≪第１９回（２０１６年度）学術講演会プログラム概要：改定版≫
第１日目

２０１６年１１月１８日（金）のプログラム（発表会場：３階351-a教室）

０９：３０～１０：００ ： 参加者受付
１０：００～１０：０５ ： 開会の辞：日本 e-Learning 学会 会長（上智大学 教授 ）田村 恭久氏
１０：０５～１０：１０ ： 開会の祝辞：産業技術大学院大学

【セッションⅠ】 ： 学生セッション
１０：１０～１０：１５

挨拶：学生セッション審査委員長（京都情報大学院大学 教授） 今井 恒雄氏

１０：１５～１０：２０

司会：大東文化大学 外国語学部 教授 田口 悦男氏

１０：２０～１０：４０ ： 発表論文１：『グローバル開発におけるコミュニケーションの

階層的アプローチの検討』
発表者：安達 裕（産業技術大学院大学）
共著者：矢田部 小百合*1；鎌柄 拓史*1；三宅 由美子*1；土屋 陽介*１
（*1産業技術大学院大学）
１０：４０～１１：００ ： 発表論文２：『インドネシアの日本語教師不在地域における

テレビ会議システムを活用した日本語教育の可能性と問題点』
発表者：甲賀 真広(首都大学東京大学院 人文科学研究科)
共著者：小澤 貴之*1；新垣 李加子*1(*1首都大学東京大学院 人文科学研究科)
高野 駿*2；田中 美緒*2(*2首都大学東京 都市教養学部)
１１：００～１１：２０ ： 発表論文３：『学習継続を志向したリーディング学習Webアプリケーション

並びに個人向け語彙リスト構築』
発表者：鈴木 竣丸（静岡大学情報学部）
共著者：宮崎 佳典（静岡大学学術院情報学領域）
１１：２０～１１：４０ ： 発表論文４：『英単語並び替え問題における迷い発生箇所特定を志向した

マウス軌跡取得Webアプリケーション開発』
発表者：松川 奈央（静岡大学情報学部）
共著者：宮崎 佳典*1；厨子 光政*1
（*1静岡大学学術院情報学領域）；法月 健*2（*2静岡大学情報学部）

１１：４５～１３：１５ ：

昼

食

【セッションⅠ】 ： 学生セッション
司会：神奈川大学 工学部 准教授 内田 智史氏
１３：２０～１３：４０ ： 発表論文５：『Bluetoothを用いた屋内における出席管理手法の検討』

発表者：池田 奨(東京工科大学院 バイオ・情報メディア研究科)
共著者：天野 直紀(東京工科大学 大学院バイオ・情報メディア研究科)
１３：４０～１４：１０ ： 発表論文６：『脳波心理推定を用いた指導支援システムの介護講習会での評価』

発表者：穴久保 蔵人(東京電機大学大学院 未来科学研究科 ロボット・メカトロニクス学専攻)
共著者：鈴木 聡(東京電機大学大学院 未来科学研究科 ロボット・メカトロニクス学専攻)
１４：１０～１４：３０ ： 発表論文７：『e-Learningにおける学習者の眼球運動情報に

基づく学習者個性の推定』
発表者：天城 星奈（東京電機大学 未来科学研究科 ロボット・メカトロニクス学専攻 ）
共著者：吉尾 康平*1；鈴木 聡*1
（*1東京電機大学 未来科学研究科 ロボット・メカトロニクス学専攻 ）

１４：３５～１５：０５ ：

コーヒー・ブレイク

【セッションⅡ】 ： 特別セッション
司会：産業技術大学院大学 教授 村越 英樹氏
１５：１０～１５：５０ ： 発表企業１：『大学における退学予兆検出の実装』

発表者：株式会社デジタル・ナレッジ 代表取締役COO 吉田 自由児氏
１５：５０～１６：３０ ： 発表企業２：『特別支援学校向けｅ-Learningコンテンツの事例』（仮題）

発表者：テクノブロード株式会社 代表取締役社長 広田 信雄氏

【セッションⅢ】 ： 功労表彰並びに学生セッション表彰式
１６：３０～１７：００

司会：大東文化大学 外国語学部 教授 田口 悦男氏
功労表彰：日本e-Learning学会 会長（上智大学 理工学部 教授) 田村 恭久氏
表彰発表：学生セッション審査委員長（京都情報大学院大学 教授） 今井 恒雄氏
奨学金授与：株式会社デジタル・ナレッジ社 代表取締役 はが 弘明氏

第２日目

２０１６年１１月１９日（土）のプログラム（発表会場：４階４３３教室）

０９：３０～１０：００ ： 参加者受付

【セッションⅣ】 ： 一般論文発表セッション
司会：静岡大学 大学院 総合科学技術研究科情報学領域 准教授 宮崎 佳典氏
１０：１０～１０：４０ ： 発表論文１：『TAのためのプログラミング演習時系列データの分析』

発表者：加藤 利康（日本工業大学 情報工学科）
１０：４０～１１：１０ ： 発表論文２：『LMS学習履歴による社会人学習者の階層別学習行動調査』

発表者：戸田 博人（株式会社 富士通ラーニングメディア ナレッジサービス事業本部）
共著者：小田 有希子*1；香山 裕子*1（*1株式会社 富士通ラーニングメディア ナレッジサービス事業本部）
１１：１０～１１：４０ ： 発表論文３：『アジアの学生間交流を通じたテレビ会議における

効果的手法と有効な協働学習』
発表者：鈴木繁夫（名古屋大学 国際言語文化研究科）
共著者：Mark Weeks（名古屋大学 ライティングセンター）

１１：４５～１３：１５ ：

昼

食

【セッションⅤ】： 特別講演
司会：株式会社デジタル・ナレッジ 執行役員 小林 建太郎氏
１３：２０～１４：１５ ： 『学習支援・学習評価の自動化における可能性と課題

～ロボット家庭教師の実現に向けて～』
講演者：上智大学 理工学部 教授(学習分析学会 理事長・日本e-Learning学会 会長) 田村 恭久氏

【セッショⅥ】 ： 一般論文発表セッション
司会：武蔵野大学 グローバル学部 准教授 藤本 かおる氏
１４：２０～１４：５０ ： 発表論文４：『e-learning教育におけるキャラクターが及ぼす影響力について』

発表者：松本 多恵(島根大学 総合情報処理センター)

１４：５５～１５：３５ ：

コーヒー・ブレイク

１５：４０～１６：１０ ： 発表論文５：『eラーニングを用いた教員免許更新講習モデルの一事例紹介』

発表者：砂原 悟（千歳科学技術大学 情報・メディア課）
共著者：立野 仁*1；大河内 佳浩*1；小松川 浩*1(*1千歳科学技術大学)
１６：１０～１６：４０ ： 発表論文６：『コラボレイティブなチーム開発のためのクラウド型開発環境の習得』

発表者：中鉢 欣秀(産業技術大学院大学 産業技術研究科)
１６：４５～１６：５５ ： 表彰発表及び閉会の挨拶

第１９回学術講演会 大会副委員長 株式会社デジタル・ナレッジ 執行役員 小林 建太郎氏

尚、講演者等の都合によりプログラムの内容は変更になる場合があります。

後援学会

後援大学

協賛企業

公益社団法人 計測自動制御学会
一般社団法人 日本シミュレーション学会
一般社団法人 大学英語教育学会
一般社団法人 電気学会、
特定非営利活動法人 学習分析学会
外国語教育メディア学会
中国語教育学会
日本ムードル協会
産業技術大学院大学
京都情報大学院大学
神戸情報大学院大学
学校法人東京聖徳学園（聖徳大学・聖徳大学短期大学部）
学校法人早稲田医療学園（人間総合科学大学）
株式会社デジタル・ナレッジ
テクノブロード株式会社

