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教育工学関連学協会連合 第６回全国大会の開催要項
研究発表の申し込み締切は 6 月30日です。
詳細は別添「開催要項」をご参照ください。
いま IT（情報技術）革命社会に向けた教育改革・大学改革の推進，地域教育力の強化が期待され
ています。この転換期に「教育工学関連学協会連合・第 6 回全国大会」を鳴門教育大学において開
催されますが，日本の教育改革を推進する新しい教育工学のあり方を，全国の研究者・教師の方々
と議論できることは，意義深いことです。
前号（No.104）で，学協会連合の全国大会第 1 報をお届けしましたが，今号では，さらに詳細な
日程と発表者募集のご案内を別添送付資料でお届けいたします。より多くのみなさまがご参加いた
だけますようにご案内いたします。
１．参加学協会
主

催：教育工学関連学協会連合運営委員会

合同主催：日本教育工学会，教育システム情報学会，日本教育メディア学会，国立大学教育実践研
究関連センター協議会，電子情報通信学会教育工学研究専門委員会
共

催：日本科学教育学会，日本教育方法学会，日本認知科学会，人工知能学会知的教育システ
ム研究会，情報処理学会コンピュータと教育研究会

２．大会日程： 10 月 7 日（土），8 日（日），9 日（月）
３．会

場：鳴門教育大学学校教育学部

〒 772-8502 徳島県鳴門市鳴門町高島字中島 748

４．シンポジウム・課題研究：詳細は別添「開催要項」をご参照ください。
５．大会問い合わせ連絡先：
鳴門教育大学学校教育学部

教育工学関連学協会連合 第 6 回全国大会実行委員会

〒772-8502 徳島県鳴門市鳴門町高島字中島748
FAX 088-687-2180

E-mail：jcet6@naruto-u.ac.jp
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専用携帯電話090-8282-4960，
URL：http://www.naruto-u.ac.jp/jcet6/

2000 年度の研究会日程がほぼ決まる
研究委員会（委員長／大下眞二郎）からのお知らせ
教育システム情報学会研究委員会（委員長／大下眞二郎）は，3 月 24 日に 2000 年度の研究会の持
ち方や日程について協議し，以下のような日程が決まった。また，きたる 10 月の学協会連合の全国
大会での課題テーマや役割分担等についても話し合われた。
今年度，6 つの研究部会の詳細は今後のニューズレターでお知らせしていくことにしています。各
部会の問い合わせは，それぞれの部会長にお問い合わせください。なお，マルチメディア教材研究部
会は第 77 回目の研究会になります。
●マルチメディア教材研究部会，開催日：7月22日（土）
問い合わせは，E-mail ： yisomoto@cc.nagoya-cu.ac.jp（磯本征雄）
●企業内教育研究部会，開催日10月20日（金）
問い合わせは，E-mail ： komatu@azb.nttls.co.jp（小松秀圀）
●CAI研究部会，開催日11月11日（土）
問い合わせは，E-mail ： kurose@info.hiro.kindai.ac.jp（黒瀬能聿）
●インターネットと教育応用研究部会，開催日12月2日（土）
問い合わせは，E-mail ： yokoyama@cs.u-gakugei.ac.jp（横山節雄）
●情報教育研究部会，開催日未定
問い合わせは，E-mail ： yamamoto@sonoda-u.ac.jp（山本恒）
●知識・言語処理応用研究部会，開催日未定
問い合わせは，E-mail ： itoh@te.noda.sut.ac.jp（伊藤紘二）

第 77 回研究会開催のお知らせ
マルチメディア教材研究部会（部会長/磯本征雄）
昨年発足をしたマルチメディア教材研究部会の第 2 回目にあたる研究会を下記の日程で開催されます
（前号にも掲載）
。マルチメディア教材の理論，開発，実践の研究発表を募集します。ご参加をお待ちし
ます。
１．日

時： 2000 年 7 月 22 日（土）

10 ； 00 〜 16 ： 00

２．開催場所：名古屋市立大学（予定）
３．申 込 先： E-mail: 受付事務担当

itous@tcp-ip.or.jp（伊藤敏）。

４．申込方法：上記申し込み先へ電子メールでおねがいします。
５．申込締切：締め切りは 5 月 31 日となっていますが，上記の申し込み先にお問い合わせください。
または URL http://www.tcp-ip.or.jp/˜itous/jsisemmm/ 参照
＊申し込み方法や原稿締切日の詳細は前号でお知らせしてありますのでご参照ください。
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高等学校教科「情報」に関する
「講演会ならびにシンポジウム」のお知らせ
共

催：近畿情報教育連合，教育システム情報学会関西支部，
教育システム情報学会情報教育特別委員会

平成 11 年 3 月に高等学校の新学習指導要領が告示され，少し時間がかかりましたが，今年 5 月に学
習指導要領解説（情報編）が市販されました。近畿地区では，3 月に神戸大学で，高等学校教科「情
報」の指導者研修が行われ，この夏から「情報」を担当される現職教員に対する研修が始まろうとし
ています。
さて，このたび，近畿情報教育連合，教育システム情報学会の共催で，下記の通り，高等学校教科
「情報」に関する「講演会ならびにシンポジウム」を開催致します。講演会では，この教科「情報」
の設置に尽力された電気通信大学大学院の岡本敏雄先生に講演をお願いしました。また，シンポジウ
ムでは，高等学校学習指導要領解説情報編作成協力者の天良和男先生，大阪府の情報教育を積極的に
検討されている大阪府情報教育研究会から山下俊和先生，さらに，兵庫県の総合学科で，すでに情報
教育を実践されている山上道惠先生に，パネラとして参加していただくことになりました。
参加費は無料ですので，ぜひ情報教育にご関心のある方々のご参加をお願い致します。当日，資料
として，学習指導要領解説（情報編）を用意いたします。
日
場

時：平成 12 年 6 月 17 日（土）

13 時 30 分〜（受付

13 時〜）

所：大阪経済大学 50 周年記念館
大阪市東淀川区大隈 2-2-8

阪急上新庄駅下車徒歩 10 分

http://www.osaka-ue.ac.jp/

プログラム：
全体司会

教育システム情報学会関西支部長

13:30 − 13:40 挨

家本

修（大阪経済大学教授）

拶

近畿情報教育連合会長

西之園晴夫（佛教大学教授）

13:40 − 15:00 講演会
「教科「情報」の内容，教員免許状，教職課程に関して」
岡本敏雄（電気通信大学大学院教授，教育システム情報学会副会長，情報教育特別委員会委員長）
15:00 − 15:15

休

憩

15:15 − 17:00 シンポジウム
司

会

パネラ

石桁正士

大阪電気通信大学教授

教育システム情報学会関西支部顧問

天良和男先生（東京都立駒場高等学校）
山下俊和先生（大阪府立北千里高等学校）
山上通惠先生（兵庫県立神戸甲北高等学校）

指定討論者

水越敏行（関西大学教授

17:00 − 17:10 挨

近畿情報教育連合副会長）

拶

教育システム情報学会会長

対馬勝英（大阪電気通信大学教授）

17:30 − 19:00 懇親会（3000 円，当日受付けます）
＊なお，当日，教育システム情報学会関西支部 評議員会（11:00 − 12:00）および総会（12:00 − 12:30）
を開催します。
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「テレビ会議システムとインターネットを併用した遠隔
共同発表会」情報教育研究部会（部会長/山本恒）終る
さる 3 月 21 日に行われた第 76 回研究会（情報教育研究部
会）で，東京の工学院大学と大阪の園田学園女子大学を結ん
での「テレビ会議システムとインターネットを併用した遠隔
共同発表会」は無事終了した。
写真上は，東京の聴講者の質問にこたえる大阪の発表者。
画面右下の子画面が東京の質問者の顔，画面左下は大阪会場
の風景。また写真下は東京の発表者に対して大阪の聴講者が
質問している画面です。おなじように，子画面で双方を結ん
でいる。
内容は，東京からの発表者が 4 件，大阪からの発表者が 3
件だった。はじめての試みだったが，音声や画像に関しては
トラブルもなく，しかも時間的なロスも少なく，意見交換は
スムースにおこなわれた。
今年度の情報教育研究部会の開催方法はまだ未定だが，今
回の経験と反省を踏まえた研究部会にしていくことが確認さ
れている。

■写真は東京と大阪を結んだそ
れぞれの発表者たち。

JSiSE-A0001692 若林寿之

ＪＲ東日本

JSiSE-A0001693 杉山公弥子
JSiSE-A0001694 中西通雄
JSiSE-A0001695 釋

京都大学

JSiSE-A0001698 毛利勝廣

名古屋大学
筑紫女学園大学

JSiSE-A0001682

小高

大阪短期大学

JSiSE-A0001700 荒川

井上智雄

国立情報学研究所

JSiSE-A0001701 村越広享

新潟国際情報大学

JSiSE-A0001684

市川照久

JSiSE-A0001685

小野加代子

JSiSE-A0001686

刈宿俊文

久留米工業大学

JSiSE-A0001699 橋本恵子

JSiSE-A0001683

恵

福岡工業短期大学

JSiSE-A0001697 小田まり子

●新入会員（敬称略）
JSiSE-9901681 村上正行

大阪大学

左枝

JSiSE-A0001696 小田誠雄

2000年1月1日〜2000年5月20日

名古屋大学

昭

慶應義塾普通部
北陸先端科学技術大学

院大学
JSiSE-A0001702 吉田自由児

香川短期大学

JSiSE-A0001703 門

大東文化大学

昇

㈱デジタルナレッジ

大阪大学

JSiSE-A0001687 内田智史

神奈川大学

JSiSE-A0001704 布施雅彦

福島工業高等学校

JSiSE-A0001688 曽我部淳

興銀第一フィナンシャ

JSiSE-A0001705 大森雅人

兵庫教育大学

ルテクノロジー
JSiSE-A0001689 前田香織

広島市立大学

JSiSE-A0001706 榎本

聡

東京工業大学

JSiSE-A0001707 福重

暁

ハル㈱

JSiSE-A0001690 桑原雅臣

佐賀短期大学

JSiSE-A0001708 若井田正文

JSiSE-A0001691 関谷直也

東京大学

JSiSE-IA00052 村木克人
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東京都教育庁

大日本印刷㈱

URL: http://hcii2001.engr.wisc.edu
e-mail:salvendy@ecn.purdue.edu

国際会議の案内
ここで紹介されている国際会議は，教育シ
ステム情報学会の会員のみなさんからの紹介
やインタネット上で流れている C F P 情報を
もとに編集されています。会員のみなさんに
紹介したい国際会議などがありましたら，下
記までご連絡ください。また，実際に国際会
議に参加されたレポートなどを送っていただ
ければ今後の国際会議の案内作成の際に大変
参考になりますのでそちらのほうもお待ちし
ております。
本案内はWWW（http://www.fu.is.saga-u.
ac.jp/˜hayashi/jsise/conf.htm）で見ることも
できます。

Interact 2001: the eighth IFIP TC.13 INTERACT conference
開催日程： 2001 年 7 月 9-13 日
主催： IFIP
開催地： Waseda University Conference Centre, Tokyo, JAPAN
論文応募締切： 2000 年 11 月 20 日
URL: http://www.interact2001.com
e-mail:interact2001@adam.cs.inf.shizuoka.ac.jp
SITE 2001: annual conference of the Society
for Information Technology and Teacher
Education

IWALT 2000: IEEE International Workshop on
Advanced Learning Technologies

開催日程： 2001 年 3 月 6-10 日
主催： AACE
開催地： Orlando, Florida, USA

開催日程： 2000 年 12 月 4-6 日
主催： IEEE
開催地： Palmerston North, New Zealand
論文応募締切： 2000 年 6 月 2 日
URL: http://lttf.ieee.org/iwalt2000/
e-mail:kinshuk@massey.ac.nz

論文応募締切：（未定）
URL: http://www.aace.org/conf/default.htm
e-mail: conf@aace.org
M/SET 2000: International Conference on
Mathematics / Science Education and
Technology

HICSS-34: Part of the Digital Documents
Track of the Thirty-Fourth Annual Hawaii
International Conference on Systems Sciences

開催日程： 2001 年 3 月 3-6 日
主催： AACE
開催地： Orlando, Florida, USA
論文応募締切：（未定）
URL: http://www.aace.org/conf/default.htm
e-mail: conf@aace.org

開催日程： 2001 年 1 月 3-6 日
開催地： Maui, HI, USA
論文応募締切： 2000 年 6 月 1 日
URL: http://www.hicss.hawaii.edu
e-mail:edennis@uga.edu

ED-MEDIA 2001: World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia &
Telecommunications
開催日程： 2001 年 6 月 25-30 日
主催： AACE
開催地： Tampere, Finland
論文応募締切：（未定）
URL: http://www.aace.org/conf/default.htm

HCI International 2001: 9th International Conference on Human-Computer Interaction
開催日程： 2001 年 8 月 5-10 日
開催地： The Fairmont Hotel, New Orleans,
LA, USA
論文応募締切： 2000 年 11 月 5 日

e-mail: conf@aace.org

国際会議案内文責 松原行宏（香川大学）
matsubar@eng.kagawa-u.ac.jp

5

■はじめに：

今回募集する論文の種別は，「原著論文」，「実

教育システム情報学会（旧称： CAI 学会）では，
学会誌 2001 年度春号（2001 年 4 月発行予定）に

践論文」
，「ショートノート」
，
「実践速報」
，
「資料
論文」です。ただし，査読の結果，異なる種別で

おいて，「教育・学習・研修システム開発論文特

の採録となることもあります（論文種別について

集」を行います。

は，「学会誌原稿執筆要領」を参照してくださ

近年，さまざまな教育分野・領域で多くの学

い）
。

習・教育システムが開発されるようになってきま

なお投稿の際，原稿の1 ページ目に，論文種別

した。このような現状の中で，単に教育・学習・

と「教育・学習・研修システム開発論文特集」で

研修システムを開発したというだけでなく，シス

あることを，必ず明記してださい。

テムの教育・工学・科学的な意義や有用性を開

■制限枚数：

発・実践の両側面からしっかり議論する場が必要
であると考えます。

「学会誌原稿執筆要領」に記されている，論文

本学会はその機会を本特集で提供したいと考え

種別による制限枚数の通りとします。

ています。そのような観点から，教育・学習・研

■投稿締切：

修システム開発に関する新規性に溢れた研究を，

2000年10月1日事務局必着。

また有用性十分な実践を論文にまとめて，ぜひご
投稿ください。お待ちしています。

■投稿の手続き：
■対象分野：

封筒の表に必ず「特集論文原稿在中」と朱書き

（1）教育・学習・研修システムの枠組み，開発事

で記してください。その他の投稿の手続きについ

例

ては，「学会誌原稿執筆要領」に記されていると

（2）教育・学習・研修システムの基礎技術

おりとします。

（3）コンテンツの開発・流通

■問い合わせ・原稿送付先：

（4）開発システムによる教育実践
（5）教育・学習・研修システムの新しい開発環境

教育システム情報学会事務局
〒 163-8677 東京都新宿区西新宿 1-24-2

（オーサリング環境を含む）
（6）特定領域で開発された教育・学習・研修シス

工学院大学情報科学センター内
Tel ： 03-3342-0485 Fax ： 03-3340-0135

テムの分析・整理（論文サーベイを含む）

E-mail ： secretariat@jsise.org

などに関する研究。

URL ：http://www.jsise.org/

■論文種別：
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