学会会員であり且つ研究大会において講演

を行った中から，優秀な論文を発表した者から選定する．」 
 
なお，理事・評議員・大会役員・座長担当者の方は率先してご推薦下さいますようお願い申

し上げます． 
   

 
★締切は，12月31日（月）とさせていただきます． 
 
 

第２８回 研究奨励賞候補者推薦用紙 
 
 

日本教育工学会 
Tel/Fax： 03-5740-9505 

 
 
 

候補者氏名 講演番号 推薦者 
  

   

  

 
１．選考対象者は，本学会の会員であって，受賞時に40歳を越えていないこと． 

ただし，本学会入会時から５年を経過していない場合は考慮する． 
２．選考時点から遡って最後の年次大会での正式の研究発表登壇者であること． 
３．既に研究奨励賞を受賞している者でないこと． 
４．対象者の過去の研究業績を尊重すること． 
 

選考の基準 

E-mail：
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新入会員 
（2012 年 07 月 09 日～2012 年 09 月 03 日）103 名（正会員：45 名，学生会員：50 名，准会員：８名）

 

■正会員（45名） 
Nistor Nicolae (LMU Muenchen 
Faculty of Psychology and 
Educational Sciences) 
生馬 裕子 
名取 洋典 
大塚 裕子(公立はこだて未来大学) 
辻岡 千春 

(日本心理テスト研究所株式会社) 
長南 幸安(弘前大学) 
荻野 哲男(神戸大学) 
立山 博邦(立命館アジア太平洋大学) 
水野 伸子(岐阜女子大学) 
澤井 進(公益財団法人 学習ソフト

ウェア情報研究センター) 
中村 佐里(江戸川大学) 
竹岡 篤永 
土井 幸輝 

(国立特別支援教育総合研究所) 
藤芳 明生(茨城大学) 
奥田 麻衣 
福島 亜理子 
平塚 紘一郎(仁愛女子短期大学) 
千代原 亮一(大阪成蹊大学) 
鈴木 智子(NECラーニング) 
平川 誠(中京大学) 
中井 秀樹(大阪成蹊大学) 
相馬 靖明(和泉短期大学) 
山崎 悟史(制御情報工学科) 
秦喜 美恵(立命館アジア太平洋大学) 
尾崎 正弘(中部大学) 
山下 陽輔(香川県立盲学校高等部) 
林 純次(立命館守山高等学校) 
小林 寛子(東京未来大学) 
亀岡 正睦(京都文教大学) 
北村 達也(甲南大学) 
山田 恭子(宮崎産業経営大学) 
坂田 哲人(青山学院大学) 
出村 雅実(津市立久居東中学校) 
篠田 伸夫(福島大学) 
籔内 智 
千々布 敏弥(国立教育政策研究所) 
稲村 昌南(大阪成蹊大学) 
伊藤 達夫(首都大学東京) 
秋光 淳生(放送大学) 
石内 久次(鳴門教育大学) 
高橋 直樹 
深田 昭三(愛媛大学) 
小林 俊行(東海大学) 
松田 浩(長崎大学大学院) 
都竹 茂樹(熊本大学) 
 

■学生会員（50名） 
玉根 朋恵(千葉大学) 
倉山 めぐみ(広島大学大学院) 
中嶋 彩菜(茨城大学大学院) 
蒋 杰翔(神戸大学大学院) 
古舘 昌伸(岩手県立大学) 
松浦 ユウイチロウ(東北大学大学院) 
小川 紘平(名古屋大学大学院) 
前田 翔馬(愛知県立大学大学院) 
上野 歩(東京工科大学大学院) 
島崎 俊介(東京学芸大学大学院) 
高野 将希(広島国際大学工学部) 
金森 春樹(東京理科大学大学院) 
森田 和行(早稲田大学大学院) 
長谷川 雄紀(東京学芸大学大学院) 
Sopu Hans (Kumamoto University) 
樋口 舞(早稲田大学) 
境田 拓実(広島国際大学) 
坪井 優美(筑波大学大学院) 
松山 直弘(大分大学) 
小川 まゆ(静岡大学大学院) 
石井 隆稔(電気通信大学大学院) 
城 亜美(千葉大学) 
高 博(拓殖大学) 
内山 卓也(東京理科大学大学院) 
西村 崇宏(早稲田大学大学院) 
末 橘花(東京大学大学院) 
原田 悠我(九州工業大学) 
根岸 千悠(千葉大学大学院) 
小田 千晴(早稲田大学) 
尾野 弘賢(広島市立大学大学院) 
住本 智宏(広島市立大学大学院) 
野口 佳葉(広島市立大学大学院) 
高山 恭輔(広島国際大学) 
門田 浩一(広島国際大学) 
福田 隼也(広島国際大学) 
土居 裕一(広島国際大学) 
津田 悟(広島国際大学) 
西尾 信大(熊本大学大学院) 
福島 耕平(三重大学大学院) 
Paturusi Sary Diane Ekawati 
(Graduate School of Science and 
Technology) 
石橋 亮太(広島国際大学) 
宇佐美 裕康(中部大学大学院) 
高口 涼(静岡大学大学院) 
安藤 拓生(立命館大学大学院) 
井上 裕之(岩手県立大学) 
森 雅斗(愛知工業大学) 
高阪 素子(名古屋大学大学院) 
西川 一二(関西大学大学院) 
吉川 遼(東京大学大学院) 

北村 京子(三重大学大学院) 
 
■准会員（８名） 
田澤 由利 
古谷 成司(富里市立富里第一小学校) 
深田 守(京都薬科大学) 
春日井 優(埼玉県立朝霞高等学校) 
田島 美帆  
サルカール アラニ モハメッド レ
ザ(帝京大学) 
吉野 達也  
龍造寺 讓(福岡市立小田部小学校) 

 
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）

会長 永野和男（聖心女子大学）

◎学会日誌
２０１２年
・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）

・２０１２年１２月１５日（土）

研究会 「e ポートフォリオの活用と普及」（東京学芸大学）

２０１３年
・２０１３年０２月１６日（土）〜１７日（日）

冬の合宿研究会「身体という”メディア ”：新たな学び

の可能性を探究する」（株式会社内田洋行　東京ユビ

キタス協創広場　ＣＡＮＶＡＳ）

・２０１３年０３月０２日（土）

研究会「ICT を活用した教育実践と授業改善」（三重
大学）

◎国際会議の案内
２０１２年
・AAOU 2012
 http://aaou2012.ouj.ac.jp/
 （10/16-18, Chiba, Japan）
・MLearn 2012
 http://www.mlearn.org/mlearn2012
 (10/16-18, Helsinki, Finland)
･ICCE 2012
 http://www.lsl.nie.edu.sg/icce2012/
 (11/26-30, Singapore)
・WALS 2012
 http://walsnet.org/
 (11/28-30, Singapore)

２０１３年
・SITE 2013
 http://site.aace.org/conf/
 (03/25-29, New Orleans, Louisiana, USA)
・EdMedia 2013  
 http://www.aace.org/conf/edmedia/
 (06/24-28, Victoria, BC, Canada)
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