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日本教育工学会 第 29 回通常総会のご案内（第二報） 
 
第 29 回通常総会と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． 
 
1．日時：2013 年 06 月 15 日（土） 10：00～16：00（受付 09：30 より） 

10：00～12：00 シンポジウム１（詳細は，次記事をご覧下さい） 
12：00～13：00 総会 

総会終了後，理事・評議員会 
14：00～16：00 シンポジウム２（詳細は，次記事をご覧下さい） 

 
2．会場 

東京工業大学 大岡山キャンパス  西９号館 ディジタル多目的ホール 
東京都目黒区大岡山 2-12-1   http://www.titech.ac.jp/ 
○東急大井町線 大岡山駅 徒歩１分  ○東急目黒線 大岡山駅 徒歩１分 

 
3．総会の議題 

第１号議案 2012 年度（2012 年 04 月 01 日（日）-2013 年 03 月 31 日（日））事業報告及び収支

決算承認の件 
第２号議案 2013 年度（2013 年 04 月 01 日（月）-2014 年 03 月 31 日（月））事業計画案及び収

支予算案承認の件 
第３号議案 会長，理事，監事，評議員の選任の件
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シンポジウム開催案内（第二報） 
 
【午前の部：10:00 -12:00】 
 
シンポジウム １ 
 
テーマ：状況論・活動論的観点から教育工学研究を考える 
 
日本教育工学会では，状況論・活動論を理論的枠組みとする構成主義に基づいた研究が少しずつ報告

されるようになった．構成主義に基づいた研究は，従来の教育工学研究を捉え直すひとつの流れを創り

出している．しかしながら，構成主義に基づいた研究の多くは記述的な知見を提示するもので，これを

教育工学研究の中に取り入れることの課題が残されている． 
そこで，本シンポジウムでは，状況論・活動論を専門とする研究者をお招きし，構成主義と教育工学

との接点を探ることから，状況論・活動論が教育工学研究にどのような視座を与えてくれるのか，状況

論・活動論による研究知見をどう教育工学の研究に活かすことができるのかを議論していきたい． 
 

司 会： 久保田賢一（関西大学） 
登壇予定者： 上野直樹（東京都市大学） 
 茂呂雄二（筑波大学） 他 
指定討論予定者： 岸磨貴子（明治大学） 

 
＊学会員以外の方も参加可能です． 

 
 
 
【午後の部：14:00 - 16:00】 
 
シンポジウム ２ 
 
テーマ： 政府の教育の情報化ビジョンの今後の進展と教育工学の関わり 
 
一人一台の情報端末を前提として学びのイノベーションを図ろうとして文部科学省が提示した「教育

の情報化ビジョン」．それを検証するべく総務省，文部科学省が行った政府の実証実験事業が今年度で

終盤を迎え，続く自治体首長による実証事業は大阪市や荒川区など一部の自治体で開始されようとして

いるが，その他の多くの自治体は，果たしてどうなることかとの様子見もしくは蚊帳の外の状態である． 
日本全体での教育の情報化ビジョン実現のためには，現在より非常に大きな投資が必要となる．政府

や自治体が実現のための政策立案をするためには，どのように進めればいいか，まだまだ多くの検証が

必要とされている． 
今回のシンポでは，この分野で先行をする韓国の状況をその政策に関わる研究者から情報提供をして

いただいたうえで，日本の現況を支援研究する立場からの発表や，いくつかの見地からの発表を元に，

日本の教育工学会関係者と参加者での議論を進めたいと考える．昨年の元文部副大臣を交えた議論に続

き，より発展した議論の場にしたいと考える． 
 

登壇予定者： Cho Kyubok（韓国教育情報学術院：KERIS） 
 堀田龍也（玉川大学）  他  
 
＊学会員以外の方の参加を歓迎いたします．
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日本教育工学会 第 29 回全国大会のお知らせ（第二報） 
大会 Web ページ：http://www.jset.gr.jp/taikai29/ 

 
日本教育工学会第 29 回全国大会を，下記のように秋田大学 手形キャンパス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：2013 年 09 月 20 日（金）～23 日（月） （20 日（金）は授業公開とワークショップのみ） 

会場：秋田大学 手形キャンパス 〒010-8502 秋田市手形学園町１番１号 
http://www.akita-u.ac.jp/honbu/access/index.html 

 
2. 大会日程（予定） 

09 月 20 日（金） 
14:15〜15:00（予定） 秋田大学附属小学校授業公開（授業公開は大学内の臨床型模擬授業教室で行います．

ワークショップの一つとして事後検討会を行う予定です．詳細は後日お知らせいた
します．） 

17:00〜19:00     ワークショップ 
※ 09 月 20 日（金）は，大会の受付はありません． 

09 月 21 日（土） 09 月 22 日（日） 09 月 23 日（月，祝日） 
08:15～17:00 受付 

 09:00～11:00 一般研究発表１ 
      （口頭発表） 
11:10〜12:30 一般研究発表１ 
       (ポスター発表) 
 
12:30～14:00 昼食，理事会 
     企業ランチセッション 
 
14:15～16:15 シンポジウム 
       チュートリアル 
16:30～18:30 一般研究発表２ 
      （口頭発表） 

08:30～17:00 受付 
09:00～11:40 一般研究発表３ 
      （口頭発表）     
11:50〜13:10 一般研究発表３ 
       (ポスター発表) 
 
13:10～14:10 昼食，各種委員会

 
14:10～15:10 全体会 
       （表彰，会長講演）

15:20～17:50 トークセッション

18:00～20:00 懇親会 

08:30～15:00 受付 
09:00～10:40 一般研究発表４

      （口頭発表） 
10:50〜12:30 一般研究発表５

       (口頭発表・ 
        ポスター発表) 
12:30～13:30 昼食 

 
13:30～16:00 課題研究発表 

 
16:10〜    大会企画委員会

10:00〜18:00 企業展示 09:00〜14:10 企業展示  
＊ 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． 
＊ 企業展示が第１日目，第２日目に開催されます．ぜひ見学にお立ち寄り下さい． 
＊ 特に，初日昼休みには，無料ランチ付きの企業ランチセッションを開催します． 

託児所の提供について  

前回大会に引き続き，大会期間中，託児所を提供する予定です．料金等，詳細は検討中です．決ま

り次第，ニューズレター，ホームページ等でお知らせいたします． 
 
3. 今大会での注目点，前回大会からの変更点 
・ 09 月 20 日（金）に，ワークショップと秋田大学附属小学校の授業公開を開催します．ただし，大

会受付は 09 月 21 日（土）から行います．秋田大学附属小学校授業公開は，大学内の臨床型模擬授

業教室で行います．ワークショップの一つとして事後検討会を行う予定です． 

・ 教育工学選書が発刊されたことを記念して，チュートリアルセッションを開催します． 

・ 前回大会に引き続き，トークセッションを開催します． 

・ 参加費は，CD-ROM 版の講演論文集込みの価格となります．  

・ 事前申し込みされた方は，大会後援論文集を，大会初日の約１週間前（09 月 13 日（金）を予定）

から大会関係の Web サイトからダウンロード可能になります．そのため，講演論文集の発行日は，

ダウンロード可能になる日になります． 

・ 前回大会と同様，企業ランチセッションが初日の昼に行われます．企業ブースへの出展企業から各

３分程度のプレゼンテーションをして頂きます．参加者には，先着 150 名程度（予定）にランチを

提供いたします． 

・ 提出された原稿の PDF は，学会が Web サイト等に掲載することを許諾して頂きます． 

・ 全国大会の原稿は，あるレベルで完結した内容であることを求めます．「結果は当日会場で発表する」

等の書き方はしないで下さい．大会企画委員会で判断し，修正を求める場合があります． 
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4. シンポジウム，チュートリアル，トークセッション 
シンポジウム，チュートリアル，トークセッションの内容は検討中です．決まり次第，大会 Web ペー

ジならびにニューズレターに詳細を掲載いたします． 

 

5. 課題研究 

 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 10 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．この点にご留意下さい． 

■K-01  システム開発・新技術の利用：学びを拡げる情報環境 

 コーディネータ：飛弾信崇 （ベネッセコーポレーション），江木啓訓（神戸大） 

 情報技術は我々の重要な社会基盤を構成するだけでなく，日常生活においてきめ細かく人間の活

動を支援する役割を担っている．このような技術のオープン化も進んでおり，様々な学習環境構築

への応用も容易になってきている．本課題研究では，新しい技術を利用した学びの可能性を，シス

テムの開発・設計とその導入・実践などの報告を踏まえて議論する．発表テーマの一例としては，

教育・学習のための電子工作，オープンソースハードウェア，デジタルファブリケーションなどの

開発・活用のほか，音声・画像認識，行動識別，拡張／複合現実技術，ヒューマンセンシング，セ

ンサネットワーク，ユビキタス・ウェアラブルコンピューティングなどの技術を活用したシステム

開発が挙げられる． 
■K-02  協調学習支援とシステム開発（ものつくり）の接続：学習観とシステムデザインを介して 

 コーディネータ： 舟生日出男（創価大），鈴木栄幸（茨城大） 

 教育工学という用語は「教育の問題への工学的な接近」を含意している．本課題では，その主要

な領域であるシステム開発（ものつくり）を取り上げ，協調学習支援のためのシステム開発の理論

と実践，システム開発をアカデミックな業績とするための方法等について，そうしたシステム開発

に既に携わっている研究者と，これから携わろうとしている研究者を交えて，Structured Poster 
Session 形式で議論する．最終的には，システム開発によって教育問題に接近する研究者の相互研鑽

コミュニティの構築を目指す．今年度は第一歩として，協調学習支援とシステム開発の接続につい

て議論したい．そのために，協調学習支援システム開発に関する研究発表を広く募る．ただし，単

なる開発報告ではなく，協調学習支援のために，どのような学習観に立ち，システムにどのような

役割を担わせようとしたのか，どのようにデザインし現場に導入した（しようとしている）のかに

ついて明らかにするような研究発表を求めたい． 

■K-03  教育・学習支援システムにおける Learning Analytics 的アプローチ 

 コーディネータ： 緒方広明（徳島大），森本康彦（東京学芸大） 

 近年，e ラーニングや e ポートフォリオなどの教育・学習支援システムの長期的な運用により，大

学や企業等において，学習者の様々な学習履歴ログデータがサーバ上に蓄積され，その活用が期待

されるようになった．これらの膨大な学習ログデータや，学習に関連するあらゆるエビデンスを記

録したビッグデータを分析して，学習者の学習成果や成長の評価だけでなく，学習方法の改善，将

来的な能力の予測，隠された問題点の発見などを行う，Learning Analytics（LA）的なアプローチ

が重要になりつつある．海外に目を向ければ，2011 年から LA に関する学会 SOLAR(Society for LA 
Research)が創設され，国際会議 LAK (LA and Knowledge)も開催されるなど急ピッチで進展してい

る．このような状況の中，本課題研究では，LMS/CMS などの教育・学習・評価支援システムの運

用における学習記録データの利活用の事例，ユビキタス・モバイル技術やライフログ技術などを用

いた新しい学習活動データの記録方法，社会ネットワーク分析やデータマイニングなどの分析手法

や視覚化手法等の提案，そして，それら分析結果に基づく具体的な教育・学習・評価支援手法の実

践報告など，LA に関連する研究発表を幅広く募集する． 

■K-04  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： 後藤康志（新潟大）・寺嶋浩介（長崎大） 

 我が国の授業研究は長い伝統をもち教師の力量形成を支えてきている一方，形骸化も指摘されて

いる．その原因には，学校現場の多忙化などもあろうが，グローバル化や情報化に対応できる人材

を育成できる豊かな実践的力量を備えた学び続ける教師を支える新しい授業研究や組織的取り組み

が十分ではないことが挙げられよう．本セッションでは昨年に引き続き，研究マインドをもちつつ，

教員同士が同僚性を発揮してエビデンスに基づきながら授業研究するアプローチについて議論した

い．学び続ける教師の授業研究を支える組織的な取組，特別支援教育や ICT 活用など新しい教育課
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題に対応する授業研究や分析ツール，学校現場・研究者・行政の連携など新しい授業研究の開発及

び実践，授業研究に参画する教育工学研究者の役割など，幅広い研究の応募に期待したい． 
■K-05  初等中等教育における情報教育・ICT 活用 

 コーディネータ：森下耕治（光村図書），豊田充崇（和歌山大），稲垣 忠（東北学院大） 

 初等中等教育の情報化推進に向け「教育の情報化ビジョン」が示されて以降，児童生徒 1 人 1 台

の学習環境，タブレット端末等を活用した実践研究が活発化している．教科指導における ICT 活用

は，従来の提示機器を中心とした活用から，デジタル教科書，情報端末の活用へと広がり，学校の

みならず校外や家庭学習での活用が模索されている．一方で情報教育は，新学習指導要領の下，様々

な教科・領域を横断した形で授業実践が求められている．本課題研究では，新たな段階を迎えた教

育の情報化に資する研究を募集する．具体的には，児童生徒向けのデジタル教科書や情報端末等を

活用した取組み，情報教育のカリキュラムや授業実践等に関する調査・実証研究等を対象とする．

情報社会に対応した初等中等教育の学習環境・授業方法・学習内容等について，教育工学の視点か

ら議論を深めたい． 
■K-06  メディア活用によって生じる問題・モラル 

 コーディネータ： 長谷川元洋（金城学院大），藤川大祐（千葉大） 

 近年，スマートフォンやタブレット PC 等の新しいメディアが普及してきている．メディアを有効

に活用するためには，その特性と活用によって生じる効果と問題の両面をよく理解しておく必要が

ある．本課題研究では，メディアの特性とメディア活用によって生じる問題について取り上げると

ともに，活用する上で必要とされるモラルについて取り上げ，議論したい．また，問題に対する教

育的なアプローチ，技術的なアプローチ等に関する研究発表も求める． 
■K-07  高等教育における教育工学的取組み 
 コーディネータ： 渡辺雄貴（首都大学東京），松河秀哉（大阪大），根本淳子（熊本大） 

 高等教育の現場では，アクティブラーニングの手法を用いた授業実践，学生を中心とした学習支

援活動であるラーニングセンターの実践，大学授業改善の動きである FD（Faculty Development）
活動，機関の情報分析である IR（Institutional Research）活動，OCW や MOOCs など情報ネット

ワークを活用した教育活動などが盛んに取り組まれるようになってきている．これらの活動はそれ

ぞれ独自の背景から発展してきたものであるが，いずれも教育工学的観点をもって捉えることで，

よりその効果や価値を高めることができる活動であろう．そこで本課題研究では，教育工学的観点

を取り入れた，アクティブラーニングやラーニングセンター，FD，IR，OCW や MOOCs の先進的

かつ組織的な取り組み，今後の展開を想定した理論的な枠組みの提案，実践報告等をもとに，高等

教育に対して教育工学は何ができるかを議論する．実践報告を中心にさまざまな知見が集まること

を期待する． 
■K-08  学び続ける教師の養成と保証 

 コーディネータ： 益子典文（岐阜大），姫野完治（秋田大） 

 現在の教師教育における中心的なキーワード「学び続ける教師」実現のためには，加算的に学習

機会を提供するのではなく，例えば養成段階では主体的に学ぶための「コミュニケーション能力」

を，そして学校では現職教員が自らの実践を対象化し概念化する「リサーチマインド」を重視する

など，新たな視点での学習・研修機会の設定が重要である．本課題研究では，教員養成段階から現

職教員研修のすべての過程で，教師が学び続けるための能力を育み保証する方法・実践に関する報

告を募集する．力量・能力を目標として明示し認定する組織的な試みや，地域の先輩教師－後輩教

師のネットワーク構築の試み等，昨年度に引き続き教育工学が蓄積してきた幅広い知見を礎にしな

がら議論を深めたい． 

■K-09  ゲーム型学習の導入と実践の評価 

 コーディネータ： 藤本 徹（東京大学） 

 ゲームの教育利用に関する研究は，欧米を中心に研究拠点の形成や研究成果の蓄積が進んでおり，

アナログ／デジタルゲームの教材や学習支援ツールとしての利用に加え，授業や教育カリキュラム

をゲームとしてデザインするアプローチへの関心も高まっている．この分野の発展のためには，単

に教師の関心に基づいて実践するのみにとどまらず，研究的な視座で知識を共有していくことが不

可欠である．本セッションでは，学習ゲームや，ゲームデザインを応用した教材・学習支援システ

ムの開発，ゲーム要素を取り入れた教育実践と評価，それらに関連するレビュー等の研究発表を広

く募集する．この分野の開発・実践研究を充実させていくために，個別事例の具体的な改善や発展

に焦点を当てた建設的な議論を深める場として本セッションを提供したい． 
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■K-10  インフォーマル・ラーニング，オープン・エデュケーション 

 コーディネータ： 黒田 卓（富山大） 

 知識基盤社会において，個々人の知識レベル，知識活用能力がより一層重要となってくる．先進

諸国において進む少子高齢化とその影響，身近な問題としてのエネルギー・環境問題とそれに絡む

経済，政治の問題，国際社会の一員としての責任や近隣諸国との連携と，背景に潜む歴史認識の問

題など，これまで一般の人にはそれほど気にする必要がなかったさまざまな問題についても，一人

一人がしっかりと意識と知識を持ち，責任を持った判断を行なっていくことが求められてくるだろ

う．また，ICTの普及により，多様な学習機会の提供の可能性も広がってきた．このような流れの中，

学びのコミュニティ，インフォーマル・ラーニング，オープン・エデュケーションが注目されてい

る．本セッションでは，インフォーマル・ラーニング，オープン・エデュケーションの実践，支援

システムの開発，学びのコミュニティづくりや，モチベーションの維持，学習効果の測定や評価と

いった話題を幅広に提供いただき，今後の在り方についてみなさんと議論を深めて行きたい． 

 

6. 一般研究（口頭発表とポスター発表） 

一般研究発表は，口頭発表とポスター発表に分かれます．どちらの発表も同じ一般研究発表であり，

口頭発表とポスター発表に質的な優劣はありません．発表目的に合わせてご選択下さい．なお，プログ

ラム編成の都合上，口頭発表とポスター発表の発表形式のご希望に添えない場合があるかもしれません．

ポスター発表の枠を増やした場合，口頭発表で申し込まれていてもポスター発表になる場合もあります．

あらかじめご了承下さい．ポスター発表者は，発表セッションの時間帯は，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．全てのポスター前に机を設けますので，適宜使用することができます．

インターネット環境は整備していませんので，必要な場合は，各自でご準備下さい． 

(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)情報モラル (4)教科指導における ICT 活

用 (5)メディア教育・メディアリテラシー (6)教師教育 (7)特別支援教育 (8)生涯学習 (9)企業内教育 

(10)看護・福祉教育 (11)教育評価・データ解析 (12)授業研究 (13)授業設計・実践 (14)高等教育の教育

方法・FD (15)教育ソフトウェア開発・評価 (16)学習コンテンツ開発・評価 (17)遠隔教育・遠隔学習 

(18)知的学習支援システム (19)認知と学習 (20)教育メディア (21)e-Learning (22)e ポートフォリオ 

(23)協調学習と協調作業 (24)ワークショップ (25)ソーシャルメディア (26)その他 
 

7. International Session（口頭発表） 
 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．発表は一般研究の口頭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． 

 

8. ワークショップ 

ワークショップは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

した教育工学に関連する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．会場の都合から，大会企画委員会では 7-8 件程度を上限として採択いた

します．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： 

06 月 07 日（金）〜07 月 04 日 （木）ワークショップ テーマ受付期間 
07 月 18 日（木）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）を大会企画委員会ワークショップ担当（ ）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． 
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9. 発表時間 
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 14 分 質疑応答５分（昨年と同じです） 

＜ポスター発表＞各セッション 80 分（昨年から変更されています） 
 [International Session]  発表 14 分 質疑応答５分 
 

10. 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が生じる可能性はある場合には，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． 

 

11. 大会までのスケジュール  
06 月 07 日 金 ワークショップ テーマ受付開始 
06 月 27 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 
07 月 04 日 木 ワークショップ テーマ受付締切 
07 月 11 日 木 課題研究採否決定通知 
07 月 18 日 木 ワークショップ テーマ決定 
07 月 23 日 
17:00 

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，07 月 30 日 17:00（火）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）． 
07 月 30 日 
17:00 

火 提出原稿の差し替え締切 
（17:00 厳守．この時刻以降の原稿の提出は一切受付ません）． 

08 月 27 日 火 発表者以外の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） 

 

12. 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，オンラインで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，ワ

ークショップ開催の条件となります． 
・ 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（大会参加費

はお支払い頂きます）．発表原稿をオンラインで登録できるようにするために，該当する発表者を事

前に登録します．07月20日（土）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． 
・ 発表者でない連名者の件数には，制限はありません．  
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・ 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，

既に別の発表を一般研究に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，06月27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プロポーザルにより，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，セッション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，07月11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，07月23日（火）17:00までに，JSETホームページ大会関

係部分から提出して下さい．  
・ ページ数はA4サイズで２又は４ページです．必ず偶数ページにして下さい．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．  
・ 発表時間の希望には応じられません．  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) 一般研究およびInternational Sessionの発表申し込み方法  

・ 07月23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ページのものは受付

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  

今大会では，論文誌として，論文本文の文字列検索が可能なCD-ROM（PDFファイル）を作成します．

昨年と同様に，ファイル提出時の注意にしたがって提出して下さい．  
 

【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/taikai28/） 

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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13. 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) 参加費等について 

 前回大会から，参加費に CD-ROM 版の論文集を含むことになりました．いずれのカテゴリーの参加

費も，従来の冊子版のプログラムと CD-ROM 版の論文集が含まれます． 
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 07 月 23 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 08 月 27 日（火）です． 
参加費  正・准・名誉会員  8,000 円（当日は 10,000 円） 

学生会員    2,000 円（当日は 4,000 円） 
非会員     9,000 円（当日は 12,000 円） 
非会員の学生          4,000 円（当日は 6,000 円） 

懇親会費     未定 
講演論文集代（予定）：冊子体 8,000 円，CD-ROM 版のみ 4,000 円，両方 10,000 円 

 参加費には，プログラム冊子および CD-ROM 版講演論文集代を含みます．参加費には，昼食費等の

食事代は含まれておりません．ランチセッションは，企業からの協賛費用から先着 150 名にお弁当を提

供するもので，参加費とは無関係です． 
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 2013 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． 
08 月 27 日（火）までの変更については，大会企画委員会（ ）までご連絡下さ

い．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．返金はしません．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，原則として振り替え等

ができないことをご了解下さい． 
 大会参加費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．プログラムと CD-ROM
版論文集をお送りします． 
卒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/taikai29/）
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，④非会員の学生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． 

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． 
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． 
・ 郵便局窓口で送金されてから学会の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． 
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・ 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 
・ 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，09 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． 
 

14. 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．

なお，貸出用コンピュータやOHP，実物投影装置は用意しません．また，インターネットにアクセスで

きる環境は用意されておりません．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，コンピュータ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，パネル前に机（高さ70 cm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．また，インターネットにアクセスできる環境は用意されておりません．

さらに，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． 
 

15. 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．今年は，企業ランチセッションを初日の昼に開催

いたします．企業ブースへの出展企業から各３分程度のプレゼンテーションをして頂きます．参加者に

は，先着150名程度（予定）にランチを提供します． 
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（ ）へお問合わせ下さい． なお，出展・広告申し込みの

第１次締切は，05月31日（金）です．  
 

16. 宿泊について  

 大会実行委員会から斡旋はいたしません．各自で手配をお願いいたします．09 月18 日（水）から20 
日（金）まで秋田大学では，大きな学会が開催されることが決まっています．ホテルのご予約はお早め

に確保されることをお勧めいたします． 
 

17. 問合わせ先  

大会全般に関しては以下にお問合わせ下さい．  
大会企画委員会  問合わせ用電子メールアドレス：
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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 教育研修の設計と評価／一般 
●日  時：2013 年 05 月 18 日（土） 
●会  場：長崎大学（文教キャンパス）教育学部 本館 31 番教室，32 番教室 
      （〒852-8521 長崎市文教町 1−14 ） 
●担  当：寺嶋浩介（ ） 

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(31 番教室) ，B 会場(32 番教室)   
09:55-10:00 諸連絡  

10:00-12:05 午前の部   

A1）小学校教員の力量観とその基盤となる経験の解明 
－イメージマップとインタビューの組み合わせを通じて－ 
島田希（高知大学），廣瀬真琴（鹿児島大学），深見俊崇（島根大学）， 
森久佳（大阪市立大学），髙谷哲也（鹿児島大学），宮橋小百合（四国学院大学） 

A2）ICT 活用の実践と指導力向上のための集合研修とフォローアップ研修の評価 
溝口博史（熊本県立教育センター），山本朋弘（熊本県教育庁），清水康敬（東京工業大学） 

A3）校内で ICT 活用を推進する教員研修後の受講者の働きかけと所属校教員の意識 
小清水貴子（静岡大学），藤木卓（長崎大学），室田真男（東京工業大学大学院） 

A4）学習支援の担い手としての学生スタッフ育成に向けた研修・評価プログラムの基本設計 
野田啓子（熊本大学大学院／立命館アジア大平洋大学）， 
鈴木克明，渡邊あや，合田美子（熊本大学大学院） 

A5）教職 e ポートフォリオにおける相互評価機能の実装 
谷塚光典（信州大学／熊本大学大学院），東原義訓（信州大学）， 
渡邊あや，喜多敏博，鈴木克明（熊本大学大学院） 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B1）グループワークにおける学習者間の作業量を均等化する高等学校専門学科「情報科」での 

システム開発学習の設計と実践 
倉田伸，藤木卓（長崎大学） 

B2）著作権教育に関する教員の意識調査 
山本光（横浜国立大学） 

B3）e ラーニングによる統計学の継続的受講が社会人学生の認知と態度に与える影響 
柄本健太郎（東京学芸大学大学院），冨永敦子（早稲田大学学術院），三溝雄史（芦屋大学），

向後千春（早稲田大学学術院） 
B4）市民が習得すべき科学技術コミュニケーション能力の検討とそれを育成する教材の開発 

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）

B5）数学科教育法向け模擬授業ゲームのための学習者モデルの検討 
松田稔樹（東京工業大学大学院） 

 
13:05-13:10 委員会挨拶・諸連絡 

13:10-14:50 午後の部-第一部 

A6）問題解決能力の育成を意図した授業設計に関する FD 研修プログラムの構想と現状 
山崎進，中溝幸夫（北九州市立大学），寺嶋浩介（長崎大学） 

A7）教員免許状更新講習「教職についての省察」の設計－教師の経験学習に対する認識に基づいて－

寺嶋浩介（長崎大学） 
A8）実践に基づく FD 研修の設計に関する検討 

村上正行（京都外国語大学） 
A9）プロジェクトを活用した FD の取り組み 

江本理恵（岩手大学） 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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B6）小学校社会科教科書紙面の提示箇所と順序に関する調査 

高橋純，吉川奈々（富山大学），堀田龍也（玉川大学教職大学院），田野勝之，加野島行宏（教

育出版株式会社） 
B7）児童生徒一人 1 台 PC を前提とした学習環境に関する観察調査 

中尾教子，江本真理子，佐藤喜信（内田洋行教育総合研究所），高橋純（富山大学）， 
野中陽一（横浜国立大学），堀田龍也（玉川大学教職大学院） 

B8）習熟度別指導におけるタブレット PC が学習に及ぼす影響 
横山隆光（岐阜県揖斐小学校），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） 

B9）校内無線 LAN 環境整備時の問題点に関する一考察 
森下孟（鹿児島大学），東原義訓（信州大学） 

 
15:05-16:45 午後の部-第二部 

A10）教師の実践イメージに関する経年比較研究 
深見俊崇（島根大学） 

A11）短期間で中学・高校教員の教科指導能力向上を可能にし，‘生徒が伸びる’研修システムの検討

林純次（立命館守山高等学校） 
A12）関西光科学研究所及びきっづ光科学館ふぉとんにおける教員研修の実践 

星屋泰二，萩原吾郎（日本原子力研究開発機構 関西光科学研究所, きっづ光科学館ふぉとん）

A13）熊本市教師塾「きらり」による教員研修プログラムの開発と評価 
前田康裕（熊本市教育センター） 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B10）メディア接触によるメディア認知の比較 

後藤康志（新潟大学） 
B11）社会で必要とされる能力に関する自由記述意見の回答者属性と抽出因子との関係 

清水康敬（東京工業大学），小泉力一（尚美学園大学） 
B12）拡張版 ARCS 動機づけモデルの実践有効性検証ツールの設計と評価 

中嶌康二（熊本大学大学院／大阪学院大学）中野裕司，渡辺あや，鈴木克明（熊本大学大学院）

B13）原爆 VR 教材空間内で被爆証言を提示した平和学習の試行 
藤木卓（長崎大学），中塩屋美羽（長崎ケーブルメディア），寺嶋浩介（長崎大学）， 
小清水貴子（静岡大学） 

 
● 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． 
● 交通案内： 長崎大学 文教キャンパス 
 JR 長崎駅：路面電車「長崎駅前」→（赤迫行き）→「長崎大学前」下車 

   長崎バス「長崎駅前」→（１番系統「溝川」，「上床」，「上横尾」行き）→ 
     「長崎大学前」下車 

 長崎空港：県営バス「長崎空港４番のりば」→（昭和町・浦上経由長崎方面行き）→「長大裏門前」

下車 

http://www.nagasaki-u.ac.jp/ja/access/bunkyo/index.html 
● 昼食案内：キャンパス内にある大学生協（食堂・売店）が営業しています． 
● 情報交換会のご案内：研究会終了後，情報交換会を開催予定です．（詳細は研究会 Web ページで）
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研究会の発表募集                テーマ： 大学教育への教育工学的アプローチ／一般 
●日  時：2013 年 07 月 06 日（土） 
●申込締切：2013 年 05 月 05 日（日） 

●会  場：岩手大学（担当：江本理恵） 
●原稿提出：2013 年 05 月 26 日（日） 

●募集内容： 
 昨年 08 月に公表された答申「新たな未来を築くための大学

教育の質的転換に向けて」に示されている通り，大学教育は

「主体的に考える力を育成する教育」へとの質的転換をせま

られています．この中では，「学生の学修時間の増加」に代表

されるような主体的な学びを導く教育方法の必要性や教育シ

ステムの在り方も言及されています． 
 そこで，本研究会では，個々の授業の教育方法に対するも

のから教育システムに至るまで，様々な「大学教育の質的転

換」に対して，教育工学がどのように貢献できるか，そのア

プローチ方法を議論したいと思います．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． 

2013 年度の研究会のご案内    
  会場 申込締切 原稿提出締切 
10月 26日（土） 
12月 14日（土） 
 

2014 年 
03月 01日（土） 

新時代の学習評価／一般 
エンタテインメントを活用し

た教育／一般 
 
テーマ調整中／一般 

兵庫医科大 
徳島大 
 
 
愛知工業大 

08 月 25 日（日） 
10 月 13 日（日） 

01 月 05 日（日） 

09月15日（日）

11月 03日（日）

 
 
01月26日（日）

年間予約購読のお勧め 
●年間購読：年５回発行される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）．研究会の受付でも年間講読を受付ております． 

研究会の開催報告 
●日  時：2013 年 03 月 02 日 
●発表件数：56 件 

●会  場：三重大学 
●参加者数：174 名（内非会員 77 名） 

三重大学で研究会を開くのは，担当者が覚えている限りで５回目

となります．これまで発表会場は１教室だけでよかったのですが，

今回は03月ということもあり，４教室を会場として準備しました．

発表は56件，参加者は177名と，大変多くの方にご参加いただきび

っくりでした．研究会テーマは「ICT を活用した教育実践と授業改

善」でしたが，小中学校現場でのものから，大学生や社会人を対象

とした教育実践まで幅広い研究発表が集まりました．参加者の皆さ

んから「大学院生の修士研究の発表が数多く聞けてよかった」「発表

内容が多岐にわたっており興味深かった」「ユニークな研究があり

様々なものがありおもしろかった」という声をお聞きしました．研

究会後，三重大学近くのレストランで懇親会を開きました．この会

にも多くの方(25人)が残って下さり，日頃の研究内容や課題を情報

交換できてよかったです．研究会当日は，屋外に貼っていた研究会

案内の紙が吹っ飛ぶような風の強い１日でしたが，本学大学院生ス

タッフのおかげで，会の運営を何とか終えることができました． 
本研究会を通じて，皆様の今後のご研究が発展することを期待し

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：須曽野仁志（三重大学）  
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2012 年度 大学教員のための FD 研修会の報告 
 

 本研修会は，本学会の知見を活かし，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，2008 年度

から実施している取り組みである．第５回目となる今

回は 2013 年 02 月 18 日（月）に首都大学東京秋葉原

サテライトキャンパスにて，昨年度好評であったテー

マである「大学授業のデザインの方法―１コマの授業

からシラバスまで」（講師：熊本大学 鈴木克明先生，

根本淳子先生）を踏襲し実施した．参加者の構成は，

大学教員 23 名，大学院生２名，その他企業関係者等４

名であった． 
 参加者はグループに分かれ，ワークショップ概要の説明の後，岩崎委員によるコーディネートにより

グループ内で参加者が持参した各自のシラバスや授業資料を紹介し，授業の問題点や課題の発見と共有

を行った． その後，鈴木先生によるインストラクショナルデザイン（ID）に関する説明を聞き前提と

なる知識を確認した．確認の際には，ガニェの学習の条件，状況的学習論，折衷主義など ID の基礎と

なる理論について，参加者各人が自分の解釈を深めるようなセッションも折り込まれており，理論の理

解，知識の習得と実践が有機的にブレンドされていた．そして，別のグループで類似した問題・課題を

持つ参加者とペアを組み，相互に授業内容や問題点の聞き取りを行った．聞き取りは鈴木先生より配布

されたワークシートや資料を基に進められた．ワークシートには「誰に何を教えようとしているのか（入

口）」，「どうやって教えるのか（方法）」，「単位取得の要件は何か（出口）」などといった８項目が記述

されており，参加者は相互に各項目の内容を聞き取っていった． 
 その後，根本先生から ID の視点から大学教育を考えるための説明，村上委員より入口に関する説明，

重田委員から出口に関する説明，渡辺委員から方法に関する説明があり，それぞれグループワークでワ

ークシートの改善を行なった．最終的に，参加者は元のグループに戻り，相互に聞き取った内容につい

てグループメンバーと共有し，解決策について議論を行うことで，自分の授業の改善への振り返りの機

会とした．参加者は非常に熱心に議論や共有活動に参加し，時間が足りないほどであった．本研修会で

は，最終課題を提出し合格した参加者に FD 研修会修了証明書を発行することになっている．鈴木先生

より提示された最終レポート課題は，セミナーで学んだことを踏まえて授業改善のアクションプランを

記述するものであった．本研修会の評価アンケートでは，事前広報に課題があったものの，形式，課題，

時間，運営などについての質問項目では平均値が 4.0 以上（５件法）の範囲に入る結果であり，高評価

であった．自由記述でも「ID 理論に基づいた授業見直しのスキルや考えを知ることが出来た」，「参加

者同士の対話が多く持てた」，「知識面のポイントがわかりやすく，資料も豊富であった」等，充実した

内容であったことが伺える感想が多数みられた． 
最後に，鈴木先生を始め，本研修の支援をして下さった根本淳子先生（熊本大学），高橋暁子先生（熊

本大学大学院），柴田喜幸先生（産業医科大学）に感謝を申し上げたい． 
（文責：渡辺雄貴）渡辺雄貴（首都大学東京）
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2012 年度 冬の合宿研究会報告 
 

「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，学習理論を探求する」

をテーマに 2012 年度冬の合宿研究会が，内田洋行東

京ユビキタス協創会場 CANVAS で開催された． 
このプログラムは，近年注目されている「身体を用

いた学習機会の可能性」を自ら体を動かす体験しつつ，

その理論的背景の解説を学び，「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求を行

うものを目標としたものであり，協力者含め 60 名に及

ぶ老若男女の参加者が集った． 
 

今回の冬の合宿は，02 月 16 日（土）10:00 から 17 日（日）の 15:30 まで

と，交通至便の東京での開催を生かし従来にない長時間で実施する．ジャー

ジ等の体を動かせる服装で集合し，食事は昼夜昼夜と４食とも会場で提供し

食事の時間も交流を図るという，新たな試みの冬の合宿でもあった．講師に

は学会員ではない，それぞれの専門家を招き，最先端のワークショップを展

開してもらった． 
 初日朝，企画委員の中原淳氏（東京大学）によるこの合宿のガイダンスか

らスタート．その後は，インプロ（即興劇）の専門家として高尾隆氏（東京

学芸大学），マイムの専門家としては藤倉隆氏（教育演劇学 Ph.d・パフォー

マー）の両氏に，指導とファシリテートを交互にお願いして，参加者は体を

しっかりと動かす．その間が，岡部大介氏（東京都市大学）からヴィゴツキー心理学をベースとした最

先端の学習理論を紹介．中原氏からの理論的解説を踏まえ，ディスカッショ

ン・ダイアローグのセッションの時間となった． 
 まず，最初に，インプロ（即興劇）から開始する．即席のグループが作られ，

与えられたテーマを即興で演技する．高尾氏の指導のもと，順に役割を変えな

がらの演技から，参加者のぎこちなさが徐々に解消していく． 

一方，知らない人同士のアウンの呼吸

にも参加者は気がつきだす．次に，全員

がロボットとそれを操作する人となる．

単純なコマンドで動くロボットとして，

歩いたり回転したり，前に壁や人の障害

物があると音を出しながら停止する．背中をタッチして指示を出す

人以上に，出される側の本来意思のないロボットの心がわかるよう

な不思議な体験を通じ，演技する恥ずかしさも無くなってくる． 
 マイムでは，プロの演技者としても活動され，また講師として学

術的指導もされている藤倉氏の模範演技を見ていると，最初はとて

も真似が出来ないと思われる．しかし，最初は簡単な動作から始ま

り，徐々に次の演技に挑戦するなかで，自らの体で表現できること

に楽しみが湧いてくる．透明のガラスの壁があるように見せる“壁

のテクニック”に挑戦し，少しずつ壁が表現出来るようになると参

加者は夢中となる．「私でも出来るんだ！」と． 
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 身体を動かすセッションの間で，体のクールダウンをしつつ岡部氏，

中原氏から理論的背景を知る．そして昼食はランチボックスを抱えて自

由に食事をしながらの会話．夜の懇親・交流も，いつもの旅館や近所の

居酒屋ではなく，フロアの一角に立食形式のパーティ会場をつくり，食

事・飲食・会話を楽しむ． 
尚，夕刻には，参加者の一員であった上田信行氏（同志社女子大学）

および同志社女子大学生からの指導を受け，今回の飛び入りプログラム

としてダンス演技に挑戦．神戸大学附属病院教職員の SD 研修として実

施された職場である病院を使ってのダンスによるプロモーションビデオ

作製，というプログラムのミニ版である．すでに体を動かしてきた参加

者は躊躇することなくダンスにも参加でき，病院教職員の間で好評でそ

の後の職場環境の改善に役立ったというのも実感できる． 
 翌日も，インプロ，マイム，理論という形で 15:00 過ぎまで進行し，最後に橋本諭氏（産業能率大学）

のゼミの学生の協力により作成されたリグレクションの映像に映る自分の姿を見ながら，長くかつ深み

のある合宿が終了した． 
参加者は受講者として生徒・学生の気持ちで体を動かす．最初はためらいもありながらも，いつしか

表現する楽しみを感じる． 
「あなたの持つ映像の記憶を表現してみよう」．その時にその情

景を写すカメラがあったと仮定して，あなたがふと思い出す印象的

な記憶を写した写真のシーンを，グループの人を使って再現しよう．

全くそのシーンを知らない人が集まって話を聞き，風景や，建物や，

周囲にいたと思われる人物になりきって記念撮影．そういう行為に

参加する中で，いつしか自然とその時の状況の理解が進んでいるこ

とに気がつく．マイムを使い，あることを伝えるために体を動かす．

周りの人に理解をしてもらえるために，熱心に自らの身体を動かす

ことから，表現の大切さを知る． 
 多くの参加者にとって，これまでの「教える」「学ぶ」は文字と言葉であった．大半が初めてのイン

プロ（即興劇），マイムであった参加者は，「教える」「学ぶ」の双方の観点で，身体そのものが持つ重

要性を感じたのではないだろうか．大変，有意義な合宿であった．講師の方々，そして多数にのぼった

協力者に感謝するものである．                記録：大久保昇（内田洋行） 
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2012 年度 産学協同セミナー報告 
 

2012 年度産学協同セミナーは，昨年に引き続き「教育工学の視点からの未来の学校 ～アジアから

学び日本を考える」をテーマとして 03 月 23 日（土）株式会社内田洋行ユビキタス協創広場 CANVAS
で開催された． 
昨年の産学協同セミナーは，韓国政府の「スマート教育戦略」の紹介に始まり，本当に開校されたモ

デル未来学校やデジタル教科書の標準化の進展の紹介等，韓国における教育の情報化の展開の速度の速

さと，過去からの実践試行の蓄積の多さとに驚かされ圧倒されながら，いかに日本のこれからを考える

かを議論した．その後１年間を経過する間に，日本でのフューチャースクールプロジェクトやデジタル

教科書の進展もあり，少しずつであるが，日韓共通で議論できるベースが出来つつある状況に変化して

きている． 
そこで本年は，韓国教育情報学術院（KERIS）から CHO 研究員をお招

きし，韓国の最新状況をお聞きする一方で，３年間の実践を終えようとし

ている日本のフューチャースクールから管理職の校長と実践者の教員の

方もお招きし報告いただく．この日韓の現状を元に，産業界からの意見，

研究者の意見，講演者の意見と，日韓および産学と現場を交えた議論を企

画したものである． 
最初の講演者である KERIS の CHO 氏による韓国の教育の情報化の進捗報告では，あらためて韓国

の情報化の近年の経緯を紹介していくなかで，特にデジタル教科書等のデジタルコンテンツにかける国

の熱意に驚嘆する．また現状に至るまでの良き点やそうではない点などを率直に語っていただき，非常

に参考になる講演であった．また，来年から予定されている新しいデジタル教科書のインターフェース

等の内容の一部の紹介があったが，全ての機種で使えるようマルチ OS 対応や，インターフェースの斬

新なデザイン，教員生徒が使える便利な標準ツール類等，シンプルでかつ適切な機能を持たせたという

点で韓国の一日の長を感じさせるものである． 
次に日本でのフューチャースクールの実践校から，佐賀市西与賀小学校の

江口校長から報告がある．全てのスタートは健全なる学級経営が基本である．

そのうえで ICT を先生と生徒の道具としての活用を目指した，とこの３年

間を振り返る．その成果は，児童の集中力向上や説明的発言の増加，伝える

ことを意識した児童のノート作りに表れているし，学力調査では応用力にお

いて顕著にいい結果が出ている．一方で要請として，ICT[支援員の重要性と

デジタル教材の在り方の検討と充実のお願いがあった．また，現場で授業

を行う大家淳子教諭からは，多くの実践例をあげての説明があり，児童自

らの考えの深堀がどのようになされるかが理解できる． 
その後，森下耕治氏（光村図書）からは，日本での指導者用デジタル教

科書と学習者用デジタル教科書の現状の説明と将来に向けての考えの説

明が，また，青木栄太氏(内田洋行)からは，日本のフューチャースクールをサポートしてきた立場から

の現状の説明や課題と，それを多数の学校に展開されるときの問題点の提起がなされる． 
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最後に，山西潤一氏（富山大学，日本教育工学会副会長）から，韓国やシンガポールといった教育の

情報化先進国の例もあげながら，日本での ICT 普及に関する課題として 

１）開発と普及の課題 
・インターフェースの標準化 
・学習履歴とその管理 
２）教育方法に関わる課題 
・従来型授業デザインの充実 
・新しいタイプの授業デザインの開発 
３）一時的経費と継続的運用に関わる課題 
・ICT 支援員等の人材育成と雇用確保や経費予算の確保 
これらの問題点が提起され，この後のパネルディスカッ

ションへと続いた． 
 
パネルでは，進行・コーディネートを大久保昇企画委員

長が務め，講師全員が登壇．まず，前半は，韓国の状況に

ついての質疑討論を，会場からの質問と登壇者からの質問，

意見に CHO 氏が応える形となる．普及についての手法そ

のものは日本と非常に似ており，デジタル教科書の作成や

情報化に向けての人材育成では大いに参考になるもので

ある．ただとりかかる早さと速度に違いがある．国民や政

府の意識の日韓での違いを痛感する．また，１人１台の導

入では，薄く長い個人負担による方法等，双方でこれから考えていかねばならないことである． 

後半は，山西氏の課題提起を元に，「全国の学校を佐賀県西与

賀小学校のようにするためには」と各自から意見をいただく．

「デジタル教科書のユーザインターフェースの標準化に努めた

い 」(森下氏)，「標準化のベースと各社の良さの組み合わせはデ

ジタル教科書以外でも進めていきたい」（青木氏），「授業の目標

が達成できたかどうかにこだわり ICT 導入を進めたい」（江口校

長），「とにかく使ってみることが大事．半年トライすると本当

に使うべきところがわかる」（大家教諭），「韓国でも校長研修を徹底して行ったことが良かった．教師

の活性化のためのコミュニティ作りに貢献していきたい」（CHO 氏），「管理職と教員の研修が重要であ

る．また，先端技術を求めすぎず，従来型の置き換えから初めて一歩づつ進めてもかまわないのではな

いか」（山西氏） 

参加者初め会場は熱心な雰囲気に包まれての産学協同セミナーとなる．現場の校長，教員に研究者，

産業界，海外と，異なる立場で議論することは非常に有益と感じられた半日となった．遠くから参加し

ていただいた講師の方々に感謝する次第である．  

文責：大久保昇(企画委員長) 記録：井上(内田洋行) 
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日本教育工学会論文誌 特集号 論文募集 

「特集：1 人 1 台端末時代の学習環境と学習支援」のご案内 
 
ノート PC やタブレット PC，スマートフォンなどの情報端末の所有率が高くなり，各自が端末を持

ち歩く時代を迎えています．これを受けて，小・中・高等学校，大学等の高等教育機関，企業等におい
て，これらの１人１台端末による学習環境に高い関心が集まっています．そのため，１人１台端末を活
用した実践，環境整備における機種選定や空間配置などの配慮事項，学習用コンテンツの提供方法，学
習者に求められる情報活用能力，学習履歴の活用，整備された学習環境における ICT 支援員の役割，従
来の学習環境と比較した場合の学習効果などに関する研究成果が期待されています． 
本特集号では，拡大しつつある１人１台端末時代の学習環境と学習支援に関する研究成果を募集しま

す． 
 
1.対象分野 

(1)１人１台端末を前提とした授業設計，学習環境デザイン 
(2)１人１台端末を前提とした学習用コンテンツの開発と提供方法 
(3)１人１台端末を前提としたソフトウェア・教育システムの開発 
(4)１人１台端末を活用した授業実践とその効果 
(5)１人１台端末を活用した講義配信，反転授業，協調学習，アクティブラーニング 
(6)１人１台端末におけるソーシャルメディアの利用 
(7)１人１台端末による学習履歴の活用などの学習評価の方法 
(8)１人１台端末の学習環境に求められる教員の ICT 活用指導力 
(9)１人１台端末の活用を対象とした教員養成・研修プログラム 
(10)１人１台端末の学習環境における ICT 支援員の役割 

 
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． 
特集号編集委員会では，本特集号のテーマの特徴から，１人１台端末時代の学習環境と学習支援に関

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（2014 年 11 月発行予定） 

投稿原稿を 02 月 05 日（水）までに電子投稿をお願いします．ただし，02 月 12 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）：2014 年 02 月 05 日（水） 
最終原稿提出締切（電子投稿）：2014 年 02 月 12 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付ないことになりました． 
 
5.問い合せ先 

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（検討中）
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適正な論文投稿のお願い 
日本教育工学会編集委員会

 
先ごろ，「本学会論文誌に 2005 年に掲載された論文と類似な論文を，本学会からの採録通知後に，

他誌に投稿してしまった」との申し出が著者から申告がありました．そこで，編集委員会の規定に基づ

いて特別委員会を設けて慎重に検討し，編集委員会で審議をしました．その結果，本学会編集委員会の

審査過程に問題はなかったものの，著者のモラルの点で問題がある可能性が指摘されました．そこで，

投稿におけるモラルについて，会員にニューズレターで注意喚起することになりました． 

編集委員会では，不適切な論文が掲載されないように努力していますが，一昨年には，二重投稿の問

題から，掲載した論文の取り消しとの判定になりました．また，昨年には，著者の１人による他誌への

既発表論文の内容との関連についての説明が不十分な論文がありました． 

このようなことから，以下のように適正な論文投稿をお願いします． 

論文投稿に際してのお願い 

 

 適正な論文投稿については，本学会編集委員会の投稿規定と執筆の手引で説明していますので，投稿

前に必ず読んでから原稿の執筆をお願いします． 

 特に，投稿規定に書かれている「投稿の条件」を満たしていることが重要です．条件には，関連する

既発表の論文等や，学会の研究会や大会の発表原稿等，著作権や人権の侵害，了解性，ショートレター

の場合の筆頭著者について説明しています．また，不正行為の例として，二重投稿，捏造・改ざん，盗

用，著作権の侵害，人権の侵害，ギフトオーサーシップについて解説しています． 

 さらに，執筆の手引きに沿って原稿を執筆する必要がありますが，これを満たしていない論文が投稿

されてきます．また，著作権，他者の人権等への配慮，著者が関係している投稿中・印刷中の論文を引

用する場合における当該論文の提出義務についても説明していますので，内容を理解した上での投稿を

お願いします． 

投稿規定： http://www.jset.gr.jp/thesis/kitei.html 

執筆の手引：http://www.jset.gr.jp/thesis/index.html 
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日本教育工学会第 14 期第 15 回理事会議事録 
 

日 時：平成 25 年 03 月 09 日(土) 14:40〜16：40  
場 所：聖心女子大学 ３号館４階 341 番教室 

        

出 席：  

理事 永野和男会長，山西潤一副会長，永岡慶三副会長，大久保昇， 

小柳和喜雄，加藤 浩，清水康敬，鈴木克明，中山 実，東原義訓， 

前迫孝憲，美馬のゆり，矢野米雄，山内祐平 

監事 近藤 勲 (合計 14 名)  

 

1 前回の理事会議事録の承認について 

メールで開催された第 14 回理事会議事録を資料のとおり承認した． 

 

2 会員の移動について承認した． 

(1)新入会員    13 名(正会員:10 名，学生会員:３名) 
(2)退会会員    12 名(正会員:７名，学生会員:２名，准会員:２名，維持会員:１団体) 
(3)種別変更    ４名(正会員へ３名，学生会員へ２名) 

 

3 選挙管理委員会 

選挙管理委員会委員長の加藤理事より選挙結果の報告があった． 

 

4 各種委員会の報告 

(1)編集委員会 

清水編集長から資料に基づいて，論文誌編集進捗状況(一般号，英文誌，ショートレター)が説明され

た． 

その他，維持会員の投稿の取扱い，異議申し立ての取扱い，総説等の投稿取扱い，編集委員会の規定，

次期の特集号テーマなどについて審議されたことが報告された． 

 

(2)研究会委員会 

鈴木理事から，資料４に基づいて平成 24 年度の活動実績と収支決算報告，平成 25 年度の活動計画，

研究会 Web システムの改良，研究会原稿見本の修正を行ったことが報告された． 

また，下記の点について審議依頼があり，以下のように決定した． 

学会メールサーバ更新の依頼があり，更新を検討することにした． 

原稿ファイルの事前配布については，特許等の問題から難しいと判断した． 

編集監事の出張旅費については，委員会の年度予算として計上していただき，適正な範囲で対応する

ことにした． 

 

(3)企画委員会 

大久保委員長から冬の合宿(02 月 16 日（土）〜17 日（日）)について 43 名の出席があり，盛況であ

ったことが報告された． 
産学協同セミナー(03 月 23 日（土）開催)，およびシンポジウム案(06 月 15 日（土）開催)が資料に

基づいて説明され，これを承認した． 

 

(4)大会企画委員会 

美馬理事から，大会企画委員会の収支決算見込みについて報告があった． 

2013 年度の全国大会日程について，NL191 に基づいて説明があった． 

 

(5) FD セミナー 

美馬理事から，資料に基づいて FD 研修会(02 月 18 日（月）)の結果について報告があった．   
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(6)広報委員会 

資料に基づいてニューズレター(No.192 号)の台割り案が示され，原稿依頼先が確認された． 

 

(7)総務 

永野会長より以下について説明があった． 

・学会事務局業務の引継の検討をはじめた． 

・選書について６冊を発行しており，今後の発行についてはさらに検討する． 

 

4 その他        

(1)学会への郵送物を確認した． 

(2)今後の理事会 

第 14 期 第 16 回 理事会 平成 25 年 05 月 11 日（土） 聖心女子大学 

第 14 期 第 17 回/第 15 期 第１回 理事会・評議員会 平成 25 年 06 月 15 日（土）東京工業大学［大

岡山キャンパス］       

 

以上

 

 

 

新入会員 
（2013 年 01 月 08 日～2013 年 02 月 20 日）13 名（正会員：10 名，学生会員：３名） 

 

■正会員（10名） 

植阪友理(東京大学大学院) 

与那覇信恵(文京学院大学) 

辰巳早苗(大阪樟蔭女子大学) 

倉田智子(基礎生物学研究所) 

大場みち子(公立はこだて未来大学) 

 

轟木義一(千葉工業大学) 

田柳恵美子(公立はこだて未来大学) 

堀田のぞみ(お茶の水女子大学) 

片岡和香(南国市立大篠小学校) 

村上幸生 

■学生会員（３名） 

李舜志(東京大学大学院) 

宇佐美美紀子(兵庫教育大学大学院) 

加藤千枝(埼玉大学大学院)
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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）

3

◎学会日誌
２０１３年
・２０１３年０５月１８日（土）

研究会「教育研修の設計と評価」（長崎大学）

・２０１３年０６月１５日（土）

第２９回通常総会及びシンポジウム（東京工業大学）

・２０１３年０７月０６日（土）

研究会「大学教育への教育工学的アプローチ」（岩手

大学）

・２０１３年０９月２０日（金）〜２３日（月）

第２９回全国大会（秋田大学　手形キャンパス）

・２０１３年１０月２６日（土）

研究会「新時代の学習評価」（兵庫医科大学）

・２０１３年１２月１４日（土）

研究会「エンタテインメントを活用した教育」（徳島大学）

◎国際会議の案内
２０１３年
・CSCL 2013
 http://www.isls.org/cscl2013/
 (06/15-19, Madison, USA)
・EdMedia 2013
 http://www.aace.org/conf/edmedia/
 (06/24-28, Victoria, BC, Canada)
・ICEL 2013
 http://academic-conferences.org/icel/icel2013/ 
 icel13-call-papers.htm
 (06/27-28, Cape Town, South Africa)
・HCI International 2013
 http://www.hcii2013.org/
 (07/21-26, Las Vegas, USA)
・ICWL 2013
 http://icwl2013.tajen.edu.tw/
 (10/6-9, Kaohsiung, Taiwan)
・E-LEARN 2013
 http://www.aace.org/conf/elearn/
 (10/21-25, Las Vegas, USA)
・ICCE 2013
 http://icce2013bali.org/
 (11/18-22, Bali, Indonesia)
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