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日本教育工学会第 31 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）

 
第 31 回日本教育工学会全国大会を，ここ東京の電気通信大学で開

催できますことを，心からお喜び申し上げます．ご存知のように，昨

年 11 月より学会も創立 30 周年の節目の年になっています．30 年の

歴史をふり返りながらも，新たに教育工学研究の社会的プレゼンスを

高めるべく活動を行ってきました．なかでも，現代的教育課題を日常

的に研究交流する SIG の立ち上げや，グローバル化時代に対応した

国際連携強化を行ってきました．SIG も現在では 11 を数えています．

高等教育・FD，教育の情報化，教育・学習支援システムの開発・実

践など，教育工学研究の幅広さが伺われます．国際連携では，米国，

韓国，中国など，海外の教育工学会との連携を深めてきました．AECT
（The Association for Educational Communications and Technology）とは，学術連携包括協定を

締結し，AECT の国際会議で，日本での教育工学研究を広く紹介するセッションが設けられました．

グローバル人材の育成が求められる今日，若手の国際的活躍を大いに期待したいと思います．延期

されていた第 5 回日中教育工学研究交流フォーラムも，この 7 月に上海師範大学で，約 300 名近い

教育工学研究者が参加し開催されました．日本からも 20 名近い教育工学研究者が参加し，互いの

国の教育工学研究の現状を紹介しながら，今後の研究に熱い議論が展開されたのです． 
さて，今年の 31 回大会は，このような 30 年の節目を終え，さらなる発展への一歩とすべき大会

となるよう企画されています．特に，シンポジウムでは，教育工学の本質である「理論と実践を結

ぶアプローチ」をテーマに，認知科学，学習科学，教育心理学やシステム開発の専門家など，異な

る専門領域の研究者で，教育工学研究のありかたについて議論する場が企画されました．様々な学

問領域の知見を実践に適合し，新たな理論を創出する境界領域学問としての，まさに教育工学研究

の原点を皆で議論できる場です． 
学会もいまや 2,800 名を超える会員を抱え，本全国大会での発表件数も 466 件と非常に多くなっ

てきています．初等教育から高等教育，生涯教育に及び，先端的技術開発から日々の授業実践まで

大変幅広い対象です．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． 
上記の一般研究の他，昨年から始めた SIG セッションも，11 のテーマでコーディネータが中心

になって日頃の研究成果を持ち寄り，研究の方法やその成果についての突っ込んだ議論が展開され

ることでしょう．研究に対する熱い思いを語るトークセッションや実践的課題やアイデアをどう研

究としてデザインしていくかなど，萌芽的研究について議論するワークショップも準備されていま

す．トークセッションやワークショップから興味関心を持つ研究者の交流の輪が広がり，それぞれ

の研究の質が向上するとともに，その成果が SIG 活動の充実や研究発表につながり，最終的には

成果を論文として公表していくという，教育工学研究のサイクルが力強く回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の紹

介をランチを囲んで行う，楽しいランチタイムセッションも従来通り企画されています．ここから

新たな教育支援システムやコンテンツに関する共同研究が始まればとも思います． 
学会は研究発表の場であると同時に，興味関心を同じくする研究者や実践者などの交流の場でも

あります．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． 
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，開催校として会場の提供や運営に多大の

ご協力を頂いた植野真臣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るとともに，今大会をとおして，参加者の皆さんの交

流の輪が広がり，研究が一層発展することを祈念しています． 
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日本教育工学会第 31 回全国大会のお知らせ（最終報） 
大会 Web ページ：http://www.jset.gr.jp/taikai31/ 

 
ご投稿いただきました研究発表論文を大会企画委員会にてプログラム編成いたしました．合計 480 件

（シンポジウム 3 件，トークセッション 11 件，一般研究 466 件（うちポスター162 件，インターナシ

ョナルセッション 11 件））の発表と，SIG セッション 11 件，ワークショップ 6 件が予定されています．

今年度も昨年と同様に“現代的教育課題に対する SIG（Special Interest Group）セッション”を実施

します．皆様方のご参加をお待ちしております． 
 
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． 
＊ 第 3 日目の昼食時に，ランチョンセミナーの実施を企画中です．決まり次第 Web でお知らせします． 

 
３．全体会について 

22日（火）の全体会では，論文賞および研究奨励賞の表彰，会長講演，AECT（Association for Education 
Communications and Technology）会長挨拶等があります． 
 
４．シンポジウム・トークセッションについて 

21 日（月）の午後にはトークセッション（SIG Talk）が，22 日（火）の午後にはシンポジウム（理

論と実践を結ぶアプローチ）が開催されます．詳細は大会 Web ページをご覧下さい． 
 

５．企業展示について 

前回大会に引き続き，21 日（月）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． 
日時：09 月 21 日（月）12:30～14:00 
場所：C203，C303，C403 
時間：1 教室 6～7 社，1 社 8 分（予定） 
定員：各教室 50 名（お弁当を無料配布します） 
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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 22 日（火）18:00～20:00 
場所：電気通信大学 大学会館 2F 生協食堂 
費用：当日 5,000 円（事前申込は終了しました） 

 
７．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頂きます．詳細は，大会 Web ページ

をご覧下さい． 
 
８．大会当日の受付について 

第 31 回全国大会（電気通信大学）の事前参加申込みは締め切りました．ただし「当日払いの事前参

加申込み」につきましては引き続き会員専用ページからお申し込みいただけます． 
学会ホームページから「当日払いの事前参加申込み」の参加登録を事前にしていただけますと，会場

での受付時に当日参加票に記入しなくてすみます．事前登録をしていただきますと，当日払いの登録済

みを記載した電子メールが自動送信されますので，印刷して当日会場にお持ちください． 
また，大会に参加せず論文集（冊子版・CD-ROM 版）のみご希望のされる場合も，会員専用ページ

からお申込みいただけますのでぜひご利用ください． 
参加費（冊子体プログラムと CD-ROM 版の講演論文集を含む） 
  正・准会員   当日は 10,000 円 （名誉会員は無料） 

学生会員    当日は  4,000 円 
非会員     当日は 12,000 円 
非会員の学生   当日は  6,000 円 

懇親会費     当日は  5,000 円 
講演論文集代    8,000 円（冊子版のみ） 

  4,000 円（CD-ROM 版のみ） 
       10,000 円（冊子版＋CD-ROM 版） 

送料     1,000 円（冊子版が含まれる場合） 
        500 円（CD-ROM 版のみの場合） 

※論文集 CD-ROM 版は Adobe Reader の検索機能により文字列による検索が可能です． 
 

★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った場合に備えて，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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2015 年度 日本教育工学会夏の合宿研究会開催報告 
2015 年 07 月 18 日（土），19 日（日）に，静岡県のスルガ銀行 d-Lab 静岡にて夏の合宿研究会「ICT

を用いたアクティブ・ラーニング」が開催され，24 名の方々が参加しました． 
大島純先生（静岡大学）にコーディネートをお願いし，1 日目は「雑誌編集」「ユーザビリティ」「社

会調査」の 3 グループに分かれ，原田直子先生（フリーマガジン「すろーかる」副編集長），奥泉直子
先生（ユーザビリティ・エキスパート），中村秀司先生（鳥取県教育委員会）にご講演をいただいた後，
タブレット端末を持って静岡のまちに出てフィールドワークを行いました．フィールドワークの後は，
各自のタブレットを利用してまちで収集した情報を統合して，グループごとの発表資料を作成しました．
1 日目の最後には，3 グループの発表とディスカッションを行いました． 

2 日目のパネルディスカッションでは，1 日目の活動を振り返った後，パネリストとしてお招きした
千代西尾祐二先生（鳥取県教育センター），小林徹先生（鳥取県立智頭農林高校），林耕介先生（鳥取県
立鳥取西高校）から，現場での実践例の情報提供を頂き，参加者全員でアクティブ・ラーニングの推進
について意見交換を行いました． 
フィールドワークの振り返りで

は，アクティブ・ラーニングにつ
いて「対話による探求が起きる」
「問いを立てることで，学ぶ姿勢
が確立できる」などの意見があげ
られ，参加者全体でアクティブ・
ラーニングと，アクティブ・ラー
ニングに ICTを取り入れることの
意味を考え直しました．  
＜アンケート結果より＞ 

企画委員と講師陣を除く，23 名
の方々を対象に事後アンケートを
実施しました．アンケートでは，
合宿プログラムに対する満足度，
プログラムの適切さ，今後の研究
活動等への有用さについて高い評
価が得られました．自由記述にお
いても，「フィールドワークでの体
験が貴重であった」，「様々な立場
の人と議論でき，概念に対する理解が深まったこと」など，
ワークショップ型の合宿研究会で体験し対話しながら学ぶ
ことについて，高い評価が得られました．さらに充実した
プログラムおよび運営とするために，今後の企画委員の活
動に活かしていきたいと思います． 
【問 1】今回の合宿プログラムの内容は満足のいくもので
したか？ 
とてもそう思う（12 名），そう思う（11 名），どちらとも
いえない（0 名），そう思わない（0 名），全くそう思わない
（0 名） 
【問 2】今回の合宿研究会のプログラムはテーマに即した
ものでしたか？  
とてもそう思う（12 名），そう思う（10 名），どちらとも
いえない（1 名），そう思わない（0 名），全くそう思わな
い（0 名） 
【問 3】本研究会に参加したことが，今後の研究活動・教
育活動・業務など，皆様の生活やお仕事に役立ちそうです
か？  
とてもそう思う（11 名），そう思う（11 名），どちらとも
いえない（1 名），そう思わない（0 名），全くそう思わな
い（0 名） 
【問 4】この研究会を何で知りましたか？ 
知人・友人（8 名），ニューズレター（15 名） 
＜謝辞＞ 

今回の合宿研究会の開催に際し，スルガ銀行様に会場提
供のご協力を頂きました．ここに深く感謝いたします． 

報告：山田雅之（日本教育大学院大学） 

図 1）大島純先生（静岡大学）のご講演 

図 2）フィールドワークを行ったまち 

図 3）フィールドワークの発表 
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図 4）参加者で考えた“学びの active さ”
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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：学び方の学習とその支援／一般 
●日  時：2015 年 10 月 31 日（土） 
●申込締切：締め切りました．  

●会  場：岩手県立大学滝沢キャンパス（担当：市川尚） 
●原稿提出：2015 年 09 月 24 日（木）17:00 

●内容： 
激しく変化する現代社会において，自律的かつ継続的に学習していくこ

との重要性がますます高まっています．そこには，21 世紀型スキルにも示

されている，学び方の学習が１つの鍵になると考えられます．これまでも

本学会に限らず，学習スキル，学習方略，自己調整学習，メタ学習，より

基本的概念であるメタ認知など，多様なキーワードで，学習者の学ぶ力の

育成やそのための支援環境を対象とした研究がなされてきました．しかし

ながら依然として，学び方の学習に関する実践には課題が多く，実践に役

立つ研究知見を蓄積していくことが急務であると考えられます．こうした

背景から，本研究会では「学び方の学習とその支援」をテーマに，多様な

視点から理解を深めます．本研究会の発表は既に締め切りました．プログ

ラムは後日，Web サイト上でご案内します． 

●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」を使用してご登録く

ださい．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．

本年度から締切日時が“平日

17:00”までに変更となりまし

たのでご注意ください． 

研究会の発表募集                テーマ： 学校の教育力向上に資する実践研究／一般 
●日  時：2015 年 12 月 12 日（土） 
●申込締切：2015 年 10 月 13 日（火） 

●会  場：新潟大学五十嵐キャンパス（担当：澤邉潤） 
●原稿提出：2015 年 11 月 02 日（月）17:00 

●募集内容： 
昨今，学校教育の質的充実に関する社会的要請の高まりに伴い，子供を

取り巻く環境の変化に対応した学校のあり方が問われています．2015 年 7
月に中教審初等中等教育分科会から「チームとしての学校の在り方と今後

の改善方策について（中間まとめ）」が提示されており，そこでは教師の

資質向上にむけた学校全体の様々な取組みが求められています．社会的・

状況的に異なる背景をもった学校の教育上の課題を改善するという視点

に立てば，教育工学における教育改善を中心とした実践研究の蓄積は，今

後の重要な知見になるものと考えられます． 
そこで本研究会では，学校の教育力向上に資する実践研究をテーマに発

表を募集します．例えば，教師の専門性を高めるための校内研修，能動的

学習を展開するための教育環境デザインなどが想定されますが，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

よりお申し込みください．な

お，本年度から締切日時が“平

日 17:00”までに変更となりま

したのでご注意ください． 
●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． 

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※

 2016 年 
03 月 05 日（土） 

ICT を活用した学習支援環境・基盤

／一般 香川大 01月 04日（月） 01 月 25 日（月）

研究会の開催報告 
●日  時：2015 年 07 月 04 日（土） 
●発表件数：37 件 

●会  場：北星学園大学 
●参加者数：117 名（内非会員 43 名） 

本研究会は，「教師教育・教育の情報化」をテーマに実施されました．札幌のさ

わやかな天候の下，各会場で活発な意見交換が行われました．今回の研究会は初め

て，「教師教育・実践研究」「教育の情報化」二つの SIG と連携開催でした．さら

に，「教師教育・実践研究」SIG より，北海道大学の松尾睦先生による講演『経験

学習とリフレクション』を実施しました．加えて本研究会は，教育システム情報学

会（JSiSE）の第 2 回研究会とも連携して開催されました．両学会員が相互に発表

を聞きあうことで，参加者にとっては刺激的な研究会になったと思います． 
 研究会終了後は両学会合同の情報交換会も行われました．普段交流する機会の少ない方々ともつながりを

もつ良い契機になりました．今回の連携開催に際しては，多くの方から多大なご支援を賜りました．本当に

ありがとうございました．                     担当：金子大輔（北星学園大学）
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日本教育工学会 30 周年記念シンポジウム開催報告 
●日時:2015 年 06 月 20 日（土）●会場:東京工業大学 大岡山キャンパス 

 

   
 
第 31 回 日本教育工学会シンポジウム（午前の部）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」 
司会：久保田賢一（関西大学） 
発表者：小柳和喜雄（奈良教育大学） 

Bill Carey（オーストラリア，クイーンズランド州教育委員会情報技術教育室室長） 
 

午前中のシンポジウムは，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議論するという趣旨で実施

された． 
まず，小柳氏から 21 世紀型の学習活動に関する世界の動向にはじまり，オーストラリアがどのよう

なクロスカリキュラム※１を設定しどういったビジョンを持って教育政策を進めているか※２についての

説明があった． 
続いて，具体的な活動として，ICT 活用能力を測る PC テスティング※３の導入や民間の支援団体の動

き※４なども報告された． 
しかしながら，21 世紀型学習活動には，指導者に新しいビジョンや教育方法を必要としている一方で，

そのイメージが持ちづらいことも確かであり，ここはまだ議論が必要な点であることが指摘された．マ

イケル・フーランらによる「A Rich Seam」※５には，“New Pedagogies（新しい教育方法［学］）と Deep 
Learning（深い学び）”について詳細にまとめられており，小柳氏の日本語訳も公開されているため，

ぜひご覧頂きたい． 
最後に，AACTE（全米教員養成大学連盟）のハンドブックから，21 世紀型学習活動のデザインと評

価を考える際の教師に求められる力として，ICT の知識や操作だけではなく，「そこで，なぜ・どのよ

うに ICT を用いればいいか」といったことが重要視されているかが図示された． 
短時間であったが，21 世紀型学習活動の概念，オーストラリアの先進的な取り組みを理解するととも

に，一方で，能力評価の方法やそれらのビジョンを持った指導者養成など，

まだまだ実際の教育現場への浸透には課題も多い事が理解できたといえる． 
Carey 氏は，小柳氏の報告を踏まえた上で，オーストラリアにおける 21

世紀型学習活動のより具体的な状況及び現実の実効性等について発表して

いただいた．まず，2008 年のメルボルン宣言やその後のアデレード宣言を

経て 21 世紀スキルへの取り組みが本格化してきた経緯や，それらの先進

的なビジョンの下でのカリキュラム構築・評価方法等について，学校教育

現場への実効性のある政策を実施してきたことが伺えた．特に，児童生徒

※1：http://www.australiancurriculum.edu.au/ 「General Capabilities」の項目を参照 
※2：http://apo.org.au/research/beyond-classroom-new-digital-education-young-australians-21st-century
※3：http://www.nap.edu.au/ 
※4：http://www.aalf.org/ 
※5：http://www.pearson.co.jp/pearson-microsoft-a-rich-seam/ 

もしくは「豊かな鉱脈 新しい教育方法」で検索 
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らの評価を統合的に標準化して管理する「アセスメントデータベース」の活用など，世界をリードする

取り組みが示されたといえる． 
中には，知識の量や計算力が重要視され，狭い学力観にフォーカスされることもあるというが，Carey

氏による「未来はどんどん変化していくから，それに柔軟に対応した人材育成をしていかなくてはいけ

ない．」という言葉には説得力があった．「情報機器の整備・カリキュラムの構築・指導者育成」の 3 つ

の基盤整備が必要なことは当然のことではあるが，日本の教育事情と比較すると，その先進性が際立っ

ているといえよう． 
小柳氏・Carey 氏の発表の後，会場からは，これらの能力の測定（採点方法）はどうなっているのか，

また，21 世紀型活動を実践できる教員自身の評価方法（評価システム）についての質問，そして，これ

らの 21 世紀型学習における教育効果はどの程度あがっているのか等が議論された．質問が尽きる事は

無く，参加者の関心の高さが伺えた． 
報告：豊田充崇（和歌山大学） 

 
 
第 2 部は，黒上晴夫氏（関西大学）の司会のもと，30 周年企画シンポジウムとして，「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のか～」と題して，3 人の登壇者と 1 名の

指定討論者を交えて開催された． 
OECD の PISA 型学力，21 世紀型スキルなど，次代に生きる子ども生

徒に求められ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，1 人 1 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たいと，コーディネータの山西潤一氏（日

本教育工学会会長，富山大学）から冒頭の趣旨説明があった． 
はじめに，Bill Carey 氏（オーストラリア，クイーンズランド州教育

委員会情報技術教育室室長）より，Jindalee 州立小学校の取組を中心に

デジタル環境の構築の説明があった．2～6 年の子どもは 1 人 1 台を

BYOD で実現している．経済的問題がある家庭のためには，学校で用意

したりする．この環境での教育には，様々な教育工学研究者の研究成果

を活用している．「より賢い未来を今日作る」というビジョンを実現する

ためには，技術面では学校に充分なインフラの整備が必要であり，カリ

キュラムと学習面では実施内容の選択と順番・適所適材の道具の選択が

必要となる．これらのやり方を，地域・家庭・子どもへ，期待する成果や結果評価を含め丁寧に伝える

ことも重要である．先生方への説明に，データ収集・カリキュラム・テクノロジの選択・期待値・識別

を中央に置いた図を活用している．知識・概念化・分析・応用が適切にできているかを考えてもらうた

めである．加えて TPACK や SAMR モデルも参考にしている． 
BYOD の利点は，学校での情報アクセスに加え，学校外でも情報アクセスができ，個別学習が可能な

ことである．生涯学習のモデルにもなる．学校と家庭の学びの連続ができ，24 時間学習環境にアクセス

でき，テクノロジスキルが成長する．デジタルコンテンツはラーニングプレースという学校用サイトに

数千のレベルで用意されており，子どもはカリキュラムを超えた上位の内容にアクセスすることもでき

る． 
毛利靖氏（つくば市教育局総合教育研究所副所長）からは，「つくば市

ICT アクティブ・ラーニング」として，体験的活動による思考判断力・

協働力・知識理解力・言語力を育成していること，また，つくば次世代

型スキルとして，問題解決・自己マネジメント・創造革新につながる思

考に関するスキル，相互作用につながる行動に関するスキル，情報 ICT
につながる手段・道具を活用するスキル，つくば市民としての市民性に

つながる世界市民としての力，の育成に関する説明があった． 
アクティブ・ラーニングの事例としては，プールヤゴ大調査の例を紹

介．調査だけで終わらず専門家や農家へのヒアリングを通じて解決策の無い問題にチャレンジするリア

ルな深い学びを実現している．知識定着には，家庭からも利用できるドリルシステムを活用．思考ツー

ルの活用では，様々な思考ツールを活用し論理的な思考を育成する場面が紹介された．整理された情報
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を自らの言葉で，仲間・後輩・市長・議員・世界に向けてそれぞれの相手に合わせて説明する姿が印象

的である．  
駒崎彰一氏（葛飾区教育委員会指導室統括指導主事）からは，荒川

区での 1 人 1台導入を葛飾区のフューチャースクール推進事業の成果

を取り込み達成したことが紹介された．2014 年度には，小学校 1～2
年生 4 クラスに 1 セット，3～6 年生 2 クラスに 1 セットで 1 人 1 台

が使え，中学校には 1 人 1 台の体制で導入した．従来の学校図書館の

活用にタブレット PC を加え，これからのグローバル化社会を生き抜

く力の育成を目指している．タブレット PC 導入の短期的な目的は，

教えるツールとして「わかりやすい授業」を加速させること，学習ツ

ールとしてメディアに対するリテラシーを身に付けさせることにあ

る．長期的な目的としては，子どもたちに，これからのグローバル社会をたくましく生き抜くための「21
世紀型スキル」を身に付けさせることにある．先生方には，導入の目的等は研修したが，利用方法は自

由に研究してもらうようにしている．タブレット PC 導入校の実践として，個人学習で学びを深め，自

分のペースで反復学習を行い，ペアで自分の考えを伝え合い，グループで協力しながら課題解決を行い，

ディベートを進化させ，手書き入力やキーボード入力を利用し，実験や実技教科で活用している様子が

紹介された． 
指定討論者の吉崎静夫氏（日本教育工学会副会長，日本女子大学）からは，本日の発表での，21 世紀

型スキル・カリキュラム・授業・ICT・教育方法に言及し，3 つの実践への問いかけがなされ，各登壇

者の意見や会場からの質問で議論が盛り上がった． 
 

   
 

報告：奥田 聡（富士通） 
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SIG 研究会の開催報告 SIG-02 教師教育・実践研究 
 

●月 日：2015 年 07 月 04 日（土）～05 日（日） 
●テーマ：専門家の学びにおける経験と見え 
●プログラム 
▽07 月 04 日（土） 会場：北星学園大学  参加者数：96 名 

SIG 研究会：発表件数 8 件 
講演 『経験学習とリフレクション』 松尾睦（北海道大学） 
議論 『教師教育の課題』 

パネリスト 深見俊崇（島根大学）『〈反省・省察〉の問題‐研究動向を踏まえて』 
谷塚光典（信州大学）『教職ポートフォリオによる経験の蓄積と省察』 
松尾 睦（北海道大学） 

司 会 姫野完治（北海道大学） 
▽07 月 05 日（日） 会場：北海道大学  参加者数：17 名 
議論 『教師・保育者の成長と実践のみえ』 

パネリスト 相馬靖明（和泉短期大学）『雇用形態・働き方と保育者の実践の捉えの変容』 
三橋功一（北海道教育大学）『教育実践の捉えと実践経験』 
川上綾子（鳴門教育大学）『授業の熟達化における視点の変容』 

司 会 益子典文（岐阜大学） 
姫野完治（北海道大学） 

 
SIG-02 教師教育・実践研究の第 2 回研究会を，07 月 04 日，

05 日の二日間にわたって開催しました．今回は，北星学園大

学で開催された教育工学会の研究会と連携し，研究会の一部と

して，SIG に関する研究発表，そして講演会とパネルディスカ

ッションを，翌日は会場を北海道大学へ移してパネルディスカ

ッションを行いました． 
松尾先生による講演では，企業における多くの事例をふまえ

て，経験から学べる人に共通する学ぶ力のモデルや，経験学習

を高める指導方法，そして学びを促すリフレクションの事例が 
紹介されました．引き続いて行われたパネルディスカッション

では，松尾先生の講演，パネリストの話題提供をもとに，深い

リフレクションを促し成長へとつなげていく方法，リフレクションの前提となる目標設定，そして目標

を胎に落とすための共有のあり方等について議論されました． 
2 日目に行われたパネルディスカッションでは，教師や保育者にとって「実践がみえる」ということ，

そのような「みえ」が変容するプロセスや手がかりについて議論を行いました．「みえる力」をコンピ

テンシー等の力量モデルで捉えることができるのかどうか等，活発な議論が展開されました． 
最後に，ご登壇いただいた先生方およびご参加いただいた皆様，そして研究会の開催において連携し

てご尽力いただいた研究会委員会の皆様に御礼申し上げます． 
担当：姫野完治（北海道大学） 
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SIG 研究会の開催報告 SIG-04 教育の情報化 
 
1．第 2 回ワークショップ 
●月 日：2015 年 07 月 04 日（土）～05 日（日） 
●テーマ：「ICT 環境と子どもたちの学びを考える」 
●プログラム 
▽07 月 04 日（土） 会場：北星学園大学  SIG 研究会：発表件数 12 件 
▽07 月 05 日（日） 会場：北星学園大学  参加者数：25 名 
ワークショップ①：教育の情報化「整備ガイドライン」の活用 

稲垣 忠（東北学院大学）・林 向達（徳島文理大学） 
ワークショップ②：「情報活用能力調査」を読み解いてみよう！ 

豊田充崇（和歌山大学）・稲垣 忠（東北学院大学） 
 
2．教育の情報化・情報教育 SIG 合同ワークショップ 
●月 日：2015 年 08 月 12 日（水） 
●テーマ：「児童生徒のネット利用に関する教育実践研究のあり方」 
●プログラム 
▽08 月 12 日（水） 会場：内田洋行名古屋営業所  参加者数：20 名 
文科省・情報活用能力調査にみるネット利用関連問題の動向と結果の考察  豊田充崇（和歌山大学） 
教材論から見た情報モラル教育の実践研究のあり方            阿部 学（敬愛大学） 
小中学生を対象とした情報教育において，プログラミングの学習は必要か？野崎浩成（愛知教育大学） 
ネットいじめの現状と対処法～LINE による既読無視問題をどう指導するか  加納寛子（山形大学） 
 
SIG-04 では第 2 回研究会を 07 月 04 日，05 日（研究会との連携）に，教育の情報化・情報教育 SIG

合同ワークショップ（以下，WS）を 08 月 12 日に行いました．まず，第 2 回研究会については，07 月

04 日に研究会との連携により 12 件の研究発表及び議論を行いました．翌 05 日の WS では，1 つ目の

トピックとして教育の情報化 SIG が開発した「教育の情報化整備ガイドライン」を取り上げました．第

1 回 WS でのガイドライン検討に引き続

き，完成したガイドラインの活用可能性

を検討するため，仮想の自治体プロフィ

ールのアドバイザという立場からガイド

ラインを活用しながら適切なアドバイス

を検討するという WS を行いました．「整

備ガイドラインがあると，各地で考えら

れているめざす姿に近づけられることが

わかった」「具体的なケースで考えること

で限られた予算の中でいかに良い環境を

作るかを考えることができた」などの感

想が寄せられました．2 つ目のトピック

として情報活用能力を取り上げました．

結果の分析と，実際に問題を解いてみる

ワークショップを通して，情報活用能力

測定の今後について議論しました． 
教育の情報化・情報教育 SIG 合同 WS では，教育の情報化並びに情報教育に関する具体的な研究発

表をもとに，両 SIG の位置づけについて議論しました．教育の情報化 SIG は学校教育の現場に近い立

場で情報教育も含む教育の情報化全般について広く扱う実践的な研究に軸足を置いているのに対して，

情報教育 SIG は国際的な情報リテラシー育成研究の動向を視野に入れヒューマノイドロボットが普及

する時代に向けた情報教育のあり方について研究するといった具合に，両 SIG の方向性について議論し

ました．多様なアプローチからの研究が情報教育や教育の情報化に資する知見を提供していくため，両

SIG が柔軟に連携協力していく重要性について確認されました．12 月には新潟大学において WS を開

催の予定です． 
担当：後藤康志（新潟大学） 
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日本教育工学会第 31 回通常総会 議事録 
 
１．日時：2015 年 06 月 20 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，第 15 期の総括と第 16 期へ向けての挨拶があった．15 期では，①

SIG の設立と充実，②高等教育の FD，③実践研究の活性化，④海外の学会とのグローバル連携，⑤

30 周年企画，⑥学会誌の電子ジャーナル化と広報活動の充実など，学会の社会的プレゼンスを高めて

きた．第 16 期は，事務局を移転し，事務局機能を充実して，より一層の会員サービスに努めたいと

の挨拶であった． 
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 2,179 名中，会場出席者 42 名，委任状 524 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「2014 年度（2014.04.01－2015.03.31）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.207 の pp.3-4 の「2014 年度事業報告及び収支決

算」に関する議案資料および別紙正誤表に基づき説明があった．引き続き，永野監事より「05 月 28
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． 
第 1 号議案の修正部分は以下の通りである． 

 
2014 年度 収支決算 （自 2014.04.01～至 2015.03.31） 
（誤） 
※参考：積立金 

2014/3/31 定期預金総額 52,053,018 円 (含 ゆうちょ銀行分 9,500,000 円) 
銀行定期預金利息(0.025%)合計 5,470 円 (→ 銀行定期預金口座へ組み込み) 

2015/3/31 定期預金総額 52,058,488 円 
※その他の利息 

ゆうちょ銀行定期利息(0.038%) 合計 2,651 円 （→ 雑収入へ組み込み） 
 
（正） 
※参考：積立金 

2014/3/31 定期預金総額 52,049,195 円 (含 ゆうちょ銀行分 9,500,000 円) 
銀行定期預金利息(0.025%)合計 8,485 円 (→ 銀行定期預金口座へ組み込み) 

2015/3/31 定期預金総額 52,057,680 円 
※その他の利息 

ゆうちょ銀行定期利息(0.03%) 合計 2,651 円 （→ 雑収入へ組み込み） 
 

３）第 2 号議案「2015 年度（2015.04.01－2016.03.31）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.207 の pp.5-6 の「2015 年度事業計画案及び収支

予算案」に関する議案資料および別紙正誤表に基づき説明があり，全会一致でこれを承認した． 
 第 2 号議案の修正部分は以下の通りである． 
 
（４）研究会委員会（450,000 円） 
（誤）⑤「ICT を活用した学習支援環境・基盤」研究会     （2016/03/05：九州大学） 
（正）⑤「ICT を活用した学習支援環境・基盤」研究会     （2016/03/05：香川大学） 
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2015 年度 収支予算案 （自 2015.04.01～至 2016.03.31） 
（誤） 

 前年度決算 予算額 備 考 
5.積立金取り崩し 0 768,238  
6.前年度からの繰越し 5,909,033 11,731,762  

（正） 
 前年度決算 予算額 備 考 
5.積立金取り崩し 0 2,541,155  
6.前年度からの繰越し 5,909,033 9,958,845  

 
４）第 3 号議案「会長，理事，監事，評議員の選任」 

南部理事より，日本教育工学会ニューズレターNo.207 の p.7 の「会長，理事，監事，評議員の選

任」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． 
 

５）第 4 号議案「名誉会員の推薦の件」 
山西会長より，日本教育工学会ニューズレターNo.207 の p.8 の「名誉会員の推薦の件」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． 
 

６）第 5 号議案「定款改定の件」 
 山西会長より，日本教育工学会ニューズレターNo.207 の p.9 の「定款改定の件」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． 
結果，定款の第 2 条は「本会は，事務局を，東京都港区赤坂 1 丁目 9 番 13 号 三会堂ビル 8 階に置

く」とする． 
以上 

 
 
日本教育工学会第 15 期第 17 回／第 16 期第 1 回理事・評議員会 

（合同）議事録 
 
日 時：2015 年 06 月 20 日（土）13:00～13:50 
場 所：東京工業大学 大岡山キャンパス コラボレーションルーム 
出 席： 
＜第 15 期＞ 
（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，小柳和喜雄，加藤 浩， 

木原俊行，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，室田真男 

（評議員）高橋 純，田口真奈，永田智子，西森年寿，平嶋 宗，益子典文，村上正行，望月俊男， 
柳沢昌義，山内祐平 

（監事）近藤勲，永野和男 
（事務局長）赤松伊佐代                             （合計 30 名） 
＜第 16 期＞ 
（理事）山西潤一会長，加藤 浩，久保田賢一，木原俊行，黒上晴夫，鈴木克明，中山 実， 

永岡慶三，永田智子，南部昌敏，平嶋 宗，堀田龍也，前迫孝憲，益子典文，美馬のゆり， 
村上正行，山内祐平，吉崎静夫 

（評議員）赤倉貴子，新井健一，小柳和喜雄，影戸 誠，佐々木整，新地辰朗，田口真奈，高橋 純， 
西森年寿，東原義訓，姫野完治，松田岳士，光原弘幸，室田真男，望月俊男，山田政寛 

（監事）永野和男 
（事務局長）赤松伊佐代                             （合計 36 名） 
 
１．前回の理事会議事録の承認について 
第 15 期第 16 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． 
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３．各種委員会から 
(1) 選書委員会 
・第 1 期および第 2 期の教育工学選書の進捗状況について報告された． 

(2) 総務・会計 
・第 16 期第 8 回理事会の日程が 2016 年 05 月 07 日（土）から 05 月 14 日（土）に変更された． 

４. 今後の学会の活動について 
・山西会長より，第 16 期の理事の役割分担が提示された．総務委員会，選挙改革委員会を設置する

こととなった． 
・退任理事・評議員，新任理事・評議員から挨拶があった． 
・監事から，理事の負担の平準化と各役員のさらなる協力が要請された． 

５．その他 
(1) 以下の共催および協賛依頼等を承認した． 
・第 42 回教育工学研修セミナー「IMETS フォーラム 2015」後援名義使用依頼（公益財団法人才

能開発教育研究財団より） 
・第 19 回視聴覚教育総合全国大会第 66 回放送教育研究会全国大会合同大会後援名義申請（全国放

送教育研究会連盟より） 
・The 46th ISAGA Annual Conference（ISAGA/JASAG2015）後援名義使用依頼（NPO 法人日

本シミュレーション＆ゲーミング学会より） 
(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 16 期第 2 回理事会 議事録 

 
日 時：2015 年 07 月 18 日（土）14:40～17:10 
場 所：JAPET&CEC 会議室 
出 席： 
（理事）山西潤一会長，中山 実副会長，鈴木克明副会長，稲垣 忠，加藤 浩，木原俊行， 

久保田賢一，三宮真智子，永岡慶三，永田智子，堀田龍也，前迫孝憲，益子典文，美馬のゆり， 
村上正行，村川雅弘，森田裕介，山内祐平 

（監事）赤堀侃司 
（事務局長）赤松伊佐代                             （合計 20 名） 
 
1．前回の理事評議員会・総会議事録の承認について 
第 15 期第 17 回／第 16 期第 1 回理事・評議員会（合同）議事録および第 31 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 
新入会員が報告され，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，e-ジャーナル化について J-stage への申請状況が報告された． 
(2) 研究会委員会 

2015 年 07 月 04 日に北星学園大学において開催された研究会の報告があった． 
(3) 企画委員会  

新たな企画委員会委員の構成について承認された．6 月の 30 周年記念シンポジウムおよび夏の
合宿の実施状況が報告された．また，6 月シンポジウム・総会と NEW EDUCATION EXPO との
ジョイント開催を検討していくことが承認された． 

(4)大会企画委員会 
2015 年 09 月 21 日（月）・22 日（火）・23 日（水）に電気通信大学にて行われる第 31 回全国大

会の進捗状況について報告された． 
(5) 顕彰委員会 

第 30 回研究奨励賞・第 29 回論文賞の投票結果が説明され，研究奨励賞 2 名，論文賞 1 編を選考
した． 
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(6) 国際交流・渉外 
07 月 12 日，13 日に中国の上海で開催された日中教育工学研究フォーラム，および AECT との

学術交流協定締結について報告があった．AECT カンファレンスで研究発表奨励のため若手会員の
参加費援助，大会の international session 発表促進のため海外から参加する発表者の参加費減額，
国際交流担当理事の 1 名増員を承認した． 

(7) 特別企画（実践教育活性化）委員会 
9 月の大会の折に，実践研究活性化委員会，2 月頃に研究会を開催する予定であるとの報告があ

った． 
(8) 広報委員会 

広報委員会の新体制および業務の提案を承認した．また JSET ニューズレターVol.209（08 月 22
日原稿〆切）台割り案を承認した． 

(9) SIG 委員会  
SIG，研究会等の学術研究活動等における本学会のロゴ使用について，「日本教育工学会ロゴ使用

に関する取扱いについて」を承認した． 
(10) 選書委員会 

選書第 2 期の進捗状況について報告があった． 
 

4．総務・会計 
(1) 倫理綱領について 

日本教育工学会倫理綱領について，審議の上承認した．また全国大会第 1 日目の理事・評議員合
同会議において説明の上，2015 年 09 月 21 日をもって発翰日とすることとした． 

(2) 選挙改革委員会の設置について 
選挙改革委員会の構成を承認した． 

(3) リスクマネジメント委員会の設置について 
学会の個人情報管理等の窓口として，リスクマネジメント委員会設置について，審議の上，承認

した． 
(4) 情報学関連学協会委員の交代 

情報学関連学協会の委員交代を承認した． 
(5) 総務委員会委員について 

委員会メンバーの追加の場合には改めて審議いただくとの報告があった． 
(6) その他 

大会発表申込新キーワード案について意見交換を行った． 
 

5．その他 
(1) 以下の共催および協賛依頼等を承認した． 
・教育システム情報学会第 40 回全国大会 協賛依頼(一般社団法人 教育システム情報学会より) 

(2) 今後の理事会日程が確認された． 
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第 1 号議案 2014 年度事業報告及び収支決算（訂正版） 
 

2014 年度に実施した事業は以下のとおりである．（事業費 28,294,474 円） 
 
（１）機関誌等（13,518,555 円）  

１．｢日本教育工学会論文誌｣ 第 38 巻１号～４号，増刊号（ショートレター号），および英文誌第
37 巻１･２号（合併号）を編集・刊行し会員に配付した． （8,196,864 円） 

２．「ニューズレター」No．199～ No．205 を刊行し，会員に配付した． （2,239,371 円） 
３．「日本教育工学会研究報告集」JSET14-2～JSET14-5，JSET15-1 を刊行し，申込者に配布し

た． （3,082,320 円） 
（２）総会 

日本教育工学会第 30 回通常総会を，東京工業大学で開催（2014 年 06 月 21 日（土））した． 
（３）大会（9,944,332 円） 

日本教育工学会第 30 回全国大会を， 岐阜大学で開催（2014 年 09 月 19 日（金）～21 日（日））
した． 
また，「大会講演論文集」を刊行し，申込者に配布した． 

（４）研究会の開催（483,349 円） 
次の研究会を開催した．なお，発表内容は，｢日本教育工学会研究報告集｣JSET14-2～JSET14-5，
JSET15-1 とした．  
①「ICT を活用した教育・学習」研究会 （2014年 05月 17日（土）：長岡技術科学大学） 
②「学習環境デザイン」研究会 （2014 年 07 月 05 日（土）：明治大学） 
③「学校教育におけるポートフォリオの活用」研究会 （2014 年 10 月 11 日（土）：日本女子大学） 
④「地域連携と教育実践」研究会 （2014 年 12 月 13 日（土）：椙山女学園大学） 
⑤「学習支援環境とデータ分析」研究会 （2015 年 02 月 28 日（土）：九州大学） 

（５）企画委員会（553,489 円）          
企画委員会を開催し，次のシンポジウムおよび研修講座（合宿研究会）を開催した． 
a） シンポジウム（2014 年 06 月 21 日（土）：東京工業大学） 

テーマ：「PISA2015 の先を見据えた形成的評価のあり方」 
「スマホと SNS 時代における情報モラル教育について」 

b） 研修講座 
① 第 76 回研修講座 夏の合宿研究会（2014 年 08 月 29 日（金）：仙台市 NAViS） 
  テーマ「考える力をどのように評価するか」 
② 第 77 回研修講座 冬の合宿研究会（2015 年 02 月 26 日（木）～27 日（金）： 

内田洋行 新川オフィス） 
  テーマ「対話のラーニングアナリティクスを目指して」 
③ 第 78 回研修講座 産学協同セミナー（2015 年 04 月 04 日（土）：内田洋行 新川オフィス） 
  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」 

（６）学会ホームページの更新 （212,850 円） 
学会のホームページによって，学会情報を提供した． 

（７）セミナーの開催 （250,338 円） 
大学教員のための FD 研修会の企画，開催を行った． 
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-」 

 （2015 年 03 月 02 日（月）：首都大学東京 秋葉原サテライトキャンパス） 
（８）研究専門委員会の設置（941,783 円） 

研究専門分野での研究の活性化及び人材育成を行った． 
（９）国際連携の促進（99,817 円） 

海外の学協会との連携を促進した． 
（10）学会の情報化対応システム開発（648,000 円） 

学会の論文管理システムなどの開発を行い，会員へのサービス向上を図った． 
（11）日本語版パンフレット作成（34,946 円） 

学会の広報活動として配布した． 
（12）「教育工学選書」の出版（845,648 円） 

「教育工学選書」を出版し，会員へのサービス向上と教育工学分野への人材流入を図った． 
（13）学会創立 30 周年記念事業（761,367 円） 

大会企画，国際交流推進を実施した． 
（14）2014 年度末（2015 年 03 月 31 日（火）） 会員総数：2,770 名 

内訳：正会員 2,121 名，准会員 342 名，学生会員 277 名，名誉会員 13 名，維持会員 17 機関 
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2014 年度 収支決算 （自 2014.04.01～至 2015.03.31）（訂正版） 
 

1.収入の部 

科目 決算額 予算額 差額 

1.会費（①～④の合計） 22,701,150 21,490,000 1,211,150

 ①正会員会費 18,810,150 18,000,000 810,150

 ②准会員会費 1,395,500 1,265,000 130,500

  ③学生会員会費 1,597,500 1,375,000 222,500

 ④維持会員会費 898,000 850,000 48,000

2.入会金 318,000 300,000 18,000

3.事業収入（①～④の合計) 8,635,039 7,300,000 1,335,039

  ①論文別刷代  4,563,000 3,900,000 663,000

  ②論文誌等販売  897,459 700,000 197,459

 ③研究報告集販売 3,095,500 2,700,000 395,500

 ④事典等販売(差額) 79,080 0 79,080

4.雑収入 1,021,486 890,000 131,486

①企画委員会 229,000 420,000 △ 191,000 ※1

②セミナー 541,000 70,000 471,000 ※2

③その他 251,486 400,000 △ 148,514

5.選書出版（積立金取り崩し） 0 1,810,967 △ 1,810,967

6.前年度からの繰越し 5,909,033 5,909,033 0

7.全国大会参加費等 12,740,200 12,000,000 740,200 ※3

収 入 合 計 51,324,908 49,700,000 1,624,908

 

２.支出の部     

科目 決算額 予算額 差額 

1.管理費（①～⑧の合計） 13,071,589 11,010,000 2,061,589

 ①役員等会議費 184,358 300,000 △ 115,642

 ②旅費交通費 3,857,666 2,500,000 1,357,666

    a.理事会等 2,023,305 1,000,000 

  b.各委員会 1,834,361 1,500,000   

 ③通信運搬費 2,221,483 2,100,000 121,483

 ④消耗品費 165,896 300,000 △ 134,104

 ⑤複写経費 83,464 30,000 53,464

 ⑥人件費・諸謝金 4,118,921 4,000,000 118,921

 ⑦雑費 1,473,633 1,000,000 473,633

 ⑧レンタル費 966,168 780,000 186,168

2.事業費（①～⑨の合計） 16,743,127 18,490,000 △ 1,746,873

 ①機関誌等 13,518,555 13,870,000 △ 351,445

  a.論文誌 8,196,864 10,500,000 

  b.ニューズレター 2,239,371 1,370,000   

  c.研究報告集 3,082,320 2,000,000   

 ②ホームページ管理費 212,850 300,000 △ 87,150

 ③企画委員会 553,489 820,000 △ 266,511

 ④研究会委員会 483,349 450,000 33,349 ※1

 ⑤セミナー開催 250,338 350,000 △ 99,662

 ⑥国際連携の促進 99,817 300,000 △ 200,183 ※2

 ⑦情報化対応システム開発 648,000 800,000 △ 152,000

 ⑧SIG 委員会 941,783 1,200,000 △ 258,217

  ⑨パンフ印刷 34,946 400,000 △ 365,054

3.教育工学選書出版（学会負担分） 845,648 6,000,000 △ 5,154,352

4.全国大会運営経費 9,944,332 12,000,000 △ 2,055,668

5.学会創立 30 周年記念事業費 761,367 2,000,000 △ 1,238,633 ※3

6.予備費 0 200,000 △ 200,000

7.次年度繰越金 9,958,845 0 9,958,845

支 出 合 計 51,324,908 49,700,000 1,624,908

51,324,908 ※収入項目あり 

※参考：積立金 

2014/3/31 定期預金総額 52,049,195 円 (含 ゆうちょ銀行分 9,500,000 円） 

銀行定期預金利息(0.025%) 合計 8,485 円 (→ 銀行定期預金口座へ組み込み） 

2015/3/31 定期預金総額 52,057,680 円 

※その他の利息 

ゆうちょ銀行定期利息(0.03%) 合計 2,651 円 （→ 雑収入へ組み込み） 
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第 2 号議案 2015 年度事業計画案及び収支予算案（訂正版） 
 

2015 年度に実施する事業計画は次のとおりである．（事業総額 38,950,000 円（次ページ予算案の表

中「支出の部」：２．事業費，３．教育工学選書出版，４．全国大会運営経費，５．学会創立 30 周年記

念事業の総額）） 
（１）機関誌等（14,130,000 円） 

１．｢日本教育工学会論文誌｣ 第 39 巻 1 号～4 号，増刊号（ショートレター号），および英文誌第

38 巻 1･2 号（合併号）を編集・刊行し，会員に配付する． （9,000,000 円） 
和文誌の電子化，オープンアクセス化を進める． （330,000 円） 

２．「ニューズレター」No．206～ No．212 を刊行し，会員に配付する． （1,800,000 円） 
３．｢日本教育工学会研究報告集｣JSET15-2～JSET15-5，JSET16-1 を刊行し，申込者に配布す

る． （3,000,000 円） 
（２）総会 

日本教育工学会第 31 回通常総会を，東京工業大学で開催（2015 年 06 月 20 日（土））する． 
（３）大会（12,000,000 円） 

日本教育工学会第 31 回全国大会を，電気通信大学で開催（2015 年 09 月 21 日（月）～23 日（水））

する． 
また，「大会講演論文集」を刊行し，申込者に配布する． 

（４）研究会委員会（450,000 円） 
次の研究会を開催する．なお，発表内容は，「日本教育工学会研究報告集」JSET15-2～JSET15-5，
JSET16-1 とする．  
①「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」研究会（2015年05月16日（土）：広島大学） 
②「教師教育・教育の情報化」研究会 （2015年07月04日（土）：北星学園大学） 
③「学び方の学習とその支援」研究会 （2015年10月31日（土）：岩手県立大学） 
④「学校の教育力向上に資する実践研究」研究会 （2015年12月12日（土）：新潟大学） 
⑤「ICTを活用した学習支援環境・基盤」研究会 （2016年03月05日（土）：香川大学） 

（５）企画委員会（820,000 円） 
企画委員会を開催し，次のシンポジウムおよび研修講座（合宿研究会）を開催する． 
a） シンポジウム（2015 年 06 月 20 日：東京工業大学） 

「21 世紀型学習活動のデザインと評価を考える」 
「デジタル化時代の学びのイノベーション：時代が求める能力をどう育てるか」 

b） 研修講座 
① 第 79 回研修講座 夏の合宿研究会「ICT を用いたアクティブ・ラーニング」 
② 第 80 回研修講座 冬の合宿研究会（テーマ調整中） 
③ 第 81 回研修講座 産学協同セミナー（テーマ調整中） 

（６）学会ホームページの管理費 （300,000 円） 
会員だけでなく一般の人に学会情報を提供するために，学会のホームページを常時更新する． 

（７）セミナーの開催 （実践研究活性化：150,000 円） 
実践研究活性化セミナー等の企画，開催を行う． 

（８）研究専門委員会（SIG）の運営 （2,200,000 円+FD：200,000 円） 
研究専門分野での研究の活性化および人材育成を行う． 
高等教育 SIG において，FD セミナーを開催する． 

（９）国際連携の促進 （750,000 円） 
海外の学協会との連携を促進する．大会での国際セッションを開催する． 

（10）学会の情報化対応システム開発 （800,000 円） 
学会の業務支援システムなどの開発をおこない，会員へのサービス向上を図る． 

（11）国際対応の広報 （700,000 円） 
学会ホームページを英文化，英文パンフレットを制作する． 

（12）「教育工学選書」の出版 （6,000,000 円） 
「教育工学選書」を出版し，会員へのサービス向上と教育工学分野への人材流入を図る． 

（13）学会創立 30 周年記念事業[継続分] （450,000 円） 
シンポジウムでの海外講師招聘など． 
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2015 年度 収支予算案 （自 2015 年 04 月 01 日～至 2016 年 03 月 31 日） 
 

1.収入の部 

科目 前年度決算 予算額 備 考 

1.会費（①～④の合計） 22,701,150 21,490,000   

 ①正会員会費 18,810,150 18,000,000  9,000 円×2000 名 

 ②准会員会費 1,395,500 1,265,000  5,500 円× 230 名 

  ③学生会員会費 1,597,500 1,375,000  5,500 円× 250 名 

 ④維持会員会費 898,000 850,000 50,000 円×  17 口 

2.入会金 318,000 300,000  1,000 円× 300 名 

3.事業収入（①～④の合計) 8,635,039 8,350,000   

  ①論文別刷代  4,563,000 4,500,000 論文誌，英文誌 

  ②論文誌等販売  897,459 850,000 委託販売を含む 

 ③研究報告集販売 3,095,500 3,000,000 予約販売および現地販売 

 ④出版物の販売 79,080 0   

4.雑収入 1,021,486 1,050,000 セミナー参加費，利息等 

①企画委員会 229,000 300,000   

②セミナー 541,000 450,000   

③その他 251,486 300,000   

5.積立金取り崩し 0 2,541,155   

6.前年度からの繰越し 5,909,033 9,958,845   

7.全国大会参加費等 12,740,200 12,000,000 電気通信大学 

収 入 合 計 51,324,908 55,690,000   

 

２.支出の部    

科目 前年度決算 予算額 備 考 

1.管理費（①～⑧の合計） 13,071,589 15,740,000   

 ①役員等会議費 184,358 300,000 理事会等会議・会場費 

 ②旅費交通費 3,857,666 3,500,000 理事会，委員会交通費等 

    a.理事会等 2,023,305 2,000,000  理事会交通費等 

  b.各委員会 1,834,361 1,500,000  委員会交通費等 

 ③通信運搬費 2,221,483 2,200,000 論文・レター発送費，連絡費等 

 ④消耗品費 165,896 200,000 文房具，封筒印刷等 

 ⑤複写経費 83,464 80,000 事務局コピー等 

 ⑥人件費・諸謝金 4,118,921 6,360,000 学会事務処理等（JAPET&CEC1 名＋アルバイト 2名）

 ⑦雑費 1,473,633 1,500,000 クレジット手数料，その他 

 ⑧レンタル費 966,168 1,600,000 JAPET&CEC・サーバー代・スペース借用料 

2.事業費（①～⑩の合計） 16,743,127 20,500,000   

 ①機関誌等 13,518,555 14,130,000   

  a.論文誌 8,196,864 9,330,000
論文誌 5回/英文誌 1回（含む作業人件費） 

和文誌の電子化，オープンアクセス可 

  b.ニューズレター 2,239,371 1,800,000 年 7 回（含む作業人件費） 

  c.研究報告集 3,082,320 3,000,000 研究報告集印刷・配布 

 ②ホームページ管理費 212,850 300,000 更新作業等 

 ③企画委員会 553,489 820,000 合宿研究会等+国際関係 

 ④研究会委員会 483,349 450,000 研究会開催年 5回 

 ⑤セミナー開催 250,338 150,000 実践研究活性化等 

 ⑥国際連携の促進 99,817 750,000 海外の学協会との連携 

 ⑦情報化対応システム開発 648,000 800,000 業務支援システム開発等 

 ⑧SIG 委員会 941,783 2,400,000 11SIG×200,000 円，FD セミナー:200,000 円 

  ⑨学会パンフレット作成 34,946 0 日本語版パンフレット 

 ⑩国際対応広報 - 700,000 ホームページの英文化，英文パンフレット 

3.教育工学選書出版 845,648 6,000,000 第 2 期の出版 

4.全国大会運営経費 9,944,332 12,000,000 電気通信大学 

5.学会創立 30 周年記念事業費 761,367 450,000 継続分 

6.予備費 0 1,000,000 新規企画の準備 

7.次年度繰越金 9,958,845 0   

支 出 合 計 51,324,908 55,690,000   
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新入会員 
（2015 年 04 月 25 日～2015 年 07 月 08 日） 

158 名（維持会員：1 社，正会員：64 名，准会員：9 名，学生会員：84 名） 
 
■維持会員（1 社） 
NTT ラーニングシステムズ株式会社 
 
■正会員（64 名） 
金子真隆（東邦大学） 
今中舞衣子（大阪産業大学） 
大久保智哉 
（独立行政法人大学入試センター） 
趙秀敏（東北大学） 
石川勝博（常磐大学） 
田中由美子（安田女子大学） 
三田正巳 

（岩手県立総合教育センター） 
大平和哉（鳴門教育大学大学院） 
倉元賢一（薩摩川内市立東郷中学校） 
藤井迪生（海技大学校） 
田中一男 
（(株)大阪ガスファシリティーズ） 

延原宏（神戸星城高等学校） 
中本亮（福岡県立大学） 
田辺由美子 

（聖徳学園中学・高等学校） 
反田任（同志社中学校・高等学校） 
尾関基行（武庫川女子大学） 
水越秋峰（日本福祉大学） 
松浦義（金沢大学） 
黒田史彦（首都大学東京） 
小林勝広（清水建設株式会社） 
蔭山真美子（国立音楽大学） 
清原文代（大阪府立大学） 
森村吉貴（京都大学） 
堀田竜士（富士ゼロックス株式会社） 
紙谷あゆ美（済生会横浜市東部病院） 
笠井賢紀（龍谷大学） 
井上伸一（大阪市立堀江小学校） 
細川太輔（東京学芸大学） 
藤森陽子（武庫川女子大学） 
進藤郁子（国立音楽大学） 
辺見一男（長崎県立大学） 
森田英夫（東京工業大学） 
香川治美（福岡教育大学） 
福田美誉 

（株式会社ワークアカデミー） 
元田正幸 
（宮崎大学教育文化学部附属中学校） 
槇誠司（山形県立庄内総合高等学校） 
江川克弘（鳴門教育大学） 
秋山崇（神奈川県立逗葉高等学校） 
柴田ゆき 
松本博幸（文部科学省） 
森澤正之（山梨大学） 
駒崎俊剛（東京医療保健大学） 
Emmanuel Manalo（京都大学大学院） 
杉原一臣（福井工業大学） 
林俊克（就実大学） 
伊藤大河（学習院大学） 
鎌田明美（阿南市立阿南中学校） 
西片裕 

（多摩リハビリテーション学院） 

小西円（国立国語研究所） 
河合智史（国立市立国立第三小学校） 
宮崎光二（工学部） 
太田智子 
（株式会社中央ビジネスグループ） 
毛利美穂（関西大学） 
岩井雪乃（早稲田大学） 
鬼塚哲郎（京都産業大学） 
高木正之（国立市立国立第三小学校） 
竹内正樹（NPO 法人企業教育研究会） 
鍔木元（早稲田大学大学院） 
森慎弥（大阪市立堀江小学校） 
中野多恵（九州工業大学） 
浅島千恵（国立市立国立第三小学校） 
髙井淳史（国立市立国立第三小学校） 
金在じょん（筑波大学） 
小林雄志（熊本大学大学院） 
 
■准会員（9 名） 
大橋陽（金城学院大学） 
森正明（中央大学） 
加地真弥（愛媛大学） 
大野和寛（日本大学） 
倉本龍 

（立命館守山中学校・高等学校） 
秋谷直矩（山口大学） 
山崎哲平（足立区立辰沼小学校） 
渡邉俊一（株式会社富士通研究所） 
田中雄也（寝屋川市立第八中学校） 
  
■学生会員（84 名） 
大前佑斗（長岡技術科学大学大学院） 
野原渉（東京電機大学大学院） 
藤本祥之（熊本大学大学院） 
夏堀有未（東京学芸大学大学院） 
井村裕（青山学院大学大学院） 
橋本拓（北海道医療大学大学院） 
邵帥（神戸大学大学院） 
中尾朋子（大阪大学大学院） 
荒貴竜斗（筑波大学大学院） 
水沼明子（放送大学大学院） 
塚原大輔（早稲田大学大学院） 
関晃伸（芝浦工業大学大学院） 
川又泰介（東京理科大学大学院） 
浅野真之（広島大学大学院） 
名知浩一郎（早稲田大学大学院） 
柘植謙吾（兵庫教育大学教職大学院） 
高林友美（国際基督教大学大学院） 
渡辺圭祐（東京理科大学大学院） 
中村修也（東京理科大学大学院） 
井原貴幸（兵庫教育大学大学院） 
前田善裕（電気通信大学大学院） 
星野健（熊本大学大学院） 
東海林以展（早稲田大学大学院） 
加藤絵理（上越教育大学大学院） 
山下雅佳実（佐賀大学大学院） 
柴山紗矢香（東京理科大学大学院） 
浅野晃一（畿央大学大学院） 
鈴木克明（熊本大学大学院） 

池田僚（広島国際大学，工学部） 
山本香奈絵（東京工業大学大学院） 
宮田和美（創価大学，教育学部） 
大庭小百合（熊本大学大学院） 
佐々木惇也（広島国際大学，工学部） 
田中佑典（東京理科大学大学院） 
矢野暢（早稲田大学大学院） 
山田恵李（千葉大学大学院） 
相沢優（東北大学大学院） 
坂本貴美子（熊本大学大学院） 
岡本直樹（広島国際大学，工学部） 
藤田真実（上越教育大学大学院） 
山田雄士（広島国際大学，工学部） 
川村晃市（神戸大学大学院） 
青木遥香（兵庫教育大学大学院） 
皖皓（三重大学大学院） 
馬えんとう（三重大学大学院） 
川島陽一郎（東京工業大学大学院） 
高橋駿（上越教育大学大学院） 
横室宏紀（早稲田大学大学院） 
昼間友彦（帝京大学教職大学院） 
水谷郷美（札幌医科大学大学院） 
古賀修治（九州工業大学大学院） 
鳥井新太（関西大学大学院） 
毛利考佑（九州大学大学院） 
松本剛次（早稲田大学大学院） 
大西孝明（熊本大学大学院） 
大橋誠（東京学芸大学大学院） 
門脇直子（早稲田大学，人間科学部） 
村田博基（信州大学，教育学部） 
栗本昂輝（名古屋大学大学院） 
京極瑞生（広島市立大学大学院） 
ロシャアルトゥル 

（広島国際大学，工学部） 
石和田圭（東京学芸大学，教育学部） 
加地匠（関西大学大学院） 
付新宇（九州大学大学院） 
清田麻寛（九州大学大学院） 
Sadehvandi Nikan（京都大学大学院） 
鈴木計哉（長崎大学大学院） 
川田健太郎（兵庫教育大学大学院） 
伊藤晃一（千葉大学大学院） 
伊藤明裕（東京学芸大学，教育学部） 
宮﨑綾音（拓殖大学，工学部） 
丸山浩平（東京学芸大学，教育学部） 
山田祥太郎（広島国際大学，工学部） 
池田大樹（九州工業大学大学院） 
堀桂（早稲田大学，人間科学部） 
本田尋（大谷大学，文学部） 
山本奈菜（拓殖大学，工学部） 
伊藤満里奈（早稲田大学大学院） 
園田未来（関西大学大学院） 
林明大（青山学院大学大学院） 
西岡幸紀（九州工業大学大学院） 
川田拓（宮城教育大学大学院） 
山﨑光弘（帝京大学大学院） 
岡山貴洋（帝京大学大学院） 

以上 
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担当副会長：中山 実（東京工業大学）
広報委員長：堀田 龍也（東北大学）
　幹事：高橋 純（富山大学）
　委員：池尻 良平（東京大学）
 
 
　 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）
脇本 健弘（横浜国立大学）

会長 山西 潤一（富山大学）

5

東京都港区赤坂１-９-１３
 　　三会堂ビル８階

03-5575-5366
03-5549-2263

◎学会日誌
２０１５年
・２０１５年０９月２１日（月）～２３日（水）

第 31 回全国大会（電気通信大学）
・２０１５年１０月３１日（土）
　研究会「学び方の学習とその支援」（岩手県立大学）
・２０１５年１２月１２日（土）
　研究会「学校の教育力向上に資する実践研究」
　（新潟大学）
２０１６年
・２０１６年０３月０５日（土）
　研究会「ICTを活用した学習支援環境・基盤」（香川大学）

◎国際会議の案内
２０１５年
・E-Learn 2015
 http://www.aace.org/conf/elearn/
  (10/20 – 23, Kona, USA)
・ICWL 2015
 http://www.cityu.edu.hk/merc/icwl/icwl2015home. 
 htm
  (11/5 – 8, Guangzhou, China)
・ICCE 2015
 http://www.icce2015.zjut.edu.cn/
  (11/30 – 12/4, Hangzhou, China)
２０１６年
・SITE 2016
 http://site.aace.org/conf/
 (3/21 – 25, Savannah, GA, USA)
・ACHI 2016
 http://www.iaria.org/conferences2016/ACHI16. 
 html
 (4/24 - 28, Venice, Italy)
・eLmL 2016
 http://www.iaria.org/conferences2016/eLmL16. 
 html
  (4/24 – 28, Venice, Italy)
・EdMedia 2016
 http://www.aace.org/conf/edmedia/
 (6/27 – 30, Vancouver, Canada)

２０9
２０１5年 9月6日


