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第２６回通常総会 及び 

２５周年記念シンポジウム開催のお知らせ（第二報） 
 

第２６回通常総会と２５周年記念シンポジウムを以下のように開催いたします．あらかじめご予定下さ

い． 

 

記 

１． 開催日時 2010年06月19日(土)10:00～19:30（受付09:30より） 
10:00～11:50 第１部 研究方法論を探る（私の教育工学研究 －この10年の潮流を踏まえて－） 

（詳細は、次ページをご覧下さい） 
12:00～12:40 総会 

総会終了後 理事・評議員会 
14:00～16:30 第２部 日本の教育，これからの10年（学会の役割と連携を探る） 

（詳細は、次ページをご覧下さい） 
17:00～19:30 第３部 25周年記念感謝の集い 

（詳細は、次ページをご覧下さい） 
 
２． 会場 

聖心女子大学 宮代ホール（渋谷区広尾4-3-1，東京メトロ日比谷線「広尾」） 
シンポジウム参加申込 https://www.kayoo.info/jset25kinen-entry/ 

 

３． 総会の議題 

第１号議案 2009年度(2009.04.01-2010.03.31)事業報告及び収支決算承認の件 

第２号議案 2010年度(2010.04.01-2011.03.31)事業計画及び収支決算案承認の件 

以上 
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第２６回通常総会 及び 
２５周年記念シンポジウム開催のお知らせ（第二報） 

会長 永野和男（聖心女子大学） 
 
日本教育工学会は，本年度，学会創立25周年を迎えています．そこで，毎年行われるシンポジウムを

学会設立25周年記念シンポジウムとし，これまでの25年を振りかえるとともに，次の時代における課題
を検討したいと考えています．午前の部は，若手の教育工学研究者による研究方法を中心にした「これ
まで」と「これから」の議論を，午後は，教育工学に深く関連する学問分野の長の立場にある第一線の
研究者をお招きして，今後の我が国の教育の方向性やその実現のための研究協力的視点について討論す
ることにしています． 

また，今回は，夜の部として，これまで学会を立ち上げ育てていただいた歴代会長や副会長，賛助会
員として支援していただいた企業の方々をお招きして，簡単な記念パーティーを行います．会場はいず
れも聖心女子大学構内です． 
 
◆開催日時・会場 
日時 2010年06月19日(土) 
会場 聖心女子大学 宮代ホール（渋谷区広尾4-3-1，東京メトロ日比谷線「広尾」） 

 
●第１部 10:00～11:50 

研究方法論を探る（私の教育工学研究 －この10年の潮流を踏まえて－） 
 

教育工学研究の諸領域のうち，いくつかのものについて，若手研究者に，特色ある研究事例を報
告してもらい，それらをこれまでの教育工学研究，とりわけ，ここ10年間の取り組みに位置づける
ことを通じて，教育工学研究の潮流や展望等に関する共通理解を図る． 

 
司会 ：宮田 仁（滋賀大学） 
報告者：システム開発から 金西計英（徳島大学） 

情報教育の実践研究から 高橋 純（富山大学） 
教育方法の改善から 村上正行（京都外国語大学） 
認知領域の研究から 辻 義人（小樽商科大学） 

総括 ：山内祐平（東京大学） 
 
●総会 12:00～12:40 
日本教育工学会第26回通常総会 
※総会終了後  理事・評議会 

 
●第２部 14:00～16:30 

日本の教育，これからの10年（学会の役割と連携を探る） 
 

教育工学はこれまでもさまざまな分野からのアプローチを取り入れた学際的研究を展開してき
ました．21世紀に入り，知的基盤社会の創造に向けた多様なニーズに対する仕組み作りが求められ，
教育のあり方にも大きな変化が求められています．学会設立25周年を機に，これからの10年を見据
え，教育にどのようなニーズが生まれてくるのか，これらに対し教育工学はさまざまな学問領域と
どのように連携協力して，教育の未来を開拓できるか，関連分野を代表する研究者を招き，ともに
将来への展望を考えます． 

 
司会   ：山西潤一（富山大学：本学会副会長） 
パネリスト：市川伸一（東京大学：日本心理学諸学会連合理事長・教育心理学） 

岡本敏雄（電気通信大学：教育システム情報学会長，情報システム学） 
村井 純（慶應義塾大学：慶應義塾大学環境情報学部長，情報工学） 
永野和男（聖心女子大学：本学会会長） 

 
●第３部 17:00～19:30 

25周年記念感謝の集い（歴代会長・副会長，賛助会員ほか） 
記念パーティー（会場 聖心女子大学 食堂） 

参加費 事前2900円，6月10日以後3500円 
 
皆様，万障お繰り合わせのうえご参加くださるようお願いします． 
申し込みは，https://www.kayoo.info/jset25kinen-entry/  で受け付けています． 
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日本教育工学会 第26回全国大会のお知らせ（第二報） 
 

日本教育工学会第26回全国大会を，下記のように金城学院大学において開催します．多くの方々のご

参加をお待ちしています．また，研究発表にも奮ってご応募下さい． 

 

1．開催期日・会場 

期日：2010年9月18日(土)～20日(月)（3日間） 

会場：金城学院大学 〒463-8521 名古屋市守山区大森二丁目1723 

※敷地内全面禁煙 

※名鉄瀬戸線「大森・金城学院前」駅下車，徒歩7分 

※http://www.kinjo-u.ac.jp/contents/access.html 

※大会期間中，駐車場は展示用機材の運搬車両や大会運営者の車両が大半をしめることが予想

されます．身体に障害をお持ちの方など特別な理由がある方のための駐車スペースを確保で

きるよう，極力，公共交通機関でお越し下さい．また，周辺に，有料駐車場はありません．

ご協力をお願いいたします． 

※後援（申請予定）：文部科学省，愛知県教育委員会，岐阜県教育委員会，三重県教育委員会 

 

2．大会日程 

第1日 9月18日（土） 第2日 9月19日（日） 第3日 9月20日（月） 

9:00～17:00 受付 

10:00～12:00 一般研究発表1 

12:00～13:30 昼食・各種委員会 

13:30～15:30 シンポジウム1 

15:50～17:50 一般研究発表2 

18:00～19:30 ワークショップ 

9:00～16:00 受付 

9:30～12:30 一般研究発表3 

12:30～14:00 昼食・理事会 

14:00～14:30 全体会 

14:45～17:30 シンポジウム2 

18:00～20:00 懇親会 

9:00～15:00 受付 

9:30～12:30 一般研究発表4 

12:30～14:00 昼食・大会企画委員会 

14:00～16:30 課題研究発表 

＊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．International Sessionは，一般研究発表（口

頭発表，ポスター発表）と並行して実施されます．また，企業展示が大会開催期間中開催されます．ぜひ見学に

お立ち寄り下さい．なお，2日目の全体会では，研究奨励賞及び論文賞の表彰等があります．また，懇親会会場に

てハンドベルコンサートを行います．ぜひ懇親会にもご参加下さい． 

 

3．各セッションについて 

（1）シンポジウム 

以下のようなテーマが予定されています（コーディネータは，五十音順）． 

 

シンポジウム1 

「高等教育の質保証 －教育工学の関わり－」（仮） 

シンポジウム1A 

コーディネータ：大谷 尚（名古屋大学），白井靖敏（名古屋女子大学），前迫孝憲（大阪大学） 

 

高等教育の質保証は，現在，高等教育機関だけでなく，社会全体の重要なテーマとなっており，

多様な議論，多様な実践がある．そこでは，テクノロジーは主に，教員の授業設計，準備，実施，

評価などの授業者のサポートに活用されるともに，学生の学習のサポートにも多様に活用され，お

もに学力保証面で貢献している．このシンポジウムでは，さらに，多様化する資質・ニーズを有し

た初年時の学生のケアから，社会人としての職業場面への送り出しを意識したコミュニケーション

スキルの教育などまでを視野に入れ，入学から卒業までを見通した包括的な質保証の試みを取り上

げ，そこでのICTや教育工学の関わりについて考える． 

 

「教科におけるICT活用：教科教育学と教育工学との協働の可能性」 

シンポジウム1B 

コーディネータ：豊田充崇（和歌山大学），東原義訓（信州大学），益子典文（岐阜大学） 

 

教科教育学と教育工学は，学校での教育実践ではもちろんのこと，授業研究，教師教育，教育シ

ステム開発などの各研究領域において深いかかわりがある．また，昨年のシンポジウムにおいても，
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教育工学が教科教育学を含めた関連分野と連携し実践的な研究を推進することの重要性が指摘さ

れている．折しも，新学習指導要領に沿った指導内容の改訂，習得・活用・探究型の授業の実現な

ど，双方の研究と深いかかわりのある学校教育は新しい方向へ一歩踏み出す時期にあると言える．

この時期に，教科教育学と教育工学の実践を捉える枠組みについて対話を行い，実践研究推進の方

策について議論を深めたい．本シンポジウムでは，ICT活用に関する実践事例を話題の中心として，

教科教育の専門家からのコメントを踏まえ，双方の接点・相違点，そして今後の「協働」にむけて

の方策についての示唆を導きたい． 

 

教育工学を問い直す －教育工学はどうあるべきか－（仮） 

シンポジウム2 

コーディネータ：鈴木克明（熊本大学），美馬のゆり（はこだて未来大学）， 

室田真男（東京工業大学） 

 

教育工学の社会への貢献・普及・啓発の観点から今後を考える場として，本シンポジウムでは，

これまで本学会が25年の間歩んできた過去を振り返り，今後の方向性を模索します．本年６月19日

第26回通常総会開催時に行われる25周年記念シンポジウムでは，研究方法論を中心にこの10年を振

り返るセッションと，これからの10年を関連学会との連携の視座から見通すセッションが行われま

す．また，25周年記念事業の一環として，出版計画も進んでいます．本シンポジウムでは，この流

れを受けて，「教育工学はどうあるべきか」についてさらに深く掘り下げていきます． 

 

（2）課題研究 

本大会では公募で寄せられたテーマを含めて大会企画委員会で検討した結果，次の8件のテーマを予

定することになりました．発表希望者にプロポーザルを提出していただき，大会企画委員会が発表の可

否を決定いたします．各課題について十分に討論することを目的としていますので，発表者は，発表だ

けで退席することなく，最後の総合討論に参加しなければなりません

 

．この点，ご留意下さい． 

■K-1 システム開発・新技術の利用：その先にある学習環境の提案 

コーディネータ：竹中真希子（大分大学），飛弾信崇（ベネッセコーポレーション） 

 

人の学習は現実世界で営まれるものであり，テクノロジーがそれをいかに支援できるのかを追究

することが，教育工学の課題でもある．本セッションでは，こうした視点から追究された，システ

ム開発や新技術の教育利用に関する提案を募集する．テクノロジーを用いた学習環境には，次のよ

うな領域を例として挙げることができる．e-learning，m-learning，仮想現実，拡張現実，モバイ

ルコンピューティング，ユビキタスコンピューティング，ウェアラブルコンピューティング，ロボ

ット，エージェントテクノロジーなどなどである．これらの環境（これ以外でも）が，現実世界で

営まれる人の学習をいかに支援できるかについて，特に，現在の学習環境を越えたその先の学習環

境を提案する研究発表を軸にしながら議論を行う． 

 

■K-2 学習環境・実践コミュニティのデザイン原則 

コーディネータ：大島 純（静岡大学），加藤 浩（放送大学），舟生日出男（広島大学） 

 

近年，Web2.0サービスやCSCLシステムを利用した協調学習活動が盛んになっている．このような

学習をデザインする際には，道具，目標，イベント，制度，ルール，組織など様々な要素の膨大な

組合せの中から取捨選択しなければならない．その際の判断基準となるのがデザイン原則である．

デザイン原則は，人の学びを捉えた学習理論から導き出され，具体的な個々の教育実践事例の分析

からその原則の妥当性や一般性を検証する概念であり，その確立が重要かつ急務である．本課題研

究では，広く協調学習支援システムの開発や教育実践事例の報告を対象とするが，必ず新しいデザ

イン原則の提案や既存のデザイン原則の検証・検討を含むことを求める．それらのデザイン原則を

異なる実践研究の間で吟味・共有することを通して，一般性を高める議論を行う． 
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■K-3 組織・職場における学びの組織化 

コーディネータ：栗山 健（学研教育出版），山田政寛（金沢大学） 

 

近年，病院や企業を中心に「組織・職場における人々の学習をいかに組織化するか」に関する研

究が注目を浴びている．それは仕事に必要な知識や技術を，様々な他者の支援やコミュニケーショ

ンの中で，仕事の経験を通じて学ぶことを意図したものであるが，仕事の経験のみならず，顧客，

上司，同僚，後輩など職場内外の人間関係，さらに異業種交流会といったインフォーマルな場での

人間関係も，学習に影響を与える．しかし，このような組織における学習について，経営の観点で

は研究や調査が進められてきたが，教育・学習の観点ではまだ研究が始まったばかりであり，研究

知見の蓄積，情報の共有，議論もまだ十分ではない状況にある．本セッションでは，組織における

人々の学習・成長，および，組織内の知識獲得，知識共有，知識の制度化，学習棄却，組織社会化

に関する研究に関する議論を行いたい．企業，病院，はてには大学や学校において（大学や学校等

の教育機関も組織のひとつである）どのように人材育成を進めればいいのか，業務能力向上に資す

る組織要因は何なのか．組織の境界を越えた学習（越境学習論）など，組織と学習に関する幅広い

研究の応募に期待する． 

 

■K-4 授業研究と教師の力量形成 

コーディネータ：柴田好章（名古屋大学），田中博之（早稲田大学） 

 

近年，教職大学院の設置，教職実践演習の導入などの教師教育における改革が進行してきたが，

現在では，さらに抜本的な教員養成制度の改革が論議されている．教育工学としても，これからの

教師に求められる力量をどのように育成するかが，喫緊の研究課題である．また，各学校現場にお

ける力量形成の要である現職教育・教員研修においては，日本の長年の授業研究の伝統と成果に海

外からの注目が集まっている一方で，真に教師の力量形成に結びつく授業研究を定着・発展させて

いくことが重要な課題になっている．こうした問題意識から本課題研究では，授業研究を通した教

師の力量形成のあり方を明らかにしたい．大学での教師教育への授業研究のさらなる導入と評価・

改善に関する研究や，学校での持続可能な授業研究サイクルの構築を目ざした研究，またそれらを

支える授業研究のツールの開発，教師の成長モデルや研修方法の提案など，魅力的な研究を幅広く

募集する． 

 

■K-5 初等中等教育におけるICT活用 

コーディネータ：清水悦幸（内田洋行）,高橋 純（富山大学），中川一史（放送大学） 

 

初等中等教育における学校現場では，補正予算等でICT機器の導入といったインフラ整備が進ん

でおり，児童生徒の学力向上や教員の指導力向上のために日常的にICTを活用することが求められ

ている．そのために，ICTを活用した授業デザイン，教室のICT学習環境の構築・運用方法，校内や

教育委員会等における教員研修，ICT活用を支援する人的環境とその体制，役割等を明らかにして

いく必要がある．そこで，本セッションでは，上記のような初等中等教育におけるICT活用の話題

について，同様の問題を抱える実践者に役立つ知見としてまとめられた実践事例，理論や制度など

についての発表を幅広く募集する． 

 

■K-6 eポートフォリオの持続的活用と普及 

コーディネータ：小川賀代（日本女子大学），永田智子（兵庫教育大学） 

 

学士力の評価や習得能力の可視化など，多様な分野においてeポートフォリオの導入が始まって

いる．昨年度の全国大会において課題研究として初めてeポートフォリオを取り上げたところ，高

等教育を中心にeポートフォリオが注目・導入されつつあることが確認できた．また，eポートフォ

リオの運用や継続の在り方，各機関・分野に適した活用方法について積極的な議論が行われ，高い

関心があることがわかった．そこで本年度の課題研究では，学習情報の蓄積・検索・共有やリフレ

クション支援等に関するシステム開発および運用の在り方だけでなく，eポートフォリオの持続的

な活用と普及に向けた取り組み及び成果の検証など幅広い研究の応募を期待する．また，高等教育

だけでなく，初等・中等教育における研究の積極意的な応募も期待する． 
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■K-7 高等教育・FDにおける教育工学の役割 

コーディネータ：石川真（上越教育大学），黒田 卓（富山大学），椿本弥生（東京大学） 

 

2008年度からファカルティ・ディベロップメント（FD）が義務化され，大学における授業改善の

取り組みが数多く行われるようになってきた．国際的な高等教育の質保証に関する議論も進展して

おり，今後，高等教育分野やFDにおける教育工学の役割は，さらに重要になってくると考えられる．

また，この数年，高等教育やFDに関する研究報告も増加しており，教育工学の立場から十分な議論

が求められる時期にきていると考えられる．そこで，本研究課題では，高等教育やFDの現状につい

て把握するとともに，実践的な取り組みについて研究発表を行う．そして，高等教育の質保証を鑑

み，高等教育やFDに対して教育工学は何ができるのか，何をすべきかを議論する． 

 

■K-8 教育／学習支援への工学的アプローチとその評価 

コーディネータ：柏原昭博（電気通信大学），平嶋 宗（広島大学）， 

室田真男（東京工業大学） 

 

教育や学習という事象に対して工学的に取り組むことの意義と，そのような取り組みをどのよう

に評価すべきかについて本課題研究で意見交換・議論を行う．工学的に取り組む上では，対象とな

る事象のモデリングと，そのモデルに基づくシステマティックな設計は，極めて重要な役割を果た

すものであり，このようなアプローチはその成果の説明可能性が高く，また漸進的で継続的な発展

を可能とする．しかしながら，実践的な評価，特に学習効果に関する評価を求められた場合，短期

間に成果をあげるのは簡単ではないともいえる．教育・学習の支援に新しい可能性をもたらす試み

として工学的な取り組みは欠かせないものであり，今後ますます奨励していくべきものである．本

課題研究では，教育・学習の支援に関して工学的に取り組み，評価のあり方について論じた論文を

募集する． 

 

（3）一般研究 

一般研究発表は以下のテーマのセッションで行われます．セッションは申し込みの状況に応じて統

合・分割などの調整を行うことがあります． 

なお，一般研究発表については，口頭発表とポスター発表のどちらかを発表者が申込時に選択できま

す．ポスター発表者は，発表セッションの定められた時間帯に，ポスター前で説明及び討論に従事しな

ければなりません

(1)語学教育・国際理解 (2)情報教育(情報活用能力の育成等) (3)教科指導におけるICT活用 (4)メ

ディア教育・メディアリテラシー (5)教師教育 (6)特別支援教育 (7)生涯学習・企業内教育 (8)看

護・福祉教育 (9)教育評価・データ解析 (10)授業研究 (11)授業設計・実践 (12)高等教育におけ

る教育方法 (13)教育ソフトウェア開発・評価 (14)学習コンテンツ開発・評価 (15)遠隔教育・遠隔

学習 (16)知的学習支援システム (17)認知（記憶，問題解決，脳・神経科学など） (18)教育メディ

ア (19)e-Learning（システム） (20)e-Learning（運用・評価） (21)協調学習と協調作業 (22)ワ

ークショップ (23)その他 

． 

 

（4）International Session 

発表及び質疑応答が英語で行われます．本セッションは，教育工学研究の国際化に対応するものであ

るとともに，特に若い研究者に対しては，国際学会等での研究発表や討論を有意義なものとするための

体験を提供する機会でもあります．発表は一般研究発表のいずれかのセッションと同じ時間帯で行われ

ます． 

 

（5）ワークショップ 

昨年度の大会にて実行委員会企画で実施されたワークショップは，本年度から大会企画委員会が中心

となって開催します．このワークショップは，参加者が設定したテーマについてインフォーマルに語り

あう場です．実践は進んでいるものの研究として認識されていない問題や，新しい情報技術の教育利用

などの萌芽的な研究について議論を行っていただくことを考えております．ワークショップは主催者主

導で進行していただきます．また，予稿の用意は必要ありません．なおプログラム集には，ワークショ

ップテーマ名・主催者/共催者名・概要が掲載されます． 

テーマは公募といたします．大会企画委員会では5-10件程度を想定していますが，会場の関係上応募
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多数の場合は調整させていただくことがございますのであらかじめご了承下さい．議論を通じて，教育

工学に関心を持つコミュニティが作られ，発展していくことを期待しています．積極的なご応募をお待

ちしております． 

応募のスケジュール： 

6月01日～30日 ワークショップ テーマ受付期間 

7月14日    ワークショップ テーマ決定（応募多数の場合，採否結果通知を致します） 

応募方法・応募先： 

電子メールにて，ワークショップ主催者と共催者の氏名，ご所属，メールアドレス，ワークショ

ップ名と概要（300字程度）を大会企画委員会（ ）までお送り下さい． 

なお，件名は「ワークショップ応募」として下さい． 

 

◆発表時間について 

発表時間は以下の予定です（発表件数に応じて変わる場合があります）． 

[課題研究] 課題研究の趣旨説明10分 研究発表各15分 総合討論1時間程度 

[一般研究] ＜口頭発表＞発表10分 質疑応答4分 

＜ポスター発表＞1セッション（在席責任時間は60分） 

[International Session] 発表13分 質疑応答5分 

 

◆発表内容の撮影，録音，録画等について 

発表者，参加者の双方に次のことをお願いいたします． 

1)発表者は参加者が発表内容を撮影，録音，録画する可能性のあることを承知の上で発表して下さい．

参加者に記録されると問題を生じさせる可能性はあるが，研究を進めるためには発表会場で参加者

と共有し，議論する必要がある内容を提示する場合には発表者自身が参加者に記録しないよう指示

して下さい． 

2)撮影，録音，録画したものについて，日本国の著作権法が規定している範囲以外で利用される場合

は，発表者の許可をとって下さい． 

3)大会スタッフが記録用写真やニューズレター用写真を撮影します．撮影を拒否される方は，記録係

のスタッフに撮影しないようお伝え下さい． 

 

4．大会までのスケジュール 

6月24日 木 課題研究発表申込書・プロポーザル（2～4ページ）提出締切 

6月30日 水 ワークショップ テーマ受付締切 

7月08日 木 課題研究採否決定通知 

7月14日 水 ワークショップ テーマ決定 

7月20日17時 火 

発表者の参加費事前送金締切（クレジットカード払い，郵便振込共に） 

課題研究発表原稿（2又は4ページ）提出 

一般研究発表／International Session申込書・原稿（2ページ）提出 

※17:00が最終締切時刻となります．原稿の差し替えは，7月27日17時まではWeb

上で可能です（電子メールによる差し替えは認められません）． 

7月27日17時 火 
提出原稿の差し替え締切（17時厳守．この時刻以降の原稿の提出は一切受け付

けません．） 

8月24日 火 
発表者以外参加費等事前送金期限（クレジットカード払い，郵便振込共に） 

（それ以降は送金しない） 

 

5．大会への発表申し込み等 

 

(1)発表者の資格 

・[発表者]は，本学会の会員に限ります．ただし，会員以外が連名者となることは，差し支えありませ

ん．ここでいう[発表者]とは，ファースト・オーサーあるいは連名者という意味ではなく，大会当日

発表される方を意味します．この会員には，発表申し込み時に入会される方も含みます． 

・発表原稿受付の段階で[発表者]が年会費を納入されていない場合には発表原稿を受け付けません．ま

た，[発表者]には，事前に，大会参加費を送金していただくことになっております．ご注意下さい．

発表原稿送付時に，JSETホームページ大会関係部分にて指定される「発表申し込み」の登録をしてい



- 8 - 

ただきますので，その登録時に年会費等の納入状況がチェックされます．事前に年会費等の納入をお

願いします．なお，大会企画委員会が特に発表を依頼した場合は，この限りではありません． 

・ワークショップの主催者は，事前送金締切までに，年会費，大会参加費を納入されていることが条件

となります． 

・維持会員に所属する者は最大3名まで個人会員として加入しなくても発表ができます．これに該当す

る発表者を事前に登録しますので，7月16日までに大会企画委員会（ ）にご連絡下

さい．この期限を過ぎた後の受付はできませんので，ご注意下さい． 

 

(2)発表申し込み件数の制限 

・会員は，[課題研究・一般研究・International Session]に，それぞれ1件（1人合計最大3件）を発表

者として申し込むことができます．さらに，ワークショップ1件を主催できます． 

・連名者の発表件数には，制限はありません． 

・類似の内容，シリーズ的な内容を複数の発表者に分割して申し込むことはできません．同一発表者が

課題研究と一般研究に申し込む場合も同様です． 

・課題研究は不採択になることがあります．その場合は［一般研究］として申し込むことができますが，

既に一般研究にも発表を申し込んでいる場合には，それを取り下げる必要があります． 

 

（3）課題研究の発表申し込み方法 

課題研究については次のように2段階の手続きが必要です． 

１）第1段階：発表プロポーザルの提出 

・発表プロポーザルを，6月24日(木)17:00までに提出して下さい． 

・ページ数はA4版2～4ページとします．フォーマットは特に定めておりません． 

・プロポーザルの提出は，オンライン(Web)受付のみとします．具体的なURLならびに詳しい手続きにつ

いては，JSETホームページの大会関係部分でお伝えします． 

・課題研究に申し込まれた発表は，大会企画委員会が発表の可否について審査します．発表の可否は，

発表内容だけでなく，全体の発表件数も考慮して決められます． 

・課題研究発表の採否は，7月08日(木)までに申し込み者に連絡します． 

２）第2段階：最終原稿の提出 

課題研究に採択された場合，最終原稿を下記により提出して下さい． 

・A4サイズで2又は4ページ．原稿用紙は送付しません．JSETホームページ大会関係部分に示される内容

に従って作成して下さい． 

・JSET大会ホームページから，7月20日(火)17:00までに，最終原稿のファイルを送信していただきます． 

・発表時間の希望には応じられません． 

 

(4)一般研究及びInternational Sessionの発表申し込み方法 

・7月20日(火)17:00までに，JSETホームページ大会関係部分から原稿ファイルを提出して下さい．事前

の発表申し込みはありません．この提出によって発表申し込みとします． 

・一般研究とInternational Sessionの原稿は共に，A4サイズで2ページです．1ページのものは受け付

けません． 

・原稿用紙は送付しません．JSET大会ホームページに示される指定に従って作成して下さい． 

・発表日時の希望には応じられません．また，発表者及び連名者には，大会企画委員会より「座長」の

依頼を受けた場合には，それをご担当いただきますので，予めご了承下さい． 

 

(5)CD-ROMの作成について 

前大会の論文集から，冊子体のものに加えて，論文本文の文字列検索が可能なCD-ROM（PDFファイル）

を作成することになりましたので，ファイル提出時の注意にしたがって提出して下さい． 

また，大会原稿の著作権を学会に譲渡いただくことについて今後検討されることが想定されています．

この件につきましては，理事会で決定されました時点でお知らせします． 
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(6)発表取り消しについて 

やむを得ない事情で発表を取り消しなさる場合には，すみやかに，大会企画委員会

（ ）までご連絡下さい．その場合には，論文集に原稿が掲載されていても，発表者

の業績としてみなすことはできません（学会から提供する発表リストから削除します）．なお，ポスタ

ー発表については，ポスターを掲示していても発表者が会場にいない場合は，発表取り消しとなります

ので，ご注意下さい． 

 

6．大会の参加申し込み及び受付等について 

大会に参加を希望される方は以下の手順に従って，申し込みをお願いします． 

 

(1)事前送金の場合の参加費等について 

事前に参加費等を送金される場合は，以下の金額を，事前支払期限までに送金して下さい．事前支払

期限は，発表者の場合，郵便振替の場合も，クレジットカード支払いの場合も7月20日(火)です．発表

者以外の方は，郵便振替の場合もクレジットカード支払いの場合も8月24日(火)です． 

 

参加費 正・准・名誉会員 2,500円（当日は4,000円） 

学生会員 1,500円（当日は3,000円） 

非会員 3,000円（当日は4,000円） 

懇親会費 5,000円（当日は6,000円） 

講演論文集代(CD-ROM付) 6,000円（当日も6,000円） 

講演論文集の送料(参加されない場合) 1,000円 

 

事前支払期限以降に送金された場合は，当日参加の場合との差額を会場でお支払いいただきます．な

お，事前支払期限までに発表者の参加費及び2009年度会費の納入が確認できない場合は，発表は取り消

しとなりますので，ご注意下さい． 

8月24日(火)までの変更については，返金は致しませんが，送金なさった分を次年度の年会費に振り

替えることができます．大会企画委員会（ ）までご連絡下さい．非会員の場合は入

会をしていただくことになります．この日以降は，変更を連絡いただいても，原則として返金等ができ

ないことをご了解下さい． 

大会参加費と論文集代を事前に送金したけれども，学会事務局に連絡することなく，大会に参加され

なかった場合には，その旨を大会企画委員会（ ）までご連絡下さい．論文集をお送

りします（送料は参加費で補填いたします）．ただし，その差額は返金できません． 

【重要】 原稿ファイルの提出に関するお願い． 

 
論文集の CD-ROM は，論文本文中の文字列の検索が可能になる方法で作成します．このた

めに，次のご協力をお願いいたします． 

PDF/X-1a形式による提出：（PDF/X-1a形式の説明は：http://www.jset.gr.jp/taikai26/） 

PDF/X-1a形式で提出していただきます．また，PDFだけでなく，元ファイル（MS-Word

形式や一太郎形式のファイル）も提出して下さい．TeXで作成される場合でも，フォン

トの埋め込み処理が行われていないことがありますので，ソースファイルすべてをひと

まとめにして（アーカイブ形式等），提出して下さい． 

【注意】 

1.原稿サイズ A4 版を B5版に縮小して印刷します．細い線が消えてしまう場合があります

ので，細すぎないように注意して下さい． 

2.PDF作成時に，図表やキャプションの位置が意図しない場所に移動することがあります．

作成した PDF を印刷してチェックしたのち，投稿して下さい． 

3.PDFにフォントが埋め込まれているか自信がない場合には，一般的なフォント，文字コー

ドを利用して下さい．文字コードによっては，検索できない場合もあります． 

4.大会ホームページに掲載される方法に従ってファイルを作成して下さい．提出していた

だいたファイルの書式や文字化け等のチェック作業は，大会企画委員会では一切行いませ

ん． 
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卒業業見込み年月が過ぎた学生会員で継続の連絡がない場合は，「准会員」に会員種別が変更されて

います．学生会員としての特典はありませんので，ご注意下さい． 

 

(2)事前の送金と参加登録について 

会員と非会員で参加費等が異なります．JSET大会ホームページ（http://www.jset.gr.jp/taikai26/）

の「参加申し込み」ページにアクセスして下さい．その画面で，①正会員・准会員・名誉会員の場合，

②学生会員の場合，③非会員の場合を選択できますので，それぞれの場合の説明に従って参加登録と送

金手続きをお願いします． 

また，送金方法として，3つの方法が準備されます．それらは，①クレジットカードによる支払い，

②郵便振替，③当日会場で現金で支払いです． 

なお，事前に送金をしていただける場合は，クレジットカード支払いと郵便振替のどちらかの方法を

ご利用下さい． 

①「クレジットカードによる支払い」の場合 

・前述の「参加申し込み」ページで，「クレジットカードによる支払い」を選択して下さい． 

・ただし，その際には学会から発行してご連絡してありますID・パスワードが必要です．パスワードを

お忘れになった場合は再発行いたしますので，大会企画委員会（ ）に，電子メー

ルでご連絡下さい． 

・その後表示される指示に従って，手続きをお願いします． 

・なお，学生割引は正規の学生会員に限ります．そのため，登録されている学生会員以外は割引価格で

は送金できないようになっています． 

②「郵便振替」の場合 

・会員が郵便振替で送金される場合も，「参加申し込み」ページで，「郵便振替」を選択して下さい． 

・その後表示される指示に従って，手続きをお願いします．その際表示される金額と送金内容を学会か

らニューズレターと一緒にお送りする郵便振替用紙に記入して，郵便局の窓口から送金して下さい．

なお，必ず会員番号をお書き下さい． 

・郵便局の窓口から送金されてから会員データベースに入力されるまで，1週間から10日かかります． 

・不足料金がある場合，電子メールアドレスがわかる方にはできるだけ事前に連絡しますが，全員には

ご連絡できないことも想定されますので，十分ご注意下さい． 

③「当日会場で現金で支払い」の場合の事前登録 

・「当日会場で現金で支払い」の場合でも，参加登録を事前にしていただきますと，会場での受付が非

常に簡便になります． 

・この場合，「参加申し込み」ページで「当日会場で現金で支払い」を選択して下さい． 

・その後表示される指示に従って，手続きをお願いします． 

・登録内容が自動的にメールで送信されますので，それをプリントして当日会場受付にお出し下さい．

当日参加票に記入する必要がなくなります． 

 

(3)大会受付票等の送付について 

事前送金された方々には，大会受付票等を9月上旬までにお送りします（予定）． 

・クレジットカード支払い，あるいは郵便振替で事前送金された参加者には，9月上旬までに，「大会受

付票」「大会参加証(名札用)」「領収書」を電子メールの添付書類でお送りします． 

・大会当日は，電子メールで送られた「大会受付票」等をプリントしてお持ち下さい． 

・ただし，電子メールアドレスが登録されていない会員には，大会受付票等が送られませんので，当日

会場に掲示される「事前送金者リスト」で番号を確認の上，その旨お申し出下さい． 

 

(4)当日の受付について 

①事前送金済みの場合 

・大会受付の「事前送金済参加者」窓口で，電子メールでお送りした「大会受付票」をお渡し下さい． 

・大会プログラム，大会論文集等をお渡しします． 

・プリントして持参していただいた「大会参加証(名札用)」を名札ケースにお入れ下さい． 

・大会受付票をお忘れになる場合に備えて，できれば受付番号をメモしておいて下さい． 

・大会受付票を持参されなかった方は，当日会場に掲示される「事前送金者リスト」で番号を確認の上

「事前送金済参加者」窓口にて，その旨，お申し出下さい． 

・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． 
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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，学会ホームページから参加登録を行った会員は，自動送信されたメールをプリントしてお持

ち下さい．会場で「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． 

・お支払いいただいた金額に応じて，大会プログラム，大会論文集等をお渡しします． 

・名札ケースに名刺を入れるか，お名前をカードに書いて入れて下さい． 

・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． 

 

(5)その他 

・学生割引は本学会の正規の学生会員に限ります．そのため，学生会員以外が割引価格の金額を送金さ

れた場合は，差額を申し受けます． 

・名札ケースは，最終日のお帰りの際に，口頭発表会場入口前に設置したボックスにご返却下さい． 

 

7．会場の設備について 

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）が利用可能です．

また，一部の口頭発表会場では無線LANが利用可能ですが，すべての会場には用意されていないため，

インターネットにアクセスできる環境は用意されていないと考えて発表の準備をお願いいたします．な

お，OHPや実物投影装置は用意しません．デジタルカメラとビデオコードをご持参いただき，資料提示

して下さい．機器の利用確認は，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．また，PCから音声を流す場合は，スピーカーを発表者自身でご用意下さい． 

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．ま

た，パネル前に長机（高さ70センチメートル程度）を用意しますので，配布資料やデモンストレーショ

ン用のパソコン等を置くことが可能です．ただ，ポスター発表会場にはインターネットにアクセスでき

る環境と電源は用意されていませんので，それを前提にした発表準備をお願いいたします． 

 

〒463-8521 名古屋市守山区大森2-1723 

 金城学院大学現代文化学部事務室気付 

日本教育工学会第26回全国大会 実行委員会事務局 宛 

電子メールでの問い合わせ先：（JSET-Conference26あっとまーくgenyo.kinjo-u.ac.jp） 

（注）「あっとまーく」を@に修正して下さい． 

 

8．企業の展示について 

大会期間中，企業による製品等の展示も行います．出展，ならびに大会プログラム等における広告を

募集いたしますので，ご希望の方は大会企画委員会企業展示ワーキンググループ（ ）へ

お問い合わせ下さい．なお，出展・広告申し込みの第1次締め切りは，6月18日(金)です． 

 

9．宿泊について 

金城学院大学生協で斡旋する予定です．詳しくは大会Webサイト等でご案内します． 

 

10．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． 

日本教育工学会 大会企画委員会  問い合わせ用電子メールアドレス：  
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大会企画委員会 
委員長：東原義訓(信州大学) 
副委員長(五十音順，以下同様)： 前迫孝憲(大阪大学)， 室田真男(東京工業大学) 
幹事：石川 真(上越教育大学)， 椿本弥生(東京大学)  
委員：大島 純(静岡大学)， 大谷 尚(名古屋大)， 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)， 栗山 健(学研教育出版)， 
黒田 卓(富山大学)， 柴田好章(名古屋大学)， 清水悦幸(内田洋行)， 
鈴木克明(熊本大学)， 高橋 純(富山大学)， 竹中真希子(大分大学)， 
田中博之(早稲田大学)， 豊田充崇(和歌山大学)， 中川一史(放送大学)， 
永田智子(兵庫教育大学)， 長谷川元洋(金城学院大学)， 飛弾信崇(ベネッセコーポレーション)， 
平嶋 宗(広島大学)， 舟生日出男(広島大学)， 益子典文(岐阜大学)， 
美馬のゆり(はこだて未来大学)，山田政寛(金沢大学) 

担当副会長：山西潤一(富山大学) 
アドバイザー：清水康敬(東京工業大学)，永野和男(聖心女子大学) 
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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 情報モラル教育・ネットいじめ対策／一般 
●日  時：２０１０年 ５月１５日（土） 
●会  場：北海道教育大学旭川校（教育学部 共通教育棟１階） 
      （〒070-8621 旭川市北門町９丁目） 
●担  当：村田育也（                           ）  

プログラム           発表時間：発表 1 件につき 24 分（発表 19 分程度，質疑 5 分程度） 

A 会場(P101 教室)，B 会場(P102 教室) 

10:00-10:10 諸連絡 

10:10-11:50 午前の部 

A1）自律学習を基盤としピア･ラーニングとピア･レビューを組み込んだ教科教育科目の構想 
三橋功一（北海道教育大学） 

A2）シンガポールにおける関数電卓を用いた数と式の指導 
黒田恭史（佛教大学），岡本尚子（日本学術振興会） 

A3）大学生を対象とした正規表現の試験における CBT と紙の比較 
竹内俊彦（東京福祉大学／教育テスト研究センター），涌井智寛（茨城大学） 

A4）試験問題に登場する励ましの言葉をかける今風のキャラクター画像が受験者に及ぼす影響に関する

検討 
加藤由樹（東京福祉大学／教育テスト研究センター）， 
加藤尚吾（東京女子大学／教育テスト研究センター）， 
赤堀侃司（白鴎大学／教育テスト研究センター） 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
B1）マンガ初学者のための４コママンガｅラーニングコースの設計と実践 

菅谷充（早稲田大学大学院） 
B2）ピア・レスポンスに対する満足度とその理由 

冨永敦子・向後千春（早稲田大学） 
B3）ブレンド型授業の前後における受講生の e ラーニング指向性の変化 

向後千春・冨永敦子（早稲田大学） 
B4）コーパスに基づいて聞き手反応の教育的重要度を導き出す手法の検討 

歌代崇史（北海学園大学），柳沢昌義（東洋英和女学院大学） 
 

12:50-13:00 委員会挨拶・諸連絡 

13:00-15:05 午後の部第一部 

A5）情報モラル教育のあり方 －情報メディアの匿名性と個人性に注目して－ 
村田育也（北海道教育大学） 

A6）小学校 3 年生を対象とした電話に関する情報モラル学習の展開とその効果 
小山史己・岡本恵子・鈴木貴子・栗原健（津市立西が丘小学校）， 
下村勉・須曽野仁志（三重大学） 

A7）実体験を基にしたネットコミュニケーションにかかわるモラル指導に関する研究 
－実体験の有無による学習内容・学習効果の違いに着目して－ 
長谷川春生（兵庫教育大学大学院），久保田善彦（上越教育大学大学院） 

A8）情報モラル指導に関する保護者向けの情報提供の評価 
山本朋弘（熊本県教育庁），溝口博史（熊本県立教育センター），清水康敬（東京工業大学） 

A9）デジタルリテラシーの調査結果から見る子ども・教師・教員養成学生の共通点と差異 
小柳和喜雄（奈良教育大学大学院） 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
B5）中学生を対象としたロボット作りワークショップの開発 

－ピコクリケットを用いたワークショップを事例として－ 
今井亜湖（岐阜大学教育学部），井戸康智（岐阜市立岐北中学校），船戸健司（岐阜大学大学院）， 
鈴木織江（名古屋市立東築地小学校），棚橋美保（大垣市立大垣南小学校）， 
内記麻子・北川美宏（ＣＳＫホールディングス） 

研究会 

2010 
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B6）学習者によるデジタルストーリーテリングとＡＤＭＳＡＲモデル 
須曽野仁志（三重大学） 

B7）大学生によるデジタルストーリーテリング「自分への手紙」と作品分析 
井川朋香（三重大学大学院），須曽野仁志（三重大学），鏡愛（津市立東観中学校）， 
下村勉（三重大学） 

B8）能力記述を用いた電子ポートフォリオ･英語学習教材の開発 
田中洋也・マクラーティ･チャールズ・ソーラ･サイモン（北海道情報大学）， 
前田真人（電子開発学園） 

B9）Xbox 360 を利用した英語学習環境の開発 
竹内典彦・森川悟（北海道情報大学） 

 
15:20-17:25 午後の部第二部 

A10）ケータイ所持の有無が情報モラル学習にあたえる影響 
中里真一・久保田善彦（上越教育大学大学院） 

A11）Web 調査の信頼性の確認と青少年のインターネットや携帯電話の利用に関する調査分析 
清水康敬（東京工業大学），小泉力一（尚美学園大学），山本朋弘（熊本県教育庁）， 
横山隆光（岐阜県池田中学校） 

A12）これからの子どもに求められる能力にかかわる考察（３） 
－全米教育技術能力基準・生徒版に対するイメージ調査から－ 
波多野和彦（江戸川大学），奥野雅和（京都文教高校），山路進（日本私学教育研究所）， 
三尾忠男（早稲田大学），坂元昂（日本教育工学振興会） 

A13）短大型入学前教育「コミュニケーションリテラシー」の構築 
小棹理子・伊藤善隆・岩崎敏之・高橋可奈子・藤澤みどり（湘北短期大学）， 
佐藤明宏（神奈川県立藤沢高校），原満（川崎市立川崎総合科学高校）， 
関祐太郎（早稲田大学大学院） 

A14）学校ホームページを継続して取り組むことで見えてきた成果と課題 
宮沢元（長野市立鍋屋田小学校），豊福晋平（国際大学） 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
B10）学習における「負の転移」時の脳活動データの特徴について 

岡本尚子（日本学術振興会），黒田恭史（佛教大学） 
B11）大学の授業における学びの楽しさ要因の段階と知識欲求との関連性 

松村智恵（早稲田大学大学院） 
B12）知識の多様な外化表現と創発的分業による協同的な知識構築 

舟生日出男（広島大学大学院），加藤誠（北海道立教育研究所）， 
久保田善彦（上越教育大学大学院），鈴木栄幸（茨城大学），加藤浩（放送大学） 

B13）マンガ表現法による振り返りが教育実習生の指導案改善に与える効果 
鈴木栄幸（茨城大学），望月俊男（専修大学），久保田善彦（上越教育大学大学院） 

B14）中等教員養成における「総合的な学習の時間」の指導力育成方法の検討と実践 
松田稔樹・佐藤亮太・石井奈津子（東京工業大学大学院） 

 

●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．また，当日受付にて年

間予約購読の申込みも可能です．尚，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

ませんのでご注意下さい． 

※郵便振替にて研究会報告集の年間予約購読代金を送金される場合，事務局の確認およびシステムへの登

録作業に時間がかかるため，研究会当日の受付時に受付システムで入金の確認ができないことがありま

す．受付システムで入金が確認できない場合には，郵便振替での送金を証明する控え等で入金の確認を

させていただきます．証明できるものがない場合には，報告集代を一旦徴収し，確認がとれた時点で次

年度の研究会報告集の年間予約購読代金の一部とさせていただきますのでご了承下さい． 

● 交通案内：公共交通機関をご利用下さい．詳しくは，北海道教育大学旭川校 Web サイトの「アクセス

マップ」をご参照下さい． 
http://www.asa.hokkyodai.ac.jp/intro/access.html 

● お知らせ：研究会当日は大学生協の食堂および購買が営業しております．大学周辺の飲食店はわずか

です． 
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研究会の発表募集        テーマ： 新時代の学習評価：理論・システム・実践／一般 
●日  時：2010年7月3日（土） 

●申込締切：2010年5月9日（日）＊まもなく締切 

●会  場：電気通信大学（担当：植野真臣） 

●原稿提出：2010年5月30日（日） 

●募集内容： 
 近年，学習理論の主流が構成主義に変化してきたこと

により，評価理論はテストのみによる評価から，より自

然で真正な文脈における評価へ移行しつつあります．一

般の社会では人の能力をペーパーテストのみで評価する

ことは少なく，むしろパフォーマンス（成果）で評価す

ることのほうが多く，一人の審査者が評価するよりも共

同体のメンバたちによって評価されることも多いといえ

ます．最近の学習評価では，このような自然な学習評価

の環境を重視し，学校化されたテストの仕組みから抜け

出し，より真正で実践的な評価が提案されつつあります．

今回，このような新しい学習観，知識観に基づいて提案

された新しい学習評価手法の理論研究，システム開発研

究，実践研究についての発表を募集します． 

●発表申込締切から原稿提出締切までの期間

が短くなっておりますのでご注意下さい． 

●申込方法：研究会Webページよりお申し込み

下さい． 

 http://www.jset.gr.jp/study-group/ 

●原稿執筆：締切後１週間以内に，申込時に登

録されたアドレスに発表の採択結果と執筆要

項を電子メールにて送付いたします． 

●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．尚，期限までに提出いただけない

場合は，キャンセルとさせていただく場合があ

ります． 

今後の研究会の開催予定 
開催日 募集テーマ（予定を含む） 開催場所 
2010年10月23日 

2010年12月18日 

2011年03月05日 

メディアの活用と教育・学習環境／一般 

ICTを活用した FDと大学・高大連携／一般 

学校現場に対する支援／一般 

茨城大学 
大分大学 
静岡大学 

●発表申込み締切は概ね開催日の２ヶ月前となります． 
●研究会に関するご意見・ご希望，研究会テーマ・企画などありましたらお気軽に研究会幹事までお寄せ下さい． 

  E-mail: 

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）．年間5冊，各研究会平均38件程度（平成21年度実績）

の研究発表が掲載されます． 

 詳しくは，研究会Webページ（http://www.jset.gr.jp/study-group/houkoku.html）

をご覧下さい． 

研究会の開催報告 
●日  時：2010年03月06日 

●発表件数：69件 
●会  場：広島大学 

●参加者数：149名 
 「教育実践を指向した学習支援システム」というテーマで，

平成 21年度第 5回の研究会を開催致しました．コンピュータ

やインターネットの発展・普及に伴い，これまで，多数の学

習支援システムが開発され，授業実践で活用されております．

具体的なシステムや授業実践のみならず，関連する様々な研

究も含めて，研究報告及び活発な議論が行われました．当日

は 69 件の研究発表が行われ，149名という多数の皆様にご参

加いただきました．このように多くの参加者のもとで様々な

発表がなされたことからも，教育実践や学習支援システムと

いったテーマに対する関心は一層高まっていると思われま

す．会場では，プロジェクタの接続や暖房の面などで一部，

ご迷惑をお掛けする場面がありましたが，参加者の皆様のお

かげで，大過なく研究会を終えることができました．研究会

にご参加いただきました皆様に，心より御礼申し上げます． 

担当：舟生日出男（広島大学） 
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大学教員のためのFD研修会（ワークショップ）の報告 
 

本研修会は本学会がこれまでの知見を生かし大学教育の授業改善や教員の授業力向上に寄与するた

めに平成20年度から実施している．今年度は3月21日（日）に港区立高輪台小学校を会場にして実施し

た．大学教員8名，大学院生5名，小学校教員1名が参加した． 

午前中は「大学授業における課題の抽出・整理ワークショップ」を行った．４つのチームに大学院生

が必ず入るようにした．各自が付箋に具体的な問題を記述し，チームごとに異なる手法（ＫＪ法やマト

リクス，ウェビングなど）を用いて分類・整理し，その結果を大型付箋に記述した．その後，各チーム

が大型付箋の内容を紹介しながら，黒板上でＫＪ法により整理した．最終的に「授業のマネジメント」

「授業展開の改善」「学習意欲の高め方」の3つの課題にまとめることができた． 

午後の一番は，大学における授業の工夫・改善の草分け的

存在である織田揮準氏（皇学館大学教授，三重大学名誉教授）

による講演「授業改善から学習改善へ～大福帳の活用を中心

に～」を拝聴した．「大学生の授業満足度の国際比較」，「教

員の授業改善及び学生の自立的学習を支援するユニバーサ

ルツールとしての『大福帳』の特徴」，「『大福帳』の誕生秘

話や開発・活用の変遷，学生による授業評価の変容」，「様々

な学びを通しての事実，気づき，教訓，課題を書き残す４行

日記の効能」など，幅広い観点から示唆深い話を伺った．数

多くの大学で授業評価を実施しているもののその年度の受

講生が改善の恩恵を受けることができていない現実がある．

「大福帳」を用いた授業では学生からの評価を受けながら形

成的に授業改善ができている．形成的な授業評価と即時的な

改善の必要性を改めて考えさせられた． 

講演後に「課題解決ワークショップ」を行った．午前中に

まとめた３つの課題に「コミュニケーションの工夫・改善」

を加え4チームに分かれて実施した．「自分が一番取り組みた

い，一番活躍できる課題」を選択してもらった．これまでの

授業の経験や知識，講演などを踏まえ，各課題を解決するた

めの具体的な手だてを書き出し，整理し構造化した．手法と

してはＫＪ法を取り入れた．その成果を発表し，共有化を図

った． 

最後に「授業プラン見直しワークショップ」を行った．ま

ず，各自が持参した授業計画を紹介し，その中から１つを選

んで模造紙の真ん中に貼り付け，その周りにチームで考えた

改善策を貼って整理していくものである．各メンバのこれま

での授業の経験や知識，織田氏の講演内容，２つ目のワーク

ショップの成果等を生かして様々な具体的なアイデアが生み

出された．運良く「まな板の鯉」となった参加者には大変あ

りがたいワークショップとなった．成果物を大事そうに抱え

て帰路につく姿が印象に残った．課題を抽出・整理し，課題

解決の手がかりとして講演を聞き，課題解決を行い，最終的

に一日の学びを生かして授業計画の見直し・改善を図るとい

った展開とした．極めてハードな研修会ではあったが，講演

と3つのワークショップの内容につながりをもたせたためか，アンケート結果からは高い評価（内容・

講演・形式・課題の各項目の評定平均が4.6から4.9の範囲内）を得た． 

なお，参加者は本研修の学びを提示した観点に従ってレポートにまとめる．委員会が召集した委員に

よる評価を経て学会より認定書を発行し，本研修を受講したことを証明することになっている． 

最後に，講師としてお招きしたにもかかわらず全てのワークショップにも参加していただいた織田先

生，会場として施設・設備を快くご提供いただいた高輪台小学校井上文俊校長にこの場を借りて改めて

御礼申し上げたい． 

文責：村川雅弘（日本教育工学会ＦＤ特別委員会委員長） 
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2009年度 冬の合宿研究会 in 宮城 の報告 
 

去る2月27日(土),28日(日)の両日,2009年度冬の合宿研究会が「かんぽの宿 松島」にて開催された．

事前に定員を超える申し込みがあったが，当日キャンセル等もあり，最終的には37名が参加した． 

１日目は,木原俊行企画委員会委員長(大阪教育大学)の開

会挨拶のあと,吉崎静夫氏(日本女子大学)より, 「現代の教育

課題と教育工学研究のデザイン」という演題で基調講演が行

われた．まず,教育工学における実践研究の４分類（研究技法

や道具の開発，教育実践の記述および要因分析，教育実践の

改善および学習環境づくり，教師の教育実践力の育成）が示

され，代表例として再生刺激法を用いた子どもの認知・情意

過程の把握を試みた研究，授業ルーチンに関する研究，初等・

中等・高等教育における教育方法の改善・開発に関する研究

が４分類と関連づけられて解説された． 

続いて４人の研究者から実践研究の方法論について提案が

なされた．豊田充崇氏（和歌山大学）からは，学習効果の検

証事例として，デジタル教科書を用いた実証実験の計画及び分析手法と，ICT活用頻度と学力の関係を

分析した研究が紹介された．続いて森田祐介氏（早稲田大学）が，実践における教材・システムの効果

検証の例として，PDAを用いた野外観察学習の実践における評価手法を示した後，フロアを交えて実践

研究におけるシステムの適用範囲に関する討議がなされた．内垣戸貴之氏（福山大学）は，デザイン理

論の授業実践への適用について，ルーブリックによる思考力の育成に焦点化した授業デザインの改善を

試みる，ケーススタディを提案した．最後に島田希氏（信州大学）からは，学校研究に関するアクショ

ンリサーチの例として，ある小学校における総合的な学習の授業開発事例とその過程における研究者の

関わりが示された．その後，それらを踏まえながら，フィールドとの関係構築，研究の立案過程につい

ての討議がなされた． 

その後のワークショップでは,稲垣忠氏（東北学院大学）のコーディネートのもと,実践研究を模擬的

に構想する機会が設けられた．６つのグループに分かれ，まず，仙台市や宮城県の学校教育・社会教育

の実践者が自らの実践について語った．提供者とテーマは次の通りである． 

(1)小学校社会科における放送番組の活用(遠藤浩志氏：仙台市立松陵西小学校，菅原弘一氏：仙台市教

育委員会) 

(2)学校研究における授業モデルの開発(遠藤麻由美氏：栗原市立大岡小学校) 

(3)映像教材の開発を通した情報モラル教育(岡本恭介氏：学校法人朴沢学園明成高等学校) 

(4)数学科における電子黒板の活用効果(佐藤徳顕氏：宮城県仙台西高等学校) 

(5)ICT活用と教員の力量形成(佐藤靖泰氏：富谷町立東向陽台小学校) 

(6)社会教育における映像制作ワークショップの実践(白井浩氏：仙台市教育委員会) 

参加者は，実践報告をもとに，着目したい実践上の問題，その解決方法や評価方法，期待される結果，

研究上の課題点の４つのフェイズを順に討議し，要点を画用紙にまとめた．第１日目は各グループから

の口頭による，実践研究のプロポーザルの中間報告で終了した． 

２日目は，ワークショップの成果を画用紙等に最終的にまとめる時間を設けた後，グループごとに，

研究構想に関する発表と討議を行った．討議にはフロリダ州立大学のW.W.Wager氏らも参加し，実践の

デザイン，検証方法，研究の意義等に関する意見が交わされた． 

最後に「これからの実践研究に求められること」と題したパネルディスカッションを催した．吉崎静

夫氏，宮田 仁氏（滋賀大学），木原俊行氏が登壇し，各グループによる研究構想の講評とともに，研

究者にとっての実践研究と教師自らが行う実践研究の違い，それぞれの意味づけについての提案が行わ

れた．質疑に入るところで本合宿の開催地である宮城県沿岸に大津波警報が発令されたため，残念なが

ら会の中止を余儀なくされ，そのまま終了となった． 

両日を通じて地元仙台・宮城を中心とした教育現場の方々が多数参加し,全国から集まった教育工学

研究者との間で熱心な討議が繰り広げられた．研究者にとっては，実践者自身の問題意識をベースにし

た教育実践研究のあり方を考えるために，実践者にとっては教育工学的な問題解決方法を会得するため

に，貴重な機会となった．それは，多くの講師陣やスタッフ,そして積極的にワークショップ，討議に

参加いただいた実践者と学会員の皆様に支えられたことに依る．関係の皆様に改めて感謝申し上げたい． 

文責：稲垣 忠(東北学院大学) 
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2009年度 産学協同セミナーの報告 
（続）職業的専門性としての教育工学～教育工学を学ぶ・送り出す・一緒に働く～ 

 

2010年03月19日(金)13：30～17：00 に株式会社内田洋行の東京ショールームを会場にして，2009年

度産学協同セミナーが催された． 

昨年度に引き続き，「職業的専門性としての教育工学」をテーマに，企業・社会で活躍されている若

手の方々，学生を関連企業等に送りだす大学教員，企業の人事責任者から話題提供を頂戴し，教育工学

の専門性を有する人材の育成を大学・企業の双方からどのように支えたらよいかについて，ディスカッ

ションを行なった． 

大久保昇氏（内田洋行）による趣旨説明の後，大学・大学院で教育工学を学んだ，あるいは現在も学

び続けている，企業・社会で活躍されている，以下の７人の若手の方々から，自己紹介を含め，自身の

活動と教育工学の学びの接点について語っていただいた． 

森下 学氏（株式会社学研教育出版 デジタルコンテンツ事業室） 

村上 守氏（チエル株式会社 技術開発部 製品開発課） 

土井 大輔氏（株式会社内田洋行 教育システム事業部） 

川井 重明氏（株式会社富士通ラーニングメディア） 

平野 智紀氏（株式会社内田洋行 次世代ソリューション開発センター） 

宮原 俊之氏（明治大学教育支援部ユビキタス教育推進事務室） 

中尾 教子氏（株式会社内田洋行 教育総合研究所） 

諸氏は，教育現場における実践的な研究やプロジェクトベースの研究等に関わる経験を通して，現実

の複雑さを知り，それらを整理・可視化し，教育をよりよくするために問題解決していく過程やそのた

めの知恵を体験的に学んできたこと，そこでの学びが現在の仕事・業務に直接的・間接的に活かされて

いることを，個性的に語ってくれた． 

次いで，学生を関連企業へ送り出す立場から山西潤一氏（富山大

学）が，教育工学を学ぶことを通してどのような能力が育成される

のかという見地から，企業の人事責任者の立場から齋藤憲次氏（株

式会社内田洋行取締役人事部長）が，それらは企業が求める能力な

のかという視点で，コメントした．教育工学が問題解決の学問であ

り，それを学ぶことによって，企業が求める創造的・論理的思考力

と感受力・表出力を含む対人力が高められていることが確認された． 

最後に，鈴木栄幸氏（茨城大学）のコーディネートにより，コメ

ント・質問シートに基づいて，全体討論が行われた．大学での学び

について７名の若手報告者から，大学が社会人に学ぶ機会を広く提供し，それらが学び直しの場，学び

を深める場，まったく新しいことを学ぶ場として機能すること，教育工学を学んだ学生・院生に対する

キャリアマネジメントを充実させる必要性があることが呈され

た．また，大学での調査，研究の実績や就職後の研究室，研究者

等との共同研究について，企業が積極的に評価することへの期待

も表明された． 

これらを受け，学会として，人材育成にどのように寄与できる

かを考えると同時に，教育工学を教える者の責任として，どのよ

うな人材を送り出すのかについて，さらに議論を深めていく必要

があることが共通理解された．教育工学を学んだ人材の活躍の場

を広げていくために，年次大会に産学協同セミナーを位置づける，

学会誌に産学連携の分野を設ける等の工夫が必要である，といっ

た意見が出された． 

文責：野中陽一(横浜国立大学) 
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第13期第7回理事会議事録 
 

日 時：2010年03月20日(土)14:40～17:00 

場 所：聖心女子大学 341号室 

出 席：理事：永野和男会長，永岡慶三副会長，山西潤一副会長，赤倉貴子，大久保昇，清水康敬，    

東原義訓，堀田龍也，前迫孝憲，室田真男，村川雅弘，矢野米雄，南部昌敏，       

三宮真智子 

監事：近藤 勲，生田孝至 

 

永野会長より，理事会の開催会場は今後も聖心女子大学となることが報告された． 

 

1.第13期第6回理事会議事録を承認した． 

2.会員の移動について承認した．（会員総数2,630名） 

3.各種委員会報告について 

(1) 編集委員会 

1)清水編集長より編集の進捗状況について報告された． 

2)別刷の追加印刷希望への対応は行わないこととした旨が報告された． 

(2) 研究会委員会 

1)発表申請受付時に「テーマ」「一般」の種目を発表者が申請することが提案され承認された． 

2)研究会開催時におけるビラ配布及び展示に関するルールを審議中であることが報告された． 

(3) 企画委員会 

1)永野会長より2月27-28日の冬の合宿研究会は37名の参加であったことが報告された． 

2)平成22年度の夏の合宿研究会，冬の合宿研究会の開催計画が説明された． 

(4) 大会企画委員会 

1)東原大会企画委員長より大会準備の進捗状況について報告された． 

2)平成23年度，24年度の大会開催校を検討中である旨が報告された． 

(5) 顕彰委員会 

研究奨励賞，論文賞の推薦の進捗状況について報告された． 

(6) 国際交流 

矢野委員・近藤委員より，日中教育工学研究交流フォーラムの企画について説明があった．種々

意見交換が行われた結果，会長と国際交流委員長とで打合せていくこととなった． 

(7) 特別企画（FD） 

村川委員長より，3月21日のFD研修会について説明された． 

(8) 広報委員会 

赤倉委員長よりJSETニューズレター171号，172号の台割案について提案され承認された． 

(9) 事務・統括 

山西副会長より，組織検討委員会における検討結果についての答申がなされた． 

4.25周年記念事業の経過について 

(1) 学会ロゴについて51名から97点の応募があり，選定委員会において厳正な評価を行った結果，11

点に絞った旨が報告された． 

(2) 「教育工学選書（仮称）」の出版について，清水編集委員長より説明があった． 

(3) 総会時に開催する「記念シンポジウム」の準備状況について，永野会長より説明された． 

以上 
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新入会員 （2010年01月19日～2010年03月15日） 
 

■正会員 12名 

 
藁谷 郁美（慶應義塾大学） 
岡本 勝（広島市立大学大学院） 
長井 薫（世田谷区立芦花小学校） 
若山 公威（名古屋外国語大学） 
井垣 宏（神戸大学大学院） 
柴田 義孝（岩手県立大学） 
棚橋 尚子（奈良教育大学） 
内海 昭彦（新発田市立二葉小学校） 

高野 良子（天使大学） 
渡邉 均（東京理科大学） 
大久保 智生（香川大学） 
横山 正子（神戸女子大学） 
 
■学生会員 6名 

 
宮本 健吾（広島大学教育学部） 

加来 眞哉（東京工業大学大学院） 

岩本 尚希（桜美林大学大学院） 

鈴木 章裕（筑波大学大学院） 

山元 有子 

（早稲田大学人間科学部eスクール） 

中里 真一（上越教育大学教職大学院） 

 
■准会員 1名 

 
平松 秀信（㈱大水） 
 

 
 
 
 
2010年 

  5月15日(土) 研究会「情報モラル教育・ネットいじめ対策」 （北教大旭川校） 

  6月19日(土) 第26回通常総会・25周年記念シンポジウム，25周年記念感謝の集い 

（聖心女子大学） 

  7月03日(土) 研究会「新時代の学習評価：理論・システム・実践」 （電気通信大学） 

  8月07日(土)～08日(日) 夏の合宿研究会 （福山大学社会連携研究推進センター） 

  9月18日(土)～20日(月) 第26回全国大会 （金城学院大学） 

 10月23日(土) 研究会「メディアの活用と教育・学習環境」 （茨城大学） 

 12月18日(土) 研究会「ICTを活用したFDと大学・高大連携」 （大分大学） 

2011年 

  3月05日(土) 研究会「学校現場に対する支援」 （静岡大学） 
  
 

お問い合わせ先（Eメールアドレス） 
 

◆ 論文投稿に関するお問い合わせ ···························· 編集委員会（ ） 
◆ 研究会の開催についてのお問い合わせ ············ 研究会事務局（ ） 

◆ 全国大会の開催についてのお問い合わせ ············· 大会企画委員会（ ） 

◆ 合宿研究会やシンポジウムの開催についてのお問い合わせ ···· 企画委員会（ ） 

◆ ニューズレター編集に関するお問い合わせ ·················· 広報委員会（ ） 
◆ その他のお問い合わせ ···································· 学会事務局（ ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広報委員会 
編 集 長：清水康敬，担当副会長：永岡慶三， 
広報委員長：赤倉貴子，幹事：伊藤剛和，委員：永田智子，皆川 武，宮田 仁 

E-mail：  
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