
東京都港区赤坂１-９-１３　三会堂ビル８階

03-5575-5366

03-5549-2263

NO.216
ISSN 1340-9913

第 32 回日本教育工学会全国大会を迎えて ............................................................... ２
日本教育工学会第 32 回全国大会のお知らせ（最終報） ..............................................3
日本教育工学会　冬の合宿研究会の開催案内（第一報） ..............................................6
研究会の発表募集「テーマ：ICT を活用した学習環境／一般」 ....................................6
研究会の発表募集「テーマ：インストラクショナルデザイン／一般」...............................7
研究会の開催報告「テーマ：教育の情報化／一般」 ....................................................7
日本教育工学会論文誌　特集号　論文募集（第三報） .................................................8
日本教育工学会シンポジウム　開催報告................................................................. 10
SIG 研究会の開催報告　SIG-08 メディア・リテラシー，メディア教育 ....................... 12
SIG 研究会の開催報告　SIG-06 協調学習・学習科学 ............................................ 12
SIG ワークショップの開催報告　SIG-09 質的研究 ................................................. 13
SIG 研究会の開催報告　SIG-10 コンピテンシースタンダードと能力評価手法の開発 ..... 14
本学会推薦による調査委員会の活動について（ご報告） ........................................... 15
日本教育工学会第 32 回通常総会議事録 ................................................................ 16
日本教育工学会第 16 期第 9 回理事・評議員会（合同）議事録 ............................... 17
日本教育工学会第 16 期第 10 回理事会議事録 ...................................................... 18
新入会員 ............................................................................................................ 19

I N D E X



 

 

 2

第 32 回日本教育工学会全国大会を迎えて 
日本教育工学会 会長 山西潤一（富山大学）

 
第 32 回日本教育工学会全国大会を，大阪大学で開催できますことを，

心からお喜び申し上げます．情報化・国際化が益々進む今日，１人一台

タブレットの導入も進み，ユビキタスな学習環境のもと，教育や学習の

道具としての情報通信技術の活用や授業研究，ビッグデータによる教

授・学習支援，アクティブ・ラーニング等など，教授・学習支援や学習

評価，教師教育などに関わる教育工学研究の出番が広まってきているよ

うに思います．会長就任以来，皆さんとともに立ち上げてきた，現代的

教育課題を日常的に研究交流する SIG も活発にその活動を広げてきて

います．さらには，グローバル化時代に対応した国際連携強化では，

AECT （ The Association for Educational Communications and 
Technology）を中心に，日本の教育工学研究を世界に発信する基盤づくりも進んでいます． 
さて，このような状況の中，今年の 32 回大会は，教育工学研究の広がりを，より一層確実なものと

する大会となるよう企画されました．拡大してきた SIG セッションも，より多くの皆さんに参加して頂

けるよう時間帯を２つ設けさせていただきました．また，はじめて大会に参加する方々も増えてきてい

る現状を鑑み，教育工学研究に興味関心をもつ方々のために，多用で柔軟な教育工学研究の内容や方法

を紹介するチュートリアルセッションを新設しました．教育工学会の活動を知るいい機会ではないかと

思いますので，ぜひ若い研究者の皆さんに足を運んでいただけたらと思います．大会２日目のシンポジ

ウムでは，「ビッグデータ時代の学習支援・学習評価のあり方」をテーマに，初等教育から高等教育ま

で，さまざまに蓄積される教育データの分析と教授・学習支援，学習評価への活用可能性について議論

されます．特に，ここでは，科学技術・学術政策として学術情報利用の基盤作りを推進されている西尾

章治郎大阪大学総長をお招きし，社会における学術データ利用の方向性をお話ししていただきます．ビ

ッグデータ時代に対応した新たな教育工学研究が見えてくることを期待したいと思います． 
上記の他，179 件のポスター発表を含む 450 件を超える一般研究，国際化に対応した International 

Session，それぞれに興味・関心のあるテーマについて，インフォーマルに語り合うワークショップな

どが企画されています．毎回のワークショップでは，日々の教育実践をどのように研究としてまとめて

いくか，新しい情報技術をどのように教育改善に活かしていくかなどの萌芽的な研究について自由闊達

に議論されています．新たな研究のアイデアを創出する場として活かしていただければと思います．ま

た，昨年から，国際化対応として AECT の会長を招聘し，挨拶だけではなくセミナー形式の交流会も開

催しています．今年は新しく会長になられた Kay Persichitte 教授に，米国における教育工学研究に関

わるトピックについて紹介いただき，その後はラウンドテーブル形式のフリートークで相互理解を深め

る企画が準備されています．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有り

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寺

嶋浩介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

いた前迫孝憲委員長をはじめとする大会実行委員会の方々，ご多忙にかかわらずシンポジウムでの講演

を快くお引受け頂いた西尾章治郎大阪大学総長，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．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，ご挨拶とさせていただきます． 
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第 32 回全国大会のお知らせ（最終報） 
大会 Web サイト：http://www.jset.gr.jp/taikai32/ 

 
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 443 件

（シンポジウム５件，一般研究 438 件（うちポスター179 件），およびインターナショナルセッション

12 件）の発表と，SIG セッション 11 件，ワークショップ７件が予定されています．他にも以下にご案

内する様々なセッション・イベントが開かれます．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：2016 年 09 月 17 日（土）～19 日（月・祝） ＊ワークショップは 16 日（金） 
会場：大阪大学豊中キャンパス 全学教育推進機構 〒560-0043 大阪府豊中市待兼山町 1−16 

大阪大学には３つのキャンパスがありますが，本大会は豊中キャンパスですのでご注意下さい．

最寄り駅は阪急宝塚線石橋駅および大阪モノレール柴原駅です．阪急宝塚線石橋駅から会場まで

は長い上り坂があります．会場に直結するバスはありません．自家用車でのご来場には対応でき

ません．17 日（土）は学内食堂等が営業していますが，18 日（日），19 日（月・祝）は休業し

ます． 
 
２．大会日程 

09 月 17 日（土） 09 月 18 日（日） 09 月 19 日（月・祝） 
08:15～17:00 受付 
09:00～11:00 一般研究発表１ 

International Session１ 
      （口頭発表） 

11:10～12:30 一般研究発表２ 
       （ポスター発表） 

チュートリアルセッション 
 
12:30～14:00 昼食，理事会 
    企業ランチセッション 
 
14:00～15:20 一般研究発表３ 
       （ポスター発表） 
15:30～18:00 SIG セッション１ 
 

08:30～17:00 受付
09:00～11:40 一般研究発表４ 

International Session２
      （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，     

AECT・KSET 会長挨拶）
15:10～17:40 シンポジウム 
 
18:00～20:00 懇親会 

08:30～15:00 受付 
09:00～11:00 一般研究発表６ 
      （口頭発表） 

11:10～13:10 一般研究発表７ 
       （口頭発表） 
 
13:10～14:10 昼食 

ランチョンセミナー
 
14:10～16:40 SIG セッション２
 
16:50～    大会企画委員会 

09:00～16:00 企業展示 08:30～14:10 企業展示  
＊ 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． 
＊ 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． 
＊ ワークショップは，大会初日の前日 09 月 16 日（金）の 16:00 から 18:00 に開催します． 
 
３．全体会について 

18 日（日）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 
Educational Communications and Technology）・KSET（The Korean Society for Educational 
Technology）会長挨拶等があります． 
 
４．チュートリアルセッション、シンポジウム、ランチョンセミナーについて 

17 日（土）の午前には本学会の初心者に向けたチュートリアルセッションが，18 日（日）の午後に

はシンポジウム（ビッグデータ時代の学習支援・学習評価のあり方）が開催されます．さらに，19 日（月・

祝）には，AECT・KSET 会長らを囲んだランチョンセミナーも実施されます．詳細は大会 Web サイト

をご覧下さい． 
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５．SIG セッションについて 

合計 11 個の SIG（Special Interest Group）セッションが 17 日（土）か 19 日（月・祝）のいずれか

に開かれます．内容や，どちらの日にどの SIG が開催されるかは，プログラムでご確認下さい． 
 

６．ワークショップについて 

７つのワークショップが大会前日の 09 月 16 日（金）16:00 から 18:00 に開催されます．参加費や予

約などなく参加できます．各企画の内容や受付については大会 WEB サイトで情報をお確かめ下さい． 
 
７．企業展示と企業ランチセッションについて 

本大会の運営にあたっては，展示出展企業から多大な援助をいただいております．２日目の 14:10 ま

での出展ですので，是非，展示会場まで足をお運びいただけますよう，お願い申し上げます．展示会場

は受付の２階のエリアです． 
また，17 日（土）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頂きます．聴講者にはランチが無料で配布されますので，奮ってご参加下さ

い．ランチは，各教室 50 個配布する予定です．先着順です． 
 場所：A102，A201，A202 
 発表：１教室６～７社，１社８分（予定）  
 

８．ランチョンセミナーと KSET 会長講演について 

19 日（月・祝）の昼食時間に，本学会と連携しているアメリカの AECT 会長の Dr. Kay Persichitte
（ワイオミング大学）を囲んだセミナー形式の交流会をおこないます．教育工学研究に関わるトピック

について紹介いただき，その後はラウンドテーブル形式のフリートークで相互理解を深めます． 
18 日（日）のインターナショナルセッション冒頭には，韓国教育工学会会長の Dr. Jaesam Chung

（梨花女子大学）をお迎えし韓国の教育工学の動向に関する講演をしていただきます． 
 
９．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多数のご参加お待ちしています． 
 日時・場所：09 月 18 日（日）18:00～20:00 大阪大学豊中キャンパス 生協３階食堂 
 費用：当日 5,000 円 （事前申込は終了しました） 

 

10．託児室の利用について 

事前申込制の託児室を開室します．料金は学会が負担します（大阪大学臨時託児室設置支援事業の支

援も受けています）．申し込まれた方は，大会 Web サイトで利用の詳細を事前にご確認下さい． 
 
11．参加や講演論文集のみ購入の申し込みについて 

第 32 回全国大会（大阪大学）の事前参加申込みは締め切りましたので,申し込みをされていない方は

会場の大会受付にて当日参加の手続きをお取り下さい．当日参加料金は，会員 10,000 円，学生会員 4,000
円です．非会員の料金は WEB サイトでご確認下さい． 

また大会に参加せず講演論文集（冊子版・USB メモリ版）のみご希望なさ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下さい． 
 

12．当日の受付 

①事前参加申込みをしている場合 
・電子メールでお送りした「大会参加票」を印刷し，大会受付の「事前受付済」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致しました。」となっています．  
②当日参加の場合 
・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「当日参加」窓口にてお渡し下さ

い（名刺をお渡し下さる場合は，住所等の記入を省略できます）．大会 Web サイトでも「当日参加受

付票」の書式（PDF）を配布しています． 
③クロークと無線 LAN 
・クロークでお荷物をお預かりします．また，会場内で利用できる無線 LAN の接続を希望される方は，

無線 LAN 受付にてゲスト ID 発行を申請して下さい．なお，Eduroam アカウントもご利用できます． 
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13．発表者へお願いと会場の設備 

発表時間は以下のとおりです．時間厳守でお願いいたします． 
[一般研究] ＜口頭発表＞  発表 14 分 質疑応答５分 

＜ポスター発表＞各セッション 80 分 
[International Session]   発表 14 分 質疑応答５分 
口頭発表のすべての会場で，お持ち込みのコンピュータの画面を提示できる設備（プロジェクタまた

はモニタ）とスピーカーが利用可能です．機器の接続確認は，発表セッション開始前までに発表者の責

任で完了して下さい．コンピュータの画面や音声の出力のための接続端子は，発表会場によって異なり

ますので，大会Webサイトでご確認下さい．コンピュータの貸出しはありません． 
ポスター発表の会場では，幅90cm・高さ210cmのポスター掲示用パネルを用意します．パネルは，

画鋲使用可，テープは使用不可です．画鋲は会場で貸出します．パネル周辺に机・電源は用意されませ

んので，それを前提にした発表準備をお願いいたします． 
なお，発表会場では無線LANが使用できますが，大人数が同時にアクセスすると通信が不安定になる

可能性がありますのでご了承下さい． 
 

14．問い合わせ先  

大会全般に関しては以下にお問い合わせ下さい． 
大会企画委員会  問い合わせ用電子メールアドレス：

  

大会実行委員会 

委員長：前迫孝憲（大阪大学）  副委員長：三宮真智子（大阪大学） 
委員（五十音順）：岩居弘樹（大阪大学），上田勇仁（大正大学），浦田 悠（大阪大学）， 
大山牧子（大阪大学），緒方 巧（梅花女子大学），岡本尚子（立命館大学），奥林泰一郎（大阪大学），
河崎哲嗣（岐阜大学），木原俊行（大阪教育大学），久保田賢一（関西大学），黒上晴夫（関西大学），
黒田恭史（京都教育大学），斉藤和彦（大和大学），齊藤貴浩（大阪大学），齋藤陽子（岐阜女子大学），
スペンス・ゼオースキ（大阪大学），孫 帙（大阪大学），田口真奈（京都大学）， 
竹中喜一（関西大学），徳永基与子（京都光華女子大学），富永直也（立命館大学）， 
永田智子（兵庫教育大学），西端律子（畿央大学），西森年寿（大阪大学），根岸千悠（大阪大学）， 
橋本吉弘（関西外国語大学），藤川 聡（北海道教育大学），松河秀哉（東北大学）， 
宮本友介（大阪大学），村上正行（京都外国語大学），森田健宏（関西外国語大学）， 
山口洋介（大阪大学），米田照美（滋賀県立大学），李 哲（大阪大学） 

大会企画委員会 

委員長：寺嶋浩介（大阪教育大学） 
副委員長（五十音順，以下同様）：前迫孝憲（大阪大学），美馬のゆり（公立はこだて未来大学） 
委員：今野貴之（明星大学），佐藤喜信（内田洋行），西森年寿（大阪大学），深見俊崇（島根大学），
舟生日出男（創価大学），松河秀哉（東北大学），望月紫帆（奈良教育大学），森本容介（放送大学）
担当副会長：鈴木克明（熊本大学） 
アドバイザ：山西潤一（本学会会長） 
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日本教育工学会 冬の合宿研究会の開催案内（第一報） 
 
皆さんは，「研究パラダイムについて改めて考えてみたい」や「よく構成主義や社会構成主義という

ことを聞くけれど，いまいち内容が理解できていない」と考えた事はありませんか． 
2016 年度冬の合宿は，「社会構成主義を学ぶ」がテーマです．指定図書は，『あなたへの社会構成主

義（ケネス・J ガーゲン著，ナカニシヤ出版，2004）』の予定です．分厚く，難易度の高い文献ですが，

一から社会構成主義について学びなおしたいという方々で集まり，内容を確認しながら議論し，理解を

深める合宿を目指します．社会構成主義に興味をお持ちの方ならどなたでも参加していただけます．も

ちろん，社会構成主義に懐疑的な立場の方の参加も歓迎します． 
合宿は，都市型合宿を予定しています．指定図書について熟読していただいた上で，内容の理解が十

分でなかったところ，解釈が人によって分かれる箇所等について徹底的に議論を行います．また，事前

に Web 上で意見交換を行う事で，当日の対面議論が深まる事を目指します．社会構成主義に精通した

講師の方をお招きし，一緒に議論に加わっていただく予定です． 
 
■テーマ：社会構成主義を学ぶ 
■日時：2017 年２月〜３月（予定）の間 １泊２日 
■場所：関西学院大学梅田キャンパス（予定）＊阪急梅田駅（大阪府）徒歩スグ 
■対象：社会構成主義に興味のある方，理解を深めたい方 
■文献：ケネス・J ガーゲン（2004）あなたへの社会構成主義．ナカニシヤ出版 
■条件：・事前のオンライン意見交換に参加できる事 

・２日間参加できる事 
■宿泊：各自で手配していただきます 
■懇親会：実施予定 
■企画：時任隼平（関西学院大学），泰山 裕（鳴門教育大学） 
 
 
 
 
 
 

日本教育工学会研究会   http://www.jset.gr.jp/study-group/ 
研究会の発表募集   テーマ：ICT を活用した学習環境／一般 
●日  時：2016 年 11 月 05 日（土） 
●申込締切：2016 年 09 月 05 日（月）17:00

●会  場：宮崎市民プラザ（担当：久保田真一郎） 
●原稿提出：2016 年 10 月 03 日（月）17:00 

●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の普

及により，学習手法や学習支援の方法，教授の方法が変化し

ています．スマートデバイスは，新たな学習手法や学習支援

に限らず，ありとあらゆる教育の場面で学習活動を情報化し，

記録することを可能にしています．記録されたデータは学習

者が２次利用可能であることはもちろん，学習管理システム

にこれまで以上の学習者の活動がログとして記録されます．

機械学習における深層学習は，人が分析して抽出困難であっ

た学習者の特徴や状況を学習者のログ情報から判別する可能

性を感じさせ，判別結果による学習者に合わせたきめ細かな

学習支援の可能性が広がっています． 
そこで，本研究会では，ICT を活用した学習環境をテーマ

に，学習活動の情報化，教授手法の情報化，学習支援の情報

化など，教育活動を情報化し，分析技術を応用した学習支援

の仕組みを目標とする学習手法のモデリング，システム開発，

実践事例など幅広く募集します． 

●申込方法：研究会 Web ページよりお

申し込み下さい．なお，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． 

Japan Society for Educational Technology
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研究会の発表募集   テーマ：インストラクショナルデザイン／一般 
●日  時：2016 年 12 月 17 日（土） 
●申込締切：2016 年 10 月 17 日（月）17:00

●会  場：仁愛女子短期大学（担当：田中洋一） 
●原稿提出：2016 年 11 月 14 日（月）17:00 

●募集内容： 
本研究会は，SIG-07「インストラクショナルデザイン」と

連携して開催します． 
インストラクショナルデザイン（Instructional Design，

ID）は，「教育活動の効果・効率・魅力を高めるための手法

を集大成したモデルや研究分野，またはそれらを応用して学

習支援環境を実現するプロセス」のことを指します． 
学校教育，企業内教育，生涯学習，インフォーマル学習，

ゲーム学習，MOOC，医療現場等，多様な教授学習の場に ID
理論やモデル（ARCS モデル等）を活用した実践研究に関す

る発表を募集します． 
また，従来どおり，上記テーマに限らず教育工学一般の発

表も募集します． 

●申込方法：研究会 Web ページよりお

申し込み下さい．なお，締切日時は“平

日 17:00”です．ご注意下さい． 

●原稿執筆：締切後１週間以内に，申込

時に登録されたメールアドレス宛てに

発表の採択結果と執筆要項をお送り致

します． 
●原稿提出：原稿の提出は PDF 形式で，

研究会 Web ページの「発表申込フォー

ム」より，発表申込時に発行された「受

付キー」を使用してご登録下さい．なお，

期限までにご提出いただけない場合は，

自動的に発表取消となりますのでご注

意下さい． 

今後の研究会のご案内 
月日 テーマ 会場 申込締切 原稿提出締切 

2017 年 03 月 04 日（土） 協働的な学びづくり／一般
信州大学 

（教育学部）
01 月 05 日（木） 02 月 06 日（月）

年間予約購読のお勧め 
●年間購読：研究会報告集の年間予約購読価格は郵送料込みで 3,500 円です（当日売りは 1 冊 1,000 円

と割高になります）．研究会の受付でも年間講読を受け付けております． 

研究会の開催報告 テーマ：教育の情報化／一般 
●日  時：2016 年 07 月 02 日（土） 
●発表件数：34 件 

●会  場：鳴門教育大学 
●参加者数：64 名（内非会員 21 名） 

07 月 02 日（土），鳴門教育大学において研究会が開催され，64
名の参加者がありました．本研究会は，SIG-04 教育の情報化との連

携で開催され，関連発表 13 件と総合討論２件，その他 21 件の多岐

にわたるテーマの発表がありました．どの発表においても，活発な

議論がなされ，有意義な場となりました．特に「教育の情報化」関

連の発表については，研究発表の後，総合討論の時間が設定され，

個々の研究発表を関連づけ，意味付ける時間が設定されたことで，

これからの教育について，これまでよりも深く本質に迫る活発な議

論が行われました．研究会にご参加頂きました皆様をはじめ，開催

にあたりご協力いただきました関係各位に深く御礼申し上げます．

泰山 裕（鳴門教育大学）
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日本教育工学会論文誌 特集号 論文募集（第三報） 

「特集：教育情報化時代のラーニング・アナリティクス」 
 
前号までのニューズレターでもお知らせしてきましたように，2017 年 11 月に発行を予定している特

集号は，ラーニング・アナリティクスをテーマとする研究成果の発表の場となる予定です．ラーニング・

アナリティクスは新しい研究分野であるため，今回の特集号は，その普及や発展に寄与する活動という

意味も持っています．したがって，今回の特集号では，多様な論文が投稿されることを奨励する観点か

ら，対象として下記のとおり広義のラーニング・アナリティクス研究を受け入れ，さらに提案型の研究

も受け付けます． 
教育工学は，システムを活用した教学支援に関する多くの知見を持っています．ICT 時代を迎えたこ

とで，多種多様なデータが収集・分析できるようになりましたが，その意味を解釈したり，それを使っ

てモデルを形成したりするためには，どのような視点を持つのかが重要であり，教育工学の研究・実践

の積み重ねが活かされることになるはずです．e ポートフォリオ，LMS（学習管理システム），MOOC
（大規模公開オンライン講座）などに関する教育ビッグデータばかりでなく，初等中等教育や学習塾に

おいて蓄積されているデジタルデータまで，幅広い研究対象が想定できます．初等中等教育の現職教員，

大学院生，若手研究者の方々もふるってご投稿下さい． 
また，ご関心をお持ちの方は，第 32 回全国大会ワークショップ（09 月 16 日（土））において，特集

号編集委員会が主催する「『教育情報化時代のラーニング・アナリティクス』論文化へのヒントを探る」

にご参加下さい．ラーニング・アナリティクスの研究をどのように始めればよいのか，収集したデータ

をどのように分析すればよいのか，そもそもご自身の研究がラーニング・アナリティクスとして認めら

れるかどうかなど疑問や確認したい事項を持つ，多くの皆様のご参加をお待ちしています． 
 
１．対象分野 

下記に本特集号で募集する論文テーマについて例示しますが，下記に限らず，幼児教育，初等中等教

育，高等教育，企業内人材育成や生涯教育など，さまざまな分野で行われるラーニング・アナリティク

ス研究に関係する論文を広く募集します． 
 
（１） 初等中等教育における ICT 活用授業に関するラーニング・アナリティクス 
（２） 映像教材の視聴ログ・操作ログに基づいた効果分析・教材の改善 
（３） e ポートフォリオに蓄積された学習成果におけるテキストマイニングの活用 
（４） デジタル絵本・教科書・教材の操作ログを活用したラーニング・アナリティクス 
（５） ラーニング・アナリティクスに基づいた，新たな学習理論，評価法や分析フレームワークの提

案 
（６） センサーネットワーク，ウェアラブルデバイスにて収集した学習者の動作データによるラーニ

ング・アナリティクス 
（７） CSCL における，学習ログを活用したインタラクション分析 
（８） ラーニング・アナリティクスを活用した授業やデジタル教材のリデザイン 
（９） ラーニング・アナリティクスを活用したインスティテューショナル・リサーチ，組織研究 
（10） LMS 等 ICT よって蓄積されたログを活用した学習支援システムの開発 
（11） GPS など地理データを活用したインフォーマル学習支援 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．既に結果を得た「論文」以外の種別の

論文，概念提唱や構想提案をまとめた論文などの投稿についても優れたものはできるだけ採択していく

予定です． 
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． 
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３．論文投稿締め切り日（2017年 11月発行予定） 

投稿原稿を 2017 年 02 月 02 日（木）までに電子投稿して下さい．ただし，02 月 09 日（木）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）：2017 年 02 月 02 日（木） 
最終原稿提出締切（電子投稿）：2017 年 02 月 09 日（木） 

 
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ておりません． 
 
５．問い合せ先 

日本教育工学会事務局 
Tel/Fax：03-5549-2263 
電子メール：

 
６．特集号編集委員会 

委員長 永岡慶三（早稲田大学） 
副委員長 松田岳士（首都大学東京） 森本康彦（東京学芸大学） 
幹事 山田政寛（九州大学） 渡辺雄貴（東京工業大学） 宮澤芳光（東京学芸大学） 
委員（五十音順） 稲垣 忠（東北学院大学）  植野真臣（電気通信大学） 
         江木啓訓（電気通信大学）  緒形広明（九州大学） 
         小川賀代（日本女子大学）  柏原昭博（電気通信大学） 
         加藤 浩（放送大学）    向後千春（早稲田大学） 
         重田勝介（北海道大学）   田村恭久（上智大学） 
         平嶋 宗（広島大学）    福原美三（明治大学） 
         堀田龍也（東北大学）    松河秀哉（東北大学） 
         村上正行（京都外国語大学） 室田真男（東京工業大学） 
         望月俊男（専修大学）    山川 修（福井県立大学） 
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日本教育工学会シンポジウム 開催報告 
 

    
午前の部(10:00～12:20) 「アジアと連携する教育工学研究」 

司会 久保田賢一（関西大学） 
登壇者  井上睦子氏（文部科学省大臣官房国際課国際戦略企画室長） 

ファーディナンド・ピタゴン准教授（フィリピン大学教育学部（デリマン校）） 
オウム・ラビィ博士（カンボジア 王立プノンペン大学 副学長） 

指定討論 山西潤一（日本教育工学会会長・富山大学名誉教授） 
 
趣旨説明（久保田賢一） 

まず，JSET の国際化への方向性として，中国・韓国・アメリカの教育工学研究者との連携実績を踏

まえつつ，東南アジアをはじめとした国々への国際貢献としての意味を深めていく必要性が述べられま

した．国際協力分野において，教育工学研究がどう関われるか，アジアの研究者と教育工学の共同研究

をおこなう可能性や日本とアジアの教育改革に国際協働による教育工学研究はどのように寄与するこ

とができるかを考えたいというのが本会の趣旨となります． 
まず，井上睦子氏から「日本型教育の海外展開」についての説明があり，日本の教育システムがアジ

アを中心に世界各国に注目されている現状が報告されました．特に，日本の高専制度等が製造業に力を

入れている国に高く評価されていたり，学習指導要領による統一した教育体制や教員研修・レッスンス

タディ等による高い教育力の実現によって，PISA の安定的な得点や子供達の規範意識の高さにもつな

がっていると諸外国には捉えられているとのことでした．これらの教育制度の実績を世界に発信し，そ

の普及・推進につとめることが国際貢献としての日本の使命であるとの提案がなされました． 
※日本型教育の海外展開：http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/ 

2015/08/28/1361289_6.pdf（p.６） 
次いで，フィリピンのファーディナンド・ピタゴン准教授によって，各国の ICT 教育の現状が説明さ

れました．近年，職業技術教育を中心として小・中学校でも ICT を学ぶカリキュラムが実現されており，

特に高校では，必須科目：Media and Information Literacy が，個人・社会の発展のためにツールとし

て ICT を位置付け，創造性や批判的思考の育成を目的として実施されているとのことでした． 
カンボジアのオウム・ラビィ博士からは，カンボジアにおける発展途上にある ICT 教育の状況が述べ

られましたが，特にデジタルディバイトの解消や多民族での一斉授業において学力差を埋めるための個

別指導への期待などもあるということでした．両国ともに，ハードウェアやインターネット環境の整備

がまだ完全なものではないものの，活力ある未来志向の意気込みが感じられました． 
山西潤一氏（指定討論者）からは，日本教育工学会のグローバル戦略として AECT

（http://aect.site-ym.com/）と交流協定を結んできたが，各国の社会背景を理解しないとその地での教

育支援がうまくいかないことや教員養成や授業づくりの考え方も異なる要因を踏まえる必要性につい

ての指摘がありました．山西氏からの質問としては，フィリピンやカンボジアにおける ICT 教育の位置

付けや指導者の立場について，また教員の ICT 指導力の評価などについて出されました．特にフィリピ

ンやカンボジアにおいては，教員の ICT 指導力の評価や育成といった点ではまだ未整備な状況がうかが

えました． 
当シンポジウムにて日本の国際貢献のスタンスや各国の要望が明らかになりましたが，日本教育工学

会としても，ICT を含めた学習環境をどうデザインするのか，授業デザインやレッスンスタディ，カリ

キュラムデザイン，能力評価，教育研修の内容・方法についての研究支援や情報提供等，貢献できる分

野が多岐に渡ることが共通認識されたといえます． 
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午後の部（14:00〜16:00） 「アメリカ・アジアをつなぐ ICT教育の実践」 
 

  
コーディネーター 影戸 誠 教授（日本福祉大学） 
講演者 ロバート・ブランチ博士（AECT アメリカ教育工学会 前会長） 
登壇者 浅川行弘 教諭（立命館中学・高等学校（SGH）） 

石見理華 教諭（神戸大学附属中等教育学校（SGH）） 
佐藤慎一 教授（日本福祉大学・国際連携プロジェクト WYM 幹事校） 

指定討論者：ファーディナンド・ピタゴン准教授，オウム・ラビィ博士，山西潤一 
 

まず，ロバート・ブランチ博士からは，「ICT の概念」にはじまり，ICT を取り巻く Learning Space
（教師と生徒と何を学ぶかの合意が存在している空間）について，そして Instructional Design や授業

理論に至るまで短時間でついて述べていただきました．アクティブで双方向性のある学びを支えるため
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SIG 研究会の開催報告 

SIG-08 メディア・リテラシー，メディア教育 
第４回研究会 
●日時・会場：2016 年 06 月 04 日（土）13:00～17:40，武蔵大学，参加者数：27 名 
●テ ー マ：メディア・リテラシー，メディア教育に関する研究の方向性を確認する 
●プログラム：講演 講師：水越 伸（東京大学） 

研究交流 コーディネーター：宇治橋祐之（NHK 放送文化研究所） 
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講師による講演」と「研究交流ワークショップ」を通じて個々の研究活動を促進させることができまし

た． 
開会に先立ち，SIG 代表から 2016 年 04 月の熊本地震で被災された方にお見舞いの気持ちを申し上
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苦労があったことなどに触れ，熊本の先生方が平穏を取り戻すことができたのち，また熊本の地で研究

交流の機会を設けることを確認しました． 
会の前半では，水越伸先生（東京大学）から「新しいメディア・リテラシーの伽藍配置：思想・理論
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学問領域や立場の人が各々に取り組んでいることを結びつけながらネットワーク的な実践を展開して
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会の後半では，宇治橋祐之先生（NHK 放送文化研究所）による研究交流ワークショップが行われま
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グループに分かれて意見交換が行われました．活発な議論が行われ，全国大会に向けてということだけ

でなく，今後の研究の発展にも繋がるような貴重な意見を共有することができました． 
今回の研究会でも初めて参加してくださった方が複数名いらっしゃいましたが，今後もこれから学ぼ

うと思われている方の参加も歓迎しております．ぜひご参加ください．  文責：中橋 雄（武蔵大学） 
 

SIG 研究会の開催報告 SIG-06 協調学習・学習科学 
第３回研究会 
●日時・会場：2016 年 06 月 15 日（水），伊東市立東小学校，参加者数：22 名 
●テ ー マ：ICT を活用した協調的問題解決の授業研究 
●プログラム：授業公開：６年生算数「ならべ方と組み合わせ」堀野良介先生 

事後研修と講評：伊東市立東小学校・益川弘如（静岡大学） 
今年度も昨年度に引き続き，伊東市立東小学校の学習科学のデザイン実施研究アプローチに基づいた

実践フィールドの授業を公開しました．公開授業はタブレット端末を用いた知識構成型ジグソー法の授

業で，６年生「ならべ方と組み合わせ」です．2011 年より毎年同単元の授業を対象に，多様な子供た

ちの学習記録データの評価を基にした改善を行っています． 
今年度の実践授業は「並べた方の問題と組み合わせの問題の違いは何だろうか？」という問いに対し

て，エキスパート資料で担当した問題の解決方法をジグソー活動で比較参照しながら違いについて見出

す内容でした．そこでは，タブレット端末上に解き方や考え方を可視化しながら説明し合い，深めてい

く姿が見られました．事後研修では，児童一人一人が各自なりに理解を深めていくことができていたか，

学習課題，資料，そしてタブレット端末の活用方法について小グループに分かれ，参加者と学校教員が

ともに議論を行いました． 
次期学習指導要領の改訂の背景には，小中高・大学が一体的に主体的で対話的な深い学びの実現が求

められており，その共通キーワードとしてアクティブ・ラーニングが使われています．そのような中，

アクティブ・ラーニングが単なる「型」に陥らないように，学習科学の知見や，協調学習研究の積み重

ねを生かし，先進的な研究を先導していくため，今後も研究会や全国大会の SIG セッションを通して深 
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めていきたいと考えています．                    文責：益川弘如（静岡大学） 

SIG ワークショップの開催報告 SIG-09 質的研究 
第５回セミナー 
●日時・会場：2016 年 07 月 10 日（日），明治大学中野キャンパス，参加者数：30 名 
●テ ー マ：状況的学習理論を使った論文の執筆 
●プログラム：Ｑ＆Ａ  輪読本「状況に埋め込まれた学習」に関するディスカッションと質疑応答 

ワーク  状況的学習理論を論文で活用するためのディスカッション 
第５回セミナーでは，「状況的学習理論を使った論文の執筆」をテーマに設定し，翻訳者である佐伯

胖先生（田園調布学園大学大学院・東京大学・青山学院大学名誉教授）にお越しいただき理論の理解と

論文執筆への手がかりを探すためのワークを行いました．輪読本の難易度が高かったため，参加者の

方々には事前に輪読本の中身に対する質問を３つ提出して頂き，それらの質問について参加者同士がデ

ィスカッションを行った上で佐伯先生に解説を聞く形を取りました．予定していた時間よりも多くの時

間をこのディスカッションに費やしたことから，理論に対する興味関心が非常に高いことが伺えます．

セミナーの後半は，JSET の論文集に掲載された論文の中から実際に状況的学習理論を用いたものを選

び，論文の中で理論がどのように用いられているのかを確認しながら，論文執筆に向けたワークを行い

ました．ここでも，紹介した論文の中で理論の用いられ方がそれぞれ異なったため，論文執筆の方法で

はなく理論そのものに対するディスカッションや質疑が多く出ました．  文責：時任隼平（関西学院

大学） 

   
  

第６回セミナー 
●日時・会場：2016 年 07 月 31 日（日），関西学院大学大阪梅田キャンパス，参加者数：29 名 
●テ ー マ：TEA（複線径路等至性アプローチ）を使った研究への第一歩 
●プログラム：輪読本：安田裕子, 滑田明暢, 福田茉莉，サトウタツヤ（2015）TEA 実践編（新曜社） 

解 説：サトウタツヤ教授（立命館大学） 
ワーク：TEM を用いて「挫折」を表現してみよう 

第６回セミナーのテーマは，「TEA（複線径路等至性アプローチ）を使った研究への第一歩」です．

人間と環境の相互作用を時間やプロセスと共に分析する質的研究手法として注目されている TEA です

が，JSET では認知度が高くありません．そこで，TEA に関する著書を多数執筆されているサトウタツ

ヤ先生（立命館大学教授）にお越しいただき，理論に関する解説とワークを実施して頂きました． 
理論解説では，約２時間半を使って TEA の構成要素について丁寧に解説をして頂きました．質的研

究の特徴がそもそも帰納的であり，自然な状態でデータ収集をする事やプロセスや意味に対して注目す

ることが重要であると確認しました．また，文化心理学における Valsiner の主張を紹介しつつ，二次元

を使って図を書く事や等至点の設定など具体的なステップについても解説をして頂きました． 
後半は，２人でペアになり，「挫折した経験」をテーマにお互いにインタビューを行い，TEM 図を作

成しました．この取組を通して，参加者の方々はインタビューでどの程度詳しく情報収集できるかが

TEM 図の完成度に大きく影響することを実感したようでした．今回のセミナーは初学者を対象とした

ものでしたので，応用編も今後計画したいと思います．       文責：時任隼平（関西学院大学） 

Japan Society for Educational Technology
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SIG 研究会の開催報告 

SIG-10 コンピテンシースタンダードと能力評価手法の開発 
 
第５回 SIG 研究会 （第４回情報教育研究会 in 江戸川大学 と共催） 
●日時・会場：2016 年 07 月 31 日（日）13:00～18:00，江戸川大学 A 棟第一会議室， 

参加者数：73 名 
●テ ー マ：『情報』の新しい学習指導要領に向けて 
●プログラム： 
・学習指導要領の改訂動向と教科『情報』  鹿野利春（国立教育政策研究所／文部科学省） 
・何のためのプログラミング教育？     松田稔樹（東京工業大学／江戸川大学） 
・生きる力としての問題解決力を育てるための情報モラル教育  玉田和恵（江戸川大学） 
・宇宙ロケットを題材とした教科「情報」の教材開発      山口敏和（江戸川大学） 
・パネルディスカッション：教科『情報』学習指導要領改定に向けて期待すること・準備すべきこと 

司会：津賀宗充（茨城県教育庁） 
指定討論者：大橋真也（千葉県立船橋啓明高校）・春日井優（埼玉県立川越南高校） 

谷川佳隆（千葉県立八千代東高校）・滑川敬章（千葉県総合教育センター） 
能城茂雄（東京都立三鷹中等教育学校） 

本 SIG の目的の１つは，学習指導要領改訂に寄与する研究成果の発信と蓄積であり，今回は，本学会

が設立当初から関わってきた高等学校共通教科「情報」の学習指導要領改訂をテーマとしました．はじ

めに，改訂作業の進捗状況や現在までにまとまっている内容，今後の予定などについて，作業を担当さ

れている鹿野教科調査官からお話を伺いました．続いて，SIG-10 コアメンバーの松田から，今回の改

訂のキーワードにもなっているプログラミング教育を切り口に，SIG-10 のこれまでの研究成果をふま

えた期待や要望，課題などの指摘がされました．特に，1970 年代から高校で扱われてきたプログラミ

ング教育の歴史をふり返り，これまでとは違って，「望ましい情報社会の構築に参画する態度」を育成

する観点からプログラミング教育のあり方を設計することが新たな課題であるとの指摘がされました．

また，問題解決の縦糸・横糸モデルに基づき，現状提案されている各教科の見方・考え方の定義につい

て，課題が指摘されました． 
休憩をはさんで，玉田から，私立大学情報教育協会で取り組んでいる縦糸・横糸モデルに基づく情報

リテラシー教育カリキュラム案が示されました．情報活用能力の３要素を学士力の育成に結びつけるこ

とを意図したもので，高大連携の視点から協力や相互交流の要請がされました．山口からは，情報教育

に新しい視点を取り入れるため，宇宙ロケットを題材とした教材開発の提案がされました．パネルディ

スカッションでは，現場で教科「情報」を担当する立場，現職教員研修に関わる立場から，新学習指導

要領に向けて期待することを中心に，活発な議論がされました． 
文責：玉田和恵（江戸川大学）・松田稔樹（東京工業大学） 
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本学会推薦による調査委員会の活動について（ご報告） 
藤川大祐（千葉大学）

 
2012 年，新潟県の県立高校３年生生徒が自殺する事案が発生し，2014 年，「平成 24 年７月新潟県立

高等学校生徒の自殺事案に関する第三者調査委員会」（以下，「調査委員会」とします）が設けられ，日

本教育工学会から推薦された委員として調査委員会での調査を行い，先日調査が終了しましたので，こ

の調査委員会の活動について会員の皆様にご報告させていただきます． 
 
○調査委員会の概要 
本件事案は，生徒の自殺の背景に部活動でのトラブルや顧問の指導に関わる問題があると考えられ，

学校及び県教委が調査を行って遺族に報告していましたが，遺族は第三者委員会による調査を求め，県

と遺族との間での協議を経て第三者による調査委員会が設置されることとなったものです．最近でこそ

こうした調査委員会の設置は多く見られますが，2012 年～2013 年当時はあまり前例が多くなく，調査

委員会設置の可否や委員の人選等をめぐって合意形成に時間がかかり，調査委員会が設置されたのは事

案が生じてから２年近く経った後となってしまいました．その後，２年３ヶ月にわたり，新潟県庁にて

25 回の会議が開催され，会議とは別に調査委員複数名による関係者への聞き取り調査もなされました．

調査委員会は自殺の背景にある事実関係の解明や指導のあり方や事後対応のあり方についての課題を

検討し，報告書をまとめました．2016 年 07 月 25 日（月），調査委員会は報告書を県教育長に提出し，

調査委員会委員が全員出席して記者会見を行いました．新潟県内の新聞等で報告書の内容等が報じられ

ています． 
 
○インターネット利用に関する課題 
本件の背景には，亡くなった生徒がSNSにおいて他の生徒に対する批判ととれる投稿を行っており，

この投稿に関する顧問教員からの指導が自殺の契機になったということが考えられました．こうしたこ

ともあり，委員の中に生徒指導，臨床心理，精神医学，法律等の専門家に加えて情報教育の専門家が加

わることとなり，日本教育工学会に対して委員推薦依頼がなされ，藤川が推薦されました． 
調査の結果，学校における生徒指導において，他の種類の問題に比して生徒にインターネット利用に

関する指導に関して投稿削除等の「ゼロ・トレランス」と呼べるような指導がなされており，インター

ネット利用上の問題に関する生徒指導のあり方に課題があることが明らかになりました．報告書では，

「行動変容のみを目指す生徒指導から内面の成長を促す生徒指導へ」，「問題行動に対する一貫性のある

対応を」，「インターネット利用に係る問題行動に対する指導を子どもの表現の自由及び恣意的又は不法

な通信への干渉から保護される権利を尊重するものとすること」といった提言を行うに至りました． 
 
こうした委員会への参画には負担が大きいものですが，今後も情報教育の専門家の委員会への参画が

求められる機会が生じ，学会への委員推薦があることが想定されます．そうした要請にどのように応え

ていくのかについて，今後，検討する機会があれば幸いです． 
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日本教育工学会第 32 回通常総会 議事録 
 
１．日時：2016 年 06 月 18 日（土）12:20～12:50 
２．会場：大阪マーチャンダイズビル（New Educational Expo2016 会場 S6） 
３．議事 

議事に先立ち，山西会長より，第 16 期に向けての挨拶があった．16 期では，①企画委員会を中心

とした国際化シンポジウムの企画，②AECT やアジア諸外国との連携，③編集委員会を中心とした論

文誌の電子ジャーナル化と英文誌の英訳の支援，④30 周年事業として始めた教育工学選書の刊行，

⑤総務委員会を中心とした学会の管理運営の体制の構築など，教育工学研究の深まり，広まり，安定

的な運営について努力しているとの挨拶であった． 
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 2,178 名中，会場出席者 21 名，委任状 259 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「2015 年度（2015.04.01～2016.03.31）事業報告及び収支決算承認の件」 

益子理事より，日本教育工学会ニューズレターNo.214 の pp.3-4 の「2015 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，赤堀監事より「05 月 06 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「2016 年度（2016.04.01～2017.03.31）事業計画案及び収支予算案承認の件」 

益子理事より，日本教育工学会ニューズレターNo.214 の pp.5-6 の「2016 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． 
以上 
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日本教育工学会第 16 期第９回理事・評議員会（合同）議事録 
 
日時：平成 28 年 06 月 18 日（土）13:00～13:50 
場所：大阪 マーチャンダイズビル（B1F ギャラリー） 
出席：理事 山西潤一会長，鈴木克明副会長，中山 実副会長，吉崎静夫副会長，木原俊行， 

黒上晴夫，永岡慶三，永田智子，前迫孝憲，益子典文，村上正行 
（委任状）稲垣 忠，植野真臣，加藤 浩，三宮真智子，寺嶋浩介，南部昌敏，平嶋 宗， 

堀田龍也，美馬のゆり，村川雅弘，山内祐平 
 評議員 大久保昇，根本淳子，姫野完治，光原弘幸，室田真男 

（委任状）新井健一，岡本敏雄，小柳和喜雄，柏原昭博，佐々木整，新地辰朗，高橋 純， 
田口真奈，西森年寿，東原義訓，松田岳士，山田政寛，望月俊男 

      監事 赤堀侃司    総務委員会 北澤 武    事務局長 赤松伊佐代 
（合計 43 名） 

１．前回の理事会議事録の承認について 

第 16 期第８回理事会議事録について原案が提示され，承認した． 
 
２．新入会員の承認について 

会員の移動状況について報告があり，承認した．  
 
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 
文部科学大臣表彰科学技術賞及び若手科学者賞受賞候補者・電気通信普及財団賞受賞対象著作／論

文推薦について，役員推薦の上，会長に一任することを承認した． 
 
４．今後の学会の活動について 

科学研究費助成事業（科研費）審査システム改革 2018 に関する意見書提出，ICoME2016 につい

て報告があった． 
出席評議員より，若手研究者育成，SIG 研究会開催場所，選挙の在り方，他学会との連携，法人化・

グローバル化等に関する意見があった． 
 
５．その他 

（１） 以下の共催および協賛依頼等を承認した． 
 第 20 回視聴覚教育総合全国大会 第 67 回放送教育研究会全国大会 合同大会後援名義使用

申請（全国放送教育研究会連盟より） 
 e ラーニングアワード 2016 フォーラム協賛名義使用申請（株式会社日本工業新聞社より） 
 2016 国際学校図書館協会東京大会後援名義使用申請（2016 国際学校図書館協会東京大会運営

委員会より） 
 Joint 17th World Congress of International Fuzzy System Association and 9th 

International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems （IFSA-SCIS2017）
における協賛依頼（日本知能情報ファジィ学会より） 

（２）報告事項・郵送物を確認した． 

（３）今後の理事会日程を確認した． 
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日本教育工学会 第 16 期第 10 回 理事会 議事録 
 
日 時：平成 28 年 07 月 16 日（土） 
場 所：JAPET&CEC 会議室 
出 席：理事 山西潤一会長，鈴木克明副会長，吉崎静夫副会長，加藤 浩，木原俊行，久保田賢一， 

三宮真智子，寺嶋浩介，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 
総務委員会 北澤 武，姫野完治，室田真男 
事務局長 赤松伊佐代                                          （合計23名） 

 
１．前回の理事会議事録の承認について 

第 16 期第９回理事・評議員会および第 32 回通常総会議事録について原案が提示され，承認した． 
 

２．新入会員の承認について 

会員の移動について報告があり，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，英文誌への論文賞受賞論文および SIG による総説論文掲載について報告が

あり，承認した． 
（２）研究会委員会 

次期研究会委員の予定者について報告と資料の修正依頼があり，承認した． 
（３）企画委員会 

６月のシンポジウムと夏の合宿（九州工業大学）の進捗状況について報告があり，承認した． 
（４）大会企画委員会 

全国大会の進捗状況について報告があった． 
（５）顕彰委員会 

論文賞，研究奨励賞の選考経過について報告があり，審議の上，受賞者を決定した． 
（６）国際交流 

ICoME の進捗状況と AECT との学術交流について報告があった． 
（７）特別企画（実践教育活性化）委員会 

活動の経緯について報告があり，企画委員会や SIG との連携について検討することとなった． 
（８）広報委員会 

ニューズレター216 号（08 月 18 日（木）原稿締切）の台割案の提案があり，一部修正のうえ承認

した． 
（９）選書委員会 

第２期教育工学選書の進捗について報告があった． 
 

４．総務・会計 

（１）選挙改革委員会における検討状況の報告があり，今後の役員選挙スケジュールを確認した． 
（２）第 12 回児童教育実践についての研究助成について，資料が回覧され，承認した． 
 
５．その他 

（１）関連学会について 
日本テスト学会について，ニューズレターやホームページに掲載する案が示され，承認した． 

（２）以下の協賛・後援依頼等を承認した． 
 教育システム情報学会第 41 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） 

（３）連絡事項・郵送物を確認した． 
（４）今後の理事会日程を確認した． 
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新入会員 
（2016 年 04 月 26 日～2016 年 07 月 07 日） 

134 名（正会員：69 名，准会員：５名，学生会員：60 名） 
 
■正会員（69 名） 
小林一木 
（株式会社ベネッセコーポレーション） 
跡見順子（東京農工大学） 
松村佳世（京都大学） 
中河亜希（佐賀大学） 
三宮有里（順天堂大学） 
渡邊和志（大分大学） 
岡田有司（東北大学） 
和上順子（広島文教女子大学） 
畑山基治 

（ケルヒャージャパン株式会社） 
大竹秀和（立教大学） 
岡崎善弘（岡山大学） 
早坂正年（仙台青葉学院短期大学） 
植月美希（青山学院女子短期大学） 
本橋正成（東京工業大学） 
武田知明（北海道大学大学院） 
本田周二（大妻女子大学） 
木村文香（東京家政学院大学） 
三枝優子（文教大学） 
秋葉治克（北海道教育大学） 
岡本真彦（大阪府立大学） 
後藤崇志（京都大学） 
上畠洋佑（金沢大学） 
銀島 文（国立教育政策研究所） 
山田智久（北海道大学） 
三岡恵子（帝京安積高等学校） 
竹田 陸（広島工業大学専門学校） 
石原義行（関西福祉大学） 
小林恭士（宮城教育大学） 
箕浦恵美子 

（名古屋女子大学短期大学部） 
山下 藍（宮崎公立大学） 
小泉匡弘（北海道教育大学） 
小方博之（成蹊大学） 
小板隆浩（同志社大学） 
嶋田みのり（東北学院大学） 
権藤千恵（大阪大学） 
仙石昌也（愛知医科大学） 
山本大介（北里大学） 
松原有奈（国立音楽大学） 
大谷智子（東京藝術大学） 
石橋慶一（福岡工業大学短期大学部） 
常陰則之（学校法人瀧川学園） 
阿部真由美（学習院大学） 
松尾智晶（京都産業大学） 
安谷元伸（四條畷学園短期大学） 
堀江志磨（国立音楽大学） 
中村 宏（一橋大学） 
織田佐由子（芝浦工業大学） 
藤 修（九州工業大学） 
上村英男（福岡工業大学短期大学部） 

美馬義亮（公立はこだて未来大学） 
佐野香織（早稲田大学） 
逆瀬川愛貴子 

（ベネッセコーポレーション） 
日高啓太郎（セカステ総合研究所株 

会社，就実大学） 
浦田 悠（大阪大学） 
尾澤知典（慶應義塾大学） 
佐久間あゆみ 

（東京都済生会向島病院） 
山口和也（大阪大学） 
福田宗太郎（京都大学） 
岐美 宗（広島商船高等専門学校） 
末永弥生（国際医療福祉大学） 
小山航太 
（埼玉大学 STEM 教育研究センター） 
津髙絵美（関西学院千里国際高等部） 
小舟康予 

（大阪府立淀川工科高等学校） 
菊池拓男（職業能力開発総合大学校） 
杉山友理（東京慈恵会医科大学） 
土屋利恵子 

（ベネッセ教育総合研究所） 
阿濱志保里 （山口大学） 
SinghKumud Brahm（大阪大学） 
中村諭実子 
 
■准会員（5 名） 
石原義行（関西福祉大学） 
西野晴香（姫路大学） 
鷹野昌秋（光村図書出版株式会社） 
谷川 航（小平市立小平第七小学校） 
笠井陽介 

（国際交流基金関西国際センター） 
 
■学生会員（60 名） 
今西正和（法政大学大学院） 
井上麻美子 
（鳴門教育大学教職大学院） 
武田佳子（京都大学） 
松本明美（早稲田大学，人間科学部） 
塩飽尚道（福山大学大学院） 
島村東世子（大阪大学大学院） 
柳澤美和（早稲田大学大学院） 
藏滿和彦（鳴門教育大学大学院） 
望月翔太（東北大学大学院） 
蒔田成美（日本獣医生命科学大学） 
渡邊智也（京都大学, 教育学部） 
瀧島大地（東京電機大学） 
岡本夏海（青山学院大学大学院） 
澁川幸加（筑波大学） 
藤坂祐史（筑波大学） 

上舘（山口）美緒里 
（関西大学大学院）  

小原正也（早稲田大学大学院） 
勝見世界（大阪大学） 
水飼 巌（東京理科大学大学院） 
鈴木達也（高知大学大学院） 
古屋由貴子（早稲田大学） 
小牧 瞳（千葉大学） 
村橋貴之（岐阜大学大学院） 
土屋理恵（熊本大学大学院） 
團 尚崇（早稲田大学） 
福井昌則（兵庫教育大学） 
宮澤俊一（上越教育大学） 
渡邉瑶介（兵庫教育大学大学院） 
大北昂斗（筑波大学） 
堀川紘子（鳴門教育大学大学院） 
原田勇希（北海道大学大学院） 
中西佐知子（東京学芸大学大学院） 
矢野智子（お茶の水女子大学） 
佐藤隼明（東京学芸大学, 教育学部） 
呂 暁丹（京都工芸繊維大学） 
川村和美（熊本大学） 
大森正平（東京理科大学大学院） 
篠原幸太（大阪教育大学大学院） 
北爪里菜（千葉大学, 教育学部） 
小島一記（北海道大学大学院） 
古林智美（千葉大学, 教育学部） 
深谷 将（東京理科大学大学院） 
鍛冶佳代（早稲田大学, 人間科学部） 
山中佑太（東京理科大学, 理工学部） 
瀬戸加奈子（金沢星稜大学女子 

短期大学部，経営実務科） 
澤田佳奈子（金沢星稜大学女子 

短期大学部，経営実務科） 
西村恭子（熊本大学大学院） 
成田竜也（横浜国立大学） 
武者尚志（横浜国立大学大学院） 
政岡祐輝（熊本大学大学院） 
坂井裕紀（早稲田大学，人間科学部） 
柴田高司（静岡大学） 
枝窪 悠（東京学芸大学，教育学部） 
北田義明（大谷大学，文学部） 
北野清晃（京都大学大学院） 
清水優菜（横浜国立大学） 
益岡都萌（岡山大学大学院） 
後藤由季奈 

（東京学芸大学，教育学部） 
河合道雄（京都大学） 
大上政俊（兵庫教育大学大学院） 
 

以上
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担当副会長　：中山 実（東京工業大学）

広報副委員長：山内 祐平（東京大学）
広報委員長　：堀田 龍也（東北大学）

　幹事：高橋 純（東京学芸大学）
　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）

6

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
２０１６年
・２０１６年０９月１７日（土）～１９日（月・祝）
　第 32 回全国大会（大阪大学）
・２０１６年１１月０５日（土）
　研究会「ICT を活用した学習環境」（宮崎市民プラザ）
・２０１６年１２月１７日（土）
　研究会「インストラクショナルデザイン」
　（仁愛女子短期大学）
２０１７年
・２０１７年０２月または０３月
冬の合宿研究会「社会構成主義を学ぶ」（関西大学）
・２０１７年０３月０４日（土）
　研究会「協働的な学びづくり」（信州大学）

◎国際会議の案内
２０１６年
・AECT INTERNATIONAL CONVENTION
 http://www.aect.org/events/Las Vegas/
   (10/17 – 21, Las Vegas, USA)
・E-Learn 2016
 http://www.aace.org/conf/elearn/
  (11/14 – 16, Washington, DC, USA)
・ICCE 2016
 http://www.et.iitb.ac.in/icce2016/
   (11/28 – 12/2, Bombay, India)
２０１７年
・SITE 2017
 http://site.aace.org/
  (3/5 – 9, Austin, USA）
・eLmL 2017
 http://www.iaria.org/conferences2017/eLmL17.html
  (3/19 - 23, Nice, France）
・EdMedia 2017
 http://www.aace.org/conf/edmedia/
   （6/21 – 23, Washington, DC, USA）
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