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第 33 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 鈴木克明（熊本大学）

 
第 33 回日本教育工学会全国大会を島根大学で開催できますこと，関

係各位に心から感謝申し上げます．ご参集いただく学会員の皆様それぞ

れにとって，収穫の多い，そして，楽しいひと時になりますことを祈念

しています． 
初めて参加される非会員の方々，これを機会にぜひ本学会への入会を

検討して下さい．そして意思決定を近い将来，実行に移して下さい．こ

の学会は楽しいですし，あなたの教育実践にすぐに役立つ研究成果が溢

れています．新しく仲間入りして下さることを歓迎します． 
今回発表するために入会した新会員の方々，緊張しているかもしれま

せんが，この学会には悪い人はいませんので，安心して発表して下さい．

建設的な意見交換をして，明日からの実践に役立つヒントを得て下さい．

また，お気に入りの SIG が見つかったら，ぜひ活動に積極的に参画して

下さい．どの SIG もボランティアを求めています．あなたの力添えを必

要としています．同じ関心を持つ仲間と研究活動ができることは，学会員になったことがもたらす大

きな喜びですから，存分に楽しんで下さい． 
指導する学部生・大学院生の発表支援が主目的の先生方，事前指導をしっかりして自信をもって発

表できるように準備させてあげて下さい（私も頑張ります）．全国大会で発表することで，指導する学

生がまた一つ成長することでしょう．発表が終わったら，良くできたことを共に喜び，次はこうした

らもっといいよ，という助言を少しだけして，懇親の場で大いにねぎらって下さい（私も心がけます）．

本学会の将来を担う人になってくれるように導いて下さい． 
教育工学は，人が学ぶことをどのように支援するかを探究している学問分野です．その研究成果を

活用して，この全国大会も「学ぶ場」としてデザインされています．毎年やるたびに，改善を重ねて

きました．しかし，どうやれば多種多様のニーズを持った人たちの学びを支援できるのか．この探究

には唯一の「正解」は存在しません（どの教育現場でも同じですね）．この大会は，教育工学研究者が

知恵を出し合ってたどり着いた現時点での自己ベストです（TOK 風の表現ですね）．気がついたこと

があったら「もっとこうしたらより良い学びの機会になるのではないか」というアイディアをぜひ聞

かせて下さい．次のチャンスに会員の皆様からのアイディアを生かしていきたいと思います．単なる

文句ではなく（みんなボランティアでやっているのでお手柔らかに…），建設的な意見・アイディアを

聞かせて下さい．毎年良くなっていく全国大会を経験するのは，とても楽しいことです．全国大会以

外の「学ぶ機会」についてもご意見を歓迎します． 
全国大会は，毎年一番多くの会員が集う，晴れの舞台でもあります．海外からの賓客をお迎えし，

新しい関係構築をお祝いする．活躍が目覚ましい若手会員を奨励し，多くの研究論文の中から厳正に

選ばれた論文賞に輝いた研究をみんなで味わう．功労の顕著な先達を称え，感謝する．そんな晴れ舞

台である全体会にもぜひお越し下さい．いつか自分も舞台に立つ日を夢見て，気持ちを新たにするこ

とができるでしょう． 
この大会をとおして,大会参加者の皆さんの交流の輪が広がり,一人ひとりがこれから取り組む研究

がいっそう発展することを祈念しています．楽しく有意義な大会づくりに，お互いに一役買いましょ

う！ 
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 ご投稿いただきました講演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 477件（シ

ンポジウム４件，一般研究 458 件（うちポスター207 件），およびインターナショナルセッション 15
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．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．皆様のご参加をお待ちしております． 
 
１．開催期日・会場 
期日：2017 年 09 月 15 日（金）～18 日（月・祝） ＊15 日（金）はワークショップのみ 
会場：島根大学松江キャンパス 〒690-8504 島根県松江市西川津町 1060 
    最寄り駅は松江駅です．松江駅からのバスについては，松江市営バス「島根大学・川津」「北

循環内回り」，一畑バス「美保関ターミナル」「マリンゲート」をご利用下さい．大会２日目か

ら４日目には臨時バスを運行します（詳細は大会ホームページにて）．自家用車でのご来場に

は対応できません． 
 
２．大会日程 

１日目 ２日目 ３日目 ４日目 
09 月 15 日（金） 09 月 16 日（土） 09 月 17 日（日） 09 月 18 日（月・祝） 
※受付は設置しま

せん 
 
16:00～18:00 

ワークショップ 

08:15～17:00 受付 
09:00～10:20 

一般研究発表１

 （ポスター発表）

09:00～09:30 
チュートリアルセッション 1

 
10:30～12:30 

一般研究発表２

  （口頭発表）

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）

14:00～14:30 
チュートリアルセッション２

 
15:30～17:30 

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 Session１
（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（表彰等）

 
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

International Session２
（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 
13:20～14:10 

ランチョンセミナー

14:10～16:10 
SIG セッション２

 
16:20～ 

大会企画委員会

 09:00～16:00 企業展示 08:30～14:10 
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． 
＊大会受付は，16 日（土）より開始します． 
＊企業展示が 16 日（土），17 日（日）に開催されます．ぜひ見学にお立ち寄り下さい． 
＊16 日（土）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． 
 
  

日本教育工学会 第 33 回全国大会 
大会 Web サイト：https://www.jset.gr.jp/taikai33/ 
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３．全体会について 
 17 日（日）の全体会では，論文賞および研究奨励賞の表彰，中国教育技術協会との学術交流協定交

換式，会長講演，AECT (Association for Educational Communications and Technology）関係者に

よる挨拶，KSET (The Korean Society for Educational Technology）会長挨拶，中国教育技術協会長

挨拶があります． 
 
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 

16 日（土）には，本学会にはじめて参加する方のために本学会の活動内容について紹介するチュー

トリアルセッションに加えて，論文執筆のコツを紹介するチュートリアルセッションが開催されます．

また，17 日（日）の午後にはシンポジウム（プログラミング的思考力をどのように捉え，いかに育む

か？）が開催されます．さらに，18 日（月・祝）には，AECT 事務局長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． 
 
５．SIG セッションについて 

合計 11 の SIG（Special Interest Group）セッションが 16 日（土）か 18 日（月・祝）のいずれか

に開かれます．内容や開催日は，プログラムでご確認下さい． 
 

６．ワークショップについて 
６つのワークショップが大会初日の 15 日（金）16 時から 18 時に開催されます．ワークショップ

は，参加費や予約は不要です．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．３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，ポスターセッション会場である大学会館３階です． 
また，企業ランチセッションが 16 日（土）の 12 時 30 分から行われます．企業ブースへの出展企

業から各８分程度のプレゼンテーションをして頂きます．各会場（３会場を予定）先着 50 名の方に

ランチを無償提供いたします．  
 場所：２号館 501，503，504 
 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 会長および中国教育技術協会関係者による講演について  
昨年度に引き続き AECT 関係者にご参加いただけることになりました． 
18 日（月・祝）のランチタイムに，AECT の事務局長である Dr. Phillip Harris を囲んでセミナ

ー形式の交流会を開催することとなりました．Dr. Harris には，神経科学より立ち上がってきた

Neuro-Cognitive Approach とそれによる新しい学習観について話題提供いただきます．話題提供の

のち，参加者とともにフリートークで相互理解を深めたいと考えております．なお，当日は通訳がつ

きません．また，参加される方はお弁当をご持参下さい． 
17 日（日）の International Session 冒頭には，韓国教育工学会会長の Dr. LIM, Cheolil (Seoul 

National University）と，中国教育技術協会より張光富氏（深圳市南山区西麗小学）をお迎えし，韓

国および中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：17 日（日）18:00～20:00 島根大学松江キャンパス 第１食堂 
 費用：当日 5,000 円 （事前申込は終了しました） 
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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．予約どおりのご利用の場合には，利用料金は学会が全額負担い

たします．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．なお，託児の申

し込みは終了しております． 
 
11．事前参加登録，および講演論文集のみの購入について 

08 月 23 日以降は，当日払いの事前参加登録を受け付けます．事前参加登録を行った上でご来場い

ただくと，受付がスムーズになりますので，ご協力をお願いいたします．大会に参加せず，講演論文

集(冊子版・USB メモリ版)のみをご購入いただくこともできます．申し込みシステムには，大会 Web
サイトからアクセスして下さい． 
 
12．当日の受付 
①事前送金済み場合 
・ 大会受付の「事前送金済参加者」窓口で，「参加登録番号」をご提示下さい． 
・ 大会参加証（名札用），領収書，プログラム冊子，講演論文集等をお渡しします． 
・ 参加登録番号をお忘れになった方は，当日会場に掲示される「事前送金者リスト」で番号をご確認

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は，「総合受付」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，事前参加登録を行った方は，「参加登録番号」をご提示下さい．「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． 
・ 大会参加証(名札用)，領収書，プログラム冊子，講演論文集等をお渡しします． 
・ 懇親会費を支払われた場合は，名札にマークをはらせていただきます． 
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． 
・ 会場では無線（Wi-Fi）によるインターネット接続が可能です．  
 
13．発表者への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，コンピュータの画面を投影できる設備（プロジェクタまたはモニタ）

とスピーカが利用可能です．ただし，機器の接続確認は，当該の発表セッション開始５分前までに発

表者の責任で完了して下さい．HDMIが利用できる会場はほぼありませんので，VGAで出力できるよ

うご準備下さい．なお，貸出用コンピュータやOHPは用意されません． 
ポスター発表の会場では，幅90cm・高さ180cm程度のポスター掲示用パネルを用意する予定です．

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．  
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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：深見俊崇（島根大学）  副委員長：御園真史（島根大学） 
委員（五十音順）：今度珠美（鳥取大学），岩瀬峰代（島根大学），岩田淳（島根大学），大谷みどり
（島根大学），鹿住大助（島根大学），松田岳士（首都大学東京），森朋子（関西大学），汪曙東（島
根大学） 

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）：姫野完治（北海道教育大学），山田政寛（九州大学） 
委員：川面きよ(東北大学)，佐藤喜信(内田洋行)，瀬戸崎典夫(長崎大学)，深見俊崇(島根大学)， 
舟生日出男(創価大学)，望月紫帆(奈良教育大学)，森本容介(放送大学) 
担当副会長：美馬のゆり（公立はこだて未来大学） 
アドバイザ：鈴木克明（本学会会長） 

Japan Society for Educational Technology
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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） 
 
テーマ：スポーツ，サイエンス，テクノロジー，そして教育へ 
 
概要：日本教育工学会 冬の合宿研究会では，スポーツをテーマに，サイエンスとテクノロジーをい

かに活用していくかについて，教育工学の視点から検討していきます．1 日目にはスポーツでのテク

ノロジー利用を参加者が体験する，フィールドフォーラムという新しい形での研究会を実施予定です．

学会員はもちろん，会員以外の教育関係者の他，スポーツに関わる多くの方にご参加いただける研究

会を企画しております．  
  
日程：2018 年 01 月 27 日，28 日 
場所：東京 23 区内 
 ※27 日は会場周辺でフィールドフォーラムを企画しております． 
 対象：スポーツに興味をお持ちの広く一般の方を対象といたします． 
 宿泊：各自で手配していただきます 
 情報交換会：実施予定 
 企画：山田雅之（星槎大学），大崎理乃（産業技術大学院大学） 
 
 
 
 
 
 

 

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：リフレクション活動の支援／インストラクショナルデザイン 
             ／一般 
●日  時：2017 年 10 月 21 日（土） 
●申込締切：申込みは終了しました 

●会  場：明石工業高等専門学校（担当：竹岡篤永） 
●原稿提出：2017 年 09 月 04 日（月）17:00 

●募集内容： 
振り返り（リフレクション）は，学びの内容やプロセス

を意識化し，再構成する活動等として，多様な教育現場に

おいて以前から行われてきています．ｅポートフォリオの

導入などにより，継続的な振り返りや他者との振り返りが

容易になるなど，これまでとは異なる振り返り実践も生ま

れてきています．一方で，これらの振り返りの方法が十分

に共有されているとは言えない状況もあります．本研究会

では，デジタル・アナログを問わず，振り返りに関する研

究報告を募集します．また，本テーマは，教育工学会 SIG07
「インストラクショナルデザイン」と連携して開催いたし

ます．テーマに関するセッションは，SIG メンバーがコー

ディネート（プログラム編成および座長割り当て）を担当

しますが，SIG メンバー以外の発表も歓迎します． 
また，従来どおり，教育工学一般に関する発表も募集し

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

時”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． 
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研究会の発表募集  テーマ：アクティブラーニング・評価方法／一般 
●日  時：2017 年 12 月 09 日（土） 
●申込締切：2017 年 10 月 10 日（火）17:00

●会  場：関西学院大学（担当：時任隼平） 
●原稿提出：2017 年 11 月 06 日（月）17:00 

●募集内容： 
近年の学校教育において，教師が単に知識を伝達する授

業形式だけでなく，学習者の主体的・対話的で深い学びを

意図したアクティブラーニング型の授業の実施とその評価

方法が重要なキーワードになってきたと言えます． 
アクティブラーニング型の授業では学習者同士や学習者

と教授者の様々な相互作用が起こり，学習活動がより複雑

化する傾向にあります．また，それに伴い教師の評価観点・

規準・基準もより細分化されると考えられ，今後はそれら

の実践や適切な評価等に関する知見がこれまで以上に求め

られます．   
これらの背景から，本究会ではこれらアクティブラーニ

ングに関する研究やその評価方法に関する研究報告を募集

します．また，従来どおり，教育工学一般に関する発表も

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

時”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． 

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：2017 年 07 月 08 日（土） 
●発表件数：34 件 

●会  場：東北学院大学 
●参加者数：62 名（内非会員 12 名） 

本研究会は教育工学会 SIG04 と連携して，「教育の情報化／一般」

というテーマで開催しました．参加者は 62 名で，非会員の方も 12
名参加して下さいました．当日は３会場で 34 件の発表が行われ，発

表者の日頃の研究成果や実践に関する報告に対し，会場からたくさん

の質問が出ており，活発に議論が行われました．特に，SIG04 との

連携セッションでは，「教育の情報化と学習者に求められるリテラシ

ー」「教育の情報化と教師に求められる資質・能力」というテーマで

総括討議が行われたことで，個々の研究発表を関連づけたり，深めた

りする機会になっていました． 
研究会にご参加いただいた皆様をはじめ，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． 
担当：遠海友紀（東北学院大学） 
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日本教育工学会論文誌 特集号 論文募集（第二報） 

「特集：アクティブラーニングのデザイン・実践・評価」 
 
 前号のニューズレターでお知らせいたしました通り，2018 年 11 月に発行を予定している特集号で

は，アクティブラーニングを教育工学からとらえた研究成果を募集いたします．アクティブラーニン

グは，初等・中等教育から高等教育に至るまで広く導入され，授業設計方法，アクティブラーニング

型授業で活用されるシステム，アクティブラーニングの効果測定など様々な報告がなされるようにな

ってきました．本学会でも，研究会や合宿研究会のテーマとしてアクティブラーニングが取り上げら

れているほか，投稿される論文の中にアクティブラーニングをキーワードとするものが登場していま

す．今回の特集号テーマには，「デザイン・実践・評価」の語句がついていますが，この三分野に限定

した研究のみを受け付けるという意味ではありません．理論研究・システム開発・ICT 活用に焦点を

当てた研究も，本学会の独自性を示すものとして歓迎いたします．投稿論文としては，理論研究はそ

の限りではありませんが，近年，アクティブラーニングにおいて課題となっている「評価」までを行

った研究論文の投稿を想定しています．アクティブラーニングには，「実践される場×研究としての関

心の方向性」の組み合わせが多数存在しますので，バラエティ溢れる投稿を期待しています．ふるっ

てご投稿下さい． 
 
１．対象分野 

下記に本特集号で募集する論文テーマのうち技術・技法（システム，使われる教授法・学習法，評

価方法など）について例示します．これらは一例であり，下記に限らず，アクティブラーニングに関

わるテーマであれば対象といたします．実践現場についても幼児教育，初等中・等教育，高等教育，

企業内人材育成や生涯教育など，広く想定しています． 
 
(１)  アクティブラーニングの教授設計 
(２)  アクティブラーニングをファシリテートするスキル 
(３)  アクティブラーニングの質保証 
(４)  アクティブラーニングを支援するシステム開発と評価 
(５)  アクティブラーニングに対する学習者のモチベーション変容 
(６)  アクティブラーニング型授業のための成績評価方法 
(７)  アクティブラーニングに活用できる教育・学習コンテンツ 
(８)  反転授業の効果 
(９)  アクティブラーニングにおける学びの可視化 
(10) アクティブラーニングに必要な学習環境 
 
２．募集論文の種類 

通常の論文誌と同様に，「論文」「システム開発論文」「教育実践研究論文」「資料」「寄書」を募集し

ます．それぞれの論文種別については，投稿規定をご覧下さい．論文の査読は，通常の論文誌の場合

と同じです．ただし，査読は 2 回限りとし，編集委員会が示した掲載の条件を修正原稿で満たさない

場合は採録になりません．「ショートレター」として既に掲載されている内容を発展させて「論文」と

して投稿することも可能ですが，単に分量を増やして詳細に説明しただけでは発展させたことになり

ませんので，ご注意下さい．なお，本特集号へ投稿された論文が特集号編集委員会にて対象分野外と

判断された場合には，一般論文として扱うことになりますので，あらかじめご了承下さい． 
 
３．論文投稿締め切り日（2018 年 11 月発行予定） 

投稿原稿を 2018 年 02 月 08 日（木）17:00 までに電子投稿して下さい．ただし，02 月 15 日（木）

17:00 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）：2018 年 02 月 08 日（木）17:00 
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最終原稿提出締切（電子投稿）：2018 年 02 月 15 日（木）17:00 
 
４．論文投稿の仕方 

原稿は，「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    e-mail：
 
６．特集号編集委員会 
委員長 松田岳士（首都大学東京）  副委員長 山田政寛（九州大学） 
幹事  大山牧子（大阪大学）    福山佑樹（東京大学） 
委員（50 音順） 荒木淳子 （産業能率大学） 市川 尚  （岩手県立大学） 

梅本貴豊  （北九州女子短期大学）笠井俊信  （岡山大学） 
澤邉 潤  （新潟大学）  重田勝介  （北海道大学） 
瀬戸崎典夫（長崎大学）  泰山 裕  （鳴門教育大学） 
高橋 純  （東京学芸大学） 田口真奈  （京都大学） 
舘野泰一  （立教大学）  寺嶋浩介  （大阪教育大学） 
中澤明子  （東京大学）  永田智子  （兵庫教育大学） 
西森年寿  （大阪大学）  姫野完治  （北海道教育大学） 
深見俊崇  （島根大学）  伏木田稚子（首都大学東京） 
舟生日出男（創価大学）  見舘好隆  （北九州市立大学） 
村上正行  （京都外国語大学） 望月俊男  （専修大学） 
森 朋子  （関西大学）  山森光陽  （国立教育政策研究所） 
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日本教育工学会シンポジウム 開催報告 
●日時：2017 年 06 月 17 日（土）●会場：大阪 マーチャンダイズビル 

 

■午前のセッション：10:00～12:00 

 
テーマ：『日本の教育経験の海外展開』と JSET の役割 
司会：佐藤慎一（日本福祉大学） 
登壇者： 
 土田牧（文部科学省大臣官房国際課 国際戦略企画室 室長補佐） 
 江崎千絵（JICA 人間開発部基礎教育グループ 基礎教育第一チーム 課長） 
 岸磨貴子（明治大学） 
 鈴木克明（熊本大学） 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

まず，企画委員長の久保田賢一氏（関西大学）から，本シンポジウムの趣旨説明がなされました．

次に，司会者である佐藤慎一氏（日本福祉大学）がシンポジウムの流れについて説明をした後，『日本

の教育経験の海外展開』について，それぞれの登壇者が発表しました． 
 土田牧氏（文部科学省大臣官房国際課 国際戦略企画室 室長補佐）は，日本型教育の海外展開推

進事業 EDU-Port ニッポン（https://www.eduport.mext.go.jp/）について述べました．EDU-Port ニ

ッポンでは，日本のニーズと海外のシーズをマッチングさせていること，パイロット事業として日本

型授業（アクティブラーニングや℮ラーニングなど）の展開をしていること，JICA による高等教育支

援を進めていると説明しました． 
 江崎千絵氏（JICA 人間開発部基礎教育グループ 基礎教育第一チーム 課長）は，開発途上国の教

育開発における大学や学会との連携可能性について述べました．ODA 事業における大学参画の具体

的事例として，バングラデシュへの小学校理数科教育強化計画において，包括的（カリキュラム分析，

教材開発，教師教育）な支援がなされていると述べました． 
 岸磨貴子氏（明治大学）は，自身の海外での教育支援経験を踏まえ，JSET の役割は理論と実践を

接続し，問題発見・解決を行うことであると述べました．特に，開発途上国の教育目標に沿って，教

育工学が蓄積した知見や方法論を途上国の問題解決につなげられるかが重要な点であると述べました． 
 以上の発表を受けて，鈴木克明氏（熊本大学）が「本学会に何を求めているか」各発表者に問うと，

江崎氏は，児童・生徒のつまずきポイントを明らかにしていくこと，「日本型教育」の普遍的な価値を

明らかにすることであると述べました．土田氏は，学会として「日本型教育」とは何か，理論的かつ

エビデンスに基づいたものを示すことと述べました．岸氏は，本学会だからこそできる研究の枠組み

を作り，多くの会員が協働できる研究を推進していくことが重要であると述べました． 
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■午後のセッション：14:00～16:30 

 

テーマ：日本の教育力を海外に 
司会：今野貴之（明星大学） 
登壇者： 
 三宅貴久子（学習創造フォーラム） 
 藤田 稔（パナソニック教育財団） 
 相馬 敬（パデコ・国際教育開発コンサルタント） 
 モハメッド・シディック（バングラデシュ教育省） 
指定討論者：山西潤一（日本教育工学会会長） 
 
 
 午後のセッションでは，今野貴之氏（明星大学）が流れを説明した後，アジアの国々において日本

の教育経験を伝えようと活動をしている方々に登壇していただき，異文化の人たちと協働で教育開発

をしていく際の課題と可能性について発表していただきました． 
 三宅貴久子氏（学習創造フォーラム）は，中国とインドで行っている自身の交流活動について発表

しました．中国では，思考力育成のためのシンキングツールを広州周辺の小・中学校の教員研修に導

入し，授業研究を継続的に行っていると述べました．また，４年間にわたる授業研究において，12,000
人の児童・生徒が，思考力育成の授業に参加したことを報告しました． 

 藤田稔氏（パナソニック教育財団）は，パナソニック教育財団が助成をしている海外との交流活動

について報告しました．相馬敬氏（パデコ・国際教育開発コンサルタント）は，国際教育開発コンサ

ルタントとして開発途上国における教育開発の現状について報告しました．また，モハメッド・シデ

ィック氏（バングラデシュ教育省）には，日本との国際協力の状況について報告をしていただきまし

た． 

 最後に，山西潤一氏（日本教育工学会会長）が，これまでの日本教育工学会の国際交流活動の状況

について説明し，今後の方向性について展望を語っていただきました． 

以上 
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SIG ワークショップの開催報告 SIG-09 質的研究 
第８回セミナー 

●月 日：2017 年 07 月 23 日（日）13:00～18:00 
●テーマ：アクションリサーチ輪読会 

●会 場：明治大学中野キャンパス  ●参加者数：10 名 

 SIG-09 質的研究の第８回セミナーには，アクションリサーチに関心を持つ大学教員や教師経験者など

10 名の参加がありました．アクションリサーチを行う研究者および実践者は，積極的に教育実践へと関与

しながらデータ収集・分析を行い，改善のための介入方法の検討，評価，そして知見を論文としてまとめ

る一連のプロセスをたどります．本セミナーでは，具体的に研究者や実践者はどのようにそのプロセスを

たどるのか，書籍と論文の輪読と参加者間の議論を通して理解を深めることを目標としました． 

セミナー当日は，アクションリサーチという研究方法論に対する理解を深めるために，まず３冊の課題

図書の解説が行われました．そこでは，そもそもアクションリサーチとはいったいどのような目的のため

に行われるものなのか，他の研究アプローチとの違いを明確にしながら参加者間で共有しました．その後

の輪読では，John Elliott（1991）『Action Research for Educational Change』の中で，実際にどの

ようにアクションリサーチを進めるのか，アクションリサーチを行う際に問題となることは何かなど，

実施に関する具体的例が示された４つの章について担当者から報告があり，内容に関する議論が行わ

れました．輪読本は海外の初等中等学校の事例が紹介されていたため，特に国内の学校や大学教育で

実施する際に注意すべきことなどが議論されました．セミナー当日使用した課題図書，輪読本は以下

の通りです． 
 

■課題図書 
イアン・パーカー（著）八ツ塚一郎（訳）（2012 年）ラディカル質的心理学—アクションリサーチ入門 

ナカニシヤ出版 
秋田喜代美（2005）学校でのアクションリサーチ．秋田喜代美，佐藤学，恒吉僚子（編著）教育研究

のメソドロジー．東京大学出版会：pp.163-183 
保坂裕子（2004）アクションリサーチ．無藤隆，南博文，麻生武，やまだようこ，サトウタツヤ（編

著）ワードマップ質的心理学：創造的に活用するコツ．新曜社：pp.175-181 
 
■輪読本 
John Elliott (1991) Action Research for Educational Change, Open University Press 

 
少人数での輪読会であったため，各参加者間で活

発に議論ができました．アクションリサーチは教育

実践をより良い方向へと変革することを目指すアプ

ローチであり，教育工学とは強い親和性があるもの

と思われます．今後もアクションリサーチに関する

理解を深めるとともに，実施に関する知見が共有さ

れるよう，議論を継続できればと思います． 

文責：山本良太（東京大学） 

 
 
 
 

  

 

当⽇の様⼦ 
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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 
第９回 SIG 研究会 （第５回情報教育研究会 in 江戸川大学 と共催） 
●日時・会場：2017 年 07 月 30 日（日）13:00～18:00，江戸川大学 A 棟第一会議室， 
参加者数：85 名 
●テ ー マ： 新学習指導要領で「情報の科学的な理解」にどう取り組むか 
●プログラム： 

・人工知能（AI）・IOT・ビッグデータを高校生にどう教えるか  大原茂之（東海大学） 
・大学入試改革：センター試験・新テスト・高大接続  

山地弘起（独立行政法人大学入試センター） 
・「情報の科学的な理解」の本質をふまえた情報科の指導のあり方 

松田稔樹（東京工業大学／江戸川大学） 
・問題解決力を育成するための情報教育モデルの構築    玉田和恵（江戸川大学） 
・「情報の科学的な理解」に主眼をおいた問題解決力を育成するための予備的研究 

小原裕二・神部順子（江戸川大学） 
・プログラミングによる論理的思考力の育成       八木徹・山口敏和（江戸川大学） 
・パネルディスカッション：「社会と情報」から「情報Ⅰ」にスムーズに移行するには？ 

司会：滑川敬章（千葉県立津田沼高等学校） 
指定討論者：大橋真也（千葉県立千葉高等学校）・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）・能城茂雄（東京都立三鷹中等教育学校） 
生田研一郎（中央大学杉並高等学校） 

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」の新学習指導要領に着目し，その主題と

なっている「情報の科学的な理解」にどう取り組むかということをテーマとしました． 
はじめに，今日的な話題として情報科の中で避けて通れない「人工知能（AI）・IOT・ビッグデータ」

について，この分野に精通されている東海大学大原先生からお話を伺いました．続いて，本研究会の

参加者の多くが高等学校教員であるため，その最大の関心事である大学入試改革について，独立行政

法人大学入試センター山地試験・研究副統括官よりセンター試験・新テスト・高大接続の改革状況を

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「情報の科学

的な理解」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． 
市民に必要な情報教育として ICT 問題解決力を育成することが情報科の役割であるという視点か

ら，「情報の科学的な理解」とその指導について,また，それに関連して，プログラミングを指導する

ことの意義や位置づけについての指摘がされました． 
玉田からは，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

育カリキュラム案とそれに基づいた教材開発及び実践結果が示されました．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．小原・神部からは，大学で「情報の科学的な理解」に主眼をおいた問題解決力を育成する情

報教育を実現するための予備調査として,大学 1 年生に対して行った情報に関する基礎的な知識・スキ

ルに関する調査結果が述べられました．八木・山口からは，大学生に対して実践している論理的思考

力の育成に主眼を置いたプログラミング教育について報告がされました．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，「「社会と情報」から「情

報Ⅰ」にスムーズに移行するには？」というテーマで，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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全国大会 SIG セッション・SIG 参加登録・新規 SIG 申請についての

お知らせ 
 

・全国大会 SIG セッションのお知らせ 
本教育工学会では，2014 年度から「現代的教育課題に対する SIG （Special Interest Group）」を

立ち上げ，活動を行ってきました．2014 年度に６つ，2015 年度に５つの SIG が新しく承認され，合

計 11 の SIG があります． 
SIG の活動として，研究会やセミナーの開催，SIG レポートの発行，全国大会での SIG セッション

など多様な活動を行っており，その活動については，学会のホームページ（http://www.jset.gr.jp/sig/）
やニューズレターなどで広報，報告をしています． 
 SIG は３年単位で活動を行うことになっており，2017 年度で 11 の SIG が最終年度を迎えます．こ

れまでの活動の総決算として，日本教育工学会第 33 回全国大会の２日目（09/16）と４日目（09/18）
に SIG セッションが開催されます．会員のみなさまには，ぜひ全国大会の SIG セッションにご参加

いただきたく思います．SIG セッションの内容につきましては，大会ホームページをご確認ください. 
 
・SIG への参加の仕方 

SIG に参加するためには，学会ホームページの「会員専用ページ」にログインし，メニューにある

「SIG 参加申請」を選んで，参加をチェックすると，SIG のメーリングリストに登録されます．メー

リングリストでは，SIG の活動についての広報，会員同士の情報共有などができます．また，複数の

SIG に参加することもできます．ぜひ，ご登録いただきますよう，よろしくお願い致します． 
 

・SIG の新規申請の方法・条件 
SIG の新規申請の〆切は毎年 02 月 15 日となります．SIG の新規申請の条件として，下記の条件が

あります．詳細は http://www.jset.gr.jp/sig/application.html をご覧下さい． 
 
一，発起人となる少なくとも１名については，全国大会において申請する新規 SIG 関連の 

ワークショップを開催していること． 
一，発起人となる少なくとも３名については，日本教育工学会に５年以上所属している 

正会員であること． 
一，発起人となる少なくとも３名については，それぞれ全国大会もしくは研究会で 

５回以上発表を行っていること． 
一，発起人のうち少なくとも１名が，日本教育工学会誌（ショートレター特集号を含む）に 

論文が掲載されていること． 
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日本教育工学会第 33 回通常総会 議事録 
 
１．日時：2017 年 06 月 17 日（土）12:00～12:40 
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 期の総括と第 17 期新役員体制へ向けての期待の挨拶があった. 

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 2,950 名中，会場出席者 37 名，委任状 475 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「2016 年度（2016.4.1－2017.3.31）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.221 の pp.3-4 の「2016 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「04 月 26 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「2017 年度（2017.4.1－2018.3.31）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.221 の pp.5-6 の「2017 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. 
  
４）第 3 号議案「会長，理事，監事，評議員の選任」 
 益子選挙管理委員長より，日本教育工学会ニューズレターNo.221 の p7 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. 
 山西潤一会長に代わり新たな会長に鈴木克明理事が就任することとなった. 
 
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.221 の p7 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. 
 

以上 
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日本教育工学会 

第 16 期第 17 回／第 17 期第 1 回理事・評議員会（合同）議事録 
 
 
日時：平成 29 年 06 月 17 日（土）13:00～13:50 
場所：大阪マーチャンダイズビル B1 ギャラリー 

 

＜第16期＞  

（理 事）山西 潤一 会長, 鈴木 克明 副会長, 加藤 浩, 木原 俊行, 久保田 賢一, 寺嶋 浩介,  

永岡 慶三, 永田 智子, 益子 典文, 美馬 のゆり, 村上 正行, 前迫 孝憲, 森田 裕介  
（評議員）新井 健一, 大久保 昇, 小柳 和喜雄, 影戸 誠, 根本 淳子, 姫野 完治, 山田 政寛  
（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 23名)  
＜第17期＞  

（理 事）鈴木 克明 会長, 新井 健一, 小柳 和喜雄, 影戸 誠, 加藤 浩, 木原 俊行, 久保田 賢一,  

寺嶋 浩介, 永田 智子, 根本 淳子, 姫野 完治, 益子 典文, 美馬 のゆり, 村上 正行,  

森田 裕介, 山田 政寛  
（評議員）大久保 昇, 緒方 広明, 北澤 武, 岸 磨貴子, 瀬戸崎 典夫, 深見 俊崇, 藤本 徹, 森本 康彦 
（監 事）赤堀 侃司, 山西 潤一  （事務局長） 赤松 伊佐代        (合計 27名)  
 
1. 前回の理事会議事録の承認について 
・資料１に基づき，第 16 期第 16 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) 総務・会計 
・WCCE2021日本開催における連携依頼を承認した. 

4. 今後の学会の活動について 
・第 17 期の理事分掌案が提示され，承認した. 
・新任役員挨拶に続き，出席評議員，退任役員から，学会の諸活動についてご意見を伺った. 
5. その他 
(1) 以下の共催依頼を承認した. 
第21回視聴覚教育総合全国大会 第68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）   

日本情報オリンピック後援名義継続使用依頼，OI2018国際情報オリンピック日本大会後援名義使用依

頼（特定非営利活動法人 情報オリンピック日本委員会 より 

(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． 

  

Japan Society for Educational Technology

17



18 
 

日本教育工学会第 17 期第 2 回理事会議事録 
 
日時：平成29年07月15日（土）14:40～16:45 
場所：JAPET&CEC 会議室  
出席：理事 鈴木 克明 会長，加藤 浩 副会長，堀田 龍也 副会長，美馬 のゆり 副会長， 

赤倉 貴子，影戸 誠，木原 俊行，久保田 賢一，黒田 卓，向後 千春， 
永田 智子，根本 淳子，姫野 完治，益子 典文，光原 弘幸，室田 真男， 
森田 裕介，山田 政寛 

   監事 山西 潤一  総務委員会 高橋 純  事務局長  赤松 伊佐代 （合計 28 名） 
1．会長就任にあたって 
 鈴木会長より，会長就任にあたっての抱負が述べられた． 
2．前回の理事・評議員会/総会議事録の承認について 
 第 17 期第１回理事・評議員会および総会の議事録について原案が提示され，承認した． 
3．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．  
4．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り承認した．英文誌の活性化に向けた今後制度設計について提 

案があり，改めて理事会に諮ることとなった． 
 (2) 研究会委員会 

 研究会開催について報告があった．研究報告書の表紙の誤りについて報告があり，郵送分につい

ては正誤表を入れて対応すること，今後の対策を研究会委員会で検討することを承認した． 
 (3) 企画委員会 
  冬の合宿のテーマ案が示され，承認した． 

 (4) 大会企画委員会 
  発表申し込みが締め切られ，例年通りの発表件数であったことが報告された． 

 (5) 顕彰委員会 
  論文賞および研究奨励賞の選考経過と選考結果について報告があり，承認した． 

 (6) 国際交流委員会 
  中国教育技術協会との学術交流協定の締結，国際会議（ICBL2018／ISET2018）の共催依頼，  
 EDU-Port2017-2018 の新規申請について協議し，承認した． 

 (7) 渉外 
  WCCE（World Conference in Education）が 2021 年に広島で開催することについて報告があ 
 り，今後連携の窓口や連携方法を検討することとなった． 

 (8) 広報委員会 
  ニューズレター223 号（締切 08 月 17 日）の台割案の提案があり，承認した．  

5．総務・会計 
 (1) 総務委員会の体制について 
  総務委員会の新体制が示され，承認した． 

  (2) 以下の資料が回覧された． 
    ・第13回児童教育実践についての研究助成について（博報財団 より） 
    ・工学教育協会委員会資料 

6. その他  

 (1) 以下の協賛依頼および郵便物等を確認した． 

  Invitation to co-organizing ICBL/ISET 2018（Dr.Lam-for Kwok より） 

 教育システム情報学会第42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） 

  SCIS＆ISIS2018協賛のお願い（日本知能情報ファジィ学会 より） 

 (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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新入会員 
（2017 年 04 月 28 日～2017 年 06 月 07 日） 

40 名（正会員：23 名，准会員：２名，学生会員：15 名） 
 

■正会員（23 名） 
貝増匡俊 (神戸女子大学) 

川井一枝 (宮城大学) 

中堂寿美代 (大阪教育大学) 

小原裕二 (江戸川大学) 

前川哲也 (大鵬薬品工業株式会社) 

新坊昌弘 (関西外国語大学) 

山中 亮 (愛媛大学) 

村野 聡 

 (国立市立国立第六小学校) 

沢谷佑輔 

 (旭川工業高等専門学校) 

南 裕美 (森ノ宮医療大学) 

黒瀧悠太 (GMO ペパボ株式会社) 

小野田亮介 (山梨大学) 

青野也寸志 

 (宮城県鹿島台商業高等学校) 

横山真衣 (兵庫県立大学) 

若山公威 (名古屋外国語大学) 

藤原ひとみ 

 (有明工業高等専門学校) 

Cross Jeffrey (東京工業大学) 

志田英利子 

 (志田英利子ギター教室) 

那須さとみ (森ノ宮医療大学) 

石橋 直 (福岡教育大学) 

小林浩二 

 (北里大学保健衛生専門学院) 

黒田みゆき (鳴門教育大学) 

江村伯夫 (金沢工業大学) 

 
■准会員（2 名） 
鈴木健雄 (京都大学) 

赤間祐也 

 (私立武蔵高等学校中学校) 

■学生会員（15 名） 
伊藤大貴 (大分大学大学院) 

廣瀬由美子 (早稲田大学大学院) 

井上寛士 (鳴門教育大学大学院) 

原健太郎 (東京理科大学大学院) 

川本弥希 (東京工業大学大学院) 

濱中征司 (早稲田大学大学院) 

谷口祥広 (北海道教育大学大学

院，札幌校) 

砂田寛雅 (広島大学大学院) 

阿部田恭子 (早稲田大学大学院) 

伊東卓偉 (早稲田大学人間科学部) 

浪越一浩 (奈良教育大学大学院) 

改発智也 (早稲田大学大学院) 

棟田一章 (高知大学大学院) 

岡澤大志 (電気通信大学大学院) 

丸山文枝 (熊本大学大学院) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

以上
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担当副会長　：堀田 龍也（東北大学）

広報副委員長：光原 弘幸（徳島大学）
広報委員長　：小柳和喜雄（奈良教育大学）

　幹事：深見 俊崇（島根大学）
　幹事：脇本 健弘（横浜国立大学）
 
 
　委員：石塚 丈晴（福岡工業大学短期大学部）

島田 希（大阪市立大学）
中村 恵（畿央大学）

会長 鈴木 克明（熊本大学）

7

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
２０１７年
・２０１７年０９月０８日（金）
　SIG-01　高等教育・ＦＤ　第４回研究会（東北大学）
・２０１７年０９月１３日（水）
　�SIG-08　メディア・リテラシー，メディア教育　第８回

研究会（日本体育大学）
・２０１７年０９月１５日（金）
　�SIG-03　教育・学習支援システムの開発・実践　第７

回研究会（松江しんじ湖温泉　すいてんかく）
・２０１７年０９月１５日（金）～１８日（月）
　第３３回全国大会（島根大学）
・２０１７年１０月２１日（土）
　�研究会「リフレクション活動の支援／インストラクショナ

ルデザイン／一般」　（国立明石工業高等専門学校）
・２０１７年１２月０９日（土）
　�研究会「アクティブラーニング・評価方法／一般」（関西

学院大学）

２０１８年
・２０１８年０１月２７日（土）～２８日（日）
　�冬の合宿研究会「スポーツ，サイエンス，テクノロジー，

そして教育へ」（東京２３区内）
・２０１８年０３月０３日（土）
　�研究会「プログラミング教育・ＬＡ／一般」（尚美学園

大学）
・２０１８年０５月２７日（日）
　�研究会「高等教育における学習支援・学習環境・ＦＤ・

ＳＤ／一般」（関西大学）
・２０１８年０９月２８日（金）～３０日（日）
　�第３４回全国大会（東北大学）

◎国際会議の案内
２０１７年
・E-Learn�2017
� http://www.aace.org/conf/elearn/
� (10/17�–�20,�Vancouver,�Canada)
・AECT�INTERNATIONAL�CONVENTION
� http://aect.site-ym.com/?futureevents
� (11/06�–�11,�Jacksonville,�USA)
・ICCE�2017
� http://icce2017.canterbury.ac.nz/?id=1018
� (12/04�–�08,�Christchurch,�New�Zealand)

２０１８年
・SITE�2018
� http://site.aace.org/
� (3/26�–�30,�Washington,�DC,�USA)
・Global�Learn�2018
� https://www.aace.org/conf/glearn/
� (4/17�–�18,�Orlando,�USA)

２23
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