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日本教育工学会第 32 回全国大会の御礼 
大会実行委員会委員長 前迫孝憲（大阪大学）

 
日本教育工学会第 32 回全国大会は，大阪大学豊中キャンパスで 09 月 16 日（金）（ワークショップ）

から 19 日（月・祝）まで開催させて頂きました．大会の前週には台風 14〜16 号が発生したものの，全
日程を消化させることができました． 
シンポジウム５件，一般研究 434 件（内ポスター178 件）の計 439 件の発表に加え，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件がおこなわれ，参加者は 1,054
名を数えました．旧制浪速高校を受け継ぐ講堂の全体会やシンポジウムでは，350 名程の熱気に冷房が
追いつかない状態でした．企業展示には 19 社の協力が得られ，17 日（土）昼のランチセミナーは３室
に分かれて開催されました．このように盛会裏に終えることができましたのも，山西潤一会長ならびに
寺嶋浩介委員長はじめ大会企画委員会の皆さま，連日，阪大坂を登り降りしながら大会にご参加頂き，
また機材トラブルなどにも対応頂いた多くの皆さまのご協力の賜と感謝申し上げる次第です．誠にあり
がとうございました． 
今大会では，新たな試みとして，新規参加者を主対象とする「日本教育工学会，SIG とは何かがわか

る 30 分」と題したチュートリアルセッションがおこなわれた他，３回目を迎えた SIG セッションは，
17 日（土）（５件）と 19 日（月・祝）（７件）の２部に分けて熱心に議論が進められました．懇親会に
は 230 名を越えるご参加を頂きました．地の食べ物や地酒，飲み物を探してみましたが懇親の実を深め
て頂けましたでしょうか？ 
大会実行委員会では，豊中キャンパスの先生方をはじめ数多の先生方にお世話を頂きました．さらに，

当日には多くの学生にお手伝い頂きました． 
全体会では，島根大学の深見俊崇先生から次回開催校としてのご挨拶がありました．来年も松江市に

おいて，本大会が盛会に行われますことを祈念して，お礼のご挨拶とさせて頂きます． 
 
 

日本教育工学会 冬の合宿研究会の開催案内（第二報） 
 
企画委員では，2016 年度冬の合宿を 2017 年 03 月 11 日（土）～12 日（日）に関西学院大学梅田キ

ャンパスで開催します．テーマは，「社会構成主義を学ぶ」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）』で，この本を翻訳された京都教育大学幼児教育
科の東村知子先生をお招きし，２日間かけてじっくり議論をしたいと思います．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
解を深めることのでき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． 
合宿の進め方は，事前に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じっくりと意見交換をしたいと思います．また，事前
に Web 上での交流や議題を募集することで，当日の対面議論が深まることを目指します． 
 
■日時：2017 年 03 月 11 日（土）13:00 開始～17:30 終了・懇親会（任意参加） 

2017 年 03 月 12 日（日）10:30 開始～15:00 終了 
■場所：関西学院大学梅田キャンパス 1005 教室（10 階）（大阪府阪急梅田駅下車） 

http://www.kwansei.ac.jp/kg_hub/access/ 
■対象：社会構成主義に興味のある方，理解を深めたい方（非会員も参加可） 
■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 

＊必ず事前に購入し，熟読をしてきて下さい 
■条件：・事前のオンライン意見交換に参加できること 

・２日間参加できること 
■費用：500 円（資料代） 
■宿泊：各自で手配していただきます 
■懇親会：実施（任意参加） 
■予定：（１）2016 年 11 月末～Web にて申し込み開始 

（２）2017 年 02 月上旬～参加者間で意見交換（Web）・議論トピックの募集 
■担当：時任隼平（関西学院大学），泰山 裕（鳴門教育大学） 

問い合わせは， （時任）までお願い致します   

Japan Society for Educational Technology
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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 ICT を活用した学習環境／一般
●日  時：2016 年 11 月 05 日（土） 
●会  場：宮崎市民プラザ ４階 

（〒880-0001 宮崎県宮崎市橘通西 1 丁目 1 番 2 号） 
●担  当：久保田真一郎 （kubota@cs.miyazaki-u.ac.jp） 

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（ギャラリー１），B 会場（ギャラリー２），C 会場（大会議室） 
 
09:55-10:00 諸連絡 

10:00-12:05 午前の部 

 
A1）教師が ASD 児特有の文理解の困難さを意識することを志向した学習支援システムの開発に向けた

検討  
黄彦，小川修史，掛川淳一，森広浩一郎（兵庫教育大学） 

A2）修士課程学生の教育実践研究を支援する e-portfolio の実装 
松田稔樹（東京工業大学／江戸川大学） 

A3）擬人化イラストの記憶効果に関する研究 
周村諭里（東京学芸大学／教育テスト研究センター），加藤彩日（東洋英和女学院大学）， 
柳沢昌義（東洋英和女学院大学／教育テスト研究センター） 

A4）精神疾患の傾向がある児童生徒への対応を志向した知識創造スキル育成プログラムの開発に 
向けた検討 
山本まほ，小川修史，掛川淳一，森広浩一郎（兵庫教育大学大学院） 

A5）幼児期における個人情報保護教育の実証的研究 
勝見慶子，藤村裕一，大平和哉，竹口幸志，玉水克明（鳴門教育大学大学院） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
B1）小学校国語科における児童の「振り返り記述」の傾向分析による学習効果の検討 

戸田俊文（熊本県玉名市立玉名小学校） 
B2）総合学科高校における科目選択と進路分野希望に基づく履修指導のための教員の気づき支援 

大上政俊，掛川淳一，小川修史，森広浩一郎（兵庫教育大学） 
B3）中学校理科において，生徒の発表を支援するひな形レイアウトを用いた授業実践と有用性の検討

笹本健太（長崎大学大学院），倉田 伸（長崎大学） 
B4）中等教育における異文化間能力習得に関する研究－複線径路等至性アプローチを用いた分析－ 

時任隼平（関西学院大学） 
B5）ピア・インストラクションを取り入れた授業がテスト成績に及ぼす影響  

山元有子（早稲田大学大学院），向後千春（早稲田大学） 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C1）教職 e ポートフォリオを活用した相互コメントに見る学生の成長過程分析の試み  

谷塚光典（信州大学／熊本大学），東原義訓（信州大学）， 
喜多敏博，戸田真志，鈴木克明（熊本大学大学院） 

C2）電子教科書ユーザーのための知識構造可視化システム  
王 静芸，田畑義之，緒方広明（九州大学） 

C3）プログラミング学習者の行動ラベル付のためのデータ分析 
高橋真奈茄，小出 洋（九州工業大学大学院），近藤秀樹（九州工業大学） 

C4）ファシリテーション型大学授業におけるテーマ選択に関する事例研究－安保法案の違憲性は 
争点になるか否か？－ 
北垣郁雄，匹田 篤（広島大学），金川秀也（東京都市大学） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
13:05-13:10 委員会挨拶・諸連絡 

研究会 

2016 
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堀田龍也，板垣翔大（東北大学大学院）， 
佐藤和紀（東京都杉並区立高井戸東小学校／東北大学大学院），高橋 純（東京学芸大学）， 
坂和寿忠（株式会社サカワ），西崎悠馬（株式会社カヤック） 

B12）授業観察力の向上を支援するための学習システム開発に向けて  
浅井宗海，羽野ゆつ子（大阪成蹊大学），井藤 元（東京理科大学） 

B13）FishWatchr を利用した日本語授業評価 
西谷まり（一橋大学），岩崎拓也（一橋大学大学院） 

● 発表時間：当研究会は会員・非会員による討論の場を作ることを目的として開催してきました．討論

時間を確保するために，持ち時間 24 分において質疑応答の時間を５分以上は確保していただいてお

ります．よろしくご理解願います． 
● 参加費用：参加費は無料です．研究会報告集の年間予約購読代金（3,500 円）を支払済みの本学会会

員以外の方は，報告集代として 1,000 円を当日受付にてお支払い下さい（ただし，本研究会受付時に

年間予約購読代金の支払済みが確認できない場合には，当日受付にて年間予約購読分の報告集をお渡

しすることができませんのでご了承下さい）．また，当日受付にて年間予約購読の申込みも可能です．

なお，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：宮崎駅・南宮崎駅からバスで 10 分，徒歩で 30 分．宮崎空港からバスで 25 分，タクシー

で 20 分．「橘通 1 丁目」バス停下車後，徒歩で３分．詳しくは，宮崎市民プラザホームページの「交

通アクセス」(http:// http://www.siminplaza.com/access/)をご参照下さい． 
● 昼食案内：徒歩 15 分のところに飲食店街があります．  
● 当日は同じ建物および同じフロアにて種々イベントが行われています．ご留意下さい．  
● 研究会終了後，情報交換会を開催予定です． 参 加 を 希 望 さ れ る 方 は Web フ ォ ー ム

（https://goo.gl/onMfAH）よりお申込み下さい．締切は 10 月 21 日（金）です．詳細につきましては

Web フォームをご確認下さい．研究会 Web ページにリンクがあります． 

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（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 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）．学会 Web サイトの会員専用ページよりお申し込みいただけます．なお，

研究会当日の受付でも年間講読を受け付けております． 
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13:10-15:15 午後の部① 
 

A6）学習方略の学習と自己効力感向上の関係に関する考察 
大﨑理乃（産業技術大学院大学），千代西尾祐司（島根大学大学院） 

A7）プロジェクト管理手法に基づく問題解決学習指導の知識体系 PBLBOK の開発と実践 
佐藤克己，櫨山淳雄，宮寺庸造（東京学芸大学） 

A8）自己調整学習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実践における学習者の意

識変化 
仲林 清（千葉工業大学） 

A9）コミュニケーションサイトを利用した科学リテラシー教育－疑似科学評定サイトの事例から－ 
石川幹人，山本輝太郎（明治大学大学院） 

A10）ASD 当事者との AAC における齟齬の解消を志向した意思把握スキル獲得プログラムの開発に向

けた調査 
青木遥香，小川修史，掛川淳一，森広浩一郎（兵庫教育大学大学院） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
B6）アニメーション制作を通した世代間交流学習 

川上治美（慶應義塾大学），宮田義郎（中京大学） 
B7）最小構成で協働学習を支援する iPad 共有システムの開発 

古川健一（福岡教育大学） 
B8）遠隔システムを利用したアクティブラーニング－即興型英語ディベートによる授業進行－ 

大賀隆次（一般社団法人パーラメンタリーディベート人財育成協会）， 
中川智皓（大阪府立大学） 

B9）Web ブラウザ上で動作する e ワークシート「まなびシート」の開発  
本田直也（大手前大学），森本康彦（東京学芸大学）， 
早川 楽（アンザスインターナショナル株式会社） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C5）ＢtoＢ営業におけるソリューション営業力獲得プロセスの研究 

小野 勝（早稲田大学大学院），尾澤重知（早稲田大学） 
C6）建築家ならではの創造性育成の要件－工業高校建築系学科に焦点を当てて－ 

藏滿和彦，藤村裕一，大平和哉，竹口幸志（鳴門教育大学大学院） 
C7）航空会社職員におけるグランドスタッフの経験が部署異動後の職に及ぼす影響 

内海池美（早稲田大学），山田小百合（特定非営利活動法人 Collable）， 
尾澤重知（早稲田大学） 

C8）グローバル化に直面する日本企業における職場内コミュニケーションに関する調査研究 
古賀美恵（早稲田大学大学院），尾澤重知（早稲田大学） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
15:30-17:35 午後の部② 
 

A11）タブレット端末を用いた写真による振り返り学習法「パシャふり学習」の提案  
太目弘樹，丸山浩平，森本康彦（東京学芸大学） 

A12）スマートフォンによるメッセージ投稿とハンドマイクを利用した発言方式の比較研究  
柳沢昌義（東洋英和女学院大学／教育テスト研究センター） 

A13）小学生のタブレット端末利用における映り込みや身体的疲労に関する調査  
柴田隆史（東京福祉大学），佐藤和紀（東京都杉並区立高井戸東小学校／東北大学大学院）， 
堀田龍也（東北大学大学院） 

A14）ビデオプレゼンテーション評価システムを活用した評価活動の分析 
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） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
B10）Google ドライブを活用した簡易評価システムの試行について  

岸 誠一（中国学園大学） 
B11）教員用タブレット PC の教室持ち込みによって生じる利用前困難の事例研究  
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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 ICT を活用した学習環境／一般
●日  時：2016 年 11 月 05 日（土） 
●会  場：宮崎市民プラザ ４階 

（〒880-0001 宮崎県宮崎市橘通西 1 丁目 1 番 2 号） 
●担  当：久保田真一郎 （kubota@cs.miyazaki-u.ac.jp） 

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（ギャラリー１），B 会場（ギャラリー２），C 会場（大会議室） 
 
09:55-10:00 諸連絡 

10:00-12:05 午前の部 

 
A1）教師が ASD 児特有の文理解の困難さを意識することを志向した学習支援システムの開発に向けた

検討  
黄彦，小川修史，掛川淳一，森広浩一郎（兵庫教育大学） 

A2）修士課程学生の教育実践研究を支援する e-portfolio の実装 
松田稔樹（東京工業大学／江戸川大学） 

A3）擬人化イラストの記憶効果に関する研究 
周村諭里（東京学芸大学／教育テスト研究センター），加藤彩日（東洋英和女学院大学）， 
柳沢昌義（東洋英和女学院大学／教育テスト研究センター） 

A4）精神疾患の傾向がある児童生徒への対応を志向した知識創造スキル育成プログラムの開発に 
向けた検討 
山本まほ，小川修史，掛川淳一，森広浩一郎（兵庫教育大学大学院） 

A5）幼児期における個人情報保護教育の実証的研究 
勝見慶子，藤村裕一，大平和哉，竹口幸志，玉水克明（鳴門教育大学大学院） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
B1）小学校国語科における児童の「振り返り記述」の傾向分析による学習効果の検討 

戸田俊文（熊本県玉名市立玉名小学校） 
B2）総合学科高校における科目選択と進路分野希望に基づく履修指導のための教員の気づき支援 

大上政俊，掛川淳一，小川修史，森広浩一郎（兵庫教育大学） 
B3）中学校理科において，生徒の発表を支援するひな形レイアウトを用いた授業実践と有用性の検討

笹本健太（長崎大学大学院），倉田 伸（長崎大学） 
B4）中等教育における異文化間能力習得に関する研究－複線径路等至性アプローチを用いた分析－ 

時任隼平（関西学院大学） 
B5）ピア・インストラクションを取り入れた授業がテスト成績に及ぼす影響  

山元有子（早稲田大学大学院），向後千春（早稲田大学） 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C1）教職 e ポートフォリオを活用した相互コメントに見る学生の成長過程分析の試み  

谷塚光典（信州大学／熊本大学），東原義訓（信州大学）， 
喜多敏博，戸田真志，鈴木克明（熊本大学大学院） 

C2）電子教科書ユーザーのための知識構造可視化システム  
王 静芸，田畑義之，緒方広明（九州大学） 

C3）プログラミング学習者の行動ラベル付のためのデータ分析 
高橋真奈茄，小出 洋（九州工業大学大学院），近藤秀樹（九州工業大学） 

C4）ファシリテーション型大学授業におけるテーマ選択に関する事例研究－安保法案の違憲性は 
争点になるか否か？－ 
北垣郁雄，匹田 篤（広島大学），金川秀也（東京都市大学） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
13:05-13:10 委員会挨拶・諸連絡 

研究会 

2016 
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B1）小学校国語科における児童の「振り返り記述」の傾向分析による学習効果の検討 

戸田俊文（熊本県玉名市立玉名小学校） 
B2）総合学科高校における科目選択と進路分野希望に基づく履修指導のための教員の気づき支援 

大上政俊，掛川淳一，小川修史，森広浩一郎（兵庫教育大学） 
B3）中学校理科において，生徒の発表を支援するひな形レイアウトを用いた授業実践と有用性の検討

笹本健太（長崎大学大学院），倉田 伸（長崎大学） 
B4）中等教育における異文化間能力習得に関する研究－複線径路等至性アプローチを用いた分析－ 

時任隼平（関西学院大学） 
B5）ピア・インストラクションを取り入れた授業がテスト成績に及ぼす影響  

山元有子（早稲田大学大学院），向後千春（早稲田大学） 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C1）教職 e ポートフォリオを活用した相互コメントに見る学生の成長過程分析の試み  

谷塚光典（信州大学／熊本大学），東原義訓（信州大学）， 
喜多敏博，戸田真志，鈴木克明（熊本大学大学院） 

C2）電子教科書ユーザーのための知識構造可視化システム  
王 静芸，田畑義之，緒方広明（九州大学） 

C3）プログラミング学習者の行動ラベル付のためのデータ分析 
高橋真奈茄，小出 洋（九州工業大学大学院），近藤秀樹（九州工業大学） 

C4）ファシリテーション型大学授業におけるテーマ選択に関する事例研究－安保法案の違憲性は 
争点になるか否か？－ 
北垣郁雄，匹田 篤（広島大学），金川秀也（東京都市大学） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
13:05-13:10 委員会挨拶・諸連絡 

研究会 

2016 
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堀田龍也，板垣翔大（東北大学大学院）， 
佐藤和紀（東京都杉並区立高井戸東小学校／東北大学大学院），高橋 純（東京学芸大学）， 
坂和寿忠（株式会社サカワ），西崎悠馬（株式会社カヤック） 

B12）授業観察力の向上を支援するための学習システム開発に向けて  
浅井宗海，羽野ゆつ子（大阪成蹊大学），井藤 元（東京理科大学） 

B13）FishWatchr を利用した日本語授業評価 
西谷まり（一橋大学），岩崎拓也（一橋大学大学院） 

● 発表時間：当研究会は会員・非会員による討論の場を作ることを目的として開催してきました．討論

時間を確保するために，持ち時間 24 分において質疑応答の時間を５分以上は確保していただいてお

ります．よろしくご理解願います． 
● 参加費用：参加費は無料です．研究会報告集の年間予約購読代金（3,500 円）を支払済みの本学会会

員以外の方は，報告集代として 1,000 円を当日受付にてお支払い下さい（ただし，本研究会受付時に

年間予約購読代金の支払済みが確認できない場合には，当日受付にて年間予約購読分の報告集をお渡

しすることができませんのでご了承下さい）．また，当日受付にて年間予約購読の申込みも可能です．

なお，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：宮崎駅・南宮崎駅からバスで 10 分，徒歩で 30 分．宮崎空港からバスで 25 分，タクシー

で 20 分．「橘通 1 丁目」バス停下車後，徒歩で３分．詳しくは，宮崎市民プラザホームページの「交

通アクセス」(http:// http://www.siminplaza.com/access/)をご参照下さい． 
● 昼食案内：徒歩 15 分のところに飲食店街があります．  
● 当日は同じ建物および同じフロアにて種々イベントが行われています．ご留意下さい．  
● 研究会終了後，情報交換会を開催予定です． 参 加 を 希 望 さ れ る 方 は Web フ ォ ー ム

（https://goo.gl/onMfAH）よりお申込み下さい．締切は 10 月 21 日（金）です．詳細につきましては

Web フォームをご確認下さい．研究会 Web ページにリンクがあります． 

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（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 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）．学会 Web サイトの会員専用ページよりお申し込みいただけます．なお，

研究会当日の受付でも年間講読を受け付けております． 
  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
B10）Google ドライブを活用した簡易評価システムの試行について  

岸 誠一（中国学園大学） 
B11）教員用タブレット PC の教室持ち込みによって生じる利用前困難の事例研究  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
B10）Google ドライブを活用した簡易評価システムの試行について  

岸 誠一（中国学園大学） 
B11）教員用タブレット PC の教室持ち込みによって生じる利用前困難の事例研究  

55
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日本教育工学会論文誌 特集号 論文募集（第四報） 

「特集：教育情報化時代のラーニング・アナリティクス」 
 
ラーニング・アナリティクスの研究成果を募集する次回特集号（2017 年 11 月発行予定）の編集委員

会は，９月に開催された全国大会において「『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」と題したワークショップを開催しました．ワークショップでは主催者側がラーニン

グ・アナリティクスの定義や特徴を解説した後，参加者同士のグループワークで「ラーニング・アナリ

ティクス観」を共有しました．さらに，ケーススタディとしてゲストスピーカーから初等中等教育と高

等教育を対象としたラーニング・アナリティクス研究の事例がそれぞれ発表されたのに続き，再び主催

者が特集号の査読方針などを説明し，最後に参加者自身の研究構想と今後研究に必要な情報をグループ

で議論，発表しました． 
このようなワークショップのディスカッションを通じて，ラーニング・アナリティクス研究には必ず

しもビッグデータの分析が必要なわけではないこと，ある分析手法を用いるとき，なぜその手法である

のかを査読者が理解できることが大切であること，教育実践研究では，実践にフィードバック可能な新

規性が重視されること（したがって実践研究であっても先行研究・実践事例のレビューが必要であるこ

と）などが確認されました． 
ラーニング・アナリティクスをテーマとした論文執筆を検討している研究者の関心には多様なものが

ありますが，今回のワークショップでは主に次のような興味の方向性が感じられました． 
・分析・可視化の手法（分析手法の開発，新規事例への適用，学習改善に役立つ可視化） 
・データ自体（教育データの広がりや，他のビッグデータと比べた教育データの特徴） 
・教育実践に与える影響（教育現場にもたらされるイノベーション，課題解決） 
むろん，いずれもラーニング・アナリティクスの研究として重要な分野であり，査読や判定を担当す

る我々にとっても示唆に富む議論が展開されました． 
改めて考えてみますと，教育工学では，これまでにも多様な学習データを多様な手法で分析した研究

成果が発表されてきました．ラーニング・アナリティクスという概念がなかった頃から実質的にラーニ

ング・アナリティクスの研究が存在していたとも言えます．前号までのニューズレターでも繰り返して

きましたように，特集号編集委員会では，ラーニング・アナリティクスの対象および手法を幅広く解釈

します．今回のワークショップにも，大学院生から初等中等教育の教員まで多様なバックグラウンドを

持った方々が参加してくださいました．投稿される論文も，同様にバラエティに富んだ内容になること

を期待しています． 
 
 
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 
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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． 
 
 
３．論文投稿締め切り日（2017 年 11 月発行予定） 
投稿原稿を 2017 年の 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． 
投稿原稿提出締め切り（電子投稿）：2017 年 02 月 02 日（木） 
最終原稿提出締め切り（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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ショートレター増刊号論文募集のお知らせ（第一報） 
 
 

日本教育工学会論文誌    vol.41，Suppl.の発行 
論文受付締切：2017 年 04 月 03 日（月） 

 
 

日本教育工学会論文誌vol.41，Suppl.は，年１回

発行されるショートレターの増刊号です．奮ってご

投稿下さい． 
投稿規定に記述しているように，以下のようにな

っていますのでご注意下さい. 
 
１．ショートレターは，教育工学に関する，実践的

な研究成果，新しい試みやその結果等，教育シ

ステム開発等を記述したもの．新規性（オリジ

ナリティ）は必ずしも高くなくても，実践研究

の方法と成果を明確に記述したものです． 
２．刷り上がり４ページ厳守です (４ページを超え

るものは採録しない)． 
３．筆頭著者(ファースト・オーサー)は本学会会員

であることが条件です．あるいは，筆頭著者が

投稿時に入会手続きおよび会費納入等をするこ

とが必要です．なお，各会員はショートレター

を年１編に限り投稿できます． 
４．2017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

著者は避けて下さい．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 
(2017 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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日本教育工学会 夏の合宿研究会開催報告 
 
＜夏合宿研究会全体の概要＞ 

2016 年 08 月 27 日（土）・28 日（日）に九州工業大学 MILAiS（ミライズ）にて，夏の合宿研究会

「ラーニング・コモンズを活用した学びのデザイン」を開催しました．中央大学の小山憲司先生，九州

工業大学の安永卓生先生と近藤秀樹先生，京都外国語大学の村上正行先生に講師としてお越し頂き，ラ

ーニング・コモンズの場を活用したアクティブ・ラーニングをテーマにご講演をいただきました．また，

グループディスカッションやパネルディスカッションを通して，約 50 名の参加者（内，非会員 31 名）

がラーニング・コモンズでの学びを体験しました． 
 

      
写真１ 講演の様子                 写真２ グループワークの様子 

 
 
＜アンケート結果より＞ 

参加者を対象にした事後アンケートの結果，講師陣の講義内容に対する満足度が高かったことが確認

されました．他にも，テーマや講演者の充実や実際のラーニング・コモンズでの実施によって，プログ

ラム全体に対する評価が高くなったと考えられます．自由記述においては，他大学での実践が分かり，

交流もできたという意見が多数見られました． 
 

【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（26 名），そう思う（９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（23 名），そう思う（12 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（25 名），そう思う（10 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４】この研究会を何で知りましたか？ 
学会ニューズレター（７名），シンポジウム，SIG の ML（３名），学会以外のＭＬ（６名），知人，その他（21 名） 

 
報告：山田雅之 （日本教育大学院大学） 
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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
研究会案内 

 
＜第７回研究会＞ 
●日時・会場：11 月 13 日（日）名古屋工業大学（名古屋市昭和区御器所町） 
●概要：日本シミュレーション＆ゲーミング学会 2016 年度秋期全国大会（11 月 12 日（土）～13 日（日））

の２日目に，企画セッション「能力開発・評価のためのＳ＆Ｇと教育工学との融合」として第７回
研究会を開催します．今回の研究会では，「カリキュラムマネジメント」「教科横断的資質・能力の
育成と評価」「深い学びの実現・評価とゲーミング」などをキーワードとした発表を２件予定して
います． 
プログラムの詳細は，日本シミュレーション＆ゲーミング学会のホームページ（ http://jasag.org/ ）
を参照下さい．SIG-10 の ML 参加者で，期限までに ｓｉｇ－１０ｃｏｒｅ＠ｊｓｅｔ.ｇｒ.ｊｐ 
（文字は全て半角）に下記必要事項を連絡して頂き，受付確認の返信を受け取った後，大会 Web
ページにて事前参加申し込みと支払いをされた方は，日本シミュレーション＆ゲーミング学会会員
と同額で大会全体（懇親会「ゲーミングの夕べ」を除く）に参加できます． 
※必要事項：お名前，ご所属，ML に登録している e-mail アドレス（このアドレスから申し込みの
メールを送信して下さい），学生会員の場合は学生証をスキャンした画像ファイル 

文責：松田稔樹（東京工業大学） 
 

SIG-11 情報教育 研究会案内 
 
＜第 5 回研究会＞：『学びあいによるパソコン組み立て教室』 
●日時・会場：12 月 17 日（土）10:00～17:00，山形大学 基盤教育１号館，20 名（同伴者は含まず） 
●参加費：２万５千円（教材代，パソコンにモニターはついていません） 同伴者は参加費無料 
●概要：５歳児からのプログラミング教育用に開発され，イギリス等 EU 圏で普及している OS とアプ

リケーションを備えたパソコンを組み立て，アプリ開発を行います．インターネットに接続し

ても，ウイルス等の心配がほとんどないこと，アプリ公開が無料であることなどが特徴の独自

OS のパソコンです． 
●申込み方法ほか詳細は，JSET ホームページ SIG-11 をご覧下さい． 
 
＜第 6 回研究会＞：ポスターセッション＆ラウンドディスカッション 
●日時・会場：12 月 20 日（火）14:30～17:30，山形大学 基盤教育３号館 参加費無料，人数制限無し 
●スケジュール：14:30～ 受付，14:40～16:00 ポスターセッション， 

16:10～17:30 ラウンドディスカッション 
●発表申し込み：用紙サイズ A4，タイトル・名前・所属は 1 段組．和文表記の下に欧文表記．本文２

段組．PDF ファイルと元データを送付（sig-11staff@jset.gr.jp）．希望するセッション名（ポスター

or ラウンド）と，名前・所属・連絡先を明記． ☆ファイル名は，発表タイトルと名前とする． 
文責：加納寛子（山形大学） 

 
SIG-03 教育・学習支援システムの開発・実践/SIG-01 高等教育・FD
/SIG-05 ゲーム学習・オープンエデュケーション 合同研究会案内

 
＜合同研究会＞ 
●日時：12 月 10 日（土）～12 月 11 日（日）メインセッション 

12 月 09 日（金）， 12 月 12 日（月）プレ・ポストセッション 
●会場：ホテルマハイナ ウェルネスリゾートオキナワ（沖縄県国頭郡本部町） 
●概要：「論文誌への執筆・投稿」をテーマとして開催します．メインセッションでは，論文執筆から

採録までの進め方に関する講演と，各々の論文の内容や構成に関する議論・ピアレビューなどを行
います．また，プレ・ポストセッションとして，執筆に関する個人作業や相談の時間を取ります．
特に投稿予定の若手研究者，論文の材料はあるが普段まとまった執筆時間が取れない研究者の方の
参加を歓迎いたします． 

●詳細および申し込みは，JSET NEWS（http://www.jset.gr.jp/news/index.html）をご覧下さい． 
※本研究会は SIG が独自に開催する行事であり，編集委員会等が関わる行事ではありません． 

文責：江木啓訓（電気通信大学） 
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SIG ワークショップの開催報告 SIG-01 高等教育・FD 
 
＜第３回セミナー＞ 
●日時・会場：2016 年 08 月 22 日（月），関西大学千里山キャンパス 
●テーマ：研究手法のレパートリーを増やそう！ 

―アンケート調査の分析方法をよりよく理解して，教育実践論文を書こう― 
●参加者数：33 名 
●プログラム：講演  講師：水本 篤准教授（関西大学） 

事例紹介 講師：村上正行教授（京都外国語大学） 
質疑応答，参加者同士の意見交換会 

 
本セミナーは，高等教育における授業実践を深め，研究論文を執筆するために「アンケート調査の分

析手法」をテーマとしました．まずは SIG-01 の幹事である村上先生から日本教育工学会論文誌で採用

されている過去３年分（Vol.37～39）の調査手法に関する傾向が報告されました．その後，t 検定，分

散分析，回帰分析，因子分析，ノンパラメトリック分析を含む複合的な分析手法を活用した論文の事例

紹介が行われました． 
次に，関西大学准教授の水本篤先生から「教育実践論文を書くための統計解析の基礎と応用」という

演題でご講演をいただきました．水本先生のご専門は英語教育学，言語テスト論で，主に外国語教育に

おいて量的な研究手法を用いた研究をされています．講演では，記述統計：平均値・標準偏差という基

本的な内容から，統計的検定の手法，効果量に関するお話を頂戴しました．とりわけ効果量に関しては，

APA（6th）では必須項目となっているため，今後の論文執筆においても取り上げていくことが望まし

いとの説明をいただきました． 
これらの講演・事例報告を受けての質疑応答，意見交換会では，サンプル数の統一や，効果量の提示

に関して参加者の教育研究に基づいた実践的な質問が寄せられました． 
参加者に対するアンケートでは，４段階評価（４＝あてはまる～１＝まったくあてはまらない）で「講

演は教育実践研究論文を執筆する際に参考になった」（セミナー参加者平均値 3.68）「アンケート調査の

分析手法をいくつか習得できた」（同 3.61）を含む他の評価項目の平均値は３を上回り，おおむね高い

評価を得ることができました． 
今後は，自由記述アンケート分析手法を学ぶセミナー，SIG-03 との連携による合宿形式の研究会，

SIG-07 との連携による FD セミナー（2017 年 03 月 06 日（月）東京工業大学大岡山キャンパス）を実

施する予定にしています．詳細が決まり次第，ニューズレターおよび学会ウェブページなどで告知いた

します．最後になりましたが，今回のセミナーには SIG-01 に所属していない会員，非会員の方からも

多数参加いただきました．現在企画をしているセミナーにも奮ってご参加下さい． 
文責：岩﨑千晶（関西大学） 

村上先生による事例報告 
 
 

水本先生による講演 
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SIG 研究会の開催報告 

SIG-03 教育・学習支援システムの開発・実践／ 

SIG-05 ゲーム学習・オープンエデュケーション 
 
＜合同 SIG 研究会＞ 
●日時・会場：2016 年 08 月 27 日（土）～ 08 月 28 日（日），定山渓ビューホテル（北海道） 
●参加者数：25 名 
●プログラム 

▽08 月 27 日（土） 
ディスカッション：招待講演／アイスブレイクおよび研究紹介とグループ編成 
グループワーク：共同研究の実施に向けたテーマ設定と研究計画の作成 

▽08 月 28 日（日） 
ディスカッション：共同研究の実施計画の発表と議論 

 
SIG-03「教育・学習支援システムの開発・実践」および SIG-05「ゲーム学習・オープンエデュケー

ション」で，合宿形式の SIG 研究会を開催しました．

普段はそれぞれのSIGのテーマで活動を行っています

が，教育システム開発においてゲーミフィケーション

やオープンな教育リソースをどう取り入れていくか，

ゲーム学習やオープンエデュケーションにおいて情報

システムの開発や実践をどう展開するか，といった観

点から，研究交流の機会や協業の可能性があればと考

えて，初めて合同で開催することになりました． 
SIG 研究会の冒頭は招待講演として，「ディープラー

ニングによる画像・パターン認識と教育ビックデータ

への活用」というタイトルで山下隆義氏（中部大学）

にお話しいただきました．様々なセンサデータや画

像・映像データの大規模な収集や蓄積が可能となり，

学習ログデータだけでなくこれらの分析と活用を考え

る際のヒントとなる講演でした．その後，所属の SIG
および機関ができるだけ分散するようにグループを編

成し，５名で構成する５グループで共同研究の実施に

向けたテーマ設定と研究計画の作成に取り組みました．

夕食とナイトセッションの間も意見交換とグループの

活動を続けて，計画発表に向けてスライドの作成に取

り組みました． 
翌日は各グループからの報告と議論を行いました．

「ICT を活用したワークショップ支援の開発・評価」

「集団学習における個人適応型リアルタイムフィード

バック」「シームレス学習の展開」「研究者的人材の発

掘と育成」「大学における学生支援システム」といった

テーマが発表されました． 
夏の爽やかな気候の北海道で，SIG-03 は通算第５回，SIG-05 は初めての研究会でした．毎回の開催

報告を執筆するにあたり，研究発表の題目が並ぶタイプの研究会と異なり，募集や報告において「興味

関心を同じくする研究者や実践者などの交流の場」の醍醐味を文字だけで伝えるのは容易ではないと痛

感しております．ぜひ次回以降の研究会に足を運んでいただいて，体験していただけますと幸いです． 
文責：江木啓訓（電気通信大学） 
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日本教育工学会第 16 期臨時理事会議事録 
 
日時：平成 28 年 08 月 15 日（月）～22 日（月） 
場所：電子メールによる 
出席：理事 山西潤一会長，吉崎静夫副会長，中山 実副会長，鈴木克明副会長，稲垣 忠， 

植野真臣，加藤 浩，久保田賢一，向後千春，三宮真智子，永田智子，寺嶋浩介， 
南部昌敏，平嶋 宗，前迫孝憲，益子典文，美馬のゆり，村上正行，森田裕介 

（合計 19 名） 
出席：監事 赤堀侃司，永野和男 
 
１．選挙管理委員会について 
新選挙管理委員会を承認した． 
・委員長 南部理事 
・委員  中山副会長（担当副会長），益子理事，室田評議員，佐々木評議員 

 
２．役員選挙規程の見直しスケジュールについて 
新選挙管理委員会において選挙改革 WG からの提案を精査し，「日本教育工学会役員選挙に関する規

程」の改正案を作成すること，ならびに第 16 期第 12 回理事・評議員会において審議することを承認

した． 
以上 

 
 

日本教育工学会第 16 期第 11 回理事会議事録 
 
日時：平成 28 年 09 月 03 日（土）～10 日（土） 
場所：電子メールによる 
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，稲垣 忠， 

加藤 浩，木原俊行，三宮真智子，寺嶋浩介，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，村川雅弘，山内祐平 

（19 名） 
出席：監事 赤堀侃司，永野和男 
 
１．前回の理事会，臨時理事会議事録の承認について 
第 16 期第 10 回理事会議事録ならびに第 16 期臨時理事会議事録について承認した． 

２．新入会員の承認について 
2016 年 07 月 08 日（金）から 2016 年 08 月 29 日（月）の会員の移動状況について報告があり，承
認した．結果，2016 年 09 月 10 日（土）現在の総会員数は 2,956 名となった． 

３．各種委員会から 
（1）編集委員会 

論文誌編集進捗状況の報告があった． 
（2）企画委員会 

日本の教育経験の世界展開「官民協働プラットフォーム」への学会としての参加について，第
16 期第 12 回理事・評議員合同会議において審議することとなった． 

（3）広報委員会 
NL217 号，NL218 号台割案を承認した． 

４．総務・会計 
資料回覧：中山隼雄科学技術文化財団助成研究募集，平成 29 年度笹川科学研究助成． 

５．その他 
（1）協賛依頼 

第 16 期第 12 回理事・評議員合同会議において審議することとなった． 
（2）連絡事項・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 12 回理事・評議員会（合同）議事録 
 
日時：平成 28 年 09 月 17 日（土）12：30～13：30 
場所：大阪大学 豊中キャンパス 全学教育推進機構 A312 教室 
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，植野真臣， 

加藤 浩，黒上晴夫，向後千春，三宮真智子，寺嶋浩介，永岡慶三，永田智子，平嶋 宗， 
堀田龍也，南部昌敏，前迫孝憲，益子典文，美馬のゆり，村上正行，森田裕介，山内祐平 

評議員 新井健一，柏原昭博，新地辰朗，高橋 純，田口真奈，東原義訓，姫野完治，松田岳士，

光原弘幸，室田真男，望月俊男  
監事 赤堀侃司，永野和男  総務委員会 北澤 武  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 16 期第 11 回理事会議事録を承認した． 

２．第 32 回大阪大会実行委員会からの報告 
09 月 17 日（土）昼時点の対参加者数が報告された． 

３．各種委員会から  
（1）国際交流委員会 

文部科学省が新規に立ち上げた EDU-Port ニッポンへの申請についての報告があり，承認した.  
（2）顕彰委員会 

研究奨励賞推薦依頼書と推薦書が配布された． 
（3）選書委員会 

選書の進捗状況について報告があった．  
（4）選挙管理委員会 

新選挙管理委員会による「役員選挙に関する規程」の改定案を承認した． 
（5）企画委員会 

夏の合宿研究会を九州工業大学において開催し多くの参加者を得た旨が報告された． 
（6）大会企画委員会 

第 33 回全国大会を 2017 年 09 月 16 日（土）～18 日（月・祝）に島根大学で開催すること，第

34 回全国大会を 2018 年 09 月 28 日（金）～30 日（日）に東北大学で開催することを承認した． 
（7）広報委員会 

ニューズレターNO.217 号，NO.218 号の執筆依頼，英文パンフレット完成について報告があっ

た． 
４．総務・会計 

「JSET 研究開発報告会（仮題）」（於：東海大学校友会館）を 2016 年 12 月 09 日（金）14:00～17:00，
親睦会 17:30～19:30 の日程で開催したい旨の提案があり，承認した． 

５．その他 
（1）以下の確認がなされた. 
・JSET ホームページにチュートリアルを掲載してはどうかとの提案があり，承認した． 

（2）以下の資料が回覧された. 
・平成 28 年研究調査助成募集について （公益財団法人 電気通信普及財団）  

（3）以下の協賛依頼等を承認した. 
・シンポジウム「モバイル’17」協賛依頼 （特定非営利活動法人 モバイル学会 より） 
・国際会議 IEEE-SMC2018 協賛依頼 （国際会議 SMC2018 実行委員会）  
・第 27 回教育システム若手の会後援依頼  

（4）今後の理事会日程を確認した． 
以上 
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新入会員 
（2016 年 07 月 08 日～2016 年 08 月 29 日） 

31 名（正会員：20 名，准会員：3 名，学生会員：8 名） 
 
 

■正会員（20 名） 
HusseinZanaty（北見工業大学） 
辻野 孝 

（京都光華女子大学短期大学部） 
杉浦 徹（長野大学） 
梅村恭司（豊橋技術科学大学） 
青木千加子（北海学園大学） 
木村友久（山口大学） 
森倉悠介（早稲田大学） 
徳永基与子（京都光華女子大学） 
藤田翔平 

（立命館守山中学校・高等学校） 
末吉 覚（大阪府立東大阪支援学校） 
畔柳信之（東京都北区西ケ原小学校） 
近藤伸彦（大手前大学） 
河合孝尚（長崎大学） 
西郡 大（佐賀大学） 
小山 悟（九州大学） 
林 炫情（山口県立大学） 
夷石寿賀子 
（国際交流基金日本語国際センター） 
岩崎有朋（岩美町立岩美中学校） 
小野崎哲子（獨協医科大学） 
LeTendreGerald（比較文化研究所） 
 

■准会員（3 名） 
AndreSebastien（九州大学） 
西田雄一（奈良市立佐保川小学校） 
佐藤正寿（奥州市立水沢小学校） 

■学生会員（8 名） 
市谷 壮（青山学院大学大学院） 
小林佐知子（早稲田大学，人間科学部） 
小林文女（早稲田大学，人間科学部） 
中川名帆子（名古屋大学大学院） 
八重澤純一 

（北海道教育大学教職大学院） 
林 志修（東京大学大学院） 
鈴木真保（熊本大学大学院） 
藤井貴行（早稲田大学）
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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１１月１３日（日）
　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 7 回研究会（名古屋工業大学）
・２０１６年１２月０９日（金）
　JSET 研究開発報告会（仮題）（東海大学校友会館）
・２０１６年１２月０９日（金）〜１２日（月）
　SIG −０３　教育・学習支援システムの開発・実践／
　SIG −０１　高等教育・FD／ SIG −０５　ゲーム学習・
　オープンエデュケーション　合同研究会
　（ホテルマハイナ ウェルネスリゾートオキナワ）
・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）
・２０１６年１２月２０日（火）
　SIG −１１　情報教育 第５回研究会（山形大学）
・２０１６年１２月１７日（土）
　SIG −１１　情報教育 第６回研究会（山形大学）
２０１７年
・２０１７年０３月０４日（土）
　研究会「協働的な学びづくり」（信州大学）
・２０１７年０３月１１日（土）〜１２日（日）
　冬の合宿研究会「社会構成主義を学ぶ」
　（関西学院大学梅田キャンパス）
・２０１７年０５月２０日（土）
　研究会「ICT を活用した学習支援システムの開発と実践」
　（広島市立大学）
・２０１７年０９月１６日（土）〜１８日（月）
　第３３回全国大会（島根大学）

◎国際会議の案内
２０１６年
・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)
・ACHI 2017
 http://www.iaria.org/conferences2017/ACHI17.html
  (3/19 – 23, Nice, France)
・EdMedia 2017
 http://www.aace.org/conf/edmedia/
   （6/21 – 23, Washington, DC, USA）
・HCI International 2017
 http://2017.hci.international/
   （7/9 – 14, Vancouver, Canada）
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