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日本教育工学会第 30 回全国大会開催にあたって 
日本教育工学会 会長 山西潤一（富山大学）

 
日本教育工学会第 30 回全国大会を岐阜の地で開催できますことを，心からお喜び申し上げます．既

にご案内のように，今年は学会創立 30 周年の記念すべき年でもあります．1984 年 11 月に日本教育工

学会が会員数 365 名で設立され，翌年の 1985 年に京都教育大学で第一回の全国大会が開催されたので

す．CAI 学会，電子通信学会教育工学研究会，国立大学教育工学センター協議会研究会との連合での開

催でした．「情報化時代における教育方法」をテーマにパネルディスカッションが行われ，166 件の発

表に約 500 名の参加者で第一回大会がスタートしたのです． 
さて，30 年の歳月の経過の中で，学会もいまや 2,800 名余りの会員を抱え，全国大会の発表件数も

450 件近く，約 1,000 名の参加者が日頃の研究成果を発表するまでに大きくなってきました．現代的教

育課題の解決に教育工学が果たす役割がますます高まってきた結果です． 
昨年来，学会の社会的プレゼンスを高めるための試みをいくつか行ってきましたが，この 30 回岐阜

大会を 30 周年記念大会とし，大会企画委員会や国際交流委員会，会場となる岐阜大学を中心にした実

行委員会の皆様の多大の努力で，新しい取り組みがプログラムされました． 
一つには，学会の 30 周年記念企画として，シンポジウム「教育工学研究のグローバル連携を考える」

を企画しました．従来から学術交流を進めてきた中国の中国教育技術協会や韓国の韓国教育工学会に加

え，よりグローバルな展開を図るべく米国の AECT（The Association for Educational Communications 
and Technology）の代表を招聘し，各国の教育工学研究の現状を理解し，グローバル化時代にあった教

育工学研究の国際連携を深めたいと思います．学会の招聘を快く受けていただき参加して下さる，AECT
の Stephen W.Harmon 会長，韓国教育工学会の In Sook Lee 会長，中国教育技術協会の董玉琦常務理

事に感謝申し上げると共に実り多いシンポジウムになることを期待したいと思います． 
二つには，これまでの課題研究を改め SIG（Special Interest Group）を立ち上げ，その最初の議論

の場が設けられたことです．現代的教育課題に対応したそれぞれの SIG で，年間を通して継続的に議論

を行い，研究を深めていこうとするものです．全国大会では，各 SIG のコーディネータが中心になって，

研究テーマへの共通認識や今後の進め方が議論されます．継続的な研究の活性化に向けた第一歩です．

また，登壇者の教育や研究にかける思いを聞きながら，参加者がそれぞれに新たな教育研究への興味関

心を高めるトークセッションも前回同様企画され，今年は新たに始まった SIG に関するトークセッショ

ンが行われます．コーディネータを中心に興味関心を共有する SIG 活動が活発に行われることを期待し

たいと思います．教育工学を支える関連企業の皆さんによる最新の教育システムやデジタル教材などが

紹介され，地域の名産を味わいながら産学協同で教育支援機器や教材を考える楽しいランチセッション

も従来通り企画されています． 
また，今年の全国大会から，全体会で名誉会員の顕彰をさせていただくことにしました．長年，教育

工学の発展に貢献していただいた先達の功労を顕彰し，今後はより高い見地から学会をご指導いただき

たく思います． 
学会は研究発表の場であると同時に，他者の意見や発表から研究をより深め，新たなアイデアを生み

出す場です．日頃の研究の悩みを語り合う絶好の機会でもあります．今大会をとおして，参加者の皆さ

んの交流の輪が広がり，研究がいっそう発展することを祈念しています． 
最後になりましたが，この大会開催に向け，多大な時間と労力をかけて企画・準備していただいた美

馬のゆり委員長を中心とする大会企画委員会の方々，学会を共催していただき，会場の提供や運営に多

大のご協力をいただいた岐阜大学森脇久隆学長，村瀬康一郎委員長をはじめとする大会実行委員会の

方々，協賛や展示で多大なご協力をいただいた企業の方々に厚く御礼申し上げます． 
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日本教育工学会 第 30 回全国大会のお知らせ（最終報） 
大会 Web ページ：http://www.jset.gr.jp/taikai30/ 

 
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．合計 465 件（シン

ポジウム４件，トークセッション７件，一般研究 454 件（うちポスター150 件，インターナショナルセ

ッション９件））の発表と，SIG セッション６件，ワークショップ７件の発表が予定されています．多

くの方々のご参加をお待ちしています．詳細は，大会 Web ページ，本ニューズレターに同封されてお

ります参加案内（プログラム）をご覧下さい． 
 
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 岐阜県岐阜市柳戸１−１ 

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

 
13:50～14:10 臨時総会 
14:10～14:50 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 09:00～14:10 企業展示  
＊ 企業展示が 19 日（金），20 日（土）に開催されます．ぜひ見学にお立ち寄り下さい． 
＊ 特に，19 日（金）の昼休みには，無料ランチ付きの企業ランチセッションを開催します． 

 
３．全体会について 

２日目の全体会では，会長講演，名誉会員，論文賞および研究奨励賞の表彰等があります． 
・ 名誉会員表彰 
・ 論文賞，研究奨励賞の表彰 
・ 会長講演 

 
４．シンポジウム・トークセッションについて 

19 日（金）の午後にはトークセッションが，20 日（土）の午後には，学会 30 周年記念シンポジウム

が開催されます．詳細は大会 Web ページをご覧下さい．なお当初予定していたチュートリアルは都合

により開催しません． 
トークセッション：JSET Talk 2014 JSET30 歳からの挑戦：SIG 活動のスタート 
学会 30 周年記念企画シンポジウム：教育工学研究のグローバル連携を考える 

 
５．企業ランチセッションについて 

前回大会に引き続き，初日の昼休みに企業ランチセッションを開催します．３つの教室を利用して，

各企業にプレゼンテーションをしていただきます．聴講者にはお弁当が無料で配布されますので，奮っ

てご参加下さい．お弁当は，各教室 50 個配布する予定です．先着順です． 
 
 

Japan Society for Educational Technology

3



 

 

3 

 
６．懇親会について 

懇親会は下記のように開催します．当日申込も受け付けますので，ご参加下さい． 
 日時：09 月 20 日（土）18:00～20:00 
 場所：岐阜大学内生協第二食堂 
 費用：当日 6,000 円 （事前申込は終了しました） 

 
７．服装について 

今年も，昨年に引き続き，発表者ならびに参加者の服装は，クール・ビズを推奨します． 
 
８．託児室の利用について 

前回大会に引き続き託児室を提供します．事前申込制で，料金は学会が負担します．ただし，キャ

ンセル料が発生する時期にキャンセルされた場合は，実費を負担していただきます．詳細は，大会 Web
ページをご覧下さい． 
 
９．大会当日の受付について 

★参加登録者の方は，電子メールで送られた「大会参加票」等をプリントしてお持ち下さい． 
①事前送金済みの場合 
・電子メールでお送りした「大会参加票」を，大会受付の「事前送金済参加者」窓口でお渡し下さい． 

電子メールの件名は「大会管理より受付番号を発行しました」となっています． 
・お支払いいただいた金額に応じて，大会プログラム，講演論文集 CD-ROM 等をお渡しします． 
・プリントして持参していただいた「大会参加票（名札用）」を名札ケースにお入れ下さい． 
・大会参加票をお忘れになる場合に備えて，できれば受付番号をメモしておいて下さい． 
・大会参加票を持参されなかった方は，当日会場に掲示される「事前送金者リスト」で番号を確認の上

「事前送金済参加者」窓口にて，その旨，お申し出下さい． 
・送金金額に不足があり，大会当日に差額をお支払いいただく場合も，大会受付でお受けします． 
②当日参加の場合 
・当日参加者は，大会受付にて，「当日参加受付票」に必要事項を記入して，それを大会受付の「当日

参加者」窓口にてお渡し下さい（名刺をお渡し下さる場合は，連絡先住所等の記入を省略することが

できます）． 
・ただし，学会ホームページから参加登録を行った会員は，自動送信されたメールをプリントしてお持

ち下さい．会場で「当日参加受付票」に記入していただく必要がなくなります． 
・お支払いいただいた金額に応じて，大会プログラム，講演論文集 CD-ROM 等をお渡しします． 
・名札ケースに名刺を入れるか，お名前をカードに書いて入れて下さい． 
・懇親会費を支払われた場合は，名札にマークを貼らせていただきます． 
・大会当日に参加費等をお支払いの方は，おつりが出ないようにご準備下さい． 
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日本教育工学会シンポジウム開催報告 
●日 時:2014 年 06 月 21 日（土）●会 場: 東京工業大学 大岡山キャンパス
 

本シンポジウムは 2014 年 06 月 21 日（土）に東京工業大学 大岡山キャンパスで実施された．午前

の部では，山田雅之委員（日本教育大学院大学）の司会のもと「PISA2015 の先を見据えた形成的評価」

をテーマとして議論された． 
PISA2015 では，現実社会におけるイノベーション，知識創造との関連で，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．つまり，情報テク

ノロジを駆使して新しい知識を創造していく能力が労働者に要求されていくと考えられているのであ

り，各国の教育はそれに対応せねばならない．しかしながら，こうした新しい能力の重要性は多くが賛

同しているにもかかわらず，作成される評価項目は，その知見を適切に反映していない危惧も指摘され

ている． 
こうした背景のもと，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，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ことが日本教育工学会の

ミッションの一つであろう． 
そこで本シンポジウムでは，この目的を達成する第一歩として，PISA2015 の現状を理解すると同時

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知見を共有し，

突破口を見いだす議論の展開を目指し，益川弘如氏（静岡大学），小柳和喜雄氏（奈良教育大学），白水

始氏（国立教育政策研究所）の３名の先生にご発表をいただいた． 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
益川弘如氏の発表では「PISA2015 に繋がった 21 世紀型スキル

プロジェクトの整理」と題して，ATC21S（Assessment and 
Teaching of 21st Century Skills）コンソーシアムにおける 21 世

紀型スキルの整理が PISA2015 のテスト項目の開発に及ぼした影

響についてお話しいただいた．新たにテスト項目として加わる情

報リテラシーおよび協同問題解決について，如何に評価するべき

かについて問題提起がなされた． 
 

小柳和喜雄氏の発表では「協同問題解決と ICT リテラシーの関

係をどのようにとらえ，分析すると，結果を指導に活かせるのか？」

と題して，PISA2015 で追加される２項目の関係性とそれを具体

的な学習指導にどのように活かしていくことが可能かについてお

話しいただいた．PISA 以外のテスト項目とその評価の関連につい

て議論がなされた． 
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白水始氏の発表では「学習環境の「形成的」評価：21 世紀型スキ

ルが知識創造に結び付いているか」と題して，21 世紀型スキルの獲

得は知識創造という実践のための十分あるいは必要条件なのかと

いう根本的な問い直しと，その議論を踏まえた上での形成的評価に

関する新たな見解をお話しいただいた．学習スキルの評価（従来型）

と学習環境の評価（ATC21S 型）との比較から今後どのような評価

のあり方がありうるかについて議論がなされた． 
 
 
指定討論では，大島純委員（静岡大学）から「人の学び

の何を測るか？」について問題提起がなされた．技能：知

識を創造できるか・理解：知識創造ということがわかる

か・態度：継続して知識を創造しようとできるか，の３点

について，どのような形での評価をするべきか，また，評

価にどれだけのコストを掛けることが可能であるか，とい

ったことが議論された． 
 
山田雅之（日本教育大学院大学），大島 純（静岡大学） 

 
 

 午後の部は，桑崎剛氏（熊本市立総合ビジネス専門学校）の司会のもと，現代的な課題である「青少

年のネット問題」について，本学会らしい幅広いパネリストで多角的にこの問題にメスを入れて議論を

展開した． 
 
テーマ 「スマホと SNS 時代における情報モラル教育について」 
サブテーマ ～ネットいじめ，ネット依存，ネット炎上等に教育工学会はどう対応するか～ 
 

まず，コーディネータの桑崎剛氏（安心ネットづくり促進協議会，熊本市立総合ビジネス専門学校）

から，ネット社会の変遷とその特徴，および，その社会背景での青少年の課題について整理された． 
 

続いて，各パネリストから以下の発表があった． 
１ 竹内和雄氏（兵庫県立大学，元大阪府寝屋川市教育委員会）からは，中学校の国語教師としての豊

富な経験をふまえ，生徒指導の視点からネット社会における児童生徒の実態および課題について報告が

あった． 
 
２ 土井隆義氏（筑波大学 人文社会系社会学）からは，社会学的な時代背景やその特徴を念頭に，つ

ながり過剰症や依存症の社会的な分析が試みられた． 
 
３ 湯淺墾道氏（情報セキュリティ大学院大学）からは，法情報学の視点からネットと法律について，

この問題の切り口としては斬新な角度からネット社会における法律との関係が論じられた． 
 
４ 小林直樹氏（日経ＢＰ社 日経デジタルマーケティング編集）からは，ネット炎上事件を長年取材

してきた視点から炎上事件の原因や炎上する要素，炎上の仕組みなどが解説された． 
 

各パネリストのコメントをもとに指定討論者の山西潤一氏（日本教育工学会会長，富山大学）から，

それぞれの視点について，その大事さや学会としての立場が述べられた． 
その後，フロアからの意見を徴収したが， 

○愛知県の小学校で，児童会役員選挙運動に LINE アプリが使用され，従来の口頭での選挙運動をして
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いた対抗馬の児童から卑怯だとの指摘があり，逆になぜ卑怯なのかとの反論があってもめた事例． 
○ネットでの青少年の課題について重篤なものがあり，法規制はできないのか． 
○高校の情報科の教科書には情報モラルについて十分な内容が盛り込まれているが，情報科の授業がき

ちんと実施されていない． 
○ある学校で先生になりすましたアカウントで生徒の悪口が発信され，生徒はなりすましと分からず真

に受けて大事になっている． 
などの意見が提案され，それぞれ課題に対して，パネリストと指定討論者，コーディネータで可能な限

り対応を試みた． 
 

最後に，各パネリストがそれぞれ一言コメントを行い，指定討論者により学会としてこの問題に積極

的に対応していくとのまとめでしめくくられた． 
 

桑崎 剛（熊本市立総合ビジネス専門学校） 
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2014 年度 日本教育工学会冬の合宿研究会のご案内（第一報） 
 
テーマ 

「対話のラーニングアナリティクスを目指して」 
 
■ 趣旨 

近年の教育現場には，定まった解のない問題を協調的に解決する能力の育成が求められ，その成果を

評価する手法の開発が教育工学などの研究者に希求されている．その鍵は，協調的なプロセス─すなわ

ち「対話」─の分析である．本学会のシンポジウムでも議論になったように，OECD による PISA2015
の協調問題解決調査など，対話のデザインと評価が世界的にも大きな課題となり始めている．その一方

で，教育場面における ICT 導入に伴う「（実際にはマーケティングにおけるほどのビッグデータではな

いが）ビッグデータ」の分析をめぐり，ラーニングアナリティクスという研究分野が隆盛し，ラーニン

グアナリストという職業も増え始めている．しかし，対話は，現在の音声認識技術では自動的なテキス

ト化が難しく，ビッグデータになりにくい難しさと，意味分析を要する難しさとを併せ持ち，単にデー

タを数値化し統計的に解析しても有意義な結果は得にくい．対話のラーニングアナリティクスをこれか

ら切り拓いていく必要がある． 
今回の冬合宿では，まずは少数サンプルでの協調的な問題解決場面の対話データをもとに，対話をど

う読むかの議論から始めて，その分析に必要な条件を洗い出し，実際分析を行って結果を交換する．さ

らに，発話から認知過程やスキルを推測する手法やその自動化，エージェントなどを用いた CBT 化の

可能性を模索する． 
協調学習を授業等に取り入れてその効果を検証し授業を改善したいと考えている現職教員やコーチ，

教育実習生，研究者，あるいは，規模に関わらず，対話による協調的な問題解決過程を評価したいと考

えている教育行政関係者や研究者，何らかの実践型の研究を進めたいと考えている若手研究者や大学院

生を対象にして，ワークショップやグループワークを中心に議論を進めたい． 
ここでの議論をもとに教育実践と学習理論を連携させ，現場の教育関係者と研究者が緊密な共同研究

を進めていけるような交流の場になることを期待している． 
 
■ 日程（予定） 2015 年 02 月 27 日（金）～28 日（土） 
※02 月 27 日（金）はグループワークを中心に，ある調査問題を一人で解いた時と二人で解いた時の違

いや，二人で解いている対話データから見える学習者の理解プロセスについて検討します．02 月 28 日

（土）は前日の検討結果を踏まえ，協調学習の実践と評価の在り方の講演を基盤に，今後の発展課題を

検討します． 
 
■ 定員 30 名 
※02 月 28 日（土）のみの参加も受け付けますが，２日間参加できる方を優先します． 
 
■ 講師 白水 始（国立教育政策研究所）・遠山紗矢香（静岡大学）（予定） 
 
■ 対象者 

協調過程の評価や対話データの実践的な分析について理解を深めたい研究者・実践者・教育関係者（特

に現場で教師やコーチ等として学習の支援をしている現職の方，また現場と一緒に研究を進めたい若手

研究者や大学院生を想定しています）． 
 
■ 会場 東京工業大学 キャンパスイノベーションセンター（予定） 
 
■ 参加費（調整中） 
 
■ 宿泊 宿泊施設を各自で手配願います． 
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日本教育工学会研究会   http://www.jset.gr.jp/study-group/ 
研究会の開催案内             テーマ： 学校教育におけるポートフォリオの活用／一般 
●日  時：2014 年 10 月 11 日（土） 
●申込締切：発表募集は終了しました 

●会  場：日本女子大学目白キャンパス（担当：小川賀代）

●原稿提出：2014 年 09 月 07 日（日） 
●募集内容： 

近年，ポートフォリオは，高等教育機関において急速に導入

が進んでいます．この背景として，学習の深化や自律的な学習

を求めるだけでなく，教育の質保証，FD，IR などの要請もあ

ると考えられ，活用の範囲を広げています．しかし，持続可能

な取り組みとするには課題が残っているのが現状です． 
そこで本研究会では，多様な視点からポートフォリオ活用に

ついて情報交換を行うために，学校教育におけるポートフォリ

オの活用，実践の発表を募集します．今回は高等教育での取り

組みに限らず，初等中等教育での取り組みの積極的な応募も期

待しています．また，ポートフォリオの蓄積データの活用に関

する発表，ポートフォリオを活用した質保証や FD，IR に関す

る発表も募集します．さらに，従来どおり，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． 

研究会の発表募集              テーマ： 地域連携と教育実践／一般 
●日  時：2014 年 12 月 13 日（土） 
●申込締切：2014 年 10 月 12 日（日） 

●会  場：椙山女学園大学星ヶ丘キャンパス（担当：亀井美穂子）

●原稿提出：2014 年 11 月 02 日（日） 
●募集内容： 

これまで，高等教育機関は地域の様々な組織と連携しながら，大学生の学びを支援する取り組みが行われ

てきましたが，近年そのテーマや連携範囲も大きな広がりを見せています．本研究会では，多様な視点から

地域連携における学びの支援の在り方や可能性について情報交換を行うために，教育機関と地域との連携を

行っている教育実践の発表を募集します．高等教育での取り組みに限らず，初等中等教育での取り組みの積

極的な応募を期待しています．また，従来どおり，上記テーマにこだわらない教育工学一般の発表も募集し

ます． 
さらに本研究会は，コンピュータ教育利用学会「CIEC：Community for Innovation of Education and 

learning through Computers and communication networks」との共催で行います． 

今後の研究会のご案内    
2015 年  会場 申込締切 原稿提出締切 
02 月 28 日（土） 
05 月 16 日（土） 
 

学習支援環境とデータ分析／一般 
先進的デバイスを活用した 
学習支援システムの開発や実践／一般 

九州大学

広島大学

 

01月 06日（火） 
03月 15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 
●日  時：2014 年 07 月 05 日（土） 
●発表件数：12 件 

●会  場：明治大学 
●参加者数：51 名（内非会員 17 名） 

今回の研究会は「学習環境デザイン／一般」というテーマで開催し

ました．初等・中等教育，高等教育，企業教育，キャリア教育，イン

フォーマル教育など様々な領域において，学習環境デザインの観点を

含めた活発な質疑応答および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．ご参加いただいた皆様には，御礼

申し上げます．  
                  担当：岸磨貴子（明治大学）  
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日本教育工学会論文誌 特集号 論文募集 

「特集：教員養成・現職教育の新しい展開」のご案内（第四報） 
 
 2012 年 08 月に「教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方策について」中教審より
答申がなされ，「学び続ける教員像」が提案されました．これを受けて，教員養成の高度化，免許制度
の見直し，さらに修士レベルの教員養成課程の改善と教職課程の質の保証等に関してそれぞれワーキン
ググループが設置されて検討が進められてきました．その後，国立大学法人のミッションの再定義等の
動きとも連動し，現在，教員養成，そして現職教育に関わる大きな動きが生じています． 
 そこで，本特集号では，このような動きを踏まえた教育工学研究の知見を集積したいと考えます．「学
び続ける教員像」に呼応した各大学や自治体における様々な実践やそれを支える技術の開発，国内外の
教員養成・現職教育の新しい動向の整理等に関する報告を募集します． 
1.対象分野 
（1） 教員養成の質保証・高度化に資するカリキュラムデザイン，方法の工夫 
（2） 教員養成の質保証・高度化に資する学習環境デザイン 
（3） 教員養成の質保証・高度化に資するコンテンツの開発と提供方法の工夫 
（4） 教員養成の質保証・高度化に資する ICT 等を活用した授業実践とその効果 
（5） 教員養成の質保証・高度化に資する学習評価（e-Portfolio の活用などを含む）の方法 
（6） 教員養成の質保証・高度化に資する FD の取組 
（7） 教員養成の質保証・高度化に資する大学と自治体との連携した取組 
（8） 現職教育・校内研修に資するカリキュラムデザイン，方法の工夫 
（9） 現職教育・校内研修に資するコンテンツの開発，学習環境デザイン 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． 
 特集号編集委員会では，本特集号のテーマの特徴から，教員養成・現職教育の新しい展開に関する実
践を「教育実践研究論文」，あるいは「資料」の条件を満たすようにまとめ，積極的に投稿していただ
くことを期待しています． 
3.論文投稿締め切り日（2015 年 11 月発行予定） 

投稿原稿を 02 月 04 日（水）までに電子投稿をお願いします．ただし，02 月 11 日（水）までは，論
文を改訂することができます．締め切りの延長は行わない方針です． 
投稿原稿提出締切（電子投稿）：2015 年 02 月 04 日（水） 
最終原稿提出締切（電子投稿）：2015 年 02 月 11 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.問い合せ先 
日本教育工学会事務局 Tel/Fax：03-5740-9505  電子メール：   
6.特集号編集委員会 
編集委員長：           
小柳和喜雄 （奈良教育大学）  

副編集委員長：          
木原俊行（大阪教育大学）    
益子典文（岐阜大学）      

編集幹事：                       
今井亜湖（岐阜大学）      
寺嶋浩介（長崎大学）           

委員：稲垣 忠（東北学院大学） 
梅澤 実（埼玉学園大学） 
鹿毛雅治（慶應義塾大学） 
加藤 博（放送大学） 
向後千春（早稲田大学） 
澤本和子（日本女子大学） 
柴田好章（名古屋大学） 
島田 希（高知大学） 

高橋 純（富山大学） 
東原義訓（信州大学） 
姫野完治（秋田大学） 
深見俊崇（島根大学） 
永田智子（兵庫教育大学） 
野中陽一（横浜国立大学） 
森本康彦（東京学芸大学） 
村川雅弘（鳴門教育大学）
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日本教育工学会第 30 回通常総会 議事録 
 
１．日時：2014 年 06 月 21 日（土）12:00～12:40 
２．会場：東京工業大学ディジタル多目的ホール 
３．議事 
 議事に先立ち，山西会長より，①30 周年を記念して記念事業を進めていること，②「教育工学選書」

の第２期の出版を進めていること，③学会における研究の活性化のために SIG 制度を取り入れることを

検討していること等を含めた挨拶があった． 
山西会長が議長となり，議事を進行した． 

 
１）総会の成立について 
出席者について報告があり，正会員 2,155 名中，会場出席者 36 名，委任状 616 通により，定款第 47

条「総会は，正会員総数の 10 分の１以上出席しなければ，その議事を開き，議決することができない．

（以下略）」に照らし，総会が成立していることの報告があった． 
 
２）第１号議案「2013 年度（2013.04.01－2014.03.31）事業報告及び収支決算承認の件」 
 堀田理事より，日本教育工学会ニューズレターNo.200のpp.3-4の「2013年度事業報告及び収支決算」

に関する議案資料に基づき説明があった．引き続き，永野監事より「05 月 07 日および 06 月 20 日に会

計監査を実施し，適正かつ正確に処理されていることを確認した．」との監査報告があり，全会一致で

これを承認した． 
 
３）第２号議案「2014 年度（2014.04.01－2015.03.31）事業計画案及び収支予算案承認の件」 
 堀田理事より，日本教育工学会ニューズレターNo.200 の pp.5-6 の「2014 年度事業計画案及び収支予

算案」に関する議案資料に基づき説明があり，全会一致でこれを承認した． 
 
４）第３号議案「定款改定の件」 
 山西会長より，委任状に第３号議案の掲載漏れがあったことから，第３号議案は総会出席者の過半数

で決定したい旨の提案があり，これを了承した． 
 山西会長より，日本教育工学会ニューズレターNo.200 の p7 の「定款改定」に関する議案資料に基づ

き定款第２条の住所表記の変更に関する説明があり，挙手により過半数を超えたことから，これを承認

した． 
 

以上 
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日本教育工学会第 15 期第９回理事・評議員会（合同）議事録 
 
日 時：2014 年 06 月 21 日（土）13:00～13:50 
場 所：東京工業大学 大岡山キャンパス 第一食堂 ２階 季の味ガーデン 
出 席： 
（理事）山西潤一会長，赤倉貴子副会長，中山 実副会長，稲垣 忠，小柳和喜雄，木原俊行， 

久保田賢一，黒上晴夫，鈴木克明，寺嶋浩介，永岡慶三，南部昌敏，堀田龍也，前迫孝憲， 
美馬のゆり，村川雅弘，室田真男 

（評議員）今井亜湖，高橋 純，田口真奈，永田智子 
（監事）近藤 勲，永野和男 
（委任状）東原義訓，植野真臣，野中陽一，望月俊男（合計 27 名） 
 
1. 前回の理事会議事録の承認について 
 第 15 期第８回理事会議事録が承認された． 
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. SIG の委員会内規案について 

SIG 立ち上げ時に検討すべき事項および SIG 委員会規案について提示され，意見交換がなされた上で

継続審議となった． 
4. 各種委員会から 
（1） 研究会委員会 

2014 年度の委員交代について提案され，承認された． 
（2） 企画委員会 

08月09日（土）・10日（日）に仙台で行われる夏の合宿研究会の開催について報告された． 
（3） 大会企画委員会 

岐阜大学での全国大会の開催案内について報告され，出展企業への協力依頼がなされた． 
（4） 国際交流・渉外 

第30回記念事業における国際シンポジウムの人選の進捗について報告された． 
（5） 広報委員会 

学会案内のリーフレットの制作について報告された． 
（6） 総務・会計 
・名誉会員推薦の内規について原案が提示され，継続審議となった． 
・名誉会員推薦者選考委員会に，赤倉副会長，中山副会長，堀田理事，室田理事が指名された． 
・教育工学選書に関する出版社との交渉結果について報告された． 
5. 今後の学会運営について 

評議員，監事に意見が求められ，SIG による研究活性化への期待，学会事務局の運営および法人化，

学会誌の電子化（電子出版）について意見が出され，検討していくこととなった． 
6. その他 
（1） 以下の協賛依頼を承認した． 
・第 18 回視聴覚教育総合全国大会 第 65 回放送教育研究会全国大会 合同大会 
・教育システム情報学会第 39 回全国大会 
・第 41 回教育工学研修中央セミナー「IMETS フォーラム 2014」 
・E-Learning Awards2014 フォーラム 
（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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日本教育工学会 第 15 期第 10 回 理事会 議事録 
 
日 時：2014 年 07 月 19 日（土）14:40～17:10 
場 所：日本女子大学 目白キャンパス 新泉山館 中会議室 
出 席： 
（理事）山西潤一会長，赤倉貴子副会長，中山 実副会長，吉崎静夫副会長，大久保昇， 

加藤 浩，木原俊行，三宮真智子，鈴木克明，寺嶋浩介，永岡慶三，東原義訓，堀田龍也， 
前迫孝憲，美馬のゆり，村川雅弘，室田真男 

（監事）近藤 勲，永野和男（合計 19 名） 
 
1．前回の理事会議事録の承認について 
 第 15 期第９回理事・評議員会および第 30 回通常総会議事録が承認された． 
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（一般号，英文誌，特集号，ショートレター）の編集状況が報告された．すでに
発行された論文誌に掲載された採録論文のカテゴリ表記に誤りがあった事例について，経緯と対応が報
告された． 
（2） 研究会委員会 

順調に研究会が開催されていることが報告された．研究報告集に掲載された原稿が最終校正前のもの
であった事例について，経緯と対応が報告された． 
（3） 企画委員会 
 企画委員会委員の改選案が承認された． 
（4） 大会企画委員会 

全国大会の進捗状況について報告された．大会開催時の託児施設における対応について議論された．
大会企画委員会の委員の辞任が報告された． 
（5） 顕彰委員会 

論文賞，研究奨励賞の選考に関する内規および手順の確認と選考経過について報告があり，審議の上，
受賞者が選考された．顕彰委員会の新規委員案が承認された． 
（6） 国際交流・渉外 

AECT（米国），中国教育技術協会（中国），KSET（韓国）との協力について報告された． 
（7） FD セミナー 

東京工業大学から本学会への FD 研修会の依頼について承認された． 
（8） 特別企画（実践教育活性化）委員会 
 SIG との連携を想定して今後の作業を進行する旨，報告された． 
（9） 広報委員会 

ニューズレター（No.202 号）の台割案が示され，原稿依頼先が確認された．本学会の英文 Web サイ
トの早急な改訂について承認された． 
（10） SIG 委員会 
 SIG 委員会規定（案）が承認された．SIG 委員会内規（案）は継続検討となった． 
（11） 総務・会計 
・名誉会員の推薦に関する内規および名誉会員の推薦が承認された． 
・理事会の活性化について，会長推薦の理事候補者の導入が承認された．評議員の活躍の場を増やすこ

とが継続検討となった． 
・教育工学選書の交渉および在庫管理の検討状況，学会の事務局移転の交渉状況，教育工学事典の電子

化の検討状況について報告された． 
4．第 15 期の活動に関する意見・提言について 
 監事による第 15 期の活動に関する意見・提言が示された． 
5．その他 
（1） 以下の共催および協賛依頼等を承認した． 
・情報教育シンポジウム SSS2014 への協賛ご依頼（情報処理学会より） 
・第 14 回日本情報オリンピック（情報オリンピック日本委員会より） 
（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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公示 
 
下記の要領で臨時総会を開催いたします． 
正会員には，委任状のハガキを同封しております．当日欠席の場合は，委任状にご記入の上，記名捺

印して 09 月 17 日（水）までに到着するよう，ご返送下さいますようお願い申し上げます． 
 

記 
 
１．日時 2014 年 09 月 20 日（土） 13：50～14：10 
 
２．会場 

岐阜大学 講堂 
岐阜市柳戸 1-1 http://www.gifu-u.ac.jp/ 
 

３．総会の議題 
第１号議案 名誉会員の推薦について 

 
2014 年 07 月 19 日（土） 

日本教育工学会 会長 山西潤一 
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新入会員 
（2014 年 04 月 29 日～2014 年 07 月 05 日）83 名（正会員：36 名，准会員：７名，学生会員：40 名） 

 
■正会員（36 名） 
瀬尾美紀子（日本女子大学） 
大谷和大（大阪大学大学院） 
畔津忠博（山口県立大学） 
辰島裕美 

（金沢星稜大学女子短期大学部） 
中澤謙（会津大学） 
森下正基  
大久保麻実（明海大学） 
岡本尚志（聖徳大学） 
南明子（小矢部市立大谷小学校） 
竹内元（宮崎大学大学院） 
倉本知佳（目白大学） 
古川敦子 
宮本淳（愛知医科大学） 
山下八重子（明治国際医療大学） 
野中美津枝（茨城大学） 
松﨑勇人（佐野短期大学） 
高橋徹（東京理科大学） 
田村哲哉  
丹治信（東京大学） 
安嶋明（日本みらいキャピタル株式会社） 
荻津直通（藤田保健衛生大学） 
滝澤真毅（帯広大谷短期大学） 
上村裕樹（帯広大谷短期大学） 
市原純（帯広大谷短期大学） 
古泉隆  
嶋﨑和代（中部大学） 
須藤彰子  
北徹朗（武蔵野美術大学） 
中林寿文  

齋藤陽子（岐阜女子大学） 
木下和也（中村学園大学） 
千葉美保子（京都産業大学） 
島智彦（神奈川学園中学高等学校） 
徳野淳子（福井県立大学） 
田中均（東京女学館小学校） 
加藤真由美（岐阜女子大学） 
 
■准会員（７名） 
王佳穎  
佐藤秀樹 
吉富雅彦  
神谷勇毅（鈴鹿短期大学） 
葭原佑季子  
相羽清彦（航空自衛隊） 
佐藤徳紀 
（株式会社ベネッセ－コーポレーション） 
  
■学生会員（40 名） 
保森智彦（広島大学大学院） 
杉山いおり（東京工業大学大学院） 
多喜翠（早稲田大学） 
柏倉一裕（早稲田大学） 
西洞院遥美（大阪大谷大学） 
中平千尋（群馬大学大学院） 
大沼美由紀（東京電機大学大学院） 
中村彩子（名古屋市立大学大学院） 
中廣健治（三重大学大学院） 
田中豊治（埼玉大学大学院） 
木澤利英子（東京大学大学院） 
横山寛和（岐阜大学大学院） 

小泉光世（北海道大学大学院） 
吉田理恵（日本女子大学大学院） 
鈴木大輝（東北大学大学院） 
東香織（法政大学大学院） 
鈴木貴久（総合研究大学院大学） 
土屋崇文（千葉工業大学大学院） 
坂田恵子（上越教育大学大学院） 
樺沢透（湘南工科大学大学院） 
米田鈴子（日本女子大学大学院） 
末吉克行（兵庫教育大学大学院） 
圓井健史（兵庫教育大学大学院） 
陳巍（北陸先端科学技術大学院大学） 
永田遼平（広島市立大学大学院） 
市村賢士郎（京都大学大学院） 
井本絵里（兵庫教育大学大学院） 
中島悠太（早稲田大学大学院） 
小川美奈恵（東京学芸大学大学院） 
藤井裕記（上越教育大学大学院） 
金安由理（上越教育大学大学院） 
網岡敬之（早稲田大学） 
江尻拓平（東京学芸大学大学院） 
澄川靖信（東京理科大学大学院） 
吉田塁（東京大学大学院） 
川本恭平（名古屋大学大学院） 
新井達也（東京理科大学大学院） 
信太結花（北見工業大学大学院） 
前田康則（兵庫教育大学教職大学院） 
西村真成（大阪教育大学大学院） 

                       以上
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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（聖徳大学）
　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（公立はこだて未来大学）
 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０９月１９日（金）～２１日（日）

第 30 回全国大会（岐阜大学）
・２０１４年１０月１１日（土）

研究会「学校教育におけるポートフォリオの活用」（日本
女子大学）

・２０１４年１２月１３日（土）
研究会「地域連携と教育実践」（椙山女学園大学）

２０１５年
・２０１５年０２月２７日（金）～２８日（土）

冬の合宿研究会「対話のラーニングアナリティクスを目
指して」（東京工業大学　キャンパスイノベーションセン
ター）

・２０１５年０２月２８日（土）
研究会「学習支援環境とデータ分析」（九州大学）

・２０１５年０５月１６日（土）
研究会「先進的デバイスを活用した学習支援システムの
開発や実践」（広島大学）

◎国際会議の案内
２０１４年
・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)
・ICCE 2014
 http://icce2014.jaist.ac.jp/icce2014/
 (11/30 – 12/4, Nara, Japan)

２０１５年
・ACHI 2015
  http://www.iaria.org/conferences2015/ACHI15.

html
 (2/22 – 27, Lisbon, Portugal)
・eLmL 2015
  http://www.iaria.org/conferences2015/eLmL15.

html
 (2/22 – 27, Lisbon, Portugal)
・SITE 2015
 http://site.aace.org/conf/
 (3/2 – 6, Las Vegas, USA)
・EdMedia 2015
 http://www.aace.org/conf/ed media/
  (6/22 – 25, Montreal, Canada)

２０2
２０１4年 9月5日


