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新年のご挨拶 教育工学研究の社会的プレゼンスを高めよう 

日本教育工学会会長 山西潤一（富山大学）
 

2015 年がスタートしました．日本教育工学会が創立されてから 30 年，30 周

年の節目に入っています．学会も今や 2800 名を超える会員で，全国大会では毎

年 500 件近い研究が発表されるまでに成長してきています．基礎研究であれ，

実践研究であれ，教育工学研究は学校教育から高等教育，企業内教育，生涯学

習と教育の営みが抱える課題を研究の対象としてきました．この 30 年，時代が

求める能力の育成をそれぞれの立場で支援し，実践知や理論知として共有し研

究成果を発信してきています． 
 情報化社会の成熟度が増す中，国の政策としても，第２期教育振興基本計画

に基づき知識基盤社会を生きる力の育成に向け，さまざまな教育改革が進められてきています．教育内

容・方法の充実や教員の資質能力向上，学習の質保証，学習成果の評価・活用，新たな価値を創造する

人材育成，学習を通じたコミュニティ形成など，学校教育から生涯学習に至るまで，教育工学研究の出

番が益々求められてきています．出番が増えれば増えるだけ，その社会的プレゼンスも大きくなってき

ました．教育工学研究の成果を論文として社会に発信するのは勿論のこと，2009 年から実施されてき

ている高等教育の FD 研修会は，大学からも委託を受けるまでになり大学の授業改善に大きな役割を果

たしてきています．また，教育工学の知見を学校現場に還元していくとともに，日々の実践を研究とし

て高め，その成果を実践研究として共有化していくための実践研究活性化セミナーも，日々教育実践に

情熱を傾ける教員にとって役立っています．現代的教育課題に日々取り組むための SIG 活動，グローバ

ル人材の育成に向けた学会の国際連携など，30 周年を契機に立ち上げた新たな取り組みも，学会の社会

的プレゼンスを高める活動につながります． 
現代的教育課題と次代に向けた人材育成に向け，教育イノベーションをリードする学会として，その

役割が益々期待されるなか，本年も，会員の皆様とともに充実した活動を展開していきたく思います．

皆様のご支援，ご協力をよろしくお願い申し上げます． 
 

第 31 回通常総会及びシンポジウムのご案内（第一報） 
 
日時 2015 年 06 月 20 日（土）10:00〜17:00（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 デジタル多目的ホール 
 
10:00〜11:45 ラウンドテーブル 「21 世紀型学習活動のデザインと評価を考える」 
 21 世紀に向けたカリキュラム改革に取り組んだオーストラリアでの学習活動のデザインと評価をも

とに，授業を担う教師の指導力育成や評価の問題を，オーストラリア・クインズランド州立学校長，小

柳和喜雄（奈良教育大学）他，ラウンドテーブル形式で議論する． 
 
12:00〜13:00 総会 
第１号議案 2014 年度（2014 年 04 月 01 日〜2015 年 03 月 31 日）事業報告及び収支決算承認の件 
第２号議案 2015 年度（2015 年 04 月 01 日〜2016 年 03 月 31 日）事業計画案及び収支予算案承認の件 
第３号議案 会長，理事，監事，評議員の選任の件 
第４号議案 定款改定の件 
 
14:00〜17:00 30 周年企画シンポジウム「デジタル化時代の学びのイノベーション：次代が求める 

能力をどう育てるか」 
 OECD の PISA 型学力，21 世紀型スキルなど，次代に生きる児童生徒に求められる能力育成に向け

た取り組みが世界で進められているなか，教科，教科横断的事項，汎用的学力の３次元カリキュラムの

もと，BYOD で先駆的取り組みを進めているオーストラリア，一人一台タブレット端末での学習を進め

る東京都荒川区，つくば次世代型スキルに取り組む春日学園での実践事例をもとに，次代が求める能力

育成をどのように行うか，その課題や可能性を考える． 
登壇予定者：オーストラリア・クインズランド州立学校，春日学園つくば市立春日小・中学校， 

東京都荒川区教育委員会他 
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日本教育工学会 第 31 回全国大会のお知らせ（第一報） 
 
日本教育工学会第 31 回全国大会を，下記のように電気通信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：2015 年 09 月 21 日（月）～23 日（水） 
会場：電気通信大学 〒182-8585 東京都調布市 調布ケ丘１丁目５−１ 

http://www.uec.ac.jp/ 
 
 
２．大会日程 

09 月 21 日（月） 09 月 22 日（火） 09 月 23 日（水） 
08:15～17:00 受付 
09:00～11:00 一般研究発表１ 
      （口頭発表） 
11:10～12:30 一般研究発表２ 
      （ポスター発表） 
 
12:30～14:00 昼食，理事会 
     企業ランチセッション 
 
14:00～15:40 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）      
11:50～13:10 一般研究発表５ 
      （ポスター発表） 
 
13:10～14:10 昼食，各種委員会

 
14:10～15:10 全体会 
      （表彰，会長講演）

15:10～17:40 シンポジウム 
 
18:00～20:00 懇親会 

08:30～15:00 受付 
09:00～11:40 一般研究発表６ 
      （口頭発表） 
11:50～13:10 一般研究発表７ 
      （ポスター発表） 
13:10～14:10 昼食 
 
14:10～16:40 SIG セッション 
 
16:50～   大会企画委員会 

10:00～18:00 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．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）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（Special Interest Group）セッション 

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，高等教育・FD，教師教育・実践研究，教育・学習支援システムの開発・実践，教育の情報

化，ゲーム学習・オープンエデュケーション，協調学習・学習科学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． 
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（４）International Session（口頭発表） 
従来行われてきた International session の発表は，今大会より一般研究の口頭発表の中に組み入れ

て行われます．ただし，発表及び質疑応答は英語で行われます．実施方法の詳細は後日お知らせいた

します． 
 
（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．大会論文集に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 04 日（木）～06 月 25 日（木）ワークショップ テーマ受付期間 
 07 月 02 日（木）ワークショップ テーマ決定（応募多数の場合，採否結果通知をいたします） 
 
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． 

 
 
４．大会までのスケジュール 

06 月 04 日 木 ワークショップ テーマ受付開始 
06 月 25 日 17:00 木 ワークショップ テーマ受付締切 
07 月 02 日 木 ワークショップ テーマ決定 
07 月 07 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，郵便振替共に） 

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 14 日 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 14 日 17:00 火 提出原稿の差し替え締切（17:00 厳守） 
08 月 25 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，郵便振替共に）

 
 
５．宿泊について 

学会期間中の宿泊施設の斡旋はいたしません．各自でホテルのご予約をお願いいたします． 
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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 学習支援環境とデータ分析／一般 
●日  時：2015 年 02 月 28 日（土） 
●会  場：九州大学 箱崎キャンパス 文系地区 講義棟 
      （〒812-8581 福岡県福岡市東区箱崎 6-19-1） 
●担  当：多川孝央（ ）  

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（101教室），B会場（102教室），C会場（103教室），D会場（104教室），E会場（201教室） 
F会場（202教室），G会場（203教室） 
09:55-10:00 諸連絡 

10:00-12:05 午前の部   

A1）防災マップ作成支援システム“FaLAS”を利用した授業実践とその評価 
畠山久（首都大学東京／東京工業大学大学院），永井正洋（首都大学東京）， 
室田真男（東京工業大学大学院） 

A2）マインドマップで一定時間が経過したキーワードを再注目させる機能の開発と評価 
夏堀有未（東京学芸大学大学院），北澤武（東京学芸大学），望月俊男（専修大学） 

A3）煩わしさの軽減による割込み型英語リスニングシステムの改良 
西澤 良真，尾関基行，深田智，岡夏樹（京都工芸繊維大学大学院） 

A4）プロダクトとプロセスからみた剽窃の分析 
宮本淳，仙石昌也，山森孝彦，久留友紀子，橋本貴宏（愛知医科大学） 

A5）単語認知における音声知覚の弱点を分析する手法についての評価 
康敏（神戸大学），鄒亜亨（State Nuclear Power Technology Institute of China）， 
柏木治美，大月一弘（神戸大学），鏑木誠（宝塚医療大学） 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B1）沖縄高専における学生ノートパソコンの導入と利用環境について 

佐竹卓彦，新田保敏，畑亮次，荻野正（沖縄工業高等専門学校） 
B2）香川大学型 IT 教卓システムの操作ログ分析による教育用 ICT 機器の利用状況調査 

八重樫理人，末廣紀史（香川大学），福武久史（香川大学大学院），林敏浩，裏和宏， 
村井礼，今井慈郎，最所圭三（香川大学） 

B3）演奏可視化ツールとデジタルノートを活用した保育者養成校の対面ピアノ授業の実践 
田中功一（放送大学大学院／国際学院埼玉短期大学），鈴木泰山（株式会社ピコラボ）， 
辻靖彦（放送大学大学院） 

B4）学習履歴データから可視化する通信課程と通学課程の学習者特性 
竹生久美子（放送大学大学院），辻靖彦（放送大学） 

B5）日本国内の大学における授業内外の ICT ツールの利用傾向 
辻靖彦（放送大学），稲葉利江子（津田塾大学），酒井博之（京都大学）， 
重田勝介（北海道大学），田口真奈，飯吉透（京都大学） 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C1）複合的媒介人工物としてのビデオ作品がもつ意味 

－平成 26 年度八幡子ども会議委員による市長提言を事例として－ 
伊藤大輔（金沢工業大学），稲葉光行（立命館大学） 

C2）自治体や企業団体等と大学の教育連携に関する研究－社会人基礎力と地域愛着からの分析－

天野圭子，大﨑理乃（鳥取大学） 
C3）協働（collaboration）の理論とその実践例 

柏木肇（元電気通信大学大学院） 
C4）オンライン環境における知識構成型協働学習の実践と学習者間のインタラクション量の検討

倉田伸（長崎大学／東京工業大学大学院），藤木卓（長崎大学）， 
室田真男（東京工業大学大学院） 

研究会 

2015 
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C5）授業再構築のために反転授業モデルをいかに活用するか 
大橋陽，岩崎公弥子（金城学院大学），加藤大（株式会社ハンテンシャ） 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D1）教育のオープン化と学習プラットフォームとしての e ポートフォリオ 

千代原亮一，浅井宗海，稲村昌南，中井秀樹（大阪成蹊大学） 
D2）第二言語リスニング能力の改善を目的としたゲーム型学習支援システムデザインの検討 

唐霏爾（九州大学大学院），山田政寛（九州大学大学院／九州大学基幹教育院） 
D3）スマートフォンを活用した大学図書館ゲーム教材の開発 

－ARCS モデルに基づく自発的学習の動機付けを目指して－ 
井川友利子，工藤絵理子，野原ゆかり，金子晃介（九州大学附属図書館）， 
山田政寛（九州大学基幹教育院） 

D4）理科「探究活動」の新たなゲーミング教材開発と生徒及び教員対象の実践 
田口穂高，松田稔樹（東京工業大学大学院） 

D5）教育実践研究能力育成に向けた e-portfolio システムの開発 
松田稔樹（東京工業大学大学院） 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E1）ICT を活用した遠隔教員研修の実践と考察 

森下孟，迫田孝志（鹿児島大学） 
E2）タブレット PC 等の ICT 機器を使った遠隔地との交流学習による学習効果について 

長野健吉，田上恭史（京都市立錦林小学校） 
E3）高等教育における遠隔ワークショップ授業の授業設計 

今野貴之（明星大学） 
E4）タブレット PC を全員が活用した授業，活用しない授業，希望者が活用した授業の比較 

横山隆光（揖斐川町立揖斐小学校），加藤直樹，興戸律子（岐阜大学）， 
山崎宣次（中部学院大学），及川浩和（中日本自動車短期大学） 

E5）教員が ICT 支援員に期待するサポート内容に関する調査 
中川斉史（三好市立下名小学校），髙橋あゆみ（東みよし町教育委員会）， 
土井国春（東みよし町立足代小学校），堀田龍也（東北大学大学院） 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
F1）日本教育工学会全国大会におけるポスター発表聴講者の移動分析 

江木啓訓（神戸大学），稲葉利江子（津田塾大学），渡辺雄貴（首都大学東京） 
F2）高度な教職実践力を育むデジタル基盤教材の開発 

香川治美，納富恵子，小泉令三，重松宏明（福岡教育大学大学院） 
F3）組織における問題解決を主題とするビデオとオンラインレポートを活用した授業の受講者意

識分析 
－キャリア教育との比較に関して－ 
仲林清（千葉工業大学） 

F4）修正意図推論に基づく設計ポリシー習得支援システム 
大西挙，小尻智子（関西大学），山本樹（尚美学園大学） 

F5）If thinking 学習に基づく歴史的思考力育成支援システムの構築 
三木裕太，小尻智子（関西大学），瀬田和久（大阪府立大学大学院） 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
G1）「地域発信英語プロジェクト」の実践報告 

後藤隆昭（熊本大学大学院） 
G2）リユースパソコンを活用した ICT 環境の改善と展開 

古川健一（福岡教育大学） 
G3）校務支援システムでの学習評価に関する記述内容の分析 

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

G4）認知心理学実験の体験学習が高校生の探究型学習に対する態度や意欲に及ぼす影響に関する

検討 
菅井道子，堀田龍也，和田裕一（東北大学大学院） 

G5）高校生の社会的スキルと学校適応感の関連 
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稲垣俊介（東京都立江北高等学校），福本徹（国立教育政策研究所）， 
堀田龍也（東北大学） 

 
13:05-13:10 委員会挨拶・諸連絡 

13:10-15:15 午後の部-第一部 

A6）大学間共用 e ラーニングにおける学生の受講動向に関する検討 
内藤隆宏，讃岐勝，岡田昌史（筑波大学），長谷川忍（北陸先端科学技術大学院大学）， 
小田竜也（筑波大学） 

A7）大学連携による地域恊働学習－探求的学習をデザイン原則として－ 
田中洋一（仁愛女子短期大学），多川孝央（九州大学），山川修（福井県立大学）， 
谷内眞之助（福井工業大学），長水壽寛（福井工業高等専門学校） 

A8）学習コミュニティ分析へのウェアラブルセンサの試用 
多川孝央（九州大学），山川修（福井県立大学），田中洋一（仁愛女子短期大学） 

A9）Mahara 標準機能を用いたリフレクション活動支援の試行 
竹岡篤永（高知大学／熊本大学大学院），高橋暁子（徳島大学／熊本大学大学院）， 
根本淳子（愛媛大学／熊本大学大学院），鈴木克明（熊本大学大学院） 

A10）学習活動ごとにみた LMS と SNS の比較－最適な学習支援環境の提供を目指して－ 
長岡千香子（熊本大学），平岡斉士（熊本大学大学院）， 
喜多敏博（熊本大学／熊本大学大学院） 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B6）PC 上での学習過程の網羅的な記録システムの提案 

近藤秀樹（九州工業大学） 
B7）新入社員の経験学習と指導員によるその支援－営業実習週報の質的分析－ 

田中孝治（北陸先端科学技術大学院大学）， 
水島和憲（北陸先端科学技術大学院大学／株式会社日立製作所），仲林清（千葉工業大学），

池田満（北陸先端科学技術大学院大学） 
B8）避難時における知識と行動意図の不一致解消のための学習支援システムの開発と評価 

梅野光平（関西大学大学院），田中孝治，池田満（北陸先端科学技術大学院大学）， 
堀雅洋（関西大学大学院） 

B9）ジェネリックスキル育成でのビデオアノテーションによる 
パフォーマンス評価支援環境の開発とその試行 
浅井宗海，中井秀樹，稲村昌南（大阪成蹊大学） 

B10）PBL（Project-Based Learning）における成功要因と学習成果の分析 
有賀奨（諏訪東京理科大学大学院），尾崎剛，広瀬啓雄（諏訪東京理科大学） 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C6）反転授業における児童の学習活動に関する調査 

稲垣忠（東北学院大学），佐藤靖泰（富谷町立東向陽台小学校），  
横田俊行，浅川智己（ゼッタリンクス株式会社） 

C7）小学校算数科における反転授業導入の効果の検討 
佐藤靖泰（富谷町立東向陽台小学校），稲垣忠（東北学院大学）， 
横田俊行，浅川智己（ゼッタリンクス株式会社） 

C8）数理基礎科目における反転授業の実施とその教育効果 
西誠（金沢工業大学） 

C9）反転授業における学習者中心の授業設計を支援するシステム TicketNote の開発 
原田悠我（九州工業大学），小出洋（九州工業大学大学院） 

C10）JMOOC コースにおける相互評価に対する受講者アンケートの分析 
渡邉文枝，森裕樹（早稲田大学），向後千春（早稲田大学学術院） 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D6）問題解決フレームワークに基づく数学「課題学習」の授業設計支援 

山﨑浩也（東京工業大学），松田稔樹（東京工業大学大学院） 
D7）高校数学「課題学習」の課題改善を促す生徒用ゲーミング教材の開発とその教員養成への応用

森脇雄，松田稔樹（東京工業大学大学院） 
D8）学士力としての情報リテラシー教育ガイドラインの検討 

Japan Society for Educational Technology

7



 

 

7 

玉田和恵（江戸川大学），松田稔樹（東京工業大学） 
D9）マルチメディア講義素材の組み合わせによる教育用映像コンテンツ生成システムの開発と評価

白神真登（香川大学大学院），森田翼，林敏浩，村井礼，裏和宏（香川大学）， 
上之薗和宏（青山学院大学），八重樫理人（香川大学） 

D10）実習時における撮影写真を利用したプレゼンテーション作成支援システムの開発 
上西秀和，坂田信裕，山下真幸，坂東宏和（獨協医科大学） 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E6）協同学習を通した日本語文章表現規則の体系化による知識量の変化 

北村雅則（南山大学），山口昌也（国立国語研究所） 
E7）中学校理科において「対話による授業」の実現に向けた検討（1） 

野口聡（関西大学大学院） 
E8）中学数学教育リフレクションシートの開発－メタ学習スキルに注目して－ 

榎本直輝（東京理科大学大学院），渡辺雄貴（首都大学東京）， 
伊藤稔（東京理科大学大学院） 

E9）中学校数学に協同学習の基本技法を組み入れる授業設計 
島智彦（神奈川学園中学高等学校／東京理科大学大学院）， 
渡辺雄貴（東京理科大学大学院／首都大学東京），伊藤稔（東京理科大学大学院） 

E10）学力調査の結果からみた思考スキル指導の成果の検討 
泰山裕（鳴門教育大学大学院），三宅貴久子，小島亜華里（関西大学大学院）， 
堀田龍也（東北大学大学院），黒上晴夫（関西大学） 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
F6）フィールドワークにおける学習評価の役割－ポートフォリオの分析から－ 

岸磨貴子（明治大学） 
F7）タンザニアを題材とした開発教育の実践－JICA 横浜 教師海外研修の一環として－ 

増山一光（神奈川県立神奈川総合産業高等学校） 
F8）統合ゼミ活動支援システムの構築 

米谷雄介（早稲田大学学術院），中谷奈津美（早稲田大学）， 
永岡慶三（早稲田大学学術院） 

F9）ゼミ活動形態授業におけるルーブリック活用の有効性 
平生美穂（早稲田大学），米谷雄介，永岡慶三（早稲田大学学術院） 

F10）フェルミ推定を用いた効果的なグループディスカッションの構成人数の考察  
小林里紗（早稲田大学），米谷雄介，永岡慶三（早稲田大学学術院） 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
G6）メディア・リテラシー教育における初心者教員の授業設計に関する行動分析 

佐藤和紀（北区立豊川小学校／東北大学大学院），堀田龍也（東北大学大学院） 
G7）タブレット端末のカメラ機能を用いた教師による記録の分析 

脇本健弘（東京大学），堀田龍也（東北大学大学院） 
G8）ラジオ番組の制作によるメディア・リテラシー教育実践における生徒の変容の分析 

後藤心平，堀田龍也（東北大学大学院） 
G9）解釈を深める問いの設定をもとにした協調学習実践の改善 

－小説教材「山月記」におけるジグソー実践－ 
有山彰（鳥取県立倉吉西高等学校），遠山紗矢香，益川弘如（静岡大学大学院） 

G10）職業選択の意思決定の可視化を組み入れた教職入門 
後藤康志（新潟大学） 

 
15:30-17:35 午後の部-第二部 

A11）ICT を活用した探究的な学習における学習効果の分析 
登本洋子（玉川学園／東北大学大学院），後藤芳文，伊藤史織（玉川学園）， 
河西由美子（玉川大学），堀田龍也（東北大学大学院） 

A12）学習活動分析を目的とした教育用プログラミング実行環境「ますめ」における 
再構成型操作ログの活用 
荻野哲男（神戸大学），藤岡健史（京都市立西京高等学校） 

A13）企業内教育 e ラーニングにおける学生・社会人の学習行動分析－学習時期に注目して－ 
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杉山いおり，西原明法（東京工業大学大学院） 
A14）ペアプログラミングと反転授業によるプログラミング実習における学習者の動向 

鈴木聡，向山慎二，上原涼，小方博之（成蹊大学） 
A15）グループ学習支援システムにおけるメッセージタイプ「ファシリテーション」の影響分析 

古俣升雄（東京工業大学大学院），櫻井良樹（熊本大学）， 
比嘉邦彦（東京工業大学大学院） 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B11）大学教育のカリキュラム可視化ツールの開発 

浅野真之，山下和之（山梨大学） 
B12）科目選択支援に役立つデータの検討－モチベーション・SDLRS・学習活動－ 

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） 

B13）学生の自己管理学習を支援する教学 IR 情報提示システムの開発にむけて 
－可視化の方法に関する一考察－ 
渡辺雄貴（首都大学東京），松田岳士（島根大学），重田勝介（北海道大学）， 
加藤浩（放送大学） 

B14）他者の発想過程の推薦に基づく発想支援システム 
池嶋大輔，小尻智子（関西大学） 

B15）「自ら学ぶ力」のための学習様式の検討 
村上貴彦（東京工科大学大学院），中村太戯留，上林憲行（東京工科大学） 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C11）価値認識の程度を可視化する評価方法の検討 

－ストーリーグラフの開発と授業評価－ 
徳竹圭太郎（広尾学園中学校高等学校），佐久間大（東京工業大学大学院） 

C12）宇宙観測を支える情報技術を題材とした授業の開発・実践と評価 
小池翔太（千葉大学大学院），塩田真吾（静岡大学），藤川大祐（千葉大学）， 
阿部学（千葉大学大学院），木村研一，市野敬介，荒崎智史（NPO 法人企業教育研究会），

塚本亜紀，髙良理（日本アイ・ビー・エム株式会社） 
C13）リベラルアーツ大学における学生満足度の構造方程式モデリング 

鈴木仰，遠藤敏喜（自由学園） 
C14）詳細化アウトラインを用いた文章表現授業の実践 

冨永敦子，大塚裕子，椿本弥生（公立はこだて未来大学） 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D11）相互評価を支援するシステムの改善とその評価 

－受講者の状況に応じた自動グループ分割機能の追加－ 
金子大輔（北星学園大学） 

D12）REAS を用いた相互評価の試み－教職科目「教育方法」における実践報告－ 
三木やよい（近畿大学／九州短期大学） 

D13）大学授業における学生からの疑問に対するフィードバック方法の検討 
網岡敬之（早稲田大学），森裕生（早稲田大学大学院），尾澤重知（早稲田大学学術院） 

D14）時系列自己評価グラフを用いた授業内容振り返り支援の実践と評価 
森裕生（早稲田大学大学院），網岡敬之（早稲田大学），江木啓訓（神戸大学）， 
尾澤重知（早稲田大学学術院） 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E11）ナラティブアプローチによるプロジェクト学習の評価の試み 

望月俊男（専修大学），結城菜摘（京都造形芸術大学） 
E12）算数科における話し合い活動が児童の考え方に与える影響 

瀬戸翔平，深見俊崇（島根大学） 
E13）電子黒板を効果的に活用した板書モデルの検討 

折田憲彦（帝京大学大学院／帝京大学小学校），荒巻恵子，向山行雄（帝京大学大学院），

星野昌治（帝京大学小学校） 
E14）ICT 活用教育の効果に関する一考察－ICT 活用教育の推進に関する悉皆調査を基に－ 

稲葉利江子（津田塾大学），辻靖彦（放送大学），酒井博之（京都大学）， 
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重田勝介（北海道大学），田口真奈，飯吉透（京都大学） 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
F11）教科による著作権の知識に関する差について 

山本光（横浜国立大学） 
F12）理系博士後期課程を対象とした優秀学生向け教育プログラムの調査と考察－筑波大学－ 

北垣郁雄 
F13）仮想 C 言語空間体感教材の開発－ポインタに関するイメージ提示について－ 

大平祐介，田中則幸，淀優介，宮嵜敬（長野工業高等専門学校） 
F14）スマートフォンを活用した小テストの出題方法が正答率と解答時間に与える影響 

北澤武（東京学芸大学／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 箱崎駅下車徒歩 15 分，福岡市地下鉄貝塚線「箱崎九大前」駅下車徒歩７分，詳し

くは，九州大学 Web ページの「アクセス」（http://www.kyushu-u.ac.jp/access/index.php）をご

参照下さい． 
● 昼食案内：キャンパス内の会場から少し離れた場所（理系地区）で生協の食堂が昼食時間帯のみ

営業されます．また，キャンパス外には飲食店，コンビニがありますので，そちらもご利用下さい．

● 情報交換会のご案内：研究会終了後，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：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

●日  時：2015 年 05 月 16 日（土） 
●申込締切：2015 年 03 月 15 日（日） 

●会  場：広島大学東広島キャンパス（担当：林雄介）

●原稿提出：2015 年 04 月 05 日（日） 
●募集内容： 
スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイス，

iBeaconやkinect，Eye Trackerのような人の行動や振る舞いを

検出するセンサ，力覚や触覚を提示するハプティックデバイス，

拡張現実（AR）のためのプロジェクションマッピングやウェア

ラブルデバイスなど，様々な先進的なデバイスが安価で簡単に利

用可能になってきており，これまでの学習教材では不可能であっ

た学習活動を実現させる可能性が広がっています． 
本研究会では，このような先進的デバイスを利用した学習支援

システムの発展を目標として，新たな学習活動のモデリングから

先進的デバイスの実践利用についての報告まで幅広く募集いた

します．また，従来どおり，上記テーマに限らず教育工学一般の

発表も募集いたします． 
 

●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    
月日 テーマ 会場 申込締切※ 原稿提出締切※ 

07月04日（土） 
10月31日（土） 
12月12日（土） 
 

2016年 
03月05日（土） 

教師教育・教育の情報化／一般 
学び方の学習とその支援／一般 
学校の教育力向上に資する実践研究 
／一般 
 
ICTを活用した学習支援環境・基盤 
／一般 

北星学園大学

岩手県立大学

新潟大学 
 
 
香川大学 
 

05月07日（木） 
08月31日（月） 
10月13日（火） 
 
 
01月04日（月） 

05月25日（月） 
09月24日（木） 
11月02日（月） 
 
 
01月25日（月） 
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※ 締切日が平日に変更： 
2015 年５月研究会（JSET15-2）までの発表申込及び原稿提出締切日は“日曜日”としており

ましたが，７月研究会（JSET15-3）以降の発表申込及び原稿提出締切日は“平日”に変更とな

りますのでご注意下さい． 

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 
●月  日：2014 年 12 月 13 日（土） 
●発表件数：47 件 

●会  場：椙山女学園大学（星ヶ丘キャンパス）

●参加者数：83 名（内非会員 34 名） 
本研究会では，「地域連携と教育実践」というテーマのもと，

家庭や学校，企業や NPO など地域の様々な人や組織が連携し

取り組まれた研究が発表されました．また，ICT 活用教育の実

践や分析，教材や学習システム開発などの教育工学に関連した

多岐にわたる研究が発表され，活発な質疑応答及び議論が行わ

れました． 
本研究会は，コンピュータ利用教育協議会（CIEC）第 104

回研究会と連携し開催されました．CIEC 会員も本研究会の発

表に参加され，様々な視点から本学会員との議論が行われまし

た．また，午後の部第一部では，「地域連携と学びへの支援」

をテーマとした２つの講演が CIEC 主催のもとに行われ，本学

会員からも多くの参加がありました．ご参加いただいた皆様に

御礼を申し上げます． 
担当：亀井美穂子（椙山女学園大学）
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2014 年度 冬の合宿研究会のご案内（最終報） 
 
■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 
 協調的な問題解決能力の教育と評価に関心が集まっている．教育には，みんなで対話しながら問題を

発見し解決する協調的な学習形態が有効であることは自明だが，問題は，その過程やそこで培われたは

ずの「力」の評価である．すべての協調学習場面の記録が取れ，すぐさま分析できれば理想的だが，な

かなか技術的な壁は大きい．その理想が実現できる日までは，散発的に採られたデータを基に，学習者

の日々の学びを推定するほかないだろう．そこで，本合宿では，全国学力・学習状況調査を一人で解い

た場合と二人で解いた場合とを比較したデータ（Shirouzu et al., 2015）を基に，対話を分析して学習

者の日々の協調問題解決経験や能力をどこまで推定できるかに挑む．データは「ビッグデータ」と呼ば

れるほどの量には達していないが，少数事例を基にして，分析して意味のあるデータや資料を同定する

こと，さらには探索的な分析枠組みを提案することには，今後学習データが爆発する時代の準備として

意味のあることだろう． 
合宿では，対話の分析方法の学習や分析ツールの使用機会も含む．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ツールを用いた自動化，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． 
 
■日時 2015 年 02 月 26 日（木）13:00 ～ 27 日（金）16:00 
 
■会場 内田洋行東京ユビキタス協創広場２階 CANVAS 

http://www.uchida.co.jp/company/showroom/canvas.html  
内田洋行様に会場をご提供いただきました．ありがとうございました． 

 
■定員 45 名 
 
■講師 白水 始先生（国立教育政策研究所）・遠山紗矢香先生（静岡大学） 
 
■ファシリテータ 山田雅之（日本教育大学院大学）  
 
■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．） 
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■参加費 2,000 円（予定） 
 
■情報交換会参加費 6,000 円（予定） 
 
■宿泊 
 各自で手配をお願いします．宿泊等のご案内・ご紹介・斡旋等はいたしませんので，各自ご了承下さ

い．情報交換会は会場周辺を予定しています．  
 
■申し込み 
方法：（定員に達しましたので締め切りました） 

 スケジュール等の詳細なご案内についは後日改めてご連絡をさせていただきます． 
 
■スケジュール（予定） 
2015 年 02 月 26 日（木） 
12:00～13:00 受付 
13:00～13:30 研究会開始 趣旨説明・課題の共有 
13:30～14:30 グループワーク１：全国学力・学習状況調査結果分析 
14:30～14:45 休憩 
14:45～16:30 グループワーク２：全国学力・学習状況調査 協調問題解決結果分析 
16:30～17:00 講演１：白水 始先生 
17:00～18:15 グループワーク３：協調過程分析のための基礎理論 
18:15～18:30 休憩 
18:30～19:00 ディスカッション：明日試したい RQ，分析対象，分析方法 
19:15～21:15 情報交換会 
  
2015 年 02 月 27 日（金）  
10:00～10:10 趣旨説明：前日の議論を受けた課題の確認と趣旨説明，システム紹介 
10:10～11:00 グループワーク４：システム用いた分析体験 
11:00～12:00 講演２：遠山紗矢香先生 
12:00～13:00 昼食 
13:00～15:00 グループワーク５：講演を受けてシステム活用，実践への導入案作り 
15:00～15:30 全体ディスカッション 
15:45     解散 
   
謝辞 
内田洋行様に会場をご提供いただきました．ありがとうございました． 
富士通様に PC をご用意いただきました．ありがとうございました． 
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日本教育工学会 特別企画（実践研究活性化）セミナー（最終報）
日本教育工学会特別企画（実践研究活性化）委員会

委員長 村川雅弘（鳴門教育大学）
 
 今年度より，教育工学の知見を学校現場に還元していくと共に，教育実践に基づく研究及びその成果

の発信に関してのセミナーを開催することとなりました．今回はその試行として第一回目を開催します．

大学院や教職大学院等で教育現場をフィールドとして実践的な研究を計画・実施されている方あるいは

指導されている方，学校現場において研究主任等として中心的に取り組まれている方あるいは学校現場

を対象として研究的な立場でかかわっておられる方のご参加を期待しています． 
 
日時：2015 年 03 月 15 日（日）10:00～16:00 
 
会場：兵庫教育大学神戸ハーバーランドキャンパス「講義室５」 

（http://www.hyogo-u.ac.jp/facility/khlc/access/） 
 
定員：40 名 
 
申込：永田智子（兵庫教育大学）

宛てにメールで，①氏名，②所属，③指導教員名，④メールアドレス，⑤事例発表またはワーク

ショップでの実践研究計画紹介の別，を 03 月 01 日（日）までにお知らせ下さい． 
発表資料は 03 月 10 日（火）までにメールでお送り下さい．資料は A４版２枚とします．書式は

研究会の原稿見本（https://www.jset.gr.jp/study-group/files/jset-study-group-format140301.pdf）
を参考に作成した PDF 原稿として下さい．ただし，英文でのタイトル・氏名・所属は不要です． 

 
昼食：会場のある神戸情報文化ビルカルメニ及び近隣に飲食店をご利用いただけます． 

（http://www.hyogo-u.ac.jp/facility/khlc/surrounding/） 
 
日程：（予定） 
 １．10：00～10：10 開会・挨拶 
 ２．10：10～11：00 

基調講話：「現職教員が学校をフィールドとして研究する意義と方法」（仮題） 
村川雅弘（鳴門教育大学） 

    これまで鳴門教育大学大学院・教職大学院で 30 年間に渡って現職教員の実践研究を指導して

きた立場から，その意義と方法について具体的な事例を挙げてお話しします． 
 ３．11:10～12:00 及び 13:00～13:50 

事例発表と研究協議：「学校現場の課題解決における教育工学的な手法とその効果」 
    今年度に大学院や教職大学院等を修了される現職教員による事例発表と研究協議を行います．

指導教員のコメントや参加者による研究協議から教育実践研究の具体的なヒントを得ることが

できるでしょう． 
 ４．14:00～15:45 

ワークショップ：「教育実践研究構想の練り上げワークショップ」 
 大学院生や教職大学院生または研究主任等が平成 27 年度に実施する予定の実践研究計画を持

参し，チーム内（５名程度，研究者が必ず１名入る）において紹介し，計画の立て方やデータの

集め方・分析の仕方等について意見や助言を出し合ってまとめる． 
    ①簡単な事例紹介（２分×６）とチーム編成（８分）［６チームと想定した場合］（20 分） 
    ②チーム内事例紹介（20 分） 
    ③練り上げワークショップとチーム内協議（30 分） 
    ④全体での発表・協議（５分×６＝30 分） 

５．15:45～16:00 総括・閉会 
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2014 年度 産学協同セミナー（最終報） 
 
■テーマ 
教育工学の立場から一人一台情報端末活用の在り方を考える 
～これからの学校現場での一人一台情報端末活用に向けて～ 
■趣旨 

「教育の情報化ビジョン」に基づき，総務省「フューチャースクール推進事業」，文科省「学びのイ
ノベーション事業」の国の事業の成果から，先進的な自治体では一人一台情報端末が導入となり，今後
は他自治体にも広がろうとしています．この流れがただのブームに終わるのではなく，学校現場にしっ
かりと根付き活用することで，子供たちの学力向上に繋げることが求められます． 

今回の産学協同セミナーでは，先行しでいる韓国の現状報告や今後の展望と，日本で推進していく一
人一台情報端末等の教育への ICT 活用の方向性について情報を共有すると共に，既に国内で先導的に一
人一台情報端末を導入し活用している自治体や学校から，学校現場に根付かせるための施策や授業実践
事例等を紹介して頂きます. 
それらを受け，今後一人一台情報端末の導入を計画している他自治体や学校が，無理なく段階的に導

入をしていく為にはどうすべきか. また，どのような授業を推進すれば効果的な活用に繋げられるか等
について，日韓，産官学の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： 2015 年 04 月 04 日（土）13:30～17:30 （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 CANBANS） 
    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. 

■参加費： 無料 
■定員： 100 名 ※先着順で締め切らせて頂きます． 
■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/150404/index.php 
■セミナープログラム： 
13:00 開場  13:30 開始  17:30 終了予定 
第一部 
１．趣旨説明  企画委員会 
２．講演Ⅰ「韓国の一人一台情報端末を中心とした整備及び活用状況」 
   CHO KYUBOK 氏（韓国教育学術情報院 政策研究部 博士） 
３．講演Ⅱ「教育の情報化の動向」 

豊嶋基暢氏（文部科学省 生涯学習政策局 情報教育課長） 
４．講演Ⅲ「一人一台タブレット端末導入による荒川区の挑戦～21 世紀型スキルの育成を目指して～」 

駒崎彰一氏（荒川区教育委員会 指導室 統括指導主事） 
５．講演Ⅳ「タブレット端末を活用した算数の授業」 

  山本良和氏（筑波大学附属小学校 教諭）  
第二部 
６．パネルディスカッション  

韓国と日本の学校への一人一台情報端末等の情報化から，何を共有し，何を学ぶのか．今後の日
本の教育の情報化に向けた導入の在り方と，ICT を活用した授業の在り方について，韓そして産官
学のそれぞれの立場から議論を重ねる． 
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： 
山西潤一氏（富山大学教授 日本教育工学会 会長）  
CHO KYUBOK 氏（韓国教育学術情報院 政策研究部 博士）  
豊嶋基暢氏（文部科学省 生涯学習政策局 情報教育課長）  
駒崎彰一氏（荒川区教育委員会 指導室 統括指導主事） 
山本良和氏（筑波大学附属小学校 教諭）   

■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） 

※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． 
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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.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及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 
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 
（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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大学教員のためのＦＤ研修会（ワークショップ）のご案内（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

へ寄与しようと，2009 年度から実施しているものです．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．

本年度の研修は，一昨年度から好評を得ている内容を踏襲し，「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，今回は事前学習用コンテンツを用意し，

e-ラーニングと対面研修を組み合わせることで，これまでご要望が多かった，参加度を高めた構成（反

転研修）に変更します． 
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：平成 27 年 03 月 02 日（月）13:00～17:45 
 
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（熊本大学），根本淳子（愛媛大学），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） 

（事前支払いになります．支払い方法は参加者の確定後，個別に連絡します） 
 
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． 
 
幹事：重田勝介（北海道大学）・松田岳士（島根大学）・渡辺雄貴（首都大学東京） 
 
申し込み：http://labs.m-mode.net/jset_fd/にアクセスしてお申し込み下さい． 
 
◆【お問い合わせ先】 松田岳士 

 
○ 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． 
○ 事前学習：事前に e ラーニングを受講して，確認テストに回答していただく等の事前学習に取り

組んでいただきます．詳しくは参加者が確定後にお知らせいたします． 
○ 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． 
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日本教育工学会 第 15 期第 13 回理事会議事録 
 
日 時：平成 26 年 11 月 15 日（土）14:40〜17:30 
場 所：JAPET&CEC 会議室 
出 席： 
（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，加藤 浩， 

久保田賢一，黒上晴夫，鈴木克明，永岡慶三，南部昌敏，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 
（事務局長）赤松伊佐代（合計 18 名） 
 
１．前回の理事会議事録の承認について 
 第 15 期第 12 回理事・評議員会議事録及び今後の理事会の会場変更が承認された． 
２．新入会員の承認について 
 会員の移動が報告され承認された． 
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，承認され
た．2017 年３月に予定されている CiNii の廃止に伴い，J-STAGE Lite にサービスが移行することへの
対応及び論文誌の電子化，電子的配布の早期公開について，編集委員会として検討していくことが報告
された． 
（２） 研究会委員会 
研究会の開催状況，2015 年度の研究会開催計画，締切等の調整及び他学会・研究会との並列開催の

推奨について報告された． 
（３） 企画委員会 
 冬の合宿研究会は 2015 年 02 月 26 日（木）・27 日（金），産学連携セミナーの日程は調整中，６月
の総会シンポジウムは企画中であることが報告された． 
（４） 大会企画委員会 

SIG 委員会の設置による大会企画委員会のスリム化及び委員案が提案され，承認された．2015 年度
の第 31 回全国大会の日程等についてあらためて確認された． 
日時：2015 年 09 月 21 日（月），22 日（火），23 日（水） 
場所：電気通信大学 

2016 年度の第 32 回全国大会について審議され，開催校は大阪大学とし，日程と場所は今後調整して
いくことになった．名誉会員の全国大会の参加費及び懇親会費は免除することが提案され，了承された． 
（５） 選挙管理委員会 
理事会推薦の理事候補者の予備投票の結果について報告され，承認された．01 月 19 日（月）公示，

02 月 20 日（金）頃まで投票，２月下旬開票，03 月 14 日（土）の理事会で理事会推薦候補者の当選者
の確定，06 月 20 日（土）総会で新役員を承認する見通しであることが報告された． 
（６） 国際交流・渉外 

2015 年 07 月 11 日（土）・12 日（日）に上海師範大学で実施予定の日中交流フォーラムへの参加補
助，ICoME への連携，AECT-LKAOE 2017 Summer International Research Symposium の総会シン
ポジウムとの連携開催，英文誌の ERIC への登録等について検討している旨が報告された．30 周年シ
ンポジウムの海外からの招聘，全国大会における English Session の活性化について大会企画委員会と
調整していることが報告された．AECT との相互入会割引の協定について検討を進めている旨が説明さ
れ，承認された． 
（７） FD セミナー 

03 月 02 日（月）東京開催のセミナーは半日開催で実施し，午前中はファシリテータ養成にあてる予
定であることが報告された．FD セミナーの料金の徴収をシステムで行うことについて提案され，承認
された． 
（８） 特別企画（実践教育活性化）委員会 

03 月 15 日（日）の実践研究活性化セミナーの開催予定や周知の方法，今後の SIG との連携について
報告された． 
（９） 広報委員会 
ニューズレター（No.203 号）の台割案及び原稿依頼先が確認され，承認された．本学会の英文 Web

サイトの改訂について，各委員会の早急な協力が要請された． 
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（10） SIG 委員会 
 SIG 委員会委員及び開催予定等について提案され，承認された．規定（案）について報告があり，こ
れを承認した．SIG 委員会内規（案）については，今後も継続して検討することとした． 
４．総務・会計 
・2015 年度の理事会・評議員会日程について提案され，承認された． 
・選書第２期の第 15 巻の目次案について報告された．15 巻中 12 巻はすでに出版社から執筆依頼が送
られていることが報告された． 

・学会としての倫理綱領の検討を始めている旨，報告された． 
５．その他 
（１） 以下の共催及び協賛依頼等を承認した． 
・第 41 回教育工学研修中央セミナー（公益財団法人才能開発教育研究財団より） 
（２） 今後の理事会 

今後の理事会日程が確認された． 
 

日本教育工学会 第 15 期第 14 回理事会議事録 
 
日 時：2015 年 01 月 17 日（土）～01 月 24 日（土） 
場 所：（電子メールを利用した電子会議） 
出 席： 
（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， 
寺嶋浩介，中原 淳，永岡慶三，南部昌敏，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（合計 22 名） 

 
１．前回の理事会議事録の承認について 
 第 15 期第 13 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 
 会員の移動が報告され承認された． 
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）の編集状況が承認された． 
（２） 研究会委員会 

2015 年 10 月 17 日に予定していた研究会を 10 月 31 日に日程変更すること，研究会発表申し込み及

び原稿締め切りの日程を日曜日から平日に変更することが承認された． 
（３） 選挙管理委員会 

2015 年度日本教育工学会役員選挙投票用紙記載候補者が承認された． 
（４） 国際交流・渉外 

AECT との交流協定案について報告された． 
（５） 広報委員会 
ニューズレター205 号の台割案が承認された． 

（６） 選書委員会 
 第２期の 15 巻について出版社に提出し著者に執筆を依頼したことが報告された． 
４．総務・会計 
・学会カレンダーの作成を検討していくこととなった． 

５．その他 
・情報学教育関連学会等協議会が 2014 年 12 月 20 日（土）に日本大学文理学部で開催され，関係す

る学会が協力することが確認された． 
・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，2014 年度は，2014 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 ％

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 １  100

2013 年度 

論文 36 12 21 ２ １ 33
教育システム開発論文 １ １  100
教育実践研究論文 32 ５ 19 ８  16
資料 13 ４ ８ １  31
寄書 ８ ２ ６  25

2014 年度 
論文 22 ７ １ 14 ０

教育システム開発論文 ２ ２  ０

教育実践研究論文 20 １ ４ １ 14 ５

資料 12 ３ １ １ ７ 25
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 ％

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

巻頭言・総説・展望 ３ ３   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 ２ ２  100

2014 年度 

論文 ６ １ ５  17
教育システム開発論文 11 ３ ７ １  27
教育実践研究論文 16 ４ 10 ２  25
資料 ３ ２ １  67
寄書 ３ ３  ０

巻頭言・総説 ２ ２  100
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 ％

2012 年度 ショート 121 55 59 ７  45
2013 年度 ショート 121 51 64 ６  42
2014 年度 ショート 115 42 64 ９  37
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％

2012 年度 Paper ４ １ ３  25
Translation 12 12  100

2013 年度 Paper ２ ２  ０

Translation 16 15 １  94

2014 年度 
Paper on Educational 
Practice Research 

１ １ ０

Translation ９ ８ １  89
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2015 年度会費納入のお願い 
 
２月中旬に，2015 年度（2015 年 04

月 01 日～2015 年 03 月 31 日）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．2014
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． 
 
 
 
 

2015 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆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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第 30 回全国大会講演論文集の購入について 
 
昨年９月に岐阜大学で開催された第 30 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 30 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 30 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 30 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 30 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． 
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新入会員 
（2014 年 10 月 29 日～2014 年 01 月 05 日）25 名（正会員：18 名，准会員：１名，学生会員：６名） 

 
■正会員（18 名） 
中西一雄（守山市教育委員会,） 
伊能裕晃（東京学芸大学） 
河野稔（兵庫大学） 
庄司一也（滋賀大学） 
山原弘（神戸学院大学） 
柿崎隆夫（日本大学） 
谷津勝弘 
志村聖子（九州大学大学院） 
江藤公宣 
池田哲哉（学びの道教育研究所,） 

新井健一（ベネッセ教育総合研究所） 
羽倉尚人（東京都市大学） 
村上貴彦（東京工科大学大学） 
小倉恭彦（岡山大学教育学部附属中学校） 
坂田絵里奈（九州国際大学） 
佐々木亮（静岡県立下田高等学校） 
荒木剛（東北大学） 
稲田篤子（プール学院大学） 
 
 
 

■准会員（１名） 
今村竜太（株式会社日立公共システム） 
 
■学生会員（６名） 
孫康（善文大學） 
竹生久美子（放送大学大学院） 
飯野義一（神戸大学大学院） 
高橋聡（東京工業大学大学院） 
菅井道子（東北大学大学院） 
江草遼平（神戸大学大学院） 
                       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
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」（内田洋行）

・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０３月０２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）
・２０１５年０３月１５日（日）

特別企画（実践研究活性化）セミナー
（兵庫教育大学神戸ハーバーランドキャンパス）

・２０１５年０４月０４日（土）
産学協同セミナー「教育工学の立場から一人一台情報
端末活用の在り方を考える」

（株式会社内田洋行　ユビキタス協創広場ＣＡＮＶＡＳ）
・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）

・２０１５年０７月０４日（土）
研究会「教師教育・教育の情報化」（北星学園大学）

・２０１５年０９月２１日（月）～２３日（水）
第 31 回全国大会（電気通信大学）

◎国際会議の案内
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)
・Global Learn 2015
 http://www.aace.org/conf/glearn/
  (4/16 – 17, Berlin, Germany)
・CSEDU 2015
 http://www.csedu.org/
 (5/23 – 25, Lisbon, Portugal)
・EdMedia 2015
 http://www.aace.org/conf/ed media/
 (6/22 – 25, Montreal, Canada)
・EDM 2015
 http://www.educationaldatamining.org/EDM2014/
 (6/26 - 29, Madrid, Spain)
・HCI International 2015
 http://2015.hci.international/
 (8/2 - 7, Los Angeles, USA)
・E-Learn 2015
 http://www.aace.org/conf/elearn/
 (10/20 – 23, Kona, USA)

２０5
２０１5年 2月13日


