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2014 年度 夏の合宿研究会報告 
 

2014 年 08 月 09 日（土）から２日間，仙台市にある NAViS において 2014 年度夏の合宿研究会「考

える力をどのように評価するか」を開催しました．どのようにすれば思考力育成の評価が出来るのか，

そもそも評価自体が出来るのかという問題意識のもと，思考力の評価に関心をもつ小学校，中学校，高

校，大学，教育センター，企業の方など多様な立場にある 27 名の参加者がありました． 
 

今年度の夏合宿研究会は研修や講義の形式ではなく，参加者全員が検討するための題材を 3 名の先生

に提供していただき，その後，全員でダイアログ（対話）をおこなう形式で進みました． 
１日目は三宅貴久子氏（関西大学初等部），宇治橋祐二氏（NHK），岸磨貴子氏（明治大学）の 3 名

に事例の提供をしていただきました．まず，三宅氏には，関西大学初等部で思考力を育成する授業デザ

インとその評価の実践事例を紹介していただきました．宇治橋氏は NHK の番組を活用した思考力育成

の実践例を紹介されました．岸氏は，思考の評価への質的アプローチとして対話的自己理論から思考力

育成の三宅氏の実践を説明されました．参加者は３人の話から興味関心のあるトピックを選び，グルー

プにわかれダイアログを行いました．答えが明確にない各トピックに関して，参加者はそれぞれの経験

をもとに，今後どのようにしたら良いのかを議論していました． 
次に，参加者の中から議論したいこと，知りたいことの中から２回目のダイアログのトピックを選定

しました．それらは「思考の評価に客観性を持たせられるのか？また，短時間で行うことはできるのか？」

「そもそも「思考」とはなにか？校種によって『思考』や『思考スキル』が異なるのか？問題解決力と

思考の関係は？」などの議題が出されました．
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2 日目は「思考力育成の実践と評価の課題」をテーマとして久保田賢一氏（関西大学），稲垣忠氏（東

北学院大学），三宅氏の対談が行われました．稲垣氏の司会のもと，参加者も巻き込み，それぞれがも

つ疑問をひとつひとつとり上げながら議論が進みました． 
最後に，対談から４つの議題が整理され，これらについて 3 回目のダイアログセッションが行われま

した．それらは「シンキングツールとその評価」「思考と言葉の評価」「思考力と感性，創造性とその評

価」「正解のない学び（総合学習・高等教育・社会）における思考の対象・評価」の４つの議題でした．

この 3 回目のセッションでは参加者全員がダイアログの形式にも慣れており，深い議論が行われていま

した． 
今回の夏合宿研究会では，これまでの研究会とは異なり，少人数，ダイアログセッションを取り入れ

るという初の試みでしたが，参加者からは「自分が主体的に関わらなければならない研究会ははじめて

で刺激的だった」「様々な校種の先生の実践や考えを聞くことができてためになった」というように好

評の声をいただきました．今回の研究会運営では，稲垣氏，岸氏には多大なご協力をいただきました．

この場を借りて感謝申し上げます． 
今野貴之（目白大学） 
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2014年度 冬の合宿研究会のご案内（第二報） 
 
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26日（木）～27日（金） 
※02月2６日（木）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27日（金）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 
 

■ 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 

 

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） 
●会  場：日本女子大学 目白キャンパス 百年館低層棟 
      （〒112-8681 東京都文京区目白台2-8-1） 
●担  当：小川賀代 

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(601教室) ，B会場(602教室)  

09:55-10:00 諸連絡 

10:00-12:05 午前の部   

A1）eワークシート項目構成モデルに基づいた学習記録蓄積・活用支援システムの提案 
江尻拓平，森本康彦，宮寺庸造（東京学芸大学） 

A2）eポートフォリオ2.0に基づく小・中・高等学校向け eポートフォリオ「まなふりくん」の開発 
森本康彦（東京学芸大学），鈴木甲子雄（株式会社FCEエデュケーション） 

A3）構造化アカデミック・ポートフォリオの開発 
吉田塁（東京大学大学院），栗田佳代子（東京大学） 

A4）大規模クラスにおける相互評価型ポートフォリオの実践 
上崎哉（近畿大学） 

A5）TinCan APIによるアクティブ・ラーニング記述の試み 
武田俊之（関西学院大学） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
B1）産学連携による学園祭でのベジバーガー販売計画PBL 

酒井浩二（京都光華女子大学） 
B2）継続的な英語学習を目的とした割込み型リスニングシステム 

西澤良真，尾関基行，深田智，岡夏樹（京都工芸繊維大学） 
B3）計測・制御の学習における教材活用の可能性 

平野真（秋田市立下北手中学校） 
B4）高校生の情報活用の実践力と友人との学習活動が学業成績に与える影響 

稲垣俊介（東京都立江北高等学校） 
B5）初任者の就業継続のためのスタートアップサポート 

武田亘明（札幌市立大学） 
 

13:05-13:10 委員会挨拶・諸連絡  

13:10-14:50 午後の部-第一部 

A6）学習共同体の構成にかかる菅野積分モデルとその特質 
北垣郁雄 

A7）オンライン大学に入学した社会人の学習継続要因 
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） 

A8）ICT活用指導力育成のための「間違い探し」動画教材を用いた問題解決型学習方法の評価  
小川美奈恵，森本康彦，北澤武，宮寺庸造（東京学芸大学） 

A9）授業リフレクションシステムを活用した相互評価の内容分析 
－情報科教育法における模擬授業を対象として－ 
北澤武，森本康彦（東京学芸大学） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

研究会 

2014 
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B6）デザイン教育のグループワーク企画・制作における印象評価の活用の試み 

高木亜有子，森崎巧一（湘北短期大学），竹内晴彦（産業技術総合研究所） 
B7）学校関係者評価のプロセス改善と体系化 

豊福晋平（国際大学） 
B8）数学「課題学習」用ゲーミング教材とその設計フレームワークに関する 

教科連携の視点に立った改善 
山﨑浩也（東京工業大学），松田稔樹（東京工業大学大学院） 

B9）教職課程「教育工学」の授業改善とその効果（2） 
－数学・理科の教員に技術的問題解決活動の導入を促す取り組みとその効果－ 
松田稔樹（東京工業大学大学院） 

 
15:05-16:45 午後の部-第二部 

A10）専門家間連携による防災ワークショップのデザイン 
森玲奈（帝京大学），池尻良平（東京大学） 

A11）哲学対話ワークショップのデザイン過程に関する実証的研究 
－ワークショップの準備段階とリフレクションに着目して－ 
宮田舞（東京大学大学院），山内保典（大阪大学），岡田猛（東京大学大学院） 

A12）「翻訳トレイン」の開発研究 
柏木肇（元電気通信大学大学院） 

A13）著作権の知識と情報倫理の関係 
山本光（横浜国立大学），竹内達哉（横浜国立大学大学院） 

● 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
みも可能です．尚，年会費には研究会報告集の年間購読代金は含まれておりません． 

● 交通案内：ＪＲ山手線 目白駅より徒歩約 15 分．東京メトロ副都心線 雑司が谷駅より徒歩約８分．東京メ
トロ有楽町線 護国寺駅より徒歩約 10 分．目白駅前バス停より都営バス（学 05 または白 61）に乗車，日本
女子大前バス停で下車(約５分)．詳しくは，日本女子大学 HP の「交通アクセス」をご参照下さい．
［https://www.jwu.ac.jp/grp/access.html］ 

● 昼食案内：学食（11:00～13:30），売店（08:40～14:00），カフェショップ（09:00～14:00）が利用できます．
キャンパス外にも飲食店，コンビニが数店舗ありますので，ご利用いただけます． 

● 情報交換会のご案内：今回は情報交換会の予定はございません． 

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」と連携して開催するこ
とを予定しています． 

●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． 
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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 
先進的デバイスと活用した 
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． 

 
 

 

 

 

名誉会員の顕彰  
 
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．本年顕彰の対象となった方々

は，下記の通りです． 
生田孝至氏  池田 央氏  伊藤紘二氏  菊川 健氏 

後藤忠彦氏  佐伯 胖氏  菅井勝雄氏  中野照海氏 

 

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

だきたいと思っております． 
 

 
 

写真：名誉会員贈呈式（第30回全国大会にて） 
前列左より生田孝至氏，池田央氏，伊藤紘二氏，菊川健氏，佐伯胖氏，後列山西会長 
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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（第五報） 
 
 2012 年 8 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． 
投稿原稿提出締め切り（電子投稿）：2015 年 02 月 04 日（水） 
最終原稿提出締め切り（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：   
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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 浩 （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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ショートレター増刊号論文募集のお知らせ（第一報） 
 

日本教育工学会論文誌    vol.39, Suppl.の発行 
 

論文受付締切： 2015 年 04 月 01 日（水） 
 
日本教育工学会論文誌vol.39, 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. 2015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 
ます．

料に投稿でき

 
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 
(2015 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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新入会員 
（2014 年 07 月 06 日～2014 年 08 月 28 日）79 名（正会員：26 名，准会員：4 名，学生会員：49 名）

 
■正会員（26 名） 
石川拓次  
和田光司 (電気通信大学大学院) 
大谷みどり (島根大学) 
安藤公彦 (東京工科大学) 
兵藤健志 (九州大学附属図書館) 
宇宿公紀  
田丸恵理子 (富士ゼロックス株式会社) 
大石奨 (豊田市消防本部) 
田中孝治(北陸先端科学技術大学院大学) 
栗山直子 (東京工業大学大学院) 
野本尚美 (仁愛女子短期大学) 
我妻広明 (九州工業大学大学院) 
平良素生 (九州工業大学大学院) 
伊藤宏隆 (名古屋工業大学) 
上杉裕子 (呉工業高等専門学校) 
藤吉正明 (首都大学東京) 
中川雅人  
竹中喜一 (関西大学) 
長沼智之 (上越教育大学) 
伊藤ふみ子 (淑徳大学) 
渡辺浩行 (宇都宮大学) 
櫨山淳雄 (東京学芸大学) 
小松川浩 (千歳科学技術大学) 
加藤和彦 (千葉工業大学) 
堀江真弓 (岐阜大学) 
佐々木宏 
 
■准会員（4 名） 
中川剛 
貝原有香 
加藤はるみ 
船越義晴 

■学生会員（49 名） 
臼田寛明 (岐阜大学大学院) 
鈴木仰 (自由学園最高学部) 
銭谷和磨 (筑波学院大学) 
岡本昌也 (広島国際大学) 
荻無里広造 (千葉大学大学院) 
小川隼人 (広島国際大学) 
大野和寛 (日本大学大学院) 
藤田渡 (静岡大学大学院) 
小野永貴 (筑波大学大学院) 
齋藤玲 (東北大学大学院) 
久保田誠 (東京理科大学大学院) 
田形直人 (広島国際大学) 
榎本直輝 (東京理科大学大学院) 
高飛 (名古屋大学大学院) 
小笠原眞結美 (早稲田大学) 
冨士原照久 (筑波大学大学院) 
村山晴香 (大阪大学大学院) 
今野志穂 (仙台高等専門学校) 
折田憲彦 (帝京大学教職大学院) 
張蘭レイ (三重大学大学院) 
佐藤未彩 (東京電機大学) 
首藤大介 (広島国際大学) 
工藤喬也 (岩手県立大学大学院) 
梶原善之 (東京大学) 
小山田陽 (熊本大学大学院) 
青木智寛 (東京大学大学院) 
芳田翔太郎 (三重大学大学院) 
MohamadNurul Zawiyah 

(北陸先端科学技術大学院大学) 
根本圭祐 (早稲田大学大学院) 
今井智貴 (東洋大学) 
加藤嘉浩 (電気通信大学大学院) 

矢野大地 (早稲田大学大学院) 
斎藤千景 (千葉大学大学院) 
スプリチャル仁マイケル (静岡大学) 
鄧珊益 (埼玉大学大学院) 
丁綺 (埼玉大学) 
大高徹也 (埼玉大学大学院) 
目黒雅昭 (群馬大学大学院) 
蒲生諒太 (京都大学大学院) 
胡啓慧 (横浜国立大学大学院) 
八尋芙美子 (熊本大学大学院) 
松井かおり (同志社大学大学院) 
木下涼 (早稲田大学) 
齋藤卓史 (早稲田大学) 
坂本麻美子 (早稲田大学) 
岡博幸 (兵庫教育大学) 
谷口俊輔 (兵庫教育大学教職大学院) 
大島崇行 (上越教育大学教職大学院) 
香山恵美 (University of Wyoming) 

 
                       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２６日（木）～２７日（金）

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)

２０3
２０１4年 9月26日


