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日本教育工学会第28回全国大会のお礼 
大会実行委員会委員長  藤木 卓（長崎大学） 

 

 朝夕，めっきりと冷え込んで参りました今日この頃，会員の皆様方におかれましてはご健勝のことと

拝察いたします．全国大会を長崎で開催いたしましたのが，随分昔のように感じられ，不思議な気がい

たします． 

 さて，日本教育工学会第28回全国大会を，去る09月15日（土）～17日（月）の日程で長崎大学文教

キャンパスにて開催させていただきました．台風の影響で２日目の午後から雨になり，３日目には全て

のセッションが中止になるという大ハプニングに見舞われました．台風の影響でセッションが中止にな

るのは，28年に及ぶ教育工学会の歴史の中で初めてではないでしょうか．その意味では，歴史に残る大

会であったと言えるのかもしれません．このような状況にも関わらず，830名を超える皆様方のご参加

を得ることができましたし，昨年を超える25社の企業展示，290名ものの懇親会参加者がお集まり下さ

いました．これも偏に，永野会長及び室田大会企画委員長をはじめ，大会企画委員の先生方，そして多

くの皆様方のご協力の賜と，感謝申し上げる次第です．本当にありがとうございました． 

 昨年，長崎大会が決まり体制を整えるに際しまして，今後の地方開催のモデルになるような，コンパ

クトな大会とする方針を立てました．そして，最も仕事が錯綜する受付を中心に仕事内容を整理し，ア

ルバイトスタッフの２／３を外部委託するとともに，実行委員会の開催も大会前日を除いて１回だけに

留めました．それにも関わらず，大きな混乱は見られなかったと聞き，ホッと胸を撫で下ろした次第で

した．これも，アルバイトスタッフと共に同じ T シャツを着て汗を流して下さいました，実行委員の先

生方のご尽力のお陰と感謝いたしております． 

 来年は，秋田大学で開催されると言うことで，全体会の折に浦野先生からご挨拶がございました．来

年の本大会も，きっと盛会となることと思います．日本教育工学会全国大会の今後ますますの発展を祈

念いたしまして，簡単ではございますがお礼のご挨拶とさせていただきます．

 
 

日本教育工学会第 28 回全国大会の報告 

大会企画委員会委員長 室田真男（東京工業大学） 

 
日本教育工学会の第28回全国大会は，09月15日（土）から17日（月）

の３日間にわたり，長崎大学文教キャンパスを会場に開催されまし

た．今大会は，台風16号の影響で，大会３日目のセッションを中止

にせざるを得ないという緊急事態がありましたが，830名を超える多

くの教育工学関係者の参加を賜り，盛会となりましたこと心より御

礼申し上げます．中止になった３日目のセッションで発表を予定さ

れていた皆様には残念な事態となってしまいましたが，安全を第一

に考えた決定であったことをご理解いただければ幸いです．なお，

中止になったセッションで予定されていた発表は，公的に発表した

こととみなします．全体の発表件数は495件（シンポジウム７件，ト

ークセッション８件，課題研究46件，一般研究（口頭）296件，一般

研究（ポスター）124件，International Session14件），ワークショ

ップ７件という，例年どおり大規模な大会となりました． 
藤木卓大会実行委員長をはじめとするスタッフの方々には，朝の

元気な挨拶から始まり，きめ細やかな配慮で参加者を迎えていただ

きました．また，台風による緊急事態に対しても柔軟にご対応いた

だき，無事に大会を終えることができました．おそろいのTシャツを

着て，汗をかきながら大会を支えて下さったことに感謝いたします． 
今大会の特徴としては次のことが挙げられます．（１）全体セッションにおける新たな取り組みとし

てトークセッション「JSET Talks：社会のデザイン，学びのデザイン」が企画されました．（２）全体

会では，永野和男会長（聖心女子大学）により，「教育工学の原点，その対象領域と方法をめぐって」

と題する会長講演をしていただきました．（３）大会参加費にCD-ROM版の講演論文集が含まれること
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になりました．（４）事前登録された参加者は，講演論文集を大会の１週間前にダウンロードできるよ

うにしました．（５）企業展示に出展頂いた企業のプレゼンテーションの場として，企業ランチセッシ

ョンを開催しました．（６）国際交流委員会が担当し学会として招聘した韓国教育工学会のKim, Heebae
会長に，全体会にてご挨拶いただきました．（７）昨年に引き続き託児室を提供しました． 
さて，大会１日目は，一般研究発表１（口頭発表９会場）で始まり，午後には２つの並行シンポジウ

ム，続いて一般研究発表２（口頭発表13会場）とInternational Session(1)（１会場）が催されました．

各会場とも盛況で，活発な討論が繰り広げられました．初日から２日間は，25社の企業等のご協力によ

り展示会が開催されました． 
大会２日目には，午前中に一般研究発表３（口頭発表13会場

およびポスター発表）が催されました．お昼には，７件のワー

クショップが開催されました．午後の全体会では，長崎大学学

長の挨拶，研究奨励賞と論文賞の表彰と受賞者によるプレゼン

テーション，韓国教育工学会会長の挨拶，次期全国大会開催校

の秋田大学の浦野弘先生による第29回全国大会のご案内

（2013年09月21日（土）～23日（月））をしていただきました．

その後，永野会長による会長講演が行われました．続く全体セッションでは，新企画トークセッション

が催されました．台風の接近により夕方から雨が降り始めましたが，懇親会は大学生協にて無事開催さ

れ，290名の参加者が集いました． 
大会２日目夕刻に長崎市内に台風による暴風警報が発令されましたので，大会３日目の午前中に予定

されていた一般研究発表４のセッション（口頭発表11会場とポスター発表）ならびにInternational 
Session (2)（１会場）は中止となりました．その後，午後の課題研究発表のセッション（９会場）も中

止となりました．ただし，課題研究セッションを自主シンポジウムの形で開催することとし，無理なく

会場に来られる方のみでセッションを催しました．いずれの課題研究セッションも非公式な開催であり，

必ずしも全ての発表がなされたわけではありませんが，課題研究はテーマの継続性が大切であるため，

セッションの報告を今号のニューズレターに掲載することにしました．なお，大会３日目に発表を予定

されていた方で，発表資料やポスター資料等の公開を希望する方のために，大会終了後にオンライン上

で全国大会参加者に公開する機会を設けました． 
最後に，ご参加いただいた会員の皆様，本大会のプログラム編成を中心とする企画と，シンポジウム

や課題研究のコーディネータを務めて下さいました大会企画委員の皆様，企業展示等のまとめ役にあた

られた方々，事前・当日・事後の事務処理を担当して下さいました五反田事務局スタッフの皆様への御

礼を申し上げます． 

 
以下に，シンポジウム，課題研究のセッションの詳細とワークショップについて報告します（登壇者

の敬称等は略します）． 
 

シンポジウム1A：新技術が拓く未来の学習環境について考える 

コーディネータ・司会者：緒方広明（徳島大学・JSTさきがけ） 

コーディネータ・指定討論者：加藤 浩（放送大学），柏原昭博（電気通信大学） 

本シンポジウムの目的は，言語情報処理，タンジブル，ヒューマンコンピュータインタラクション等

の先端技術を用いて，教育・学習支援システムの萌芽的な研究をされている方々をお招きして，これま

での知見や今後の展望等をお聞きし，未来の教育・学習支援環境について考えることである．登壇者は

大会論文集の購入について（お知らせ） 
第28回全国大会の大会論文集（CD-ROM版および冊子体）に残部があります．ご入用の方は，学会事

務局（ ）にご連絡下さい．折り返し送金方法をご連絡いたします．価格と送料は以下

の通りです． 
  講演論文集代 送料 

冊子体のみ 8,000 円 1,000 円（冊子体が含まれる場合） 

CD-ROM版のみ 4,000 円   500 円（CD-ROM版のみの場合） 

冊子体＋CD-ROM版 10,000 円 1,000 円（冊子体が含まれる場合） 
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以下の方々であった． 

 学習支援における言語処理とコーパス：井佐原均（豊橋技術科学大学） 

 タンジブルユーザインタフェースを利用した天文学習支援：葛岡英明（筑波大学） 

 学習支援ツールの役割とインタラクションのデザイン：中小路久美代（(株)SRA） 

 最初に，緒方がシンポジウムの趣旨説明と登壇者を紹介した． 

 井佐原は，自然言語処理を用いた語学学習支援の研究を紹介した．今後，膨大な言語データ処理のた

めには，情報の付与や抽出の支援技術が必要であること，またそれにより，文章の誤り検出や自動問題

作成が可能になることを述べた．将来的には，人の役割とコンピュータの役割を切り分ける必要がある

と主張した．葛岡は，ご自身が８年間研究しているタンジブル地球儀システムを紹介した．学習支援機

器を使った学習中に何がおきているのか，問題点を分析して，研究をすすめることが重要であると指摘

した．将来的には，教育的な視点でのデザインガイドラインや評価ガイドラインを示すことが必要と述

べた．中小路は，支援システムには，ダンベル型 ，ランニングシューズ型，スキー型の目的があり，

それに沿った評価方法をする必要があると主張した．また，擬似触覚を使って重さを伝えるインタフェ

ースを紹介した．将来的には，スキー型のツールが増えるが，「何を支えるべきか」を考えることが重

要であると指摘した． 

 指定討論者の加藤からは，教育工学者は萌芽的技術にどう向き合うか，問いかけがされた．教育工学

者は萌芽的技術研究者と教員との橋渡しの役割として重要であり，教育評価や工学などの他の分野の研

究者と協働するためには，それぞれが参加目的を明確にし，尊重し合う必要があるとの意見があった．

また，柏原からは学習支援システムの研究という学問の体系化について問いがなされた．登壇者からは，

体系化は他の分野でも不十分であり，シニア研究者が体系化につながる論文を書く必要がある，という

意見があった．本シンポジウムでは，第一線でご活躍されている研究者の方々から，教育工学の研究分

野を外から眺めて，大変貴重なご意見を聞くことができた．今後も議論を継続する必要がある． 

 

シンポジウム1B：初等中等教育の教育方法の改善・開発に教育工学研究が果たす役割 

コーディネータ：黒田 卓（富山大学），姫野完治（秋田大学） 

司  会  者：黒田 卓（富山大学） 

基調講演・指定討論者：吉崎静夫（日本女子大学） 

 本シンポジウムでは，初等中等教育における教育方法の改善・開発について，これまでの研究の成果

を学校教育現場にどのように普及，定着させていくか，また，今後どのような課題が残されているのか

を議論し，教育における問題解決のための意思決定を支援する基礎的知見，道具，技術，方法を提供す

る学問として，初等中等教育分野における教育工学研究の共通課題の認識を深めることを目的とし，パ

ネリスト，フロアを交えた議論を行った． 

 まず，吉崎静夫（日本女子大学）から，基調講演として「初等中等教育の教育方法の改善・開発研究

から示唆されること」と題し，平成21〜23年度に本学会会員が中心となって取り組まれた科学研究費補

助金研究（基盤研究B）「初等・中等・高等教育における教育方法の改善・開発に関する総合的研究」の

成果とその取り組みの中で見えてきた課題についてお話いただいた．そこでは，学校の教育方法改善の

取り組みを見通していくための枠組みの提案をいただき，また，教育工学のこれまでの研究の蓄積や成

果が学校現場にどのように役立つのか，そのポイントを示していただいた． 

 これを受け，各パネリストそれぞれのこれまでの研究を元に，それぞれの立場からご発言いただいた． 

姫野完治（秋田大学）は，特に小学校での課題について，秋田の小学校での事例を踏まえながら，教育

の今日的課題として求められている種々の問題について，教師が十分にそれらを消化できないまま，結

果としてこれまでの教育方法から変わっていない状況が報告された．また，これからの教育方法改善の

鍵として，Teacher as Researcherとしての知識やマインドを持った教師を育てていくことの重要性が述

べられた．小柳和喜雄（奈良教育大学）は，中学校での事例を中心に，学校の組織的な教育力の育成と，

それらを支援するシステム作り，道具作り，成果の共有・視覚化などの重要性を指摘し，小学校とは違

うアプローチの必要性が述べられた．鹿毛雅治（慶應義塾大学）は，教育心理学的な視点から，授業を

教師の教育的意図を背景とした営為であるとともに，児童・生徒やさまざまな教育環境を含めた個別具

体的なダイナミックな現象と捉え，その独自性，個別性，一回性，当事者性が授業展開の核となってい

ることを指摘し，教育方法改善を，ある型に当てはめるようなものではなく，当事者が営む固有の文脈

に埋め込まれた形で機能することを十分に考慮した上で，考えていくことが求められていると指摘した． 

 教育方法改善の動きは，全国の学校においてさまざまな形で取り組まれており，議論で取り上げられ

た事例はほんの僅かなケースではある．短い時間で結論を得ることは不可能であるが，これらの議論か

Japan Society for Educational Technology

4



ら，この課題の多様性，地域性の大きさ，日々の取り組みから教育制度に関わる部分までのスケールの

違いも含めたさまざまな課題が明らかになり，教育工学研究として，これまでの成果を活かしつつ，今

後の研究にどのように取り組むかを，参加者一人ひとりが考える場となったのではないかと考えている． 

 

トークセッション：JSET Talks:社会のデザイン，学びのデザイン 

 コーディネータ：室田真男（東京工業大学），美馬のゆり（公立はこだて未来大学）， 

前迫孝憲（大阪大学），山田政寛（金沢大学） 

 司  会  者：室田真男（東京工業大学） 

 新企画トークセッションは，学びと社会をつなぐ観点から実践的に社会への貢献を行っている８人の

方に，活動への想いや夢を語っていただき，教育工学の幅の広さ，奥の深さを皆で共有することを目指

した． 

 渡部昌邦（福島県川内村立川内中学校）は，中学校における東日本大震災からの復興の様子を多くの

画像をもちいて紹介した．学会として，教育工学研究者として，息の長い復興支援の必要性を再認識す

ることができた．東原義訓（信州大学）は，「未来の教室」を実現し，広げていく活動について紹介し

た．学校現場に密着するとともに教育委員会の方々と協力をして来た経験から，情熱をもち，夢を語り

ながら，様々な人との繋がりを作っていく大切さを語った．宇治橋祐之（日本放送協会）は，若手の教

育工学研究者に向けて，テレビというメディアの意味と意義について番組制作の経験から語った．特に，

テレビ番組に出演することや，番組を作る側に教育工学者が入ることの意義を述べた．高田浩二（海の

中道海洋生態科学館）は，博物館に所蔵されている「本物」を通じた教育が持つ強さについて説明し，

現在取り組んでいる博物館ネットワークによる博物館どうしのつながり，そして学校教育への活用の広

がりや可能性について語った．美馬のゆり（公立はこだて未来大学）は，学習の「共同性」と「社会性」

をキーワードに取り組んできた実践，特に函館をベースにした学びのコミュニティ・デザインと実践を

紹介した．大学，地域，社会など，様々なコミュニティがつながり，互いに学び発展していくコミュニ

ティ構築の大切さを語った．苅宿俊文（青山学院大学）は，人が社会との関わりを強く持つために「越

境する」ことの必要性について，ワークショップデザイナー育成の実践を通して語った．「越境する」

ことにより，他者との「関係」を作り，いくつかのコミュニティの「結び目」としての居場所や意味を

獲得していく意義を語った．柵 富雄（NPO富山インターネット市民塾）は，「インターネット市民塾」

における，行政，市民，教育機関との連携と，「教えることで学ぶ」というコンセプトに基づいた「市

民講師」の実践を紹介し，学ぶコミュニティによる地域活性化の意味について紹介した．中原淳（東京

大学）は，職場学習の研究分野を教育の観点から切り拓いた経験を元に，新しい「こと」を創り出して

いく苦労と楽しみについて語った． 教育工学の研究を軸とし，人的ネットワークの構築，積極的な情

報発信などをセルフプロデュースしていく重要性について語った． 

 社会の発展に貢献する教育工学の重要性と，新しいものを創り出していく教育工学の可能性を感じる

ものであったと，参加者からの感想が多く寄せられた．今後も発展的に開催していきたい． 

 
課題研究１：システム開発・新技術の利用：新しい状況環境による学びの可能性 

コーディネータ・司会者：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） 
 本自主セッションは日進月歩で開発が進み我々の生活に新たな支援をもたらしている情報技術を新

しい学習環境構築にどう応用し，どのような新たな学びの形を創造し，学習目標の新たな解決方法とな

りうるのかを討論した． 
 折りしもの悪天候のため発表は佐藤朝美（東京大学）による「紙絵本とデジタル絵本による読み聞か

せの比較」の１件のみとなった．発表後の討論では，まず最初に飛弾より昨年度の討論において新技術

を用いた新しい学習環境の開発研究においては実証のためのフィールド確保が共通の課題としてあり，

その解決方法としてどういった方法があるかということが論点となったことが紹介された．それを受け

て，新しい学習環境の提案には旧来の学習環境からの反発がつきものであることが話題に上った．それ

をクリアするためには新しい環境が旧来の環境を置き換えるものではなく，旧来の環境とは異なる特性

を持ったものであること．そのため，それぞれの環境において適した学習者や指導者は異なる可能性が

あり，同じ学習目標に対して相補的な関係になりうることをいかに説明できるかが鍵となるのではない

かという議論がなされた． 
 またセッションとしてはソフトウェアに限らずハードウェアなども含めた技術を応用したものをテ

ーマとして掲げているが，どうしてもソフトウェア技術に偏りがちになっていることも確認された．こ

れは次年度以降のセッションとしての課題として持ち，来年度につなげたいと考えている． 
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課題研究２：豊かな協調を導くデザイン原則の確立に向けて 

 コーディネータ・司会者：大島 純（静岡大学），舟生日出男（創価大学） 
 本自主セッションは，豊かで実りの多い協調を導くデザイン原則の確立を目指して企画され，

Structured Poster Session形式で，５件の発表がなされた． 
 まず，冒頭の趣旨説明で大島 純（静岡大学）から，普遍な理解と状況依存的な理解が，様々な学びの

文脈の中で働くメカニズムの必要性について，説明があった．  
 ５件の発表の後，指定討論者の安武（広島大学）は，物理学の分野では，膨大なデータを元に理論を

構築しているが，学習科学においては，十分なデータが集まっていない状況であり，何が起きたかを説

明しているに過ぎない．つまり，必要条件は説明しているが，十分条件については説明していない，と

指摘した．また，メキシコシティーでの飛行機事故の例から，必要条件が整っていたとしても，必ずし

も事故が発生するわけではないことを挙げ，十分条件を同定する重要性を強調した．鈴木（茨城大学）

は，デザイン原則には，社会性と政治性が反映されることを指摘し，誰が，何のためにデザイン原則を

創るのかを明確にすることの重要性を指摘した．また，「ゆらぎ」をキーワードに，学習の革新性は，

伝承と創造をゆらぎでつなぐことによって成り立つことを述べた．大島律子（静岡大学）は，全ての教

育実践者が学習科学者であれば理想的であり，学習科学アプローチによって学習環境が改善され，実践

の質が向上すると説明した．また，実践について，目的，手段，評価に触れ，目的において「魂」が共

有されるべきであり，さもなければ，手段が目的化してしまうことの危険性を説明した． 
 フロアからは，学習環境デザインには，法則は無いのではないか，データを集めて分析した結果，何

が出てくるのか，フィールドの状況の違いから，十人十色の成功例があるのではないか，といった声が

上がった．それに対して，理論は未だ確立されていないこと，多様な学びを整理することや誰のための

デザインであるのかを明らかにすることの必要性，単に成功例と失敗例を分けてしまうのではなく，そ

れぞれがベストパフォーマンスを出せる状況を求めるべきであること，研究者がそれぞれのコミュニテ

ィの中で成果を主張するのではなく，コミュニティを越境して研究成果を共有しながら，互いに手の内

を明らかにし，学習環境デザインを互いに使い合い，吟味する必要があること，などの応答がなされた． 
 全体として，活発な議論ではあったものの，議論すべき課題も多いため，デザイン原則の確立には未

だ道半ばであると言わざるを得ない．協調活動の重要性，そのデザインの重要性は，年々増していると

言える．今年度の議論の成果を踏まえ，論点を絞りつつ，来年度につなげたいと考えている． 
 

課題研究３：学び続ける教師の養成と保証 

 コーディネータ・司会者：益子典文（岐阜大学），姫野完治（秋田大学） 
 本課題研究は，教職に就いた後も学び続ける教師をいかに育て，保証するかという，現在の教員養成

の喫緊のテーマについて検討することをねらいとして企画した．自主シンポジウムでは，５名の発表

各々に対する質疑と議論を中心として，今後の研究課題について協議を行った．深見（島根大学）は，

教職志望学生が実践経験を積むことによる学びの内実を調査・分析し，右肩上がりでは説明できない項

目や現場経験のみでは獲得できない項目を明らかにした．今井（岐阜大学）は，教科以外の新しい教員

養成のピークとして「学習マネジメント力」を提起し，力量向上のためのカリキュラムデザインの実際

と経過を報告した．谷塚（信州大学）は，目指す教師像を意識化させるための仕掛けとしてeポートフ

ォリオに着目し，教員養成と現職研修をつなげるシステムとしての可能性と課題を提起した．藤木（長

崎大学）は，日本産業技術学会が行っている技術科教師の知識と技能の認定制度を取り上げ，修得基準

の作成過程，認証制度の実際と課題等を紹介した．前田（熊本市教育センター）は，４年目から10年目

の若手・中堅教師が学び続けていくための新たな現職研修として，教職経験豊富で優れた実践力のある

師範教師と協働で学ぶカリキュラムを構築した． 
 発表と質疑応答をふまえ，コーディネータより今後研究を進めていく上での課題を示した．中央教育

審議会（2012）による「教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方策について」で示さ

れたように，現在の教師教育のキーワードは「学び続ける教師」である．「学び続ける」というと，ど

ちらかというと個々の「意欲」や「資質」の問題と捉えられる傾向があった．しかし，教育現場で学び

続けるには，主体的に学ぶための「コミュニケーション力」や，実践を対象化し概念化する「リサーチ

マインド」等が不可欠となる．とはいえ，新しい能力が求められると，新しい授業科目を設けて補完し

ようとする加算的能力観で，「学び続ける」教師を育むことができるのか．学び続ける教師像を具体化

し，核となる能力とは何か，そういった能力をいかに育み保証するかについて，今後も引き続き協議し

たい． 
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課題研究４：継続的な教師の成長を促す授業研究と学校組織 

 コーディネータ・司会者：柴田好章(名古屋大学),後藤康志(新潟大学) 

 教師の力量形成のコアは授業研究である．研究マインドをもちつつ，同僚性を発揮してエビデンスに

基づいた授業研究を継続するためには，教員集団の組織化や，ツールの活用といったしかけが必要にな

る．課題研究４では，同僚性をy軸に，省察の深さをx軸にとった平面を提示し，その平面にそれぞれの

発表者の実践を位置づけるというワークショップを織り交ぜながら継続的な教師の成長を促す授業研

究とそれを支える学校組織について議論した． 

 アクションリサーチではメンターとメンティの関係が深く継続的であり，省察も個人の課題に即した

深いものとなる．一方，そのような深い省察は一対一に近い限られた関係の中でしか行われないのであ

れば，その継続は困難なものになろう．そこで，教員集団をどう組織化し，同僚性を高めつつ，深い省

察を行うしかけを作るかが問われることになる．議論の中で，メンターとメンティの関係は非常に多様

であり，使われているツールもその所属する教員集団や校種によって異なることが浮き彫りになった．

一対一ではなくグループとなったメンティに対して複数のメンターがつく取り組みや，全教員がメンタ

ーとして若手・初任者に関わりつつ，グランドメンターと呼ばれる上級者がメンターを支える取り組み

などが紹介され，そのためのツールについて議論がなされた． 

 エビデンスに基づく授業研究については，記録・事実特定・共有促進のためのビデオ，速記録，付箋

紙等のツールの活用や，発見，共有化，効率化などのストラテジーの利用といった提案がなされ，その

効果について同僚性と省察の深さという観点から議論された．子どもを変えるというよりも自らの授業

を見つめることに力点を置いた実践では，授業研究をグループ単位で行い，グループ内で行われる研究

授業については参観者全員が指導案を作成し，研究協議することに取り組んだ．同じ教材ながらそれぞ

れのアプローチが異なり，そこに自らの授業観やこども観が投影される，ということであった． 

 同僚性を高めつつ，深い省察を継続的に行っていく授業研究とそれを支える学校組織，ツールの開発

について，今後継続して検討をすすめる必要があることが確認された． 

 

課題研究５：初等中等教育における情報教育・ICT活用 

 コーディネータ・司会者：稲垣忠(東北学院大学)，豊田充崇(和歌山大学)，森下耕治(光村図書) 
 開催予定にしていた課題研究では，「ICT活用の分野」として提示機器やデジタル教科書等コンテンツ

の整備，児童生徒向けの情報端末に関する実証研究を，「情報教育の分野」としては，情報活用能力の

育成に関する指導法，教材やカリキュラムの開発に関する研究について討議する予定であった． 
 そこで，自主シンポジウムでは参加者の中からこれらの課題に関する研究報告を募り議論することと

した． 
 ICTの活用に関しては，タブレット等の学習者端末を学校に導入する際の環境整備について，ソーシ

ャルリーディングを取り入れた協働学習用ソフトウェアの開発・実践事例，デジタルペンを用いた学習

履歴の管理などの取り組みが報告された．情報教育面では，児童の情報活用を支援するデジタル教材の

開発，情報活用を重視した授業設計を支援する指導案の提案，シンガポールのフューチャースクールに

おける情報活用を中心とした授業展開の事例などが紹介された． 
 最後に参加者全員にマイクを回し，本セッションの振り返りや各参加者の取り組みや研究関心につい

て交流を行い会を閉じた． 
 
課題研究６：ICT活用にともない発生する問題とそれへの対応 

 コーディネータ：田中博之（早稲田大学），長谷川元洋（金城学院大学） 
 司  会  者：長谷川元洋（金城学院大学），藤川大祐（千葉大学） 
 課題研究６では，児童生徒がネットを利用することにともない発生する問題とこれまで取り扱うこと

が困難であったデータの有効な活用やそのようなデータを分析，活用する能力を身につけさせる教育方

法等について議論された． 
 スマートフォンの利用に関しては，複数の経路でネットに接続できる点，インストールされたアプリ

での通信にはフィルタリングができない点などの特性があることが指摘され，その特性を踏まえた対策

に関する議論がなされた．また，ネット依存の問題については，ネット利用状況の調査結果をもとに，

改善策を考えさせそれを実行させる方法が提案され，ネット依存の定義から，調査方法，改善手法全般

まで幅広く議論がなされ，解決しなければならない課題が多数あることが確認できた． 
 ビッグデータの扱いについては，それを処理可能とする技術の開発という視点だけではなく，児童生
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徒に，将来，生徒が膨大なデータから知見を見いだせるような情報教育を行うにはどのようにすれば良

いかという視点から議論された． 
 自主シンポとなったことで，自由な雰囲気の中，率直な意見が多数出され，内容の濃いシンポジウム

になった．参加者に感謝する． 
 
課題研究７：eポートフォリオの本質的効果 －将来展望に向けて－ 

 コーディネータ・司会者：森本康彦（東京学芸大学），小川賀代（日本女子大学）， 
永田智子（兵庫教育大学） 

 eポートフォリオに関する課題研究は，第25回全国大会からスタートし，今回で４回目を迎えた．第

25回大会のときは，導入機関はまだ少なく，eポートフォリオの運用方法や，各機関・分野に適した活

用方法についての議論が中心であり，eポートフォリオでどんなことができるのかについても質問が出

ていた．しかし，eポートフォリオの普及は目覚ましく，ここ数年で導入機関が急激に増え，持続的に

活用・普及するためには本質的な効果を明示することが重要との認識が共有され，教育的効果について

の議論に移ってきた．また，eポートフォリオの利用目的も，ラーニング，ディベロップメント，アセ

スメント，ショーケースと多岐に渡り，利用者も学生，ファカルティ，機関と多様性が見られるように

なった．これは，広い分野でeポートフォリオがツールとして使われ始めたことを意味しており，今回

の自主セッションでは，各登壇者による総括的な話の後，今後，それぞれが，それぞれの場所で活用し，

効果をあげていくための発展的な議論の場として，グループディスカッションを行った． 
 テーマは，①eポートフォリオの効果とは，②eポートフォリオの効果を実現させるためには何をすべ

きか，とし，３グループに分かれて議論を行い，その成果は，各グループの代表者にPPTで報告しても

らった．どのグループでも，それぞれの経験（導入，運用，開発，調査など）を踏まえて意見交換が行

われ，議論の時間が足りない程多様な意見が出され大いに盛り上がった． 
 課題研究としては今回で区切りとする予定だが，12月には研究会「eポートフォリオの活用と普及」

が開催される．さらに次年度大会では実践活動を通した意見交換の場としてのワークショップを設ける

などして議論が継続できるようにしようということになった． 
 
課題研究８：高等教育の質保証と教育工学 

 コーディネータ：椿本弥生（公立はこだて未来大学），渡辺雄貴（首都大学東京） 
 司  会  者：渡辺雄貴（首都大学東京） 
 FD（Faculty Development）とIR（Institutional Research）に関して，それぞれの定義をもとに，

これらをいかに接続させるか，また教育工学における研究分野としてどのようにアプローチができるか

について議論された．まずFDに関しては，FDは各大学独自の文脈でなされることが多いので，実践に

際しては「○○大学としてのFD」を定義することの重要性について言及がなされた．次にIRに関して

は，IRの分析結果を適切な意志決定に活かすためには，データを受け取る側にデータ読解のリテラシと

大学が抱える問題の俯瞰的な理解が必要であるとの意見が出された．またその際に，IRの分析結果を提

供する側は，データを渡すだけになってしまい，意志決定に対して影響力を持ちにくいという問題点が

浮き彫りになった．なお，課外教育であるラーニングセンターなどの評価には，正課教育に対して行っ

ているようなビッグデータの量的分析ではなく，e-portfolioなどによる質的データを用いた縦断的・横

断的な評価が適切であろうという指摘がなされた．以上の議論から，大学が持つ独自の文脈とFDとは

不可分であることや，高等教育におけるIRの効果的な適用範囲について確認や考察が行われた． 
 
課題研究９：ゲーム・シミュレーションを利用した教育・学習支援 

 コーディネータ：藤本 徹（東京大学），山田政寛（金沢大学） 
 司  会  者：山田政寛（金沢大学） 
 本セッションでは，ゲーム・シミュレーションを利用した教育・学習支援に関する研究レベルの向上

に向けて課題となる項目について議論を重ねてきた．これまでに，第25回，27回全国大会で，ゲーム・

シミュレーションの教育・学習利用に関する研究，実践事例の検討を行い，理論枠組や研究方法に関す

る議論を行ってきた．３回目となる今回は，特に評価方法に関する議論を含めた議論を行った．セッシ

ョンでは，評価方法に関する先行研究の状況が報告され，従来型の事前事後調査による評価だけでなく，

複数の評価方法をゲーム時の活動に組み込んだ「組込型評価」の重要性が議論された．また，FD活動

における対戦型のコース紹介バトルの実践や，ゲームリテラシーの育成に着目したプロジェクト型のゲ

ーム制作教育，カードゲームを用いた社会的ジレンマの教育といった事例について，それぞれの特徴や
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学習効果に関する議論が行われた．開発・利用されるゲームがどういうものであるか，理論的背景を踏

まえた上で評価方法を検討する必要性について意見が出された．その中で，開発・利用されるゲームの

特質と評価の合致，たとえば１回あたりの利用時間が長いことが望ましいか，１回の利用時間は短くて

も，何度も利用してもらうことが望ましいか，といったゲームの目的と合致した評価方法を採用すると

いった事前検討の必要性についても指摘された．ゲームは異なる要素の学習内容や行動が複雑に関係し

ていることから，使用中のプロセスを分析する必要がある場合もあり，その場合は組込型評価の考え方

を用いた評価方法が有効であることが言及された．また最近のシリアスゲームの教育利用も活発になっ

てきていることから，ゲームを利用した後の行動や意識の変容を評価する方法としてどういうものがあ

るのかという点についても議論がなされた．研究レベルであれば，遅延質問紙や遅延インタビューとい

った方法でデータ収集を行い，効果検証が行われているものの，そのゲームを利用した教育方法が広く

普及するには，研究者と実践者が連携した現場レベルでの導入支援や，指導方法の開発といった実践研

究に展開されることが必要であるという指摘があった． 
 このような議論から，今後は理論とゲームの特質，評価方法が一貫している研究が求められること，

研究から実践，普及に向けた研究や活動も求められ，継続的に学会の場でも議論していく必要があるこ

とが確認された． 
 
ワークショップ 

 ワークショップは，第25回全国大会から開催されており，主催者が設定した教育工学に関連するテー

マについて，口頭・ポスター発表とは違った形でインフォーマルに語りあう場である．ワークショップ

では，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る． 
 今年度の全国大会においては，大会二日目09月16日（日）の12:30～14:00の時間帯が割り当てられた．

今回はワークショップの募集に対し７件の応募があり，大会企画委員会で審査を経て，以下の７件のワ

ークショップが実施された． 
(1)研究分析ワークショップ～体は大人，頭脳は子ども～ 
(2)経験型学習において学生の学びをいかに支援するか 
(3)オープンエデュケーションの可能性と課題－教育工学との接続を見据えて 
(4)教育工学はIRにどのように貢献できるか 
(5)次世代専門人材養成プログラムのデザイン 
(6)ゲーム要素を取り入れた学習教材の教育的意義について考える 
(7)新しい学びの評価 
 １会場あたり９名から52名以上の参加があり，合計では188名以上がワークショップに参加した．ど

の会場も主催者の工夫に富んだ企画により，参加者からは大変な熱気が感じられ，盛況であった． 
なお，ワークショップは大会参加者以外にも無償での参加を認めることで，会員の交流の幅を広げる

場としても機能しており，今後の継続的な発展が期待される． 
 
 以上，第28回全国大会について報告いたしました．次回の大会に向けて，内容・運営等に関するご意

見等は，大会企画委員会（ ）までお寄せ下さいますようお願い申し上げます．
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2012年度 冬合宿のご案内（第三報） 
 
テーマ 
 身体という“メディア”，学習装置としての“舞台” 
 即興劇・マイムを体験しつつ，学習理論を探究する 
 
■ 趣旨 
近年，初等中等教育においてはコミュニケーション能力の開発の文脈において，高等教育・企業教育

　の分野においては，イノベーション創発などの文脈において，「身体を用いた学習機会の可能性」が注
目されている．  
具体的にはインプロ（即興劇）やマイムといった身体活動を通して，他者とコミュニケーションを

営んだり，日常に関するリフレクションを深めるといったことがめざされている．新商品の開発や，新
たなデザインのあり方を模索するために，それらの身体活動を利用している事例なども，枚挙に暇がな
い．

私たちにとって「身体」は， もっとも「身近」にありながら， しかし，それでいて， 改めて省みる
ことのない，もっとも「縁遠い」メディアである．それはソーシャルメディア等の情報メディアが高度
に発達し，「身体性」が失われはじめている「今」だからこそ注目され，かつ，そこには，新たな学び
の可能性があると考えられている．私たちは，「メディアとしての身体」を通して，他者と，どのよう
なコミュニケーションを営み，何を学び，何を内省し，何を生み出すことができるのか． 
冬合宿では，インプロの専門家として東京学芸大学准教授 高尾隆氏，マイムの専門家として藤倉健

雄氏（ウィスコンシン大学・演劇教育学 Ph.D）をお招きし彼らのファシリテーションのもと，参加者
全員がインプロを行ったり，マイムに挑戦する．その上で，近年注目されている学習理論 – ヴィゴツ
キー心理学の影響を受けた「舞台」を用いた学習実践に関する解説を岡部大介氏（東京都市大学）から
いただきます． 

本プログラムは，体験と理論を架橋しつつ，「身体という“メディア”，学習装置としての“舞台”」
の可能性について探究を行う２日間をめざします．ふるってご応募下さい． 
 
高尾 隆先生 
東京学芸大学 芸術・スポーツ科学系音楽・演劇講座演劇分野 准教授．研究テーマ：演劇教育・インプ
ロ．http://domingolabo.net/ Twitter:@takaotakashi 
 
藤倉健雄先生 
Ph.D (ウィスコンシン大学・教育演劇学博士)．アメリカマイムの巨匠，トニー・モンタナロ氏に長年
師事し，米国内の様々な大学にてマイムや教育演劇のクラスを指導する．マイム歴 36 年．アメリカ教
育演劇協会・最優秀論文賞受賞．カンジヤマ・マイム主宰． 
 
岡部大介先生 
東京都市大学環境情報学部情報メディア学科准教授．研究テーマ：状況的学習論・サブカルチャー 
http://okabelab.net/blog/ Twitter:@daisukeokabe 
 
中原 淳 
東京大学 大学総合教育研究センター 准教授．研究テーマ：経営学習論（ManagementLearning）．研
究室ブログ：http://www.nakahara-lab.net/ Twitter:@nakaharajun 
 
■ 日程 
 2013 年 02 月 16 日(土)～17 日(日) 
 
■ 会場 
 株式会社内田洋行 東京ユビキタス協創広場 CANVAS 
 http://www.uchida.co.jp/company/showroom/canvas.html 
 
■ 対象 

教育実践者，研究者，学生，その他 
参加者は，下記の参加条件をすべて満たす方とします． 

 
１．２日間で実施されるインプロ，マイムといった身体活動にすべて参加できること 
２．１に参加した上で，参加者全体 / グループでの議論・対話に参加できること 
３．本ワークショップの様子は，予告・許諾なく，写真・ビデオ撮影を行い，企画者ないしは本学会の

関与する Web，ニューズレターの著作物・刊行物に利用します．メディアによる取材に対しても，
許諾なく提供することがあります． 

 
※なお 12 月 25 日（火）までは学会員を優先して募集を行います.もし 12 月 25 日（火）に学会員で，
本プログラムへの希望者が少ない場合は，一般の方から参加者を募集します．学会員の方は，お早めに
お申し込み下さい．非学会員の方は，12 月 25 日（火）以降のお申し込みをお願いします． 
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■ 参加費 
12,000 円（予定）実施費用・資料代・昼食２回・夕食・飲み物代等を含みます． 
・プログラム準備の都合上，02 月 01 日（金）以降にはキャンセルできません．全額参加費を申し受
けます. 

・プログラムの都合上，人数を制限せざるを得ず，第一報・第二報とは参加費がかわっております. 

 
■ 準備等 
１．当日はジャージや運動靴などの動きやすい服装でお越し下さい．タオル，飲料等も各自ご準備下

さい． 
２．運動を行うことによる保険等は各自で加入下さい． 
 

■ 宿泊 
宿泊施設を各自でご手配お願いします．宿泊等のご案内・ご紹介・斡旋等はいたしませんので，各自
ご了承下さい．１日目の終了時間が比較的遅いので，東京駅近辺の宿泊施設の便がよいかと思います． 

■  スケジュール

【１日目】02 月 16 日（土）10:00～18:00（受付 09:30～） 
10:00 – 10:30 Overview（中原 淳）
10:30 – 12:30 Inpro Session : （高尾 隆）  
12:30 – 12:45 Comment and Driving Question １（岡部大介） 
12:45 – 13:45 Networking Lunch 
13:45 – 15:45 Mime Session : （藤倉健雄） 
15:45 – 16:00 Comment and Driving Question １（岡部大介） 
16:00 – 17:00 Networking Cafe 
17:00 – 18:00 Lecture of Learning Theory and Reflection（岡部大介・中原 淳） 
18:00 – 19:30 Dialogue! Dialogue! Dialogue!（中原 淳）  
19:30 – Party 

【２日目】02 月 17 日（日）09:00～15:30（受付 08:45～） 
09:00 – 09:10 Introduction（中原 淳）  
09:10 – 11:10 Parallel Session（藤倉健雄・高尾 隆）  
11:10 – 11:20 Break 
11:20 – 13:20 Parallel Session（高尾 隆・藤倉健雄） 
13:20 – 14:20 Lunch 
14:20 – 15:30 Dialogue and Reflection（中原 淳・岡部大介）

  

■ お申し込み方法 
上記の内容・参加申し込みの条件をよくお読みになった上で，下記の Web ページから必要条項を記

入し，学会員の方は 12 月 25 日（火）までにお申し込み下さい．申し込みの時点で，参加条件は満たし
ていると判断します．申し込み多数の場合は，早くに応募を締め切る可能性がございますので，お早く
お申し込み下さい.  
 
申し込みは学会員から行いますが，学会員からの申し込みが 12 月 25 日（火）に上限に満たない場合

は，学会員以外にも公開します． 
 
01 月 05 日（土）には，再度，すべての参加可能な方にこちらからご連絡差し上げます． 
 
申し込みページ（Google Document）はこちらです． 
http://ow.ly/fmFb6 
上記 URL には日本教育工学会トップページからもリンクをはりますので，そちらをご参照下さい． 
 
 氏名（漢字） 
 氏名（カタカナ） 
 性別（男女） 
 ご所属 
 携帯電話など連絡のとれる電話番号 
 メールアドレス 
 インプロの経験 あり / なし 
 マイムの経験 あり / なし 
 
■ 開催責任者・問い合わせ先 
中原 淳（東京大学 大学総合教育研究センター 准教授） 
担当者電子メール（松浦）：
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2012 年度 産学協同セミナー 
「教育工学の視点からの未来の学校（教室） 

～報告 アジアから学び日本を考える～」 
 

 21 世紀にふさわしい人材育成のため ICT を活用した教育の実現が社会からは求められています．し

かしながら，学校現場での進展は遅々としているのが現状です．その現状を打破する動きとして，昨年，

「教育の情報化ビジョン」が文部科学省から発表され，今後の展開が期待されるところでした．しかし

ながら，久々の世界にも発信できる我が国の先進プロジェクトであった総務省のフューチャースクール

プロジェクトが事業仕訳で縮小を余儀なくされるなど，将来の視界が広がるところまでは至っていませ

ん． 
 そのような状況の中，昨年のこの産学協同セミナーでは日本の先を行く具体的なプランとして「スマ

ート教育推進戦略」を発表した韓国の事例を紹介しました．世界初の新設の未来学校（Future School）
や先行するデジタル教科書の標準仕様等の現状報告と，その動きを進めている韓国の研究者を招待し，

韓国における現状と産官学の連携を学びました． 
 本年も，アジアや世界を ICT の活用でリードする，韓国やシンガポールの関係者や視察報告を通じ，

未来の学校の要件である，「デジタル教科書」や，それを使うための教室を含む学校環境や端末，デバ

イス，クラウドを含むネットワーク環境等，そこでのカリキュラムや教員養成，国や地域のバックアッ

プの課題について，産学それぞれの立場から幅広く，また密に議論したいと考えています．こうした問

題に関心を抱く，多くの方のご参加をお待ちしていますので，まずは日程のご案内をさせていただきま

す．  
 
予定内容 
日時：  2013 年 03 月 23 日（土） 13:30～17:30（受付開始 13:00） 
会場：  株式会社内田洋行 新川オフィス（ユビキタス協創広場 CANVAS） 

東京都中央区新川 2-4-7 
参加費： 無料  
なお，詳細については，次号のニューズレター及び教育工学会の Web をご参照下さい．  
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大学教員のためのＦＤ研修会（ワークショップ）の案内 
 
趣旨：この研修会は，日本教育工学会がこれまでの知見を活用し，大学教育の授業改善や教員の授業力

向上への寄与しようと，2009 年度から実施されているものです．大学教員をはじめ，大学教員を目指

す学生などを対象としています．本研修会の修了生には学会より認定書を発行し，本研修を受講したこ

とを証明します．本年度の研修内容は，昨年度のプログラムを踏襲し行います． 

企画：日本教育工学会 FD 特別委員会（委員長：村川雅弘） 

 

テーマ：「大学授業デザインの方法－１コマの授業からシラバスまで－」 

日時：2013 年 02 月 18 日（月）10:00～17:30 
会場：首都大学東京 秋葉原サテライトキャンパス（JR 山手線，京浜東北線，総武線「秋葉原駅」より

徒歩１分 秋葉原ダイビル 12 階） 

定員：30 名（申し込み着順で，定員になり次第，締切ます）  

講師：鈴木克明（熊本大学大学院社会文化科学研究科教授システム学専攻  専攻長  教授） 

根本淳子（熊本大学大学院社会文化科学研究科教授システム学専攻 助教） 

参加費：2,000 円（学会員），3,000 円（学会員以外） 
認定書：研修会終了後に最終レポートを提出した修了生には，日本教育工学会から認定書が授与されま

す． 

世話人：渡辺雄貴（首都大学東京）・重田勝介（東京大学） 

申込み：http://labs.m-mode.net/jset_fd/にアクセスしてお申し込み下さい．2013年 01 月 31 日（木）

まで受け付けますが，定員に達した時点で受付を終了いたします． 
◆【お問合せ先】 渡辺雄貴 E-mail：
○ スケジュール（予定）：変更があるかもしれませんので，日本教育工学会ウェブページ

（http://www.jset.gr.jp/index.html）で確認して下さい． 

10:00-10:10     開講，講師・スタッフ紹介，趣旨説明 

10:10-11:00     ワークショップⅠ「授業のデザインに関する問題意識の明確化」 

11:10-12:00     ワークショップⅡ「授業のデザインに関する情報・課題の共有」 

13:00-14:00     セッション１ 「何を誰に教えようとしているのか」 

              ワークショップⅢ 「振り返り」 

14:10-15:10     セッション２ 「どんな方法で教えるのか」 

               ワークショップⅣ 「振り返り」 

15:20-16:20     セッション３ 「良い点・悪い点は何か」 

               ワークショップⅤ 「振り返り」 

16:30-17:00     ワークショップⅥ「授業改善プランの共有」 

17:00-17:30     ワークショップⅥの報告と協議，講師からの助言 

17:30-17:35     レポート提出についての確認，閉講 

○ 準備物：高等教育機関において授業実践を行っている参加者は，自分の授業のシラバス，授業資

料（スライド，プリント，板書ノートなど）など，授業に関する資料を６部持参して下さい．学

生等で未だ高等教育機関において授業実践を行っていない，もしくは今後実施する予定の参加者

は，実施することを想定した授業デザインに関する資料を６部持参して下さい． 

○ 情報交換会：セミナー終了後，２時間程度の情報交換会を予定しております．参加者のみなさま

同士や登壇者との有意義な情報交換や FD セミナーへのご意見・ご要望などをお聞かせいただく場

としてご活用いただければと考えております． 

◇なお，02 月 16 日（土）・17 日（日）は東京で本学会が主催する冬の合宿研究会があります．このセ

ミナーの日程は合宿に続けて設定しています．遠方の方は，合わせて参加されるとお得で便利です． 
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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 e ポートフォリオの活用と普及／一般 

●日  時：2012 年 12 月 15 日（土） 
●会  場：東京学芸大学 南講義棟（S 棟）１階 
      （〒184-8501 東京都小金井市貫井北町 4-1-1） 
●担  当：森本康彦（ ） 

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

A 会場(S103 教室) ，B 会場(S105 教室) ，C 会場(S106 教室)  

09:55-10:00 諸連絡 

10:00-12:05 午前の部 

A1）初等教育における e ポートフォリオの活用と普及 －学習成果物の蓄積と評価－ 

田邊則彦（関西大学初等部），江守恒明（関西大学高等部） 

A2）中等部・高等部における e ポートフォリオの活用事例と今後の展望 

江守恒明（関西大学高等部），松村湖生，森広志（関西大学中等部），田邊則彦（関西大学初等部） 

A3）大学における学習ポートフォリオ作成を支援する実践報告 

宮武志保（公立はこだて未来大学大学院），横山真衣，大塚裕子，椿本弥生（公立はこだて未来大学） 

A4）学習センター「メタ学習ラボ」における e ポートフォリオ活用実践 

横山真衣，椿本弥生（公立はこだて未来大学） 

A5）大規模クラスにおけるｅポートフォリオ活用の試み 

宮崎誠，坂本旬（法政大学），菅原真悟（総合研究大学院大学） 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
B1）teiten2000 を活用した学習指導要領準拠の教材開発と支援環境の構築 

渡部昌邦（川内村立川内中学校），渡邉景子（聖心女子大学），篠田伸夫（福島大学）， 

永野和男（聖心女子大学） 

B2）高等学校の教員の教材共有に対する意識調査 

岩永絵美（九州大学大学院），井上仁（九州大学） 

B3）事前対応を重視した高校生向け技術者モラル教材の開発 

甲藤義哉，松田稔樹（東京工業大学大学院），遠藤信一（東京工業大学附属科学技術高等学校） 

B4）教師の教材開発能力に関する基礎的研究 －素材の教材化過程の事例分析－ 

益子典文（岐阜大学） 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C1）外国人日本語教師の不安 

西谷まり（一橋大学） 

C2）幼稚園教育実習における「子育て支援」の活動分析と実習生の学びに関する考察 

岩崎千晶（関西大学），金城洋子（園田学園女子短期大学部），堀田博史（園田学園女子大学）， 

松河秀哉（大阪大学），久保田賢一（関西大学） 
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C3）中堅教員の学力向上への効果に関する国際比較による考察  

－OECD 国際教員指導環境調査(TALIS：Teaching and Learning International Survey)の分析－ 

宮田緑，中山実（東京工業大学大学院） 

C4）ある数学科教科書に使われることばの機能に関する一考察 

御園真史（島根大学） 

 
13:05-13:10 委員会挨拶・諸連絡 

13:10-15:15 午後の部-第一部 

A6）大規模科目における e ポートフォリオの導入が学生の心的側面に及ぼす影響 

－e ポートフォリオ環境における学生メンターとの協働事例－ 

辻義人，山本堅一（小樽商科大学） 

A7）省察的実践のための教師学習コミュニティ成立条件 

藤川美穂（学習院大学），加藤由香里（東京農工大学）古屋憲章（早稲田大学） 

A8）e ポートフォリオを用いた医学部学生の臨床実習に対する学習支援体制の構築 

淺田義和，石川鎮清，岡崎仁昭（自治医科大学） 

A9）学生生活ポートフォリオを電子化する効果 －オープンソース Mahara を活用して－ 

田中洋一，平塚紘一郎（仁愛女子短期大学） 

A10）ポートフォリオの効果とモチベーションに関する考察 

澤崎敏文（仁愛女子短期大学） 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
B5）主体的に学ぶ学生を育成する学習過程のデザイン 

加藤直樹（岐阜大学），岩山尚美，岩山豊（株式会社富士通研究所） 

B6）思考の深化を促す学習支援システムのデザイン 

岩山尚美，岩山豊（株式会社富士通研究所），加藤直樹（岐阜大学） 

B7）指導案オーサリングシステム TeaPoT のパーソナル化とユーザ交流機能の試作 

北村涼，岩井憲一（滋賀大学大学院） 

B8）トップダウン・ボトムアップの併用授業設計のための学習リソース検索システム 

長瀬大（兵庫教育大学大学院），長田和人（上越教育大学大学院），大森康正，川崎直哉（上越教育大学） 

B9）修士課程研究法導入演習科目の支援レベルを高める授業改善 －オンライン学習者のニーズを踏まえて－ 

根本淳子，久保田真一郎，高橋暁子，竹岡篤永，鈴木克明（熊本大学大学院） 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C5）教師と生徒が考える情報モラル教育改善のための３要因 

玉田和恵（江戸川大学），松田稔樹（東京工業大学大学院） 

C6）小学生のインターネット端末としてのゲーム機利用に関する 

 「保護者向けゲーム機セットアップリーフレット」の開発と評価 

佐藤和紀（北区立豊川小学校），菊地弘明（八王子市立南大沢小学校），小池翔太（千葉大学大学院）， 

酒井統康（多治見市教育委員会），福本徹（国立教育政策研究所），藤川大祐（千葉大学），原克彦（目白大学） 

C7）ソーシャルメディア利用者の意識に関する研究 

石本諒，藤村裕一（鳴門教育大学大学院） 

C8）ブログから Facebook へ：福島空港のインフォーマルコミュニケーション事例 

柳田明子（生涯学習支援福島あかつき），村上英樹（神戸大学大学院） 

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 e ポートフォリオの活用と普及／一般 

●日  時：2012 年 12 月 15 日（土） 
●会  場：東京学芸大学 南講義棟（S 棟）１階 
      （〒184-8501 東京都小金井市貫井北町 4-1-1） 
●担  当：森本康彦（ ） 
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A 会場(S103 教室) ，B 会場(S105 教室) ，C 会場(S106 教室)  

09:55-10:00 諸連絡 
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横山真衣，椿本弥生（公立はこだて未来大学） 

A5）大規模クラスにおけるｅポートフォリオ活用の試み 

宮崎誠，坂本旬（法政大学），菅原真悟（総合研究大学院大学） 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
B1）teiten2000 を活用した学習指導要領準拠の教材開発と支援環境の構築 

渡部昌邦（川内村立川内中学校），渡邉景子（聖心女子大学），篠田伸夫（福島大学）， 

永野和男（聖心女子大学） 

B2）高等学校の教員の教材共有に対する意識調査 

岩永絵美（九州大学大学院），井上仁（九州大学） 

B3）事前対応を重視した高校生向け技術者モラル教材の開発 
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B4）教師の教材開発能力に関する基礎的研究 －素材の教材化過程の事例分析－ 
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西谷まり（一橋大学） 
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岩崎千晶（関西大学），金城洋子（園田学園女子短期大学部），堀田博史（園田学園女子大学）， 
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C9）社会人・大学生・児童生徒に必要な能力の重要度合と満足度合に関する評価 

清水康敬（東京工業大学），小泉力一（尚美学園大学） 
 
15:30-17:35 午後の部-第二部 

A11）e ポートフォリオを利用した学習の評価に関する試み 

山川修（福井県立大学） 

A12）数学「課題学習」の教材・授業例開発と設計原理の考察 

伊東友里絵，松田稔樹（東京工業大学大学院），早坂健，岡本敬（東京工業大学附属科学技術高等学校） 

A13）Mahara による学習成果の可視化システム 

平塚紘一郎，田中洋一，澤崎敏文（仁愛女子短期大学） 

A14）学習者の心情を考慮した e ポートフォリオ評価分析手法の開発 

島崎俊介，森本康彦，宮寺庸造（東京学芸大学） 

A15）カリキュラムマップと連動した e ポートフォリオに求められる要件と実装の検討 

中野裕司，本間里見，松葉龍一，久保田真一郎，永井孝幸，喜多敏博（熊本大学）， 

宇佐川毅（熊本大学大学院） 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
B10）小学校理科におけるタブレット PC の学習に及ぼす影響 

横山隆光（揖斐川町立揖斐小学校），加藤直樹，日比光治，興戸律子（岐阜大学）， 

山崎宣次（大阪成蹊短期大学），及川浩和（中日本自動車短期大学），常冨真弘（岐阜大学） 

B11）文脈多重性を特徴とするソーシャルファブリケーションのエスノグラフィー－実践と学習の理解のために－ 

渡辺謙仁（北海道大学大学院），田邉鉄（北海道大学） 

B12）協働学習の授業設計における ICT 活用方略の分析 

山本朋弘（岐阜大学大学院），益子典文（岐阜大学） 

B13）児童のワークシートへの入力に関して紙とタブレット PC の差異 

石原一彦（岐阜聖徳学園大学） 

B14）教員が実物投影機を活用する意図に関する調査 

堀田龍也（玉川大学教職大学院），高橋純（富山大学），八木澤圭（玉川大学教職大学院） 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C10）PBL 教育効果測定に関する取り組みと考察 

大崎理乃，三浦政司，桐山聰（鳥取大学） 

C11）初年次ライティング教育におけるピアレビューに匿名化が与える影響 

庄ゆかり（広島文教女子大学／広島大学）長登康，稲垣知宏，隅谷孝洋，中村純（広島大学） 

C12）教師の意思決定研究から教師教育への研究動向 －心理測定による教師のモニタリング活動への効用－ 

荒巻恵子（東京大学） 

C13）高校生のためのソーシャルスキルトレーニングと自己評価および他者評価の関係分析 

稲垣俊介（東京都立桜修館中等教育学校），星薫（放送大学），福本徹（国立教育政策研究所） 
 

● 発表時間：当研究会は会員・非会員による討論の場を作ることを目的として開催しております．討論
時間を確保するために，持ち時間 24 分において質疑応答の時間を５分以上は確保していただいており
ます．よろしくご理解願います． 

● 参加費：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． 
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● 交通案内：本学へ自家用車でご来場いただくことはできません．公共交通機関をご利用下さい． 
＜JR 武蔵小金井駅・北口より＞ 【京王バス】〔５番バス停〕「小平団地」行に乗車，約 10 分．「学芸
大正門」下車，徒歩約３分（徒歩の場合は約 20 分）． 

＜JR 国分寺駅・北口より＞ 徒歩約 20 分（JR 国分寺駅北口 → 早稲田実業学校 → 連雀通り／小金
井市保健センター前）．（参考：東京学芸大学ホームページ（http://www.u-gakugei.ac.jp/07access/） 

● 昼食案内：学内にある大学生協売店（11:00－13:00）が営業しておりますが食堂は営業しておりませ
ん．大学周辺のラーメン街道沿いに飲食店はありますが敷地が広いため移動時間は片道 10 分程度かか
ります．また，大学正門プロムナード横，東門前にコンビニエンスストアがあります． 

● 情報交換会のご案内：研究会終了後，同会場にて情報交換会を開催予定です．（詳細は研究会 Web ペ
ージで） 

研究会の発表募集                テーマ： ICT を活用した教育実践と授業改善／一般 
●日  時：2013 年 03 月 02 日（土） 
●申込締切：2013 年 01 月 06 日（日） 

●会  場：三重大学（担当：須曽野仁志） 
●原稿提出：2013 年 01 月 27 日（日） 

●募集内容： 
 近年，学校現場において，電子黒板，書画カメラ，大型ディス
プレイ等を用いた授業実践が進んでいます．分かる授業の創造や
授業改善は，初等中等教育だけでなく，高等教育においても重要
であり，授業評価や FD に積極的に取り組む大学が増えていま
す．また，学習者が活用できるタブレット端末等の小型情報機器
や Web 技術の活用が注目されており，それらを用いた授業をど
のように設計・実践・評価するかが課題となっています． 
 そこで，本研究会では，ICT を活用した教育実践と授業改善に
関する研究や実践をされている方々の発表を募集し，その知見を
共有したいと考えています．高等教育はもちろん，初等中等教育
や企業内教育等における実践研究や理論的枠組みの提案等，テー
マに関連する研究を幅広くい応募を期待します．また，従来通り，
上記テーマにこだわらず教育工学一般の発表も募集します． 

●申込方法：研究会 Web ページよりお
申し込み下さい． 
●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，発表取消となりますのでご注
意下さい． 

今後の研究会のご案内 
2013 年  会場 申込締切 原稿提出締切 
05 月 18 日（土） 教育研修の設計と評価／一般 長崎大 03 月 17 日（日） 04月07日（日） 

研究会の開催報告 
●日  時：2012 年 10 月 27 日（土） 
●発表件数：25 件 

●会  場：岡山大学（津島キャンパス） 
●参加者数：53 名（内非会員 11 名） 

「教育システムの実践活用／一般」というテーマで研究会を開
催致しました．全国大会から１ヶ月ほどの日程にもかかわらず，
発表は25件，参加者は53名と多くの方にご参加いただきました．
２会場に分かれ，教育システムの実践活用に関する研究成果だけ
でなく，初等教育から高等教育まで広範囲な教育工学に関する研
究発表と質疑応答が行われました． 
研究会運営方針に基づき，研究会の質向上のための質問のあり

方について，それぞれの会場で発表前に確認しました．その結果
もあって，質疑応答でも活発な議論が行われました． 

本研究会を通じて，皆様の今後のご研究が発展し，多くの研究
成果が生まれることを期待しています．ご参加いただきました皆
様に御礼申し上げます． 
                担当：笠井俊信（岡山大学）                 
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日本教育工学会論文誌 特集号 論文募集 
「特集：情報化社会におけるインフォーマルラーニング」のご案内（最終報） 
 

 情報化の進展により，学校教育以外の学習機会が増えています．e ラーニングによる在宅学習やユビ
キタス機器を用いた体験学習を始め，ワークショップ，サイエンスコミュニケーション，博物館，企業
における人材育成などの領域において，情報通信技術を活用した生涯学習の基盤が整いつつあります．
また，初等中等教育における総合的学習の時間や大学のプロジェクト学習などにおいて，学校外学習と
連動する試みが行われるようになってきました．シリアスゲームやソーシャルラーニングなど新しい方
法も導入されています．本特集号では，拡大しつつあるインフォーマルラーニングやノンフォーマルエ
デュケーションの実践について，今後の学習環境の充実に寄与する論文を募集します． 
 
1.対象分野 

(1) e ラーニングによる在宅学習 
(2) ユビキタス機器を用いた体験学習 
(3) ワークショップ・サイエンスコミュニケーション 
(4) 博物館における学習 
(5) 企業における人材育成 
(6) シリアスゲーム・ゲーミフィケーション 
(7) ソーシャルラーニング 
(8) 学校外と協働する初等中等教育での取り組み（総合的学習やキャリア教育など） 
(9) 学校外と協働する高等教育での取り組み（プロジェクト学習やサービスラーニングなど） 
(10)  その他インフォーマルラーニングに関する実践研究など 

 
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． 
 なお，特集号編集委員会では，本特集号のテーマの特徴から，インフォーマルラーニングやノンフォ
ーマルエデュケーションに関する実践を「教育実践研究論文」，あるいは「資料」の条件を満たすよう
にまとめ，積極的に投稿していただくことを期待しています． 
 
3.論文投稿締切日（2013 年 11 月発行予定） 
 投稿原稿を 02 月 06 日（水）までに電子投稿をお願いします．ただし，02 月 13 日（水）までは，論
文を改訂することができます．締切の延長は行わない方針です． 
投稿原稿提出締切（電子投稿）：2013 年 02 月 06 日（水） 
最終原稿提出締切（電子投稿）：2013 年 02 月 13 日（水） 
 
4.論文投稿の仕方 
 原稿は，「原稿執筆の手引」（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ないことになりま
した． 
 
5.問合せ先 
日本教育工学会事務局 
Tel/Fax：03-5740-9505 
電子メール：

 
6.特集号編集委員会  
編集委員長：山内祐平（東京大学）  
副編集委員長：山田政寛（金沢大学）  
編集幹事： 荒木淳子（産業能率大学） 
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編集委員：  
今井亜湖（岐阜大学） 
緒方広明（徳島大学） 
小柳和喜雄（奈良教育大学） 
苅宿俊文（青山学院大学） 
向後千春（早稲田大学） 
鈴木克明（熊本大学） 
中原 淳（東京大学） 
林 敏浩（香川大学） 
美馬のゆり（はこだて未来大学） 
宮田義郎（中京大学） 
村上正行（京都外国語大学） 
室田真男（東京工業大学） 
望月俊男（専修大学）
 

ショートレター増刊号論文募集のお知らせ 
 

日本教育工学会論文誌  vol.37 Suppl.の発行 

論文受付締切： 2013 年 04 月 01 日（月）
 
 
 日本教育工学会論文誌 vol.37,Suppl.は，年１回
発行されるショートレターの増刊号です．奮って
ご投稿下さい． 
 
 投稿規定に記述しているように，以下のように
なっていますのでご注意下さい. 
 
1. ショートレターは，教育工学に関する，実践

的な研究成果，新しい試みやその結果等，教
育システム開発等を記述したもの．新規性（オ
リジナリティ）は必ずしも高くなくても，実
践研究の方法と成果を明確に記述したもので
す． 

2. 刷り上がり４ページ厳守です.(４ページを超
えるものは採録しない) 

3. 筆頭著者(ファースト・オーサー)は本学会会
員であることが条件です．あるいは,筆頭著者
が投稿時に入会手続きおよび会費納入等をす
ることが必要です．なお，各会員はショート
レターを年１偏に限り投稿できます. 

4. 2013 年 12 月に発刊の予定です．
 
 ショートレターの内容については，例えば，以
下のような内容が考えられます． 
 
・全国大会や研究会で発表した内容をまとめたも

の 
・教育システム開発や教育実践をベースにした実

践と知見をまとめたもの 
・教育工学研究としての速報的な内容 
・卒業論文や修士論文等としてまとめた内容，な

ど 
 
 なお，ショートレターとして掲載されたものを
一層充実させて，論文あるいは資料としての条件
を満たすように記述したものは，論文あるいは資

料に投稿できます． 
 
 ページ数が限られていることから，タイトル，
著者，内容については十分厳選の上，ご執筆下さ
い． 
 特に，ショートレターの趣旨から，多人数の連
名著者はさけて下さい．研究全体がプロジェクト
チームによる共同研究であっても，実際にショー
トレターの限られた内容に直接携わり，執筆した
研究者にして下さい． 
 
ショートレターの査読日程予定 
( 2013 年度)： 
４月 担当及び査読者の指名 
５月  編集委員会で査読進捗状況の確認 
７月  編集委員会で採録，返戻の第１回決定 
９月  編集委員会で採録，返戻の第２回決定 
10月  最終原稿の提出 
11月  著者校正 
12月  ショートレター増刊号発行予定 
 
 
投稿の仕方： 
 原稿は，「投稿規程」と「原稿執筆の手引」
（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
サイトより電子投稿して下さい．会員の ID とパ
スワードが必要です. 
 投稿論文は電子投稿でのみ受け付けています. 
 
 
 
問い合わせ先： 
 日本教育工学会事務局 
 電子メール：  
 Tel/Fax：03-5740-9505 

 

日本教育工学会論文誌 特集号 論文募集 
「特集：情報化社会におけるインフォーマルラーニング」のご案内（最終報） 
 

 情報化の進展により，学校教育以外の学習機会が増えています．e ラーニングによる在宅学習やユビ
キタス機器を用いた体験学習を始め，ワークショップ，サイエンスコミュニケーション，博物館，企業
における人材育成などの領域において，情報通信技術を活用した生涯学習の基盤が整いつつあります．
また，初等中等教育における総合的学習の時間や大学のプロジェクト学習などにおいて，学校外学習と
連動する試みが行われるようになってきました．シリアスゲームやソーシャルラーニングなど新しい方
法も導入されています．本特集号では，拡大しつつあるインフォーマルラーニングやノンフォーマルエ
デュケーションの実践について，今後の学習環境の充実に寄与する論文を募集します． 
 
1.対象分野 

(1) e ラーニングによる在宅学習 
(2) ユビキタス機器を用いた体験学習 
(3) ワークショップ・サイエンスコミュニケーション 
(4) 博物館における学習 
(5) 企業における人材育成 
(6) シリアスゲーム・ゲーミフィケーション 
(7) ソーシャルラーニング 
(8) 学校外と協働する初等中等教育での取り組み（総合的学習やキャリア教育など） 
(9) 学校外と協働する高等教育での取り組み（プロジェクト学習やサービスラーニングなど） 
(10)  その他インフォーマルラーニングに関する実践研究など 

 
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． 
 なお，特集号編集委員会では，本特集号のテーマの特徴から，インフォーマルラーニングやノンフォ
ーマルエデュケーションに関する実践を「教育実践研究論文」，あるいは「資料」の条件を満たすよう
にまとめ，積極的に投稿していただくことを期待しています． 
 
3.論文投稿締切日（2013 年 11 月発行予定） 
 投稿原稿を 02 月 06 日（水）までに電子投稿をお願いします．ただし，02 月 13 日（水）までは，論
文を改訂することができます．締切の延長は行わない方針です． 
投稿原稿提出締切（電子投稿）：2013 年 02 月 06 日（水） 
最終原稿提出締切（電子投稿）：2013 年 02 月 13 日（水） 
 
4.論文投稿の仕方 
 原稿は，「原稿執筆の手引」（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ないことになりま
した． 
 
5.問合せ先 
日本教育工学会事務局 
Tel/Fax：03-5740-9505 
電子メール：

 
6.特集号編集委員会  
編集委員長：山内祐平（東京大学）  
副編集委員長：山田政寛（金沢大学）  
編集幹事： 荒木淳子（産業能率大学） 
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キリトリ線 

第 28 回研究奨励賞候補者推薦のお願い（最終報） 
 

 第 28 回全国大会（長崎大学）の研究発表者の中から，第 28 回研究奨励賞の候補者を下記の要領
でご推薦下さい． 
 発表をお聞きになっていない場合でも，投票は有効です．論文集を参考にご推薦下さいますようお願
い申し上げます． 
 
 
 

 
      
注：研究奨励賞（1985 年 10 月 31 日 理事会申し合わせ） 

「研究奨励賞は，教育工学および関連領域に関する学問の奨励のため，有為と認められる新進
の研究者に贈呈する．この奨励賞を受ける者は，本学会会員であり且つ研究大会において講演
を行った中から，優秀な論文を発表した者から選定する．」 
 
なお，理事・評議員・大会役員・座長担当者の方は率先してご推薦下さいますようお願い申

し上げます． 
 

 
★締切は，12 月 31 日（月）とさせていただきます．  
 
 

第２８回 研究奨励賞候補者推薦用紙 
 
 

日本教育工学会 
Tel/Fax： 03-5740-9505 
E-mail：  

 

 

 
 

候補者氏名 講演番号 推薦者 
   

   

   

 
１．選考対象者は，本学会の会員であって，受賞時に 40 歳を越えていないこと． 

ただし,本学会入会時から５年を経過していない場合は考慮する. 
２．選考時点から遡って最後の年次大会での正式の研究発表登壇者であること. 
３．既に研究奨励賞を受賞している者でないこと. 
４．対象者の過去の研究業績を尊重すること. 
 

選考の基準 
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第６回マレーシア国際教育工学会に参加して 
山西潤一（富山大学） 

 

マレーシア教育工学会,Dr.Hj.Mohd.Arif Hj Ismail 会長から日本教育工学会永野会長あてに，学術交流

と IMETC2012(6th International Malaysian Educational Technology Convention 2012)での講演依頼

があり，学会を代表して，「日本の教育の情報化の現状と教育工学の役割」と題してキーノートスピー

チを行なってきた．10 月 29 日（月）から 31 日（水）までの３日間，クアラルンプールで開催された

同学会は，マレーシア教育工学会の全国大会としては今年で 26 年目，６年前から国際セッションも同

時開催することとしたので，第６回国際教育工学会としたとのことであった．日本教育工学会他，オマ

ーン教育工学会，トルコ教育工学会，インドネシア教育工学会などが協賛し，「Access to Education for 
All-Making it Happen via Technology-」をテーマに，マレーシアはもとより東南アジア，中東諸国か

ら約 150 人が参加．英語による国際セッションとマレー語による国内セッションの二つが同時開催で，

教師教育，教育方法，教材開発，カリキュラムデザイン，e-Learning などに関するもの等 30 の研究発

表と議論が熱心に展開された．マレーシアの参加者の多くは，大学の教育工学関連の学部や研究所で教

育や研究を行なっている研究者であった．マレーシアでは約 10 の大学が教育工学に関する学部や学科

を設置，大学院博士コースもあり，教育に対する教育工学の役割が強く求められているとのことであっ

た．Arif 会長や Rozhan 大会実行委員長から，今後とも日本との学術交流を是非続けていきたいとのメ

ッセージを頂いた．交流が深まることを期待したい． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Arif 会長らと IMETC2012 にて   
 

 

 

 

 

  

キリトリ線 

第 28 回研究奨励賞候補者推薦のお願い（最終報） 
 

 第 28 回全国大会（長崎大学）の研究発表者の中から，第 28 回研究奨励賞の候補者を下記の要領
でご推薦下さい． 
 発表をお聞きになっていない場合でも，投票は有効です．論文集を参考にご推薦下さいますようお願
い申し上げます． 
 
 
 

 
      
注：研究奨励賞（1985 年 10 月 31 日 理事会申し合わせ） 

「研究奨励賞は，教育工学および関連領域に関する学問の奨励のため，有為と認められる新進
の研究者に贈呈する．この奨励賞を受ける者は，本学会会員であり且つ研究大会において講演
を行った中から，優秀な論文を発表した者から選定する．」 
 
なお，理事・評議員・大会役員・座長担当者の方は率先してご推薦下さいますようお願い申

し上げます． 
 

 
★締切は，12 月 31 日（月）とさせていただきます．  
 
 

第２８回 研究奨励賞候補者推薦用紙 
 
 

日本教育工学会 
Tel/Fax： 03-5740-9505 
E-mail：  

 

 

 
 

候補者氏名 講演番号 推薦者 
   

   

   

 
１．選考対象者は，本学会の会員であって，受賞時に 40 歳を越えていないこと． 

ただし,本学会入会時から５年を経過していない場合は考慮する. 
２．選考時点から遡って最後の年次大会での正式の研究発表登壇者であること. 
３．既に研究奨励賞を受賞している者でないこと. 
４．対象者の過去の研究業績を尊重すること. 
 

選考の基準 
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事務局よりのお知らせ 
 

クレジットカードでの支払の奨励と送金手数料の無償化について 
 
 現在，会費の納入については，郵便振替，クレジットの２つの方法がありますが，郵便振替の振替後

の事務処理については大変手数がかかっているのが現状です．一般には，振替用紙が送付されてから，

内容を確認し，会員データベースで該当の会員を検索し，入金データを登録していますが，送金額の明

細が不明なもの（10%），入金者が不明なもの（２%）もあります．特に入金者が不明なものについては，

発信郵便局の番号から地域を割出し，近くのお住まいの会員に本人であるかどうかを確認するという作

業が発生しますが，このご時世ですので，発信者の個人を特定するのが困難なことも多く，この作業に

多大な時間を必要とする場合もあります．記録によると，その作業人件費が年間 200 時間以上分はか 
かっているということです．  
 一方，クレジットカード払いでは，学会の会員専用ページで支払い手続きをしますと，自動的に会員

データベースに入力処理されると共に，クレジットカード代行会社（SBI ベリトランス）にデータ転送

して，会員の銀行口座からその金額を引き落とすシステムとなっています．その際，送金額の 4.5％＋

20 円と全体的にプラスαの手数料を支払う契約ですが，安全に確実に会員管理のデータベースが自動更

新されるようになっています．ところで，これまで学会では，その手数料に見合う経費の一部として

（送金額）×4.5％＋20円を会員に負担してもらっていましたが，2012年12月より，その送金手数料を

無償（学会負担）とし，クレジットカードでの支払いを奨励することになりました．もちろんこの学会

負担総額も少額ではありませんが，上記の事務作業の人件費の一部を相殺するものであります．

　学会での事務局の負担軽減と入金確認の確実性の観点から，学会での会費や諸金の支払いにクレジッ

トカードでの支払いを採用していただくよう，よろしくお願いします． 
 

教育工学選書の既刊６巻の申込受付について  

の構成は学会ホームページ参照）のもと，企画・執筆・編集が続けられてきましたが，この夏よりミネ

ルヴァ書房から順次出版が開始されています．このシリーズは，教育工学の研究活動や方法あるいはこ

れまでの研究の成果を，多くの方々（特にこれから実践的研究に参加しようとしている若い研究者や教

育工学を勉強してみたい大学院生）に伝承する専門書として企画されたものであり，「教育工学とはど

のような学問か」「これまでどのような研究が行われてきたのか」「この領域の面白さはどこにあるのか」

「今後この分野に関わる研究者にはどのような知識や技術を身につけておいてほしいのか」等を共有す

ることを目指しており，8 巻で構成されています． 
 第 1 巻 坂元 昂・岡本敏雄・永野和男 編著「教育工学とはどんな学問か」  
 第 2 巻 赤堀侃司・山西潤一・大久保昇 著「学びを支える教育工学の展開 」（未刊）  
 第 3 巻 清水康敬・中山 実・向後千春 編著「教育工学研究の方法 」  
 第 4 巻 矢野米雄，平嶋 宗 編著「教育工学とシステム開発」 
 第 5 巻 西之園晴夫・生田孝至・小柳和喜雄 編著「教育工学における教育実践研究」 
 第 6 巻 水越敏行・吉崎静夫・木原俊行・田口真奈 著「授業研究と教育工学」 
 第 7 巻 近藤 勲・黒上晴夫・堀田龍也・野中陽一 著「教育メディアの開発と活用」（未刊） 
 第 8 巻 永岡慶三・植野真臣・山内祐平 編著「教育工学における学習評価」 
 

諸般の事情から第2巻，第7巻の編集が大幅に遅れていますので，現在，申し込みできるのは既刊の6
巻分です．一般にも発売されている本ですので，もちろん書店にて定価で注文していただくことも可能

ですが，資産を会員に還元するという意図もあり，各巻に対し学会員ひとり1冊については 4 割引き

（定価の 6 割，割引分を学会が負担），それ以上の冊数の購入に対しても，著者割引として 2 割引き

（定価の 8 割）で配布することになっていますので，できる限り学会経由でお求め下さい．申し込みは，

学会員専用ページからです．https://www.jset.gr.jp/pg/member_s/login.php 
 学会員専用ページの login には，ID とパスワードが必要です．お忘れの方は，事務局までお問い合わ

せ下さい．クレジット払いも可能です． 
 なお，配送に関しては，冊数に対応しての郵送費やその他のための郵送手数料の負担をお願いしてい

ますが，全 8 巻をそろえてご希望の方に対し（あとの 2 巻が遅れているという理由で），全巻がそろう

教育工学選書については，25 周年記念事業の一つとしてスタートし，教育工学選書編集委員会（委員
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まで注文を待って頂いたり，郵送手数料を 2 回お願いするのは忍びないことですので，今回 6 巻をまと

めてお申し込みの場合には，後の 2 巻分の追加お申し込みの時に郵送手数料はいただかないことにしま

した．全 8 巻が出そろってから購入する予定であった方も，いまの段階で，6 巻分をお申し込み下さい．

特に，4 割引きや 2 割引きは，学会買い取り分（初版 800 冊）がなくなるまでの会員向けの特別な扱い

ですので，申し込み遅れのなきようにお願いします．見積書や請求書，領収書の自動発行や，科研費や

大学校費購入の場合のための「事後支払」の便宜も事務局で対応できるようにしております．ご連絡下

さい． 
 本シリーズは，我が国における教育工学の理解や普及に関するまとまった専門書ですので，所属の図

書館などにもそろえていただきたいと思いますし，大学や大学院の授業のテキストとして利用していた

だければとも思います．ご注文をお待ちしています． 
 

 
 

 

 

新入会員 
（2012 年 09 月 04 日～2012 年 11 月 07 日）26 名（正会員：12 名，学生会員：14 名） 

 
■正会員 12名 
亀田 真澄(山口東京理科大学) 

下坂 剛(四国大学) 

奥田 阿子(長崎大学) 

鈴木 聡(木更津工業高等専門学校) 

一之瀬 敦幾(静岡県立小笠高等学校) 

上田 敏丈(名古屋市立大学大学院) 

蜂巣 吉成(南山大学) 

竹村 里香(三重県志摩市立浜島中学校) 

中村 千秋(長崎大学) 

 

 

 

柄本 健太郎 

蓮 行(大阪大学) 

大園 佳和 

 
■学生会員 14名 
伊藤 健二(三重大学) 

天野 慧(熊本大学大学院) 

池田 由利加(鳴門教育大学大学院) 

山田 洋二郎(鳴門教育大学大学院) 

黒崎 奨(鳴門教育大学大学院) 

 

 

 

佐藤 晶紀(鳴門教育大学大学院) 

松末 一希(鳴門教育大学大学院) 

福村 真紀子(早稲田大学大学院) 

苗 琳娟 

守下 奈美子(筑波大学大学院) 

大澤 茂(明星大学大学院) 

畑野 快(京都大学大学院) 

藤田 彬(横浜国立大学大学院) 

沖見 圭洋(広島市立大学大学院) 

 
 

 

Japan Society for Educational Technology

23



24

編集長：清水 康敬（東京工業大学）
担当副会長：永岡 慶三（早稲田大学）
広報委員長：南部 昌敏（上越教育大学）
　副委員長：矢野 米雄（徳島大学）
　幹事：高橋 純（富山大学）
　委員：石塚 丈晴（福岡工業大学短期大学部）
 冨永 敦子（早稲田大学）
 永田 智子（兵庫教育大学）

会長 永野和男（聖心女子大学）
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◎学会日誌
２０１２年
・２０１２年１２月１５日（土）

研究会「e ポートフォリオの活用と普及」（東京学芸大学）

２０１３年
・２０１３年０２月１６日（土）〜１７日（日）

冬の合宿研究会「身体という“メディア ”，学習装置と

しての “ 舞台 ” 即興劇・マイムを体験しつつ，学習理論

を探究する」（株式会社内田洋行　東京ユビキタス協

創広場 CANVAS）

・２０１３年０２月１８日（月）

大学教員のためのＦＤ研修会「大学授業デザインの方

法」（首都大学東京 秋葉原サテライトキャンパス）

・２０１３年０３月０２日（土）

研究会「ICT を活用した教育実践と授業改善」（三重

大学）

・２０１３年０３月２３日（土）

産学協同セミナー「教育工学の視点からの未来の学校

（教室）」（株式会社内田洋行　東京ユビキタス協創広

場 CANVAS）

・２０１３年０５月１８日（土）

研究会「教育研修の設計と評価」（長崎大学）

◎国際会議の案内
２０１３年
・SITE 2013
 http://site.aace.org/conf/
 (03/25-29, New Orleans, Louisiana, USA)
・EdMedia 2013
 http://www.aace.org/conf/edmedia/
 (6/24-28, Victoria, BC, Canada)
・ICEL 2013
 http://academic-conferences.org/icel/icel2013/
  icel13-call-papers.htm
 (6/27-28, Cape Town, South Africa)
・HCI International 2013
 http://www.hcii2013.org/
 (7/21-26, Las Vegas, USA)
・ICWL 2013
 http://icwl2013.tajen.edu.tw/
 (10/6-9, Kaohsiung, Taiwan)
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