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新年のご挨拶 学びを支える教育工学研究の活性化を 
日本教育工学会会長 山西潤一（富山大学） 

 
新しい年を迎え，会員の皆様にあっては，心新たに今年一年の計を考えてお

られることでしょう．2020 年の東京オリンピック・パラリンピック開催の決
定や目前に迫ったソチ冬季オリンピックの開催と，このところなんとなく国中
がわくわくし，元気が出てきた感じがしています．世界を相手に頑張る若い力
の台頭がめざましいこの頃，学会でも若い研究者にどんどん世界を相手に頑張
って欲しいと思います．2020 年は，21 世紀にふさわしい学校教育の実現をめ
ざす教育の情報化の目標年でもあります．昨年６月に閣議決定された，第２期
教育振興基本計画でも，「自立・協働・創造モデルとしての生涯学習社会の構
築」を掲げ，学校教育から高等教育，生涯学習に至る現代的教育課題の解決に
向けた施策の中に，教育工学が研究対象とする様々な分野が含まれています．
学びを支える教育工学研究の果たす役割がますます求められているのです． 
学会にとって，今年は創立 30 周年の記念すべき年でもあります．30 周年記念企画として，「グローバ

ル化時代における国際連携」「デジタル時代の新しい学び」の２つのテーマが検討されています．前者で
は，アジアはもとより欧米諸外国の教育工学関連学会との学術交流を強め，教育工学を担う研究者の活
躍の場を広げて行きたく思います．後者では，教育の情報化や PISA 型学力問題などをとおして，次代
が求める能力や 21 世紀にふさわしい学びと教育工学研究について考えたいと思います．又，現代的教育
課題を学会として持続的・組織的に研究していく場のあり方についても検討して頂いています． 

先達の築いてこられた教育工学を，30 周年の節目を契機に，未来に向けた発展の一歩になるよう，会
員の英知を集め，学際的視野に立った教育工学研究をすすめて行きたく思います．皆様のご支援，ご協
力をよろしくお願い申し上げます． 
 

第 30回通常総会及びシンポジウムのご案内（第一報） 
 
日時 2014 年 06 月 21 日（土）10:00～16:00（受付 09:30 より） 
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 

10:00～12:00 シンポジウム１：テーマ「PISA2015 の先を見据えた形成的評価のあり方」
OECD の PISA2015 では，21 世紀型スキルの育成に焦点をあて，情報リテラシーおよび協同問題解決のテ

スト項目が新たに追加される．こうした動きからもわかるように，情報テクノロジを駆使して知識創造実践を
展開する能力が今後の知識労働者に要求されていることは明確である．しかしながら，新しい能力観が様々な
学習研究の知見から明らかにされていく一方で，作成されるテスト項目は，残念ながらその知見を適切に反映
できていない．このような状況で，日本教育工学会は，シンプルなテスト項目の得点という「薄い」評価指標
を越えた，本来の意味での形成的評価指標をより質の高い学習研究を通して作成し，教育界にその信を問うべ
きである．本シンポジウムでは，こうした目的を達成する第一歩として，PISA2015 の現状分析を行うと同時
に，情報テクノロジを駆使した知識創造実践を形成的に評価する新たな試みについて研究の知見を共有し，突
破口を見いだす議論を展開したい． 
登壇予定者：白水始（国立教育政策研究所），小柳和喜雄（奈良教育大学），益川弘如（静岡大学教職大学院）

 
12:00～13:00 総会 
第１号議案 2013 年度（2013 年 04 月 01 日～2014 年 03 月 31 日）事業報告及び収支決算承認の件 
第２号議案 2014 年度（2014 年 04 月 01 日～2015 年 03 月 31 日）事業計画及び収支予算案承認の件 
 
14:00～16:00 シンポジウム２：テーマ「スマホと SNS 時代におけるネットモラルについて教育工学会はど

う対応していくか」 
インターネットの普及とともに私たちの生活は大きな変化をしたが，PC があり，それが利用出来てのネッ

ト社会だった．しかし，手のひら PC と言われるスマートフォンやタブレットの普及で，いつでも，どこでも，
だれでもが，ネット利用を享受出来る世の中になった．なかでも，SNS と言われるコミュニケーションが出
来るアプリの普及により，様々な問題が生じているのはご存じの通りである．学会として多面的な角度でそれ
らの対応について議論してみる． 
登壇者については現在調整中．  
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第 30 回全国大会のお知らせ（第一報） 

 
日本教育工学会第 30 回全国大会を，下記のように岐阜大学において開催します．多くの方々の研究発表・

ご参加をお待ちしています． 

 

１．開催期日・会場 

期日：2014 年 09 月 19 日（金）～21 日（日） 

会場：岐阜大学 〒501-1193 岐阜市柳戸１-１ 

http://www.gifu-u.ac.jp/ 
 

２．大会日程 

09 月 19 日（金） 09 月 20 日（土） 09 月 21 日（日） 

08:30～17:00 受付 
09:20～11:00 一般研究発表１ 
       （口頭発表） 
11:10～12:10 一般研究発表２ 
       （ポスター発表） 
 
12:10～13:40 昼食，理事会 
     企業ランチセッション 
 
13:40～15:40 一般研究発表３ 
       （口頭発表） 
15:50～17:50 トークセッション 
 

18:00～20:00 ワークショップ 

08:30～17:00 受付 
09:00～11:40 一般研究発表４ 
       （口頭発表） 
11:50～12:50 一般研究発表５ 
       （ポスター発表） 
 
12:50～13:50 昼食，各種委員会 
 
 
13:50～14:40 全体会 
       （表彰，会長講演） 
14:50～17:50 30 周年記念 

シンポジウム 
18:00～20:00 懇親会 

08:30～15:00 受付 
09:00～11:20 一般研究発表６ 
       （口頭発表） 
11:30～12:30 一般研究発表７ 
       （ポスター発表） 
 
12:30～13:30 昼食 
 
 
13:30～16:00 SIG セッション 
 
16:10～   大会企画委員会 

10:00～18:00 企業展示 09:00～14:00 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．ぜひ見学にお立ち寄り下さい． 
＊ 特に，初日昼休みには，無料ランチ付きの企業ランチセッションを開催します． 

託児所の提供について  

今大会においても，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． 

 

３．各セッションについて 

（1）30周年記念シンポジウム，トークセッション 

内容は検討中です．詳細は後日お知らせいたします． 

（2）SIG（Small Interest Group）セッション 

これまで課題研究セッションとして行ってきたものを，本大会から”現代的教育課題に対する SIG
（Small Interest Group）セッション”とし，実施方法を変更します．SIG は，年間を通じて現代的教育

課題に対する研究を深める時限付きのグループです．各 SIG のテーマは，ICT 活用・情報モラル教育，

教師教育・授業研究，高等教育・FD，システム開発，オープンエデュケーションなどを予定しています．

実施方法の詳細は後日お知らせいたします． 
（3）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
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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．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． 
（4）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． 
（5）ワークショップ 

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．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．大会論文集へ予稿は掲載されません． 

テーマは公募します．会場の都合上，今大会は７～８件程度を想定しています．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 05 日（木）～07 月 03 日（木）ワークショップ テーマ受付期間 
07 月 10 日（木）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． 

 

５．大会までのスケジュール 

06 月 05 日 木 ワークショップ テーマ受付開始 

07 月 03 日 木 ワークショップ テーマ受付締切 

07 月 10 日 木 ワークショップ テーマ決定 

07 月 15 日 17:00 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） 
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 22 日（火）17:00 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 22 日 17:00 火 提出原稿の差し替え締切（17:00 厳守） 

08 月 26 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，郵便振込共に） 

 

６．宿泊について 

09 月 20 日（土）から 21 日（日）まで岐阜大学および周辺では，大きな学会が開催されることが決まって

います．ホテルのご予約はお早めに確保されることをお勧めいたします．JR 名古屋駅周辺のホテルからも通

うことが可能です．  

Japan Society for Educational Technology
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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 教師教育と授業研究／一般 
●日  時：2014 年 03 月 01 日（土） 
●会  場：愛知工業大学 八草キャンパス 10 号館（４階・５階） 
      （〒470-0392 愛知県豊田市八草町八千草 1247） 
●担  当：坂本將暢（  ） 

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（G2407 教室），B 会場（G2408 教室），C 会場（G2409 教室），D 会場（G2505 教室），E 会場（G2506

教室） 
09:55-10:00 諸連絡 
10:00-12:05 午前の部 

A1）教師の振り返りを支援する授業要約ソフトウェアの開発 
荒優（東京大学大学院） 

A2）先延ばし傾向が e ラーニングによる統計学科目の認知と態度に与える長期的な影響 
柄本健太郎（東京学芸大学大学院），冨永敦子（早稲田大学学術院），三溝雄史（芦屋大学）， 
向後千春（早稲田大学学術院） 

A3）学習センター「メタ学習ラボ」におけるチューターによるふりかえりの分析－共起ネットワークを用いて－ 
横山真衣（北海道大学大学院），椿本弥生（公立はこだて未来大学） 

A4）船戸咲子の「想像説明」の授業の構想 
三橋功一，本庄あゆみ（北海道教育大学），岩城京佑（北海道教育大学大学院） 

A5）メディア・リテラシー育成におけるメタ認知的知識－個人差へのアプローチ－ 
後藤康志（新潟大学） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
B1）学生の授業評価能力を高めるためのゲーミフィケーション 

辻高明（秋田大学） 
B2）複数テーマでの数学「課題学習」用ゲーミング教材開発と設計フレームワークの一般化 

伊東友里絵，松田稔樹（東京工業大学大学院） 
B3）理科「探究活動」の教材開発とその設計フレームワークの提案 

田口穂高，松田稔樹（東京工業大学大学院） 
B4）統計的な見方・考え方を指導するゲーミング教材の開発 

小久保杏南，松田稔樹（東京工業大学大学院） 
B5）学習者モデルの導入による数学教育用模擬授業ゲームの改善 

松田稔樹（東京工業大学大学院） 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C1）多様な専門領域の教員同士による授業開発の事例研究Ⅲ 

望月紫帆，西之園晴夫（特定非営利活動法人学習開発研究所），坪井良夫（京都市教育委員会） 
C2）AR を用いたオシロスコープ計測実験補助教材の開発 

大平祐介，宮嵜敬（長野工業高等専門学校） 
C3）Processing を利用した学生間相互閲覧評価システムの検討 

淀優介，宮崎敬，堀内泰輔，田中則幸（長野工業高等専門学校） 
C4）学校子どもブログ活動サポートシステムの構築 

豊福晋平（国際大学） 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
D1）中学校理科におけるタブレット PC 活用方法の提案とその効果 

－「気体の学習」におけるデジタル実験書作成の授業実践を通して－ 
佐竹靖（奈良教育大学附属中学校） 

D2）児童・生徒 1 人 1 台のタブレット PC と教室に 1 台の電子黒板に必要な機能要件 
清水康敬（東京工業大学），小泉力一（尚美学園大学） 

D3）地域カルタを利用した地域学習のためのタブレット端末アプリの提案 
佐竹良崇，古賀優太，佐久間捷矢（愛知工業大学），岩田拓也（愛知工業大学大学院）， 
澤野弘明（愛知工業大学） 

D4）反転授業における映像視聴ログの分析 
稲垣忠，高松歩未（東北学院大学），佐藤泰靖（富谷町立東向陽台小学校） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
E1）3 年生ゼミ活動における実践的学びの場のデザイン 

武田亘明（札幌市立大学） 

研究会 
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E2）クリティカルシンキングを加味した課題作成に関する報告  
山岡英孝，谷口進一，西誠（金沢工業大学） 

E3）クリティカルシンキングを活用したアクティブラーニング型授業の実践 
西誠，谷口進一，山岡英孝（金沢工業大学） 

E4）励ましメールを用いた学修改善指導における推定単位落とし率の精度評価 
栗原由樹，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 
13:10-14:50 午後の部-第一部 

A6）テキストマイニングによる通知表所見の比較 
山崎宣次（大阪成蹊短期大学），掛川淳一，小川修史（兵庫教育大学）， 
加藤直樹，日比光治，興戸律子（岐阜大学），森広浩一郎（兵庫教育大学） 

A7）算数科における「必要感」を踏まえた授業に関する一考察  
大野有香子，深見俊崇（島根大学） 

A8）通常学級における学習に困難のある児童に対する教師の察知と支援－教職経験年数の比較から－ 
柵木みゆき，今井亜湖（岐阜大学） 

A9）非母語話者の日本語教師を養成する際の不安と失敗に着目したフィードバック 
西谷まり（一橋大学） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
B6）ストーリー中心型カリキュラム「オリジナルSCC企画書」提出課題の分析に基づく作成支援ポイントの整理 

竹岡篤永（高知大学），根本淳子（熊本大学大学院），高橋暁子（徳島大学）， 
柴田喜幸（産業医科大学），鈴木克明（熊本大学大学院） 

B7）ビデオ会議国際遠隔学習における授業方法 
佐々木真理（京都教育大学） 

B8）3D テレビ会議システムを用いた 2 大学間での交流学習における平面映像と立体映像の効果比較検証米
倉幸司，山本雄大（早稲田大学），和田真澄（早稲田大学大学院），谷田貝雅典（岡崎女子大学）， 
永岡慶三（早稲田大学） 

B9）Local Knowledge を活かしたコンピテンシー開発のための PDCA モデルの提案 
－減災型地域社会リーダーのコンピテンシー開発を事例に－ 
高橋暁子（徳島大学），吉田護（熊本大学大学院），喜多敏博（熊本大学）， 
山田文彦（熊本大学大学院） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C5）SDLRS と学習活動の関係性−科目特性と自己教育力のマッチングの検討− 

松田岳士（島根大学），渡辺雄貴（首都大学東京），重田勝介（北海道大学），加藤浩（放送大学） 
C6）日本語文章作成への意識と文章評価に基づくライティング教育の支援に向けて－その 1－ 

小堀怜美，進藤仁菜（青山学院大学），大野博之（東京医療保健大学），稲積宏誠（青山学院大学） 
C7）日本語文章作成への意識と文章評価に基づくライティング教育の支援に向けて－その 2－ 

進藤仁菜，小堀怜美（青山学院大学），大野博之（東京医療保健大学），稲積宏誠（青山学院大学） 
C8）技術イノベーションを主題とする授業実践における学習者の理解度分析 

仲林清（千葉工業大学） 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
D5）視線計測による幼児の顔認識の研究 

西洞院遥美，大倉孝昭（大阪大谷大学） 
D6）結び目による数学の幼児教育の試みについて 

柳本朋子（大阪教育大学），河内明夫（大阪市立大学大学院），大西慶一（大阪女子短期大学）， 
野崎祐子（広島大学大学院） 

D7）道徳の授業が児童の価値観に与える影響 
槇原将人，深見俊崇（島根大学） 

D8）子どもを中心とした地域創造のための協働学習－平成 25 年度八幡子ども会議の事例を中心に－ 
伊藤大輔（金沢工業大学），稲葉光行（立命館大学） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
E5）入学時と後期終了時における情報に関する基礎知識調査の結果の比較 

金子大輔（北星学園大学） 
E6）アクティブラーニング支援をするためのライブラリアン育成ワークショップの試行 

兵藤健志（九州大学），天野絵里子（九州大学附属図書館），森玲奈（東京大学大学院）， 
山田政寛（九州大学） 

E7）パスファインダー作成ツールを活用した授業運用シラバス開発と授業支援の試行 
野原ゆかり，井川友利子（九州大学附属図書館），山田政寛（九州大学） 

E8）統語構造の違いが第二言語習得に与える影響－人工言語を用いた検討－ 
石鍋浩（国際医療福祉大学），神戸百合香（立教大学） 
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15:05-16:45 午後の部-第二部 

A10）教員養成学生のデジタル・ストーリーテリング作成による態度変化 
和田正人（東京学芸大学） 

A11）教師の成長と実践コミュニティ－日本語教員養成課程学生のライフストーリーから－ 
中園麻里子（立命館大学大学院） 

A12）板書経過保存と教師役の学生の立ち位置検出による授業振り返り支援システムの提案 
小西拓也（愛知工業大学），中村舜（愛知工業大学大学院）， 
澤野弘明，坂本將暢，中條直也（愛知工業大学） 

A13）教師視点の映像記録を活用した授業の多元的記録・分析・構成方法の研究 
後藤明史（名古屋大学），平山勉（名城大学） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
B10）PECC モデルに基づいた標本調査における授業デザイン－アニメーション教材を利用して－ 

佐渡由季子（島根大学大学院），御園真史（島根大学） 
B11）聴覚障害生徒の知識理解を促すための HTML5 を用いた e-Learning 教材 

－理科教育用アニメーションとフィードバック機能の効果－ 
内野智仁，久川浩太郎（筑波大学附属聴覚特別支援学校） 

B12）授業観察における学生と現職教員のモニタリングの違い－教職大学院における授業実践リフレクションから－ 
荒巻恵子（早稲田大学） 

B13）学習共同体の形成アルゴリズムと教育的特質 
北垣郁雄 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C9）福祉施設での授産製品の販売に関する PBL 報告 

酒井浩二，南多恵子，小林薫（京都光華女子大学） 
C10）新型成績評価指標の提案と学修行動シミュレータの開発 

前田翔馬（愛知県立大学），内田君子（名古屋学芸大学），奥田隆史（愛知県立大学） 
C11）アイデア同士を再注目させることで発想を促すシステムの開発 

夏堀有未，望月俊男（専修大学） 
C12）批判的読解支援ソフトウェア eJournalPlus を使ったピアレスポンス活動の効果 

望月俊男（専修大学），椿本弥生（公立はこだて未来大学） 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
D9）レイヤーモデルを用いた学習設計支援方法についての検討 

根本淳子（熊本大学），井ノ上憲司（長崎県立大学），市川尚（岩手県立大学）， 
高橋暁子（徳島大学），鈴木克明（熊本大学） 

D10）ピアチュータリングによる学習支援システムの構築に向けて 
－ハワイ大学マノア校の学習支援組織調査を例に－ 
野田啓子（立命館アジア太平洋大学），渡辺雄貴（首都大学東京）， 
美馬のゆり（公立はこだて未来大学），鈴木克明（熊本大学大学院） 

D11）ピアチュータリングによる学習支援システムの構築に向けて 
－ブリガム・ヤング大学ハワイ校の学習支援組織調査を例に－ 
渡辺雄貴（首都大学東京），野田啓子（立命館アジア太平洋大学），鈴木克明（熊本大学大学院）， 
美馬のゆり（公立はこだて未来大学） 

D12）循環的問題解決過程を支援する写真の見方・考え方 
網代剛（産業技術大学院大学），松田稔樹（東京工業大学） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
E9）PBL および「ふりかえり」学習の環境が自己調整学習に与える効果について 

－ビデオアノテーション機能による自己評価力向上の試み－ 
千代原亮一，浅井宗海，稲村昌南，中井秀樹（大阪成蹊大学） 

E10）オンライン大学生の学生生活に関する回顧と卒業後の変化 
田中理恵子（早稲田大学大学院），向後千春（早稲田大学学術院） 

E11）e ラーニングメンタ資質が学習達成感に与える影響 
冨永敦子（早稲田大学学術院），杉浦真由美（早稲田大学大学院），向後千春（早稲田大学学術院） 

E12）ゼミ活動型授業におけるコミュニケーション教育を目的としたワークショップの試み 
小坂井聖也，永岡慶三（早稲田大学） 

● 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．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
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みも可能です．なお，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．東部丘陵線 Linimo 八草駅からは，大学の無料シャトルバスをご
利用いただくか，徒歩にてお越し下さい．詳しくは，愛知工業大学の「交通アクセス」をご参照下さい
［http://www.ait.ac.jp/access/index.html］． 

● 昼食案内：周囲に食事をするところはほとんどありません．春期休業中のためメニューは限定されますが，
学食（愛和食堂）を利用できます．また，八草駅近くと学内に，コンビニエンスストアがあります． 

● 喫煙：キャンパス内の喫煙場所は限られます．10 号館北側エントランス付近の灰皿設置場所，10 号館内２
階と６階にある喫煙室で喫煙して下さい． 

● 情報交換会のご案内：研究会終了後，名古屋市内にて情報交換会を開催予定です．詳細につきましては研究
会 Web ページをご覧下さい． 

研究会の発表募集                テーマ： ICT を活用した教育・学習／一般 
●日  時：2014 年 05 月 17 日（土） 
●申込締切：2014 年 03 月 16 日（日） 

●会  場：長岡技術科学大学（担当：安藤雅洋） 
●原稿提出：2014 年 04 月 06 日（日） 

●募集内容： 
近年，普通教室への電子黒板の配備，無線 LAN 環境の構築，１

人１台のタブレット端末，デジタル教科書や e ラーニング，クラ
ウドコンピューティングの活用などが進んでいます．今後も教育
分野の ICT 市場はますます拡大していくことが予測されていま
す．そのため，ICT による従来の学習環境の発展や支援，または，
情報化に対応した新しい教育／学習方法の開発・実践・評価が重
要となっています． 

そこで本研究会では，ICT を利活用した教育や学習などに関す
る研究や実践および調査をされている方々の発表を募集し，知見
と情報を共有したいと考えています．学年度始めですので，アイ
デア／計画段階のものも是非ご発表下さい．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 
時に登録されたメールアドレス宛てに発 
表の採択結果と執筆要項をお送り致しま 
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，期限までにご提出いただけない場合 
は，自動的に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    
2014 年  会場 申込締切 原稿提出締切 
07 月 05 日（土） 
10 月 11 日（土） 

 
12 月 13 日（土） 

2015 年 
02 月 28 日（土） 
05 月 16 日（土） 

学習環境デザイン／一般 
学校教育における 
ポートフォリオの活用／一般 
地域連携と教育実践／一般 
 
（テーマ調整中）／一般 
（テーマ調整中）／一般 

明治大学 
日本女子大学 
 
椙山女学園大学 
 
九州大学 
広島大学 

05 月 04 日（日） 
08 月 10 日（日） 
 
10 月 12 日（日） 
 
01 月 06 日（火） 
03 月 15 日（日） 

05 月 25 日（日） 
09 月 07 日（日） 
 
11 月 02 日（日） 
 
01 月 27 日（火） 
04 月 05 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． 

研究会の開催報告                テーマ： エンタテインメントを活用した教育／一般 
●日  時：2013 年 12 月 14 日（土） 
●発表件数：26 件 

●会  場：徳島大学（南常三島キャンパス） 
●参加者数：48 名（内非会員 15 名） 

真冬並みの寒さとなった徳島でしたが，多くの参加者にお集まりいた
だきました．今回は，「エンタテインメントを活用した教育／一般」とい
うテーマで行われ，ゲーム型教材，ゲーミフィケーション，マルチメデ
ィア活用，タブレット端末活用，ポートフォリオ，アクティブラーニン
グ，ワークショップ，教育工学分野の分析，海外の教育調査など，多岐
にわたる 26 件の発表がありました．質疑応答では，様々な立場の参加者
から質問があり，活発で建設的な議論が行われました．教育工学の多様
性・学際性の高さを改めて認識した次第です．ご参加いただいた皆様に，
御礼申し上げます． 
                    担当：光原弘幸（徳島大学）                
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2013 年度 冬の合宿研究会 

「教育工学研究におけるアクション・リサーチ」のご案内（最終報） 
 
■趣旨 

冬合宿では，アクション・リサーチの理論・方法と研究成果を論文として執筆する方法に焦点を当て，

アクション・リサーチの経験豊富な講師陣と共に「教育工学におけるアクション・リサーチ」について

探求する．アクション・リサーチは多様な領域や状況で用いられている研究アプローチの包括的用語で

あるが，今回は「活動理論」を中心とする． 
 
■講師 
松下佳代先生（京都大学） 
村上正行先生（京都外国語大学） 
住政二郎先生（流通科学大学） 
 
■参加費 
16,000 円（宿泊代，食事代，情報交換会代込み）＊22 日（土）夕食，23 日（日）朝食付き 
 
■主なプログラム内容 

02 月 22 日（土） 

12:00～12:30 受付 

12:30～12:40 オリエンテーション，講師紹介 

12:40～14:10 ＜理論・方法に関する解説（松下佳代先生）＞ 

・アクション・リサーチの理論的背景 

・具体的な方法 

・事例 

・質疑応答 

14:10～14:30 TEA TIME ＆ フリートーキング 

14:30～15:30 ＜査読論文投稿への道のり（村上正行先生）＞ 

・アクション・リサーチの成果を論文としてまとめる際の留意事項に関する解説 

・質疑応答 

15:30～16:00 ・個別ワーク（持参したプランを修正） 

16:00～16:15 TEA TIME ＆ フリートーキング 

16:15～17:00 ＜グループ内ディスカッション＞ 

・グループに分かれて，持ち寄ったプランについて共有 

・悩んでいるところ，難しそうなところの整理 

17:00～17:30 ＜全体発表＋講師陣によるアドバイス＞ 

・各グループで共有された悩みや解決法について全体で共有 

17:30～18:30 ＜個別ワーク，入浴＞ 

18:30～ ＜夕食，情報交換会＞ 
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02 月 23 日（日） 

 ２日目プログラムスタート 

08:00 朝食 

09:00~10:00 ＜事例紹介（住政二郎先生）＞ 

・教育工学会員による実際に行ったアクション・リサーチの事例紹介（研究の計画・

実施から論文執筆まで） 

・質疑応答 

10:00～11:30 ＜別ワーク＋講師陣による個人アドバイス＞ 

 

11:30～12:00 ＜まとめ＞ 

12:00 プログラム終了，解散 

 
 
■ 日程・会場 
日時：2014 年 02 月 22 日（土）～23（日）22 日（土）12:00 受付開始．23 日（日）12:00 解散． 

＊１日目の昼食は各自で食べてきて下さい．１日目の夕食は参加者全員で食べます． 

 
宿泊場所：KKR 箱根 宮の下 http://www.kkrmiyanosita.com/ 
宮ノ下駅周辺は道路が狭く，送迎用の車を長時間停車させる事ができません．そのため，11:20 からあ

る程度の人数が集まり次第，随時送迎をする形を取らせて頂きます．下記の路線情報を参考にして下さ

い．宮ノ下駅から宿舎までの所要時間は約５分となります． 

 
10:31 小田原発～11:18 宮ノ下着 
10:46 小田原発～11:38 宮ノ下着 
11:06 小田原発～11:52 宮ノ下着 
11:20 小田原発～12:06 宮ノ下着 
11:25 小田原発～12:18 宮ノ下着 
 
■参加にあたっての準備 

参加者一人ひとりが考えたアクション・リサーチをもとに議論を行います．そのため，あらかじめ取

り組みたい（既に取り組んでいてそれを改善したいと思っている）アクション・リサーチ案を準備して

おいて下さい．個別ワークで案をまとめる時間をとりますが，十分であるとは限りません．事例の情報

等をまとめておくなど，各自で作業がスムーズに進行するよう調整をお願い致します． 
 
■開催責任者・問い合わせ先 
久保田賢一（関西大学）  

Japan Society for Educational Technology
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2013 年度 産学協同セミナー（最終報） 
「教育工学の視点からデジタル教科書の在り方を考える」 
～これからの学校現場でのデジタル教科書の活用に向けて～ 

 

21 世紀にふさわしい人材育成のため ICT を活用した教育の実現が社会からは求められています． 

その中で，2011 年度の小学校教科書改訂時を皮切りに，ほとんどの教科書会社がデジタル教科書の

提供を開始し，翌年の中学校改訂時も同様な状況となりました．2013 年 09 月に文部科学省から発表さ

れた「平成 24 年度 学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果」によると，デジタル教科書

の学校への整備率は 32.5％と前年から 10 ポイント近く上昇しており，デジタル教科書に対する学校現

場のニーズの高まりが見て取れます． 

しかしながら，現時点でのデジタル教科書は，各社によりインターフェースが異なり，使い勝手が統

一されていないなどの課題があります． 

そのような状況の中，本年度には文部科学省からはデジタル教科書の標準化の検討が始まり，教科書

会社からは，次期教科書改訂時に向けて，複数の教科書会社による共同プラットフォームでの提供を発

表するなど，新たな動きがでてきました．今回は，デジタル教科書の指導者用と学習者用のそれぞれの

動向，標準化の検討状況，現場での活用と評価など，産・官・学それぞれの立場から幅広く議論を展開

したいと考えます．こうした問題に関心を抱く，多くの方のご参加をお待ちしています． 

 

日時：    2014 年 03 月 29 日（土）13:30～17:00（受付開始 13:00） 

会場：    株式会社内田洋行 新川オフィス（ユビキタス協創広場 CANVAS） 

東京都中央区新川２-４-７ 

http://www.uchida.co.jp/company/showroom/canvas.html 

※お車でのご来場はご遠慮下さい． 

アクセス：   東京メトロ 日比谷線「八丁堀駅」下車，「A４」出口徒歩４分 

東京メトロ 日比谷線・東西線「茅場町駅」下車，「１番」出口徒歩５分 

参加費：     無料 

定員：       100 名 ※先着順で締め切らせていただきます． 

主催：       日本教育工学会 企画委員会 

お申し込み方法：下記にある申込フォームよりお申し込み下さい． 

       http://www.uchida.co.jp/seminar/140329/index.php 
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セミナー内容 

13:00 開場  13:30 開始  

17:00 終了予定 

 

第一部 

１．趣旨説明  企画委員会 

 

２．講演Ⅰ「デジタル教科書・教材の標準化について」 

文部科学省 生涯学習政策局 情報教育課長  豊嶋基暢 氏  

 

３．講演Ⅱ「CoNETS が目指すデジタル教科書について」（仮題） 

CoNETS 事務局  森下耕治 氏 

 

４．講演Ⅲ「デジタル教科書をつかった授業実践と今後期待するもの」（仮題） 

広島市立藤の木小学校 教諭 小島史子 氏 

 

第二部 

５．パネルディスカッション  

これからの学校現場でのデジタル教科書の活用に向けて，現時点の課題やその解決策について産官

学それぞれの立場から議論し，今後のデジタル教科書の在り方を考える． 

 

コーディネーター  

大久保 昇 氏 日本教育工学会 企画委員会 副委員長 

パネリスト     

豊嶋基暢 氏 文部科学省 生涯学習政策局 情報教育課長  

森下耕治 氏  CoNETS 事務局  

小島史子 氏  広島市立藤の木小学校 教諭 

青木栄太 氏 株式会社内田洋行   

デジタル教科書関係の有識者については現在調整中        

 

問い合わせ先： 産学協同セミナー事務局 （株式会社内田洋行内） 

email

※なお，今後の詳細については日本教育工学会 WEB をご参照下さい．  

Japan Society for Educational Technology
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ショートレター増刊号論文募集のお知らせ（最終報） 
 

日本教育工学会論文誌    vol.38, Suppl.の発行 
 

論文受付締切： 2014 年 04 月 01 日（火） 
 

日本教育工学会論文誌vol.38, 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. 2014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 
（2014 年度）： 
04月 担当及び査読者の指名 
05月 編集委員会で査読進捗状況の確認 
07月 編集委員会で採録，返戻の第１回決定 
09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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大学教員のための FD 研修会（ワークショップ）の案内（最終報） 
 
この研修会は，日本教育工学会がこれまでの知見を活用し，大学教育の授業改善や教員の授業力向上

への寄与しようと，2009 年度から実施されているものです．大学教員や大学教員を目指す学生などを

対象としています．本研修会の修了生には学会より認定書を発行し，本研修を受講したことを証明しま

す．本年度の研修内容は，昨年度，好評であった内容を踏襲し，「大学授業デザインの方法－１コマの

授業からシラバスまで－」をテーマに開催いたします．さらに，これまでに同内容のセミナーに参加し，

認定を受けた方には，ファシリテーターとしての参加募集も予定しております． 
企画：日本教育工学会 FD 特別委員会（委員長：鈴木克明） 

 
テーマ：「大学授業デザインの方法－１コマの授業からシラバスまで－」 

内容：参加者それぞれが授業実践事例を持ち寄り，ワークショップ形式で行います．授業のデザインに

関する問題意識の明確化，授業のデザインに関する情報・課題の共有などから議論を始め，「何を誰に

教えようとしているのか」，「どんな方法で教えるのか」，「続けたい点・変えたい点は何か」などをグル

ープで議論しながら授業の改善案を考えていきます． 
 
日時：2014 年 03 月 03 日（月）10:00～17:30 
会場：首都大学東京 秋葉原サテライトキャンパス（JR 山手線，京浜東北線，総武線「秋葉原駅」より

徒歩１分 秋葉原ダイビル 12 階） 
定員：30 名（申し込み着順で，定員になり次第，締め切ります） 
講師：鈴木克明・根本淳子（熊本大学），重田勝介（北海道大学），椿本弥生（公立はこだて未来大学），

渡辺雄貴（首都大学東京），岩崎千晶（関西大学），柴田喜幸（産業医科大学）， 
高橋暁子（徳島大学），松田岳士（島根大学），村上正行（京都外国語大学） 

参加費：2,000 円（学会員），3,000 円（学会員以外） 

認定書：研修会終了後に最終レポートを提出した修了生には，日本教育工学会から認定書が授与されま

す． 
世話人：重田勝介（北海道大学）・椿本弥生（公立はこだて未来大学）・松田岳士（島根大学） 

申込み：http://labs.m-mode.net/jset_fd/にアクセスしてお申し込み下さい． 
◆【お問い合せ先】 重田勝介 E-mail
 
○ 準備物：高等教育機関において授業実践を行っている参加者は，自分の授業のシラバス，授業資

料（スライド，プリント，板書ノートなど）など，授業に関する資料を６部持参して下さい．学

生等で未だ高等教育機関において授業実践を行っていない，もしくは今後実施する予定の参加者

は，実施することを想定した授業デザインに関する資料を６部持参して下さい． 
 

○ 情報交換会：セミナー終了後，２時間程度の情報交換会を予定しております．参加者のみなさま

同士や登壇者との有意義な情報交換や FD セミナーへのご意見・ご要望などをお聞かせいただく場

としてご活用いただければと考えております． 

Japan Society for Educational Technology
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日本教育工学会 第 15 期第６回理事会議事録 

 
日時：2014 年 01 月 17 日（金）～24 日（金） 
場所：電子メールを利用した電子会議 
出席（参加者）： 

理事 山西潤一会長，吉崎静夫副会長，中山 実副会長，赤倉貴子副会長，赤堀侃司，稲垣 忠， 
大久保 昇，小柳和喜雄，加藤 浩，木原俊行，久保田賢一，三宮真智子，鈴木克明， 
寺嶋浩介，東原義訓，中原 淳，堀田龍也，永岡慶三，南部昌敏，前迫孝憲，美馬のゆり， 
室田真男 

監事 近藤勲，永野和男（合計 24 名） 
 
1. 前回の理事会議事録の承認について 
 第 15 期第５回理事会議事録を承認された． 
2. 新入会員の承認について 
 会員の移動について承認した． 
3. 各種委員会から 
（1） 編集委員会 
 論文誌編集進捗状況が順調であることが報告された． 
（2） 研究会委員会 
 12 月開催の研究会の状況が報告された． 
（3） 大会企画委員会 
 第 30 回全国大会（岐阜大学）大会企画委員会委員構成案を承認した． 

30 周年記念大会の企画案の検討状況が報告された． 
（4） 顕彰委員会 

研究奨励賞と論文賞の選考手続きを改善することに伴う内規の改定を承認した． 
（5） 広報委員会 

ニューズレター198 号の台割案を承認した． 
（6） 総務・会計 

・教育工学選書（第２期）の刊行および編集幹事委員会を承認した． 
・事務局の移転について報告された． 
・情報学教育関連学会等協議会について報告された． 
・日本学術会議会員及び連携会員に関する情報提供について報告された． 

4. その他 
（1）以下の協賛依頼を承認した． 

・2014 年度工学教育連合講演会の共催 
（2） 今後の理事会 

・今後の理事会日程が確認された． 
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最近の論文投稿数と採択率 
編集長 吉崎静夫 

 
本学会の論文誌，英文誌に投稿されました論文の数と採択率を以下に示します． 
ただし，2013 年度は，2013 年 04 月から 12 月までに投稿された数となります． 
論文誌（特集号以外） 
投稿年度 種別 投稿数 採択 返戻 取り下げ 査読中 採択率 ％ 

2011 年度 

論文 37 15 21 １  41 
教育システム開発論文 ８ ４ ３ １  50 
教育実践研究論文 23 10 12 １  43 
資料 17 ３ ９ ５  18 

2012 年度 

論文 36 12 23 １  33 
教育システム開発論文 ３  ３   ０ 
教育実践研究論文 24 10 13 １  42 
研究速報 １  １   ０ 
資料 13 ６ ７   46 
寄書 １ 11    100 

2013 年度 

論文 28 ４ 10  14 14 
教育システム開発論文 １ １    100 
教育実践研究論文 25 １ ８ ２ 14 ４ 
資料 ８ ２ ３  ２ 25 
寄書 ７ １ ３  ３ 14 

論文誌（特集号） 
投稿年度 種別 投稿数 採択 返戻 取り下げ 査読中 採択率 ％ 

2011 年度 

論文 24 ５ 17 ２  21 
教育システム開発論文 ３ ３    100 
教育実践研究論文 ８ ３ ３ ２  38 
資料 ５ ２ ３   40 

2012 年度 

論文 ７ ４ ３   57 
教育システム開発論文 １ １    100 
教育実践研究論文 15 ７ ８   47 
資料 ３ １ ２   33 
寄書 ２  ２   ０ 
総説・展望 ２ ２    100 

2013 年度 

論文 ５ ２ ２ １  40 
教育システム開発論文 ３ １ １ １  33 
教育実践研究論文 10 ４ ３ ３  40 
資料 ６ ４ ２   67 
寄書 ３  ２ １  ０ 
総説・展望 24 ５ 17 ２  21 

論文誌（ショートレター） 
投稿年度 種別 投稿数 採択 返戻 取り下げ 査読中 採択率 ％ 

2011 年度 ショート 117 50 56 11  43 
2012 年度 ショート 121 55 59 ７  45 
2013 年度 ショート 121 51 64 ６  42 
英文誌 
投稿年度 種別 投稿数 採択 返戻 取り下げ 査読中 採択率％ 

2011 年度 Paper ２ １ １   50 
Translation 17 16  １  94 

2012 年度 Paper ４ １ ３   25 
Translation 12 12    100 

2013 年度 Translation 16 15 １   94 

Japan Society for Educational Technology
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2014 年度会費納入のお願い 

 

２月中旬に，2014 年度（2014 年 04

月01日（火）～2015年03月31日（火））

の会費請求書をお送りしました．クレ

ジットカード支払い，または，その時

に同封しました郵便振込用紙により年

会費をご送金下さるようお願いいたし

ます． 

年会費の年額は右記のとおりです． 

本学会では，年会費を納入した会員

のみに論文誌を発送しています．2013

年度会費未納の会員が会費を送金され

た場合には後日まとめて発送します． 

 

（注）論文誌：和文/年４回発行 

増刊号：ショートレター特集/年１回発行 

英文誌：英文/年１回発行 

JSET：ニューズレター/年６回発行

◆学生会員について 

学生会員は正規の入学者で，研究生は該当しません． 

学生会員の所属機関は，必ず大学名となります．所属機関が大学以外の場合には，正会員ま

たは准会員となります． 

学生会員は，資格条件（大学名，学部名／研究科名，指導教官名，卒業見込／修了見込の年

月）を必ず連絡して下さい． 

学生会員として資格条件をご連絡いただかないで，年会費 5,500 円を納入された方は，とりあ

えず准会員に変更させていただいております． 
  

◆会員種別と年会費・受けるサービス 

（入会金 1,000 円） 

会員種別 年会費 論文誌 増刊号 英文誌 JSET 

正会員 9,000 円 １ １ １ １ 

准会員 5,500 円  １  １ 

学生会員 5,500 円 １ １ １ １ 

維持会員 50,000 円/口 ３ ３ ３ ３ 

名誉会員 無 料 １ １ １ １ 
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2014 年度研究報告集の予約購読（年額 3,500 円）について 

 

本学会では，研究会を５回開催し，研究報告集を発行しております．この研究報告集は事前に

代金 3,500 円を送金された会員に配布しています．事前に 3,500 円をご送金下さい． 

研究会当日，会場で受領できます．不参加の場合は研究会終了後に郵送いたします．年度の途

中でご送金いただいた場合は，次に開催される研究会終了後に，それ以前の報告集を郵送します．

代金後納の場合と非会員の場合は，以下に販売を委託しています．代金：5,000 円 

・株式会社毎日学術フォーラム 販売業務課 小坂朋代 

・〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋１-１-１ パレスサイドビル９階 

・TEL. 03-6267-4550 FAX. 03-6267-4555 E-mail. 

 

第 29 回全国大会講演論文集の購入について 
 

2013 年 09 月に秋田大学で開催された第 29 回全国大会の論文集に残部があります．購入をご希望

の方は，学会事務局（ ）にメールで在庫を確認の上，以下の金額をご送金下さい．ご

入金を確認後お送りいたします． 

郵便振込用紙の通信欄に「第 29 回全国大会講演論文集」とご明記下さい．特にご要望がない場合，

請求書・領収証等を発行しておりませんので，必要な方はその旨ご記入下さい． 

・ 第 29 回全国大会講演論文集冊子 

 １部 9,000 円（論文集冊子代 8,000 円＋送料 1,000 円） 
・ 第 29 回全国大会講演論文集 CD-ROM 

 １部 4,500 円（論文集 CD-ROM 代 4,000 円＋送料 500 円） 

・ 第 29 回全国大会講演論文集冊子と CD-ROM セット 
 １部 11,000 円（論文集冊子と CD-ROM 代 10,000 円＋送料 1,000 円）） 

 

口座番号：00180-2-539055  加入者名：日本教育工学会 

 

 代金後納の場合は，上記の研究会報告集と同様に（株）毎日学術フォーラムに販売を委託していま

す．代金は，論文集冊子 10,000 円+送料，論文集 CD-ROM 5,000 円+送料，論文集冊子と CD-ROM

セット 12,000 円+送料となります． 

 

尚，学会では 2012 年 12 月より，クレジットカードでの支払いを奨励する意味で，クレジット払い

の手数料を学会負担としております．クレジット払いの場合は，手数料は不要です． 

Japan Society for Educational Technology

18



 

  

新入会員 
（2013 年 10 月 30 日～2014 年 01 月 07 日）14 名（正会員：10 名，准会員：２名，学生会員：２名） 

 

■正会員（10名） 
木野泰伸（筑波大学） 
坪倉篤志（日本文理大学） 
田島博之（秀明大学） 
小川泰右（北陸先端科学技術大学院大学） 
酒瀬川泰孝（株式会社NTTデータ） 
長尾幸彦（株式会社教育システム） 
 

 

森山敦行 
（株式会社デジタルグローバルシス

テムズ） 
後藤顕一（国立教育政策研究所） 
織田芳人（長崎大学） 
栗田佳代子（東京大学） 
 
 
 

■准会員（２名） 
大脇明子（北海道立教育研究所） 
小林育斗（茨城県立医療大学） 
 
■学生会員（２名） 
堀智彰（筑波大学大学院） 
服部充典（早稲田大学大学院）

 
 
 
 
 

事務局移転のお知らせ 
 
日頃は本学会活動について，ご理解・ご協力いただき誠にありがとうございます． 
さて，当学会ではこのたび，2014 年 02 月 22 日（土）に事務局を移転することになりました． 
引き続き，ご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます． 
 
【移転先】 
住所：〒141-0031 品川区西五反田８-３-16 西五反田８丁目ビル８F 
移転日：2014 年 02 月 22 日（土） 
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東京都品川区西五反田 8－3－16
　　　　　西五反田 8丁目ビル 8Ｆ

担当副会長：赤倉 貴子（東京理科大学）
広報委員長：南部 昌敏（上越教育大学）
　幹事：高橋 純（富山大学）
　委員：石塚 丈晴（福岡工業大学短期大学部）
 冨永 敦子（早稲田大学）
 堀田 博史（園田学園女子大学）

会長 山西 潤一（富山大学）

4

◎学会日誌
２０１４年

・２０１４年０２月２２日（土）〜２３日（日）
冬の合宿研究会「教育工学研究におけるアクション・リ
サーチ」（KKR 箱根　宮の下）

・２０１４年０３月０１日（土）
研究会「教師教育と授業研究」（愛知工業大学）

・２０１４年０３月０３日（月）
大学教員のための FD 研修会「大学授業デザインの方
法　−１コマの授業からシラバスまで−」

（首都大学東京　秋葉原サテライトキャンパス）
・２０１４年０３月２９日（土）

産学協同セミナー「教育工学の視点からデジタル教科
書の在り方を考える」

（株式会社内田洋行　新川オフィス）
・２０１４年０５月１７日（土）

研究会「ICT を活用した教育・学習」（長岡技術科学
大学）

・２０１４年０６月２１日（土）
通常総会及びシンポジウム（東京工業大学）

・２０１４年０７月０５日（土）
研究会「学習環境デザイン」（明治大学）

・２０１４年０９月１９日（金）〜２１日（日）
第３０回全国大会（岐阜大学）

◎国際会議の案内
２０１４年
・SITE 2014
 http://site.aace.org/
 (3/17-24, Jacksonville, USA)
・ACHI 2014
 http://www.iaria.org/conferences2014/ACHI14.html
 (3/23 - 27, Barcelona, Spain)
・eLmL 2014
 http://www.iaria.org/conferences2014/eLmL14.html
 (3/23 - 27, Barcelona, Spain)
・CSEDU 2014
 http://www.csedu.org/
 (4/2 – 4, Barcelona, Spain)
・HCI International 2014
 http://www.hcii2014.org/
 (6/22 - 27, Crete, Greece)
・EdMedia 2014
 http://www.aace.org/conf/edmedia/
 (6/23 – 27, Tampere, Finland)
・EDM 2014
 http://www.educationaldatamining.org/EDM2014/
 (7/4 - 7, London, UK)
・E-Learn 2014
 http://www.aace.org/conf/elearn/
 (10/27 – 30, New Orleans, USA)
・WALS 2014
 http://www.walsnet.org/bandung-2014-publicity.html
 (11/25-28, Bandung, INDONESIA) 198

２０１4年 2月14日


