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ICoME 2016開催のご案内【最終報】 

 

研究委員会 国際研究会担当 副委員長 村上 正行（京都外国語大学） 

 

ICoME2016は、2016年 8月 18日から 20日に京都外国語大学にて開催されます。 

ICoME（International Conference for Media in Education）は今回で第 14回目の実施となり、日本

教育メディア学会（JAEMS）、日本教育工学会（JSET）、韓国教育情報メディア学会（KAEIM）、中国

教育工学会（CAET）、アメリカ TCC（Technology, Colleges and Community）オンラインカンファレン

スとの連携によって開催されます。  

 ICoMEは、国内外からの多くの教育研究者や実践者が集まり、教育メディアや教育技術に関する貴重

な研究や実践の発表、共有の場となります。本会が、各国の研究者間で行われる互恵的な意見交換の場

となりますよう、皆さまのご参加を心よりお待ちしております。 

  

今回、180件程度の発表申し込みがありました。プログラムを下記に公開しております。 

http://icome2016.iwd.jp/program/ 

 

参加申込は一旦 7/15で終了しておりますが、当日まで参加申込を受け付けております。参加される方

は、できるだけ早く下記のWebページから参加申込をして下さい。 

http://icome2016.iwd.jp/registration/ 

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ICoME2016: The 14th International Conference for Media in Education 

August 18 - 20, 2016.  Kyoto University of Foreign Studies, Japan 

Web page: http://icome2016.iwd.jp/ 

 

■Conference Theme: Building relationships and a sense of community in a digital society 

 

■Program  

Aug. 18 

10:00-10:30 Opening Celemony 

10:30-11:30 Keynote   

Dr. Charles M. Reigeluth (Professor emeritus at Indiana University) 

12:50-14:10 Concurrent Session 

14:30-15:40 Round Table 

15:50-17:00 Round Table 

17:10-18:20 Round Table 

http://icome2016.iwd.jp/program/
http://icome2016.iwd.jp/registration/
http://icome2016.iwd.jp/
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18:40-20:00 Happy Hour 

 

Aug. 19 

10:00-11:30 ICoME Supporting Organizations’ Session 

12:50-14:10 Concurrent Session 

14:30-15:50 Concurrent Session 

16:10-17:30 Concurrent Session 

17:40-18:10 Closing Ceremony: Young Scholar Awards, etc. 

18:30-20:30 Reception 

 

Aug. 20 Cultural Tour 
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第 23 回日本教育メディア学会年次大会のお知らせ【第 2 報】 

 

大会実行委員長 小柳和喜雄（奈良教育大学） 

 

Ⅰ  開催期日・場所等 

・開催期日：2016 年 11 月 26 日（土）～27 日（日） 

・開催場所：奈良教育大学 〒630-8528 奈良市高畑町   

・年次大会サイト http://jaems.jp/conference/ 

 

Ⅱ 大会日程（予定） 

〇11月 26日（土） 

時 間 内  容 

9：30～ 受 付 

10：30～11：30 一般研究発表 1（1件あたり 20分発表 10分質疑） 

11：30～12：30 昼 食 

12：30～13：20 総 会 

13：30～15：30 一般研究発表 2（1件あたり 20分発表 10分質疑） 

15：40～17：00  基調講演「教育メディア研究のこれまでとこれから」（仮題） 

 黒上晴夫（関西大学、日本教育メディア学会長） 

17：30～19：30  懇親会（奈良教育大学内生協食堂にて） 

 

〇11月 27日（日） 

時 間 内  容 

9：00～ 受 付 

9：30～11：30 課題研究発表 

課題研究Ⅰ「一人一台タブレット時代における実践と評価」 

コーディネータ： 後藤康志（新潟大学）・中川一史（放送大学） 

課題研究Ⅱ「グローバリゼーションとメディアの活用」 

コーディネータ：佐藤慎一（日本福祉大学）・岸磨貴子（明治大学） 

課題研究Ⅲ「情報教育の動向と情報活用能力の育成」 

コーディネータ： 泰山裕（鳴門教育大学）・西端律子（畿央大学） 

課題研究Ⅳ「メディア・リテラシーにかかわる授業づくりと番組作

り」 

コーディネータ： 村野井均（茨城大学）・宇治橋祐之（NHK放送

文化研究所）・中橋雄（武蔵大学） 

11：30～12：30 昼 食 
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12：30～14：30 一般研究発表３（1件あたり 20分発表 10分質疑） 

14：45～16：45 

 

シンポジウム「資質・能力と新学習指導要領（仮題）」 

・登壇者：西川和孝（文部科学省初等中等教育局）、福本徹（国立

教育政策研究所）、二田貴広（奈良女子大学付属中等学

校）、堀田博史（園田学園女子大学） 

・コーディネータ：小柳和喜雄（奈良教育大学） 

 

Ⅲ 参加申し込み 

・事前申し込み期間は 2016年 9月 26日（月）までとなっております。 

・申し込み用紙を年次大会サイトよりダウンロードして、メール添付にてお送りください。 

・送付先 taikai2016@jaems.jp  

 

Ⅳ 発表申し込み 

（1）発表者の要件 

・発表者は会員であることが必須です。 

・会員でない方は、発表申込時点までに本学会への入会手続きを済ませてください。 

・発表できる件数は、課題研究 1 件、一般研究 1 件、計 2 件までとします。 

（2）一般研究発表 

 ・発表申し込みは、2016 年 8 月 16 日（火）～9 月 26日（月）まで受け付けます。 

 ・提出先：taikai2016@jaems.jp 

 ・期限までに提出された原稿の受領をもって発表申し込みとさせていただきます。 

（3）課題研究発表 

 ・課題研究プロポーザル（要旨）の申し込み期間は 7 月 28日（金）までとなっています。 

 ・大会 Web サイトにて記載事項を確認の上、提出してください。 

 ・提出先：taikai2016@jaems.jp 

（4）発表原稿 

・テンプレートファイルを年次大会サイトからダウンロードして作成してください。 

・一般研究の発表原稿は 2ページです。 

・課題研究の発表原稿は 2ページまたは 4ページです。 
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Ⅴ 年次大会参加費等 

 事前支払いの場合 

（10月末まで） 

当日支払いの場合 

参 

 

加 

 

費 

会 員 3,000円 4,000円 

学生会員  1,000円 2,000円 

非 会 員 

 

4,000円 

※幼小中高等の現職教員の場合 

無料 

5,000円 

※幼小中高等の現職教員の 

場合 無料 

学生非会員 2,000円 3,000円 

 

 

・本大会では、発表予稿集は刊行せず、会員の皆様に PDF ファイルの形での配布と

なります。事前にメールにてダウンロード先のURLを送ります。 

懇親会 5,000円（学生 3,000円） 

・懇親会会場の準備の都合上、事前の参加申し込みと入金をお願いします。 

 

※本大会においては、非会員の現職教員の場合、参加を無料と致します。できるだけ多くの参加者にご

参集いただき、学会の認知や入会を促す意図がありますので、ご了承願います。 

 

＜事前参加申し込みに関わる送金先＞ 

銀行名：ゆうちょ銀行 
種目：普通 
店番：458 
店名：四五八店（ヨンゴハチ店） 
口座番号：2561599 
名義：小柳和喜雄（オヤナギワキオ） 

※ 振込手数料は、ご負担ください。ゆうちょ銀行口座から ATMを使って納入いただく場合、手数料は

無料です。 

※ ご自身のゆうちょ銀行口座以外から振り込む場合は、振込人名義を「学会名簿に登録した会員氏名」

にして下さい。それが出来ない場合は振込後、oyanagi@oyanagi-lab.comにメールでご連絡ください。

大学事務局を通じた大学名による振込は、どなたの会費か判断できないため避けていただくようお願

いいたします。 

 

Ⅵ 年次大会事務局について 

年次大会に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。 

〇第 23回年次大会事務局 

奈良教育大学 教職大学院 小柳研究室 

電話：0742－29－9295 メールアドレス oyanagi@oyanagi-lab.com 

〇第 23回年次大会委員 西端律子 二田貴広 

◎年次大会委員会 委員長 中川一史 副委員長 中橋雄 

 

mailto:oyanagi@oyanagi-lab.com
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23 巻 2 号特集号「タブレット端末環境と実践・評価・運用」のご案内 

編集委員会 委員長 鈴木克明（熊本大学） 

 

■特集号「タブレット端末環境と実践・評価・運用」（予定）（Vol.23, No.2）募集のお知

らせ  

 

本巻の教育メディア研究では「タブレット端末環境と実践・評価・運用」というテーマで特集を組み

ます。「フューチャースクール推進事業」「学びのイノベーション事業」以降、各自治体や学校でタブレ

ット端末環境の導入が進んでいます。効果的なタブレット端末導入・普及・運用の在り方、タブレット

端末用教材の開発・評価、学習デザインや指導方略及びその効果、指導者の養成・研修、国内外の実態

調査や展望など、教育におけるタブレット端末環境に関して多様な側面からの研究論文を広く募集しま

す。 

また、同時に一般論文も広く募集します。多くの会員の方からの投稿を期待しています。 

締切：2016 年 8 月 6 日 （延長しました） 

 

■『教育メディア研究』一般論文募集のお知らせ  

 

『教育メディア研究』では、上記の特集号論文の他に、一般論文も広く募集しています。〆切は特に

ありません。随時受け付け、その都度、査読プロセスを始めています。多くの会員の方からの投稿を期

待しています。 

 締切：随時 

 

  

◆ 学会費納入のお願い ◆ 

＜納入のお願い＞ 

 2016年度（2016年 4月 1日から 2017年 3月 31日）の年会費（正会員 7,000円、学生会員 4,000円）

が未納の方は、下記口座にお振り込みいただくようお願いいたします。 

 

＜送金先＞ 

銀行名：ゆうちょ銀行 
種目：普通 
店番：418 
店名：四一八店（ヨンイチハチ店） 
口座番号：0865850 
名義：日本教育メディア学会（ニホンキョウイクメディアガッカイ） 

※ 振込手数料は、ご負担ください。ゆうちょ銀行口座から ATMを使って納入いただく場合、手数料は

無料です。 

※ ご自身のゆうちょ銀行口座以外から振り込む場合は、振込人名義を「学会名簿に登録した会員氏名」
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にして下さい。それが出来ない場合は振込後、事務局にメールでご連絡ください（ office@jaems.jp ）。 

※ 過年度年会費をまとめて振り込む場合には、学会事務局にご連絡ください。 

※ 学生会員は、学生・大学院生（社会人学生を除く）です。会費納入に併せて学生証などの証明書類を

事務局宛に提出してください（スキャナ、デジタルカメラ等で取り込んだデータのメール添付でも受

け付けます）。 

 

◆ 登録情報更新のお願い ◆ 

 本学会では、「学会通信」および重要なお知らせを電子メールで会員に配信しております。また、学会

論文誌「教育メディア研究」を郵送しております。これらを確実にお届けするために、学会からのメー

ル・学会論文誌が届いていない方は、事務局までメールアドレス、お届け先住所の情報をお送りくださ

るよう、よろしくお願いいたします。 

 

【入会者・退会者】※敬称略 

新入会員・正会員 （4名）・・・吉岡 有文、登本 洋子、水上 晃実、土屋 衛治郎 

退会者・正会員  （4名）・・・三枝 太一、清水 義彦、大平 滋、岩松 枝実香 

種別変更     （1名）・・・山川 拓 

 

会員総数 403名・16団体 

名誉会員：3名 

正会員 ：359名 

学生会員：41名 

団体会員：6団体 

購読会員：10団体 

（平成 28年 7月 8日 現在） 

 

 

 

日本教育メディア学会  事務局 

〒543-0054 大阪市天王寺区南河堀町 4-88 

大阪教育大学 寺嶋浩介 研究室内 

E–mail：office@jaems.jp 

学会ホームページURL：http://jaems.jp/ 

広報委員会 

委員長  後藤康志（新潟大学） 

副委員長 渡辺 雄貴（東京工業大学） 

委員   岩﨑千晶（関西大学） 

井ノ上憲司（長崎県立大学） 

遠海友紀（東北学院大学） 

    

mailto:office@jaems.jp
mailto:office@jaems.jp
http://jaems.jp/

