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日本教育工学会 第 29 回全国大会の御礼 
              大会実行委員会委員長 浦野 弘（秋田大学）

 

 日本教育工学会第29回全国大会を，2013年09月20日（金）から23日（月）の日程で，秋田大学にお

いて開催させていただきました．21日（土）の受付開始頃から雨が降り出し混乱が心配されましたが，

大きなトラブルもなく，翌日以降は天候にも恵まれました．昨年の長崎大学大会とほぼ同じ830名を越

える皆様の参加を得ることができ，17社の企業展示や，懇親会へは250名を越える皆様の参加がありま

した．このように盛会に終えることができましたのも，偏に，山西潤一会長及び美馬のゆり大会企画委

員長をはじめとする大会企画委員の皆様，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．ありがとうございました． 

 会場は，向かい合った２つの建物内に発表や企業展示を集約し，大会事務局もその中に収め，臨機応

変に対応できるような体制を作りました．そこで，受付は会場建物からは離し，多少混乱があっても発

表会場には影響を及ぼさない正門脇のインフォメーションセンターに設置することにしました．シンポ

ジウムや全体会，トークセッション等は，発表会場から少し離れた 60 周年記念ホールになり，しかも，

その映像等を２つの教室に送信するという形になり，ご不便をおかけしたのではないかと思っていると

ころです． 

 09 月 20 日（金）の 17:00 から開始したワークショップは隣同士の会話が聞こえるように隣接してい

る箇所もありましたが，通常の発表の前日から活発な議論を展開することができました．さらに，それ

に先立ち，14:00 から行われた秋田大学教育文化学部附属小学校の公開授業（国立大学教育実践研究関

連センター協議会との共催）にも多くの方が参観され，この授業を一つの題材・手がかりに，議論が進

んだというワークショップもあったようです． 

 12 名の実行委員と 43 名のアルバイト学生という体制で運営に努めてきました．特に，若手の３名の

実行委員が中心となり，学生達の仕事マニュアル作り，会場レイアウト等に取り組み，また，実行委員

には学会員で無い方にも参画してもらい，準備を進めて参りました．また，T シャツでは寒い時期にな

りますので，スタッフ一同はそろいの水色のベストを着用し，会場では目立つようにしました．大きな

混乱もなく，学生を含めたスタッフの対応について多くの方からお褒めの言葉をいただく等の嬉しい指

摘があり，これも実行委員と学生達のお陰と感謝しているところです． 

 来年度の開催地は，岐阜大学であると全体会で村瀬先生からご挨拶がありました．来年も岐阜の地に

おいて，本大会が盛会に行われますことを祈念して，御礼のご挨拶とさせていただきます． 
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日本教育工学会 第 29 回全国大会の報告 
大会企画委員会委員長 美馬のゆり（公立はこだて未来大学）

 
日本教育工学会の第 29 回全国大会は，09 月 20 日（金）から 23 日（月）の４日間にわたり，秋田大

学の手形キャンパスを会場に開催されました．今大会は，これまで３日間であった会期の前日午後に，

附属小学校の公開授業やワークショップの時間帯を設け，４日間での実施となりました．結果として 834
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．全

体の発表件数は 467 件（シンポジウム４件，トークセッション６件，課題研究 61 件，一般研究（口頭）

243 件，一般研究（ポスター）145 件，International Session８件），ワークショップ６件という，例年

どおり大規模な大会となりました． 
浦野弘大会実行委員長をはじめとするスタッフの方々には，丁寧で笑顔の絶えない，迅速で配慮ある

対応で参加者を迎えていただき，大会全般を支えてくだ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）これまで３日間であった会期の前日午後を追加

し，４日間での実施としました．（2）これまで複数を同時並行で行っていたシンポジウムをひとつにし，

教育工学分野における共通関心課題「学習資源のデジタル化がもたらす未来の学び」をテーマとしまし

た．（3）昨年度，全体セッションにおける新たな取り組みとしてはじめたトークセッションを「JSET 
Talk 2013 ～理論と現場をつなぐ～」として今回も実施しました．（4）全体会では，今年度会長に就任

された山西潤一会長（富山大学）に，今後の学会のあり方，方向性についてご講演いただきました．（5）
前回好評であったことから，企業展示に出展いただ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）昨年に引き続き託児室を提供し，より多くの会員が大会に参加し

やすくなるよう，費用は全額大会が負担することにしました． 
 大会１日目午後には，秋田大学附属小学校授業公開および６件のワークショップが開催されました． 
 ２日目は，一般研究発表１（口頭発表 10 会場およびポスター発表）で始まり，午後にはシンポジウ

ム，続いて一般研究発表２（口頭発表 10 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，17 社の企業等のご協力により展示会が開催されました． 
３日目には，午前中に一般研究発表３（口頭発表 10 会場およびポスター発表）と International 

Session（１会場）が催されました．午後は会長講演，全体会では，論文賞と研究奨励賞の表彰と，論

文賞受賞の向後千春さんによる講演，その後，トークセッション，懇親会が開催されました． 
４日目には，一般研究発表４（口頭発表 11 会場およびポスター発表），午後には課題研究発表（10

会場）が行われ，大会は終了となりました． 
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，JSET Talk，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：テーマ 学習資源のデジタル化がもたらす未来の学び 

登壇者：コーディネータ 稲垣 忠（東北学院大学），水野晴央（文部科学省生涯学習政策局），黒川弘一（教科

書協会情報化委員会），重田勝介（北海道大学），指定討論者 佐伯 胖（信濃教育会教育研究所） 

稲垣の趣旨説明の後，水野より，文部科学省「学びのイノベーション事業」の報告があった．この事業は ICT
を活用して子供たちの主体的な学びを推進することを目的としている．実証校の取り組みから，基礎的・基本的

な知識・技能の習得，思考力表現力の向上，興味・関心や学習意欲の向上，ICT スキルの向上，自己肯定感，

他者理解などの高まりなどが報告されている．2013 年度より「学習者用デジタル教科書の標準化」と，全国 10
地区でクラウド環境下での実証研究を開始し，学校と家庭の連携を含めた先端的な研究を進めるという内容で

あった．次に，黒川よりデジタル教科書に関する報告があった．わかりやすい教科書を求めている学校現場の

変化に対して，指導者用デジタル教科書がわかりやすい授業を実現するといった効果があるため普及したと考
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えられる．学習者用デジタル教科書の課題は，政策，コスト，インフラ，標準化，著作権そして教育観である．情

報化社会では外部の知とつながることができるネットワーク型の教科書システムが求められる．学習者主体の活

用を目指す「学びのツール」を目指すべきと結んだ．重田からは，海外の事例を引いた高等教育に関する報告

があった．OER， OCW， MOOC などのオンライン講座の紹介があり，特に MOOC に関しては，数万人を超

える受講者が存在し，世界中から参加することができる学習コミュニティもある．これらの講座は，複線的なキャリ

アや学び直しを前提とする現代社会の学びを制度の「外側」から支えるものであり，誰もが教育に参加できるとい

うことがテクノロジによって可能になるとした．指定討論者の佐伯からは，「学びのデジタル化批判」として，デジタ

ル化の問題点を指摘した．今回の話題はいかに知識をうまく伝達するかという内容が中心であったが，そもそも

学習とは共同体の実践に参加することによって，学習者のアイデンティティが確立することだと述べた．人間の

思考における略図を描くことによるイメージの生成，身体感覚や「わざ」による総合的思考力の醸成が大切であり，

偏った学習観はプログラム学習や CAI の誕生，教育工学を形作ることにつながった．デジタル化によって一人

称的な情報が見えてこなくなってしまい，「学びのデジタル化」が「学びの三人称化」（客観化）につながり，一人

称による共同注視を排除してしまう危うさを警告した．そして，共に見たり喜んだり悲しんだり感動したりすること

が大事であり，本当の学びを作ることを始めなければならず，新しい試みはどんどんやってもらいたいと訴えた．

最後に稲垣から『学びの構造』（佐伯胖 1975）より以下の引用文でシンポジウムのまとめとした．『現在できあが

ったシステムや機械のワク内だけですべてを解釈し，その論理に自分の思考をおしこむことだけはなさらないで

下さい．そうでないと，あなたがたはだんだん「教育」という最も人間的で不可思議な営みから外れ，自分たちだ

けのことばで自分たちだけで会話する「閉じた世界」にはまりこんで，その中で「万事うまくいく」と満足してしまう

からです．』 
 

トークセッション：JSET Talk 2013 ～理論と現場をつなぐ～ 

 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） 

 司  会  者：室田真男（東京工業大学） 

 昨年に引き続き開催されたトークセッションでは，「理論と現場をつなぐ」とし，教育工学の原点で

ある，研究と実践のつながりをテーマに設定した．様々な分野から６人の方をお招きし，自らの活動へ

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． 

 今回のスペシャルゲストである三宅なほみ（東京大学）は，子どもたちが対話をとおして学ぶ仕組み

を授業デザインに活かした実践的学習過程研究について紹介した．協調学習の仕組みを「知識構成型ジ

グソー法」という「型」にすることにより現場に導入しやすくし，様々な教育委員会と連携して５年間

の実践を続けてこられた．現場の先生方には大きな手応えを感じてもらえた成果と同時に一人一人の学

習課程データの収集・編集・分析が不十分であることの課題も示した．益川弘如（静岡大学）は，「人

はいかに学ぶか」に関する認知科学の研究知見を基盤に取り組んでいる学習デザイン研究を紹介した．

個々の能力が引き出される知識創造活動がおこる学習環境をデザインし，学習プロセス等を分析するこ

とに理論や次の活動へのフィードバックしていること，そして，その様な実践ができる教師を育てる活

動も紹介した．永田智子（兵庫教育大学）は，現場の先生方との関わりの中で，様々な分野の研究成果

を学びながら現場にフィードバックしてきた体験を紹介した．そして，それらの活動を通した現場との

良い関係作り，そして自らの成長につながっていった様子を紹介した．豊田充崇（和歌山大学）は，情

報活用能力を育成するための授業モデルをどのように提案・実践・検証・普及してきたかについて３つ

の取り組みを紹介した．教員養成段階において，現場そっくりの模擬教室を設営し模擬授業の実践をし

ている例，土曜スクール「まちかど土曜楽交」による試行的な授業実践の場を設けた取り組み例，自ら

がモデル授業を積極的に行い授業プランの検証を行っていく取り組みの例である．奥本素子（総合研究

大学院大学）は，昨今博物館における学習支援で注目されている来館者同士が意味を構築しあう社会文

化的アプローチに基づいた活動について紹介した．具体的には東日本大震災で多大な被害をこうむった

文化財のレスキュー活動における様々な人からの語りを通して得られた，社会文化的に構築される博物

館資料の意味の多様さ，そして多くの人の語りを活用した意味構築支援の試みについて紹介した．鶴賀

康久（NPO カタリバ）は，東日本大震災による津波で大きな被害を受けた宮城県女川町で放課後コラ

ボスクールを運営し子どもたちの学習支援をしている様子を紹介した．復興現場の最前線に立って社会
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課題と向き合い子どもたちを支えてきた熱い想いと迫力により，子どもたちの生の声が響いてきた．被

災地の教育支援については息の長い活動が必要であり，参加者一同，被災地支援への思いを新たにした． 

 今回のトークセッションは，理論を実践に活かし，また逆に実践の成果を理論に反映させる教育工学

の重要性とその難しさの両方を感じるものであった．今回も参加者からはポジティブな感想や意見が多

く寄せられている．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：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（神戸大学） 

新しい技術を利用した学びの可能性について，システムの開発・設計と導入・実践に関して，以下の５件の発

表が行われた．寺嶋（中部学院大学）らは福祉専門職を目指す学生向けに人体３次元モデルに内部構造を投

影し，自由に操作できるシステムを開発した．能動的な学習体験により一定の効果の可能性を示した．大島（静

岡大学）らは文献読解の協調学習にロボットエージェントを参加させ，ノートを取る行動，グループワークでの推

論に関わる活動への参加を活性化させることで学習者の内容理解向上に寄与できることを示した．山口（はこだ

て未来大学大学院）らは文章の編集ログに着目し，作成過程にも注目した指導が行えるよう「マトリックス型文章

モデル」を考案し，そのモデルに基づくプロトタイプエディタを開発した．また，そのエディタを用いた文章作成の

過程での傾向について報告を行った．鈴木（神奈川工科大学）らは，コンピュータゲームとペーパークラフトを独

自のハードウェアインタフェースを構築するなどして組み合わせ，２種類のワークショップを企画した．そのシステ

ムの概要とワークショップの実践報告を行った．佐藤（東海学院大学）らは，親子のお絵かき活動において紙を

用いた場合とタブレット端末のアプリケーションを用いた場合とで発話の回数や傾向に差があるかを検証し，タ

ブレット端末での学習支援の可能性を示した． 

全体討論では，「なぜこの研究で新しい技術を使おうとしたのか」「現在の技術の限界や，求める理想の技術」

「実践や評価，そのためのフィールド探しの難しさ」「どのように技術にアンテナを巡らせ，選択したのか，またそ

のために必要だと思われる技能」といった視点で議論が交わされた．今回の登壇者は学習研究に基軸を置く者

と，技術分野に基軸を置く者が概ね半数ずつであったため，双方の視点から有意義な意見が交わされた．その

中では技術の流行や製品化を待って学習への応用を考えるのではなく，学習の観点から技術開発の領域に働

きかけ，新しい技術を引き出していくようなサイクルを回すのが望ましいという意見も出された．特に，その際のフ

ィールドの違いによって起こる領域を超えた協業の難しさなどについても情報が交換された．これらを円滑に進

めるためには，開発したシステムを実際に学習者が使用している場面を技術開発の側が確認できる機会が必要

であることなどが挙げられた．以上のような討論をふまえ，コーディネータからデモセッションのような形で実際に

開発したプロトタイプの展示と意見交換の場を設定すること，その際に集めたデータに基づく議論から様々な技

術応用の可能性を探るような機会を設けたいといった企みについて説明し，討論を終了した． 

 

課題研究２：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（創価大学），鈴木栄幸（茨城大学） 

指定討論者: 森田裕介（早稲田大学） 

本課題研究では，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

目指し，教育工学の主要・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議論した． 

趣旨説明の後，ポスター・デモ・セッションを実施した．余田（同志社女子大学）らは，長期間にわ

たって開発と普及を続けてきた「スタディノート」の設計思想と協調学習支援機能について説明した．

益川（静岡大学）は，協調学習支援ノートシステム「ReCoNote」をどのように展開してきたのかを示

した．瀬戸崎（首都大学東京）らは，天体学習用 AR 教材を活用した協調学習の支援について説明した．

楠（多摩美術大学）らは，博物館における展示を支援するモバイル説明システム「StampOn」につい

て述べた．望月（専修大学）らは，テーブルトップの人形劇によるロールプレイ学習支援システムにつ

いて述べた．八重樫（立命館大学）らは，PBL における学習者グループ間のコミュニケーションを誘発

する高機能携帯端末ソフトウェアの開発について説明した．福嶋（東京大学）らは，対面的画面共有が

可能な PC を利用したグループワーク講義について述べた．高橋（東京大学）らは，高校生の小論文作

成を促進するためのソーシャルリーディングシステム「SCSS」の開発，および，評価について説明し
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た． 
その後，指定討論者の森田が各発表者に，１）研究・開発の背景，２）依拠する学習観，３）開発の

プロセスやサイクルについての考え方を確認しながら，相互理解を深めた．さらに，教育工学の定義や

歴史を振り返り，教育工学の研究方法として，「ものつくり」がその根幹であるのではないか，それこ

そが「The 教育工学」ではないかと提案．さらに，教育側からの demand pull，工学側からの technology 
push 双方の必要性についても言及した． 
全体として，１つのシステムを「教育」と「工学」という２つの視点から見つめることができる，つ

まり，工学側から提案されたシステムであっても，教育の視点から捉えることが可能であることが確認

され，システム開発をする教育工学者の生き方として，互いに刺激を与え合い，双方の違いを超えて，

連携に結びつけていこうとの提案がなされた． 

 

課題研究３：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（九州大学），森本康彦（東京学芸大学） 
 教育・学習支援システムにおける Learning Analytics（LA）的アプローチに関連する研究や取り組

みに関して，以下の９件の発表を行った．近年，LA が世界的に注目される中，今回初めて LA をテー

マとして取り上げたが，延べ 80 人を超える参加者があり，大盛況のうちに進められた． 
 大島（静岡大学）らは，社会ネットワーク分析を用いて，共同体の知識創造実践を捉える新しい指標

の開発について提案するとともに，その具体的な分析手法を示した．緒方（発表時は徳島大学）らは，

日常の学習体験をラーニングログとして記録・活用することを目的とした SCROLL システムを開発し，

それを用いた日本語学習の支援と，日本科学未来館における科学コミュニケータの支援について述べた．

多川（九州大学）らは，LMS の学習履歴を利用した LA と，学生意識調査アンケートを利用した IR の
２つの結果を融合させた分析を行った事例を紹介し，SNS 等のツールを用いた学習コミュニティのネッ

トワーク分析について方法とその限界，他種のシステムやデータと組み合わせた分析の必要性について

述べた．山田（日本教育大学院大学）らは，長期にわたる学習過程を可視化した先行研究における事例

を紹介し，実際の長期学習場面において利用する教師のための振り返り支援システムについて議論した．

田中（日本女子大）らは，LMS で取得した学習履歴データから学習者の特性を抽出するために，類似

性の高い学習者同士のクラスターを発見し，これらのクラスターの特徴を把握する解析手法について開

発と検証を行った．植野（電気通信大学）は，学習コミュニティでの他者からの学びを促す e ポートフ

ォリオ推薦システムの開発と実践結果について報告した．島崎（東京学芸大学）らは，ネットワーク分

析が e ポートフォリオ学習の支援にどのように貢献できるかについて議論し，学習者の相互評価の促進

する方法とその事例について報告した．村上（京都外国語大学）らは，大学授業を対象として受講生の

ビヘイビアを観測するためのシステムを開発し，実際の授業の映像データを用いた実施結果について報

告した．安武（広島大学）らは，現在の LA が持つ限界を示し，この限界を越えるために必要な理論的

フレームワークについて提案した． 
全員の発表後に，全体討論を行った．まず，発表者に「今後の LA の発展のため，研究として今後ど

のようなことをやっていかなくてはいけないか」を，それぞれの視点で述べてもらい会場と意見交換を

行った．今のところ，LA に関する研究は，まだ始まって間もないため，様々な視点からの研究の積み

重ねが求められる．しかし，今日の教育分野におけるビッグデータの有効活用の流れを受け，今後益々

LA を取り入れた教育システムが注目されていくと考えられるため，国内外の研究成果や関連情報を共

有する機会や場所を意識的に増やしていく必要があるという共通認識を得た． 
 

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：後藤康志（新潟大学），寺嶋浩介（長崎大学） 

「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に関して，以下の５件の発表が行われ

た．柴田（名古屋大学）は教育実践における複雑な要因を読み解き，児童生徒の内面や学習の様相を洞

察し，授業改善を行う能力を「授業洞察力」と捉え，愛知県総合教育センターと名古屋大学の連携によ

る高い「授業洞察力」を備えたミドルリーダー育成の事例についての報告があった．小柳（奈良教育大

学）は研究主任など校内ミドルリーダーの成長を支える校内における支援体制，とりわけ管理職による

Japan Society for Educational Technology

6



 

 

働きかけについて，３つの事例に基づく報告があり，共通点が抽出された．村川ら（鳴門教育大学）は，

校内のミドルリーダーの育成のための研修において，校内研修診断チェックリストを活用した事例の報

告があった．講義形式と，自校の課題に対応した校内研修の立案，各校での実施，ポスター発表という

ミドルリーダー研修の中で，チェックリストが有効に活用された．芥川ら（お茶の水女子大学附属小）

は同僚との「対話リフレクション」の中で，多忙な学校現場でリフレクションを効果的に行うために藤

岡のカード構造化法を参考にした「現象カード」を活用し，メンティとなった同僚教師自身の対話リフ

レクションの意義を感じるなど成果があったとの報告があった．遠藤ら（伊東市立東小学校）は授業終

了後，学習内容が保持されているかを測定する回顧テストと，学習時における協調学習プロセスの可視

化を分析し，協調学習プロセスにおいて相互交渉が活性化されている場合には学習内容の保持も高いこ

とを見いだした． 

全体討論では，「学び続ける教師」を支える授業研究と組織的取り組みに関して活発な議論がなされ

た．エビデンスに基づく授業研究には多くの時間を要するものの，ワークショップ型研修の手法を活用

することで対話リフレクションに近い活動ができること，予め学習プロセス可視化手法によってテープ

起こしすべき班を抽出することで効率的な検討が行えることなどの提案があった．大学・行政と学校現

場の連携の視点からは，授業研究の本質を「子供を理解すること」と捉えるならば，授業研究はまさに

学校現場でしかできないことであり，その一方，研究レベルでは理論や新しい概念が提唱されてくるこ

とから，そのような研究の言葉や，学校の実践によって生み出されたアイディアなどを端的なコトバに

言い換える能力がミドルリーダーに求められるとの指摘があった．そうした中間的なコトバを豊かにし

ていきつつ，授業研究に関わる多くの人に広げていくことの重要性について共有された．また，５つの

発表に共通するものとして「同僚性」が挙げられ，PLC 等，海外の事例との共通性についても情報が共

有された．多様な取り組みやツールが開発されつつあるが，その情報共有や深化を年１回の課題研究だ

けではなく，継続していくことの重要性について認識を共有するとともに，その具体的方法についても

検討していくこととなった． 

 
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: 森下耕治（光村図書），稲垣 忠（東北学院大学），豊田充崇（和歌山大学）  
課題研究５では，「教育の情報化ビジョン（文科省）」から２年余りを経た今，新たな段階を迎えた教

育の情報化に資する研究をテーマに掲げた． 
まず，高橋（富山大学）は，現状の ICT 活用状況を述べた上で，現行の学習指導要領解説から，児童

生徒による ICT 活用を想定した学習活動に関する記述を抽出した結果を報告いただいた．校種が上が

るにつれて記述数が増えていくことやインターネットでの検索（情報の収集）や，映像視聴の場面が多

い等の調査結果が示された．今後，児童生徒１人１台端末整備の際，導入段階で見込まれる学習活動の

特徴が捉えられたといえる． 
 東原（信州大学）には，ICT 活用の学習効果に着目して，CRT テストの得点推移や全国学力・学習

状況調査における得点・情意面の結果から具体的な数値として学習効果が示された．ICT 活用と得点上

昇との科学的な因果関係をはっきりできないことが課題とされたが，各自治体が ICT 活用環境の導入に

動く際に，必ずその学習効果が問われる中，当発表は貴重なエビデンスとなったはずである． 
 中澤（東京大学）からは，ICT 支援型スタジオ教室（中学校）とそこで実施されるタブレット端末活

用授業の状況を，指導者への長期のインタビュー結果を元にして報告いただいた．指導者の役割分担の

推移や操作スキルの習得重視の場面から徐々に個々の情報活用のツールとして移行する様子など，指導

体制やカリキュラムデザインの面でも重要な示唆をいただいたといえる． 

 次いで，生田（大妻女子大学）からは，タブレット端末で活用できるデジタル教材の開発とそれらを

活用した具体的な授業実践についての報告をいただいた．常に児童生徒の一人ひとりの「困り感」に対

応することを念頭に，最新技術を取り入れた教材作成のノウハウと教育現場のニーズをマッチングさせ

る手法は教育工学分野として極めて重要なスタンスが示されたといえる． 

 最後に，浅井（京都教育大学）からは，小学校における「情報科」を想定した「メディア・コミュニ

ケーション科」のカリキュラム開発を中心に発表をいただいた．効果音や写真等の「情報の読み解き」

から，表現・発信の手法の検討に重点を置いた具体的な実践場面などをご紹介いただき，今後増々進展
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する情報化社会における新科目のイメージをつかむことができたといえる． 

まとめると，課題研究５は，「タブレット端末の導入・普及の指導要領上の意味づけ」，「ICT 活用と

学力の関係」，「必要とする学習環境やカリキュラム」「個のニーズにあわせた教材のカスタマイズや活

用法」「系統性のあるカリキュラム（新科目）の必要性」という１本のストーリー性を持った発表であ

った． 

その後の協議では，それぞれの発表者が他者の発表に共感・関心を示し，課題研究発表者同士の相互

質問や意見交換の場面が多く見られた．残念ながら，それぞれの研究内容を深めるまでには時間が不足

したが，改めて「教育の情報化」の推進・普及における多くの研究アプローチの視点やそれらの課題を

示せたはずである．また，これほど多岐に渡る分野の研究を１つのセッションで包括的に議論できたの

も，学際的な教育工学会の持ち味を発揮できたのではないかと考えられる． 

 

課題研究６：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（金城学院大学），藤川大祐（千葉大学） 

 「メディア活用によって生じる問題・モラル」をテーマに，子供を取り巻く状況，教育現場の実態や

実践事例，青少年の生活が情報化している状況を踏まえたリテラシーの検討，問題解決能力の育成など

をテーマに合計６つの発表と全体討議が行われた．鶴田利郎（早稲田大学）らは，実態調査から因子を

抽出し，それを中心とした授業を設計し，授業の効果等について報告した．松下幸司（香川大学）らは，

情報主任を対象とした調査結果を報告し，情報モラル教育の実践を行う上での課題，教員研修の現状と

課題等について報告した．尾崎廉（札幌市立平岡中学校）らは，生徒らにグループで著作権に関するケ

ーススタディをさせる実践の成果と課題を報告した．藤川大祐（千葉大学）は，青少年への急速なスマ

ートフォンが普及し，状況が変化していることに対応したインターネット・リテラシーの検討について

報告した．玉田和恵（江戸川大学）らは，「情報の見方・考え方」と「３種の知識」を統合した情報モ

ラルの指導方法により，「システム的な観点で思考判断をしながら問題解決に取り組める」，「多様な代

替案を考えることができる」力を育成できることを報告した． 

 全体討論では，参加者全員が発言し，それぞれの発言について意見交換が行われた．次々と新しい情

報機器や情報サービスが現れることに対応することの必要性やディジタルデータの技術的特性等をも

とに判断する力を育成することの重要性など，前半の研究発表に関連させて教育現場の実態も踏まえた

議論が行われた．全校体制で行うことが効果を上げるための鍵になっているもののそれがうまくいかな

い状況があることについて話題になった際には，すでに，５年以上，全校体制で情報モラル教育を行っ

ている札幌市立平岡中学校の取り組みが紹介され，全校体制で指導するために必要な条件等が示された．

今後も，研究者と教育現場の教員が連携して，情報モラル教育の効果を上げるための研究を継続し，そ

の成果を発信していくことの重要性が確認された． 

 

課題研究７：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（大阪大学），根本淳子（熊本大学） 

指定討論者: 松田岳士（島根大学） 

本課題研究では，高等教育における授業実践，学習支援活動，IR 活動などの活動に取り組む７名によ

る発表を通じ，高等教育の実践に教育工学がどのように寄与できるのか今後の役割について議論した． 
田中ら（仁愛女子短期大学）は，「学生理解」を中心に福井県学習コミュニティ推進協議会で取り組

んだ学生の生活・活動パターンから学生タイプを抽出し学生への共通理解を教育課程に活用しようとす

る試みについて報告があった．三尾ら（早稲田大学）からは，FD 実践の必要性とその方法に関して複

数教員による授業展開の事例紹介があり，授業改善への意欲を維持する要因について提案があった．   
見舘（北九州市立大学）からは１年生向けキャリア科目「キャリアデザイン」を ARCS モデルを用

いて授業改善を行い，それによって本授業にて育成を企図したジェネリックスキルの向上を得られたこ

とが報告された． 
冨永ら（早稲田大学）は e ラーニング学習者がメンターに求める資質に関する調査を踏まえて専門的

な指導を行う中にもこまめな対応や，やさしい言葉づかいなどを含んだ中心－周辺モデルが提案された．

美馬ら（公立はこだて未来大学）は我が国での学習支援活動に関する動向に沿った統合型学習支援シス
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テム開発に取り組んでおり，本発表では，学生が学生を教えるピアチュータリングを実現するために必

要なチューター育成の実践と e ポートフォリオ開発の成果報告と課題について報告があった． 
中山ら（東京工業大学）は主体的な学習を促進するための方法として職場体験などの学外でのインフ

ォーマル学習に着目し，国内二事例と英国の事例から職場経験を基にしたプログラム“Work-based 
Learning”の評価観点についてまとめその可能性について主張した．齊藤（大阪大学）は，これまでの

大学評価・質保証といったマクロな視点にプログラムデザインやインストラクショナルデザインの視点

を加えて教育工学はマクロとミクロの間の実践と研究をつなぐ役割を担うことでよりよい教育システ

ムを目指すことが必要であることを述べた． 
参加者からは，現在の教育制度に関する確認や，「楽しい」と思わせるだけではなく成果を得るため

には「厳しさ」も含む学習活動が必要ではないかという，学生が主体となる教育の方向性を確認する質

問等があった．指定討論者の松田（島根大学）は，発表者はそれぞれどの発表の中でどの点を特に「参

考にしてほしいのか・なぜか」という，教育工学らしい応用や展開を検討する問いを投げかけ，具体的

な高等教育の役割とその中の教育工学者の役割について検討することの重要性を指摘した． 
 

課題研究８：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

および現職研修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．教職志望の大学生や現

職教師の「集団での学び」と「個人の学び」を軸とし，その上で教師研究動向に基づいた議論を行うこ

とを目指した．そこで，集団での学びに着目した３件の発表後に１回目の議論，個人の学びに着目した

２件の発表後に２回目の議論，教師研究動向に基づいた１件の発表後に全体討論を行った． 

 まず，集団での学びに注目した３件の発表に基づいて，学び続ける組織や集団に求められる教師の能

力について協議を行った．石田（千歳科学技術大学）は，コーチングとカウンセリングの視点を取り入

れたコミュニケーション能力育成教材を開発し，試行結果を紹介した．今井（岐阜大学）は，教職志望

の異学年集団によってワークショップを行うことを通して，学んだ知識の実践化を目指したカリキュラ

ム開発とその経過を報告した．澤本・神原（日本女子大学）は，授業リフレクションを取り入れた校内

研究を再分析することから，教師集団で学ぶことの意味や学びの内容を考察した．これらの発表をふま

え，学生集団の学びが教師集団の学びにつながりうるのか等を検討した． 

 次に，学生や教師個々の学びに注目した２件の発表に基づき，教師個人の学びを支える能力について

協議を行った．坂本（愛知工業大学）は，教職志望学生の模擬授業における黒板前の教師の動きを分析

し，その結果をフィードバックすることを通して，実践経験の積み重ねによる変化を探索した．日比（岐

阜大学）は，初任教師に対して悩みや相談相手を尋ねたアンケート調査をもとに，開かれたタイプ（高

解放群）と閉じられたタイプ（低解放群）に分けて比較検討し，教師のコミュニケーションのタイプに

よって悩みや相談相手が異なることを導き出した．これらの発表をふまえ，学生や教師個人の学びを支

える能力や特性について検討した． 
 最後に，木原（大阪教育大学），吉崎（日本女子大学）は，教育工学会，教育心理学会，WALS，AACTE
における教師研究の動向をふまえた上で，教師教育カリキュラム全体に関する研究が乏しいこと，モデ

ル化やシステム開発という教育工学的アプローチの強みを生かす必要があること，諸外国で重視されて

いるような「幸福」「コミットメント」「レジリエンス」といった感情的な側面が，教師が学び続けてい

く上で重要であることを指摘した．以上の発表と質疑応答をふまえ，まず教師研究そのものが不足して

おり，様々な研究の余地があること，とりわけ「集団での学び」は養成段階と現職教師の間に大きな差

が認められ，核となる能力や感情的側面を扱った研究が求められること，そして，本学会の特色を活か

し，学び続ける教師の養成・研修の実践とそのシステム化を，教師の専門性を明確にしつつ，学び続け

るための「場」と「対象」を明確化していく必要性を提言した．学び続ける教師像を具体化し，核とな

る能力とは何か，そして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９：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） 

 ゲーム型学習の導入と実践の評価に関連する研究について，５件の発表が行われた．まず，松田（東

京工業大学）は，これまでのシミュレーション＆ゲーミング研究の分野で取り組まれてきた教授活動ゲ

ームを事例として，教育の研究，実践，普及のためにゲーミングを活用するアプローチの提案が行われ

た．ゲームの娯楽性よりも，活動モデルとして捉え，教育的に意味のある活動を設計する上で，活動モ

デルの精緻化と失敗やジレンマを経験するシナリオをゲーミング教材として開発することの重要性が

指摘された．脇本（青山学院大学）らによる発表では，初任教師のメンタリング能力向上を目的として

開発されたシミュレーションゲームについて，その設計の枠組みや考え方が紹介された．加賀（秋田大

学）らは，ブレインストーミング法を用いてグループ活動を促進するカードゲーム教材『IDEA CARD』

を小学生用にカスタマイズした『小学生用 IDEA CARD Ver.2』を授業で用いた実践結果を報告した．

西浦（宮城学院女子大学）らは，同じく『IDEA CARD』を用いて大学生向けに実施したアイデア創出

時のストレス軽減効果や，感情的な状態変化に関する研究報告を行った．福山（早稲田大学）らは，社

会的ジレンマ状況において複数の役割を体験するカードゲーム教材を用いた活動による知識，道徳意識，

信頼感への効果を評価した研究の報告を行った． 
 全員の発表後，全体討論を行い，会場の参加者からの質疑を交えながら発表者間での議論が行われた．

新任教員向けのシミュレーションゲーム教材の開発において，発表で示された学習者に提示される選択

肢の与え方やシナリオの進め方について，他の発表者から現場教員の視点での意見や改善提案が行われ

たり，今回複数の発表があったカードゲームを用いた研究に関する学習活動の設計や評価方法の改善に

向けた議論が行われたりするなど，発表者間で今後の具体的な教材の改善や研究の発展につながる意見

交換が行われた．ゲームの教育利用に関する研究は，海外ではこの 10 年でかなり進展しており，開発

ツールの発達や研究方法の確立が進んでいる．国内でも，今回発表された研究の中にも長年取り組まれ

て成果を出している研究も行われている一方で，それらの研究の知見がそのあとに続く研究において十

分に活かされているとは言い難い現状がある．そのため，国内でのこの分野の研究の発展のためには，

海外の研究動向の把握に努める一方で，国内での知見を共有し，着実に発展させていくための研究者間

の協力や継続的に議論していくことの重要性が認識された． 

 

課題研究 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（富山大学） 

 本課題研究は，ICT の普及に伴うネットワークを活用した生涯学習の広がりや，大学等を中心とした

多様な学習機会の提供の可能性の高まりを踏まえ，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るこ

とを目的に企画した．本セッションでは，大学の授業改善とも連動した取り組みについて２件，初等中

等教育での取り組み１件，大学の授業外でのインフォーマルな取り組みについて１件，生涯学習分野に

ついて１件，これらを支えるツールの開発について１件，合計６件の発表をいただき，それを元に総合

討論を行った． 

 浅田（自治医科大学）らは，医学系の学生を対象として，講義のみでは不足するシミュレーション実

習経験をサークル活動の一環として，学生らが自主的に行う学びと，その支援方法について，実践に基

づいた取り組みを発表いただいた．また，重田（北海道大学）らは，大学の情報処理教育における反転

授業の実践についての報告があった．既に情報環境が整えられている大学等では比較的取り組み易いが，

まだ問題も抱えていることが明らかとなった．野村（埼玉大学）らは，小学校での総合的な学習の時間

における外部の協力者と連携したカリキュラム開発と実践について報告し，これまでの教科の枠にとら

われず，しかしながら連携を持ったカリキュラム開発の可能性が述べられた．久保田（関西大学）らは，

大学の正課外に行われている社会貢献活動と大学における支援について，実際のプロジェクト事例を元

に報告された．自発的で真正な学びとしてこれらの活動の意義は高いが，これらをどう大学が支援し，

連携を取っていくかについての課題が明らかとなった．永田（静岡産業大学）らは，デザインを学ぶ学

習者を対象とした SNS を開発し，他者による共感や反応をもらうことが学習者のコンピテンシー育成
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に有効であることを明らかにした．柵（富山インターネット市民塾）らは，これまでのインターネット

市民塾の活動を再検討し，今後の活性化のためにオープン・エディケーションでの手法等を取り入れて

いくための問題点等の整理が行われた． 
 本セッションは今回から設定された新しい課題であるが，MOOCs や反転授業という言葉が一般紙等

でも注目されているように，急速に動いている部分でもある．全体討論はやや時間不足となってしまっ

たが，学びの考え方，方法を大きく変える可能性があり，それらの変化を見つつ，継続して議論や情報

共有を行っていきたいということになった． 
 
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，大会前日の 09 月 20 日（金）17:00～19:00 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て６件の応募があり，大会企画委員会での審査を経て，以下の

６件のワークショップが実施された． 
（１）比較授業分析による教育技術とその効果の顕在化 －マレーシアにおける数学授業の分析－ 
（２）実践をいかに記述・記録するか 
（３）続・新しい学びの評価：未来の教育をデザインするための研究方法論 
（４）テストを短縮するツール：LRT-CAT の開発と今後の課題 
（５）認証評価対応のための教育工学 

（６）教育情報化の歴史ワークショップ －私的履歴から史的理解へ－ 

 今回は，大学会館を使用した大きな会場を６つのブースに区切って実施された．１ワークショップあ

たり２名から 35 名以上の参加があり，全体では 77 名以上が参加した．参加人数の多寡にかかわらず，

どのワークショップも主催者の創意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． 

 

 

 

大会論文集の購入について（お知らせ） 
第 29 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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2013 年度 冬の合宿研究会のご案内（第三報） 

 

テーマ「教育工学研究におけるアクション・リサーチ」 

 

■ 趣旨 

近年，教育研究において研究者が実際の現場に赴き，実践者と協同しながら研究や実践の変革を進め

る方法として「アクション・リサーチ」が注目されている．冬合宿では，アクション・リサーチの理論・

方法と研究成果を論文として執筆する方法に焦点を当て，アクション・リサーチの経験豊富な講師陣と

共に「教育工学におけるアクション・リサーチ」について探求する．アクション・リサーチは多様な領

域や状況で用いられている研究アプローチの包括的用語であるが，今回は「活動理論」を中心とする． 

 

■ 日程 

2014 年 02 月 22 日（土）～23 日（日）  ＊定員 30 名．ただし両日とも参加可能な者に限ります． 

 

■ 講師 

松下佳代先生（京都大学） 

村上正行先生（京都外国語大学） 

住政二郎先生（流通科学大学） 

 

■対象 

アクション・リサーチに関する理解を深め，実施してみたいと思っている研究者，学生，その他 

 

■ 会場 

KKR 箱根 宮の下 http://www.kkrmiyanosita.com/ 

＊宮ノ下駅より，無料送迎バスで会場まで向います．集合時間については，参加者の方々に追って連絡します． 

＊１日目の昼食は各自で食べてきて下さい．１日目の夕食は参加者全員で食べます． 

 

■参加費 

16,000 円（宿泊代，食事代，情報交換会代込み）＊22 日（土）夕食，23 日（日）朝食付き 

 

■申し込み方法 

日本教育工学会の Web にある合宿研究会より，投稿フォームを使ってお申込み下さい． 

＊ 申 し 込みか ら ２ 日以内 に 確 認のメ ー ル をさせ て い ただき ま す ．確認 メ ー ルが届 か な い場合 は ，

までご連絡下さい． 

 

締切：2013 年 12 月 31 日（火） *01 月 05 日（日）以降のキャンセルはキャンセル料が発生します． 
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■主なプログラム内容 

02 月 22 日（土） 

12:00～12:30 受付開始 

プログラム①講義（松下） 

＊開始は 12:30 です 

・理論，方法に関する解説 

・事例紹介 

プログラム②講義（村上） ・アクション・リサーチの成果を論文としてまとめる際の留意事

項に関する解説 

プログラム③議論 ・全体ディスカッション（アクション・リサーチに関する疑問，

不安等について，ディスカッションを行います） 

プログラム④ワーク（個別） ・個別ワーク（プログラム①，②，③を踏まえ，実際にアクショ

ン・リサーチのプランを立ててみる） 

プログラム⑤懇親会 ・夜の語り場（夕食を共にしながら語り足りなかった事，もっと

聞きたかった事についてじっくり語り合いましょう） 

 

02 月 23 日（日） 

09:00 ２日目プログラムスタート 

プログラム⑥講義（住） ・教育工学会員による実際に行ったアクション・リサーチの事例

紹介（研究の計画・実施から論文執筆まで） 

プログラム⑦ワークショップ ・個別ワークの結果発表，共有（一日目に作成した個別ワークの

結果をグループで共有し，アドバイスをもらいましょう） 

12:00 プログラム終了，解散 

 

■参加にあたっての準備 

プログラム④とプログラム⑦では，参加者一人ひとりが考えたアクション・リサーチをもとに議論を

行います．そのため，あらかじめ取り組みたい（既に取り組んでいてそれを改善したいと思っている）

アクション・リサーチ案を準備しておいて下さい．プログラム④の個別ワークで案をまとめる時間をと

りますが，十分であるとは限りません．事例の情報等をまとめておくなど，各自で作業がスムーズに進

行するよう調整をお願い致します． 

 

■開催責任者・問い合わせ先 

久保田賢一（関西大学） 
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2013 年度 産学協同セミナー（第一報） 
「教育工学の視点からデジタル教科書の在り方を考える」 

～これからの学校現場でのデジタル教科書の活用に向けて～ 
 

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． 

その中で，2011 年度の小学校教科書改訂時を皮切りに，ほとんどの教科書会社がデジタル教科書の

提供を開始し，翌年の中学校改訂時も同様な状況となりました．本年 09 月に文部科学省から発表され

た「平成 24 年度 学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果」によると，デジタル教科書

の学校への整備率は 32.5％と前年から 10ポイント近く上昇しており,デジタル教科書に対する学校現場

のニーズの高まりが見て取れます． 

しかしながら，現時点でのデジタル教科書は，各社によりインターフェースが異なり，使い勝手が統

一されていないなどの課題があります． 

そのような状況の中，本年度には文部科学省からはデジタル教科書の標準化の検討が始まり，教科書

会社からは，次期教科書改訂時に向けて，複数の教科書会社による共同プラットフォームでの提供を発

表するなど，新たな動きがでてきました．今回は，デジタル教科書の指導者用と学習者用のそれぞれの

動向，標準化の検討状況，現場での活用と評価など，産・官・学それぞれの立場から幅広く議論を展開

したいと考えます．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：   2014 年 03 月 29 日（土）13:30～17:00 （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（第二報） 

 

 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．大学教員や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，好評であった内容を踏襲し，「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－」をテーマに開催いたします．さらに，これまでに同内容のセミナーに参加し，

認定を受けた方には，ファシリテーターとしての参加募集も予定しております． 

企画：日本教育工学会 FD 特別委員会（委員長：鈴木克明） 

 

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－」 

内容：参加者それぞれが授業実践事例を持ち寄り，ワークショップ形式で行います．授業のデザインに

関する問題意識の明確化，授業のデザインに関する情報・課題の共有などから議論を始め，「何を誰に

教えようとしているのか」，「どんな方法で教えるのか」，「続けたい点・変えたい点は何か」などをグル

ープで議論しながら授業の改善案を考えていきます． 

 

日時：2014 年 03 月 03 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，締め切ります） 

講師：鈴木克明・根本淳子（熊本大学），重田勝介（北海道大学），椿本弥生（公立はこだて未来大学），

渡辺雄貴（首都大学東京），岩崎千晶（関西大学），柴田喜幸（産業医科大学），高橋暁子（徳島大学），

松田岳士（島根大学），村上正行（京都外国語大学） 

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：重田勝介（北海道大学），椿本弥生（公立はこだて未来大学），松田岳士（島根大学） 

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． 

◆【お問い合わせ先】 重田勝介 E-mail：

○ 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． 
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大学教員のためのFD研修会（ワークショップ）のご案内（第二報）



 

 

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 エンタテインメントを活用した教育／一般 
●日  時：2013 年 12 月 14 日（土） 
●会  場：徳島大学 常三島キャンパス（工学部）・共通講義棟 
      （〒770-8506 徳島県徳島市常三島町２−１） 
●担  当：光原弘幸（ ）  

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(K202 教室) ，B 会場(K203 教室)  

09:55-10:00 諸連絡  

10:00-12:05 午前の部   

A1）小学校体育での情報端末を活用した撮影時の視点と技能ポイントの指導に関する検討 
横山誠二（錦町立一武小学校），山本朋弘（熊本県教育庁），清水康敬（東京工業大学） 

A2）授業づくりへのゲーミフィケーション援用のための考察 
―小学校教師とゲームクリエイターの授業改善の観点比較― 
塩田真吾（静岡大学），阿部学（千葉大学） 

A3）「雪」をテーマにしたプレゼンテーション学習を推進するテキスト開発と全市コンテストの実践 
朝倉一民（札幌市立屯田北小学校），高橋庸哉（北海道教育大学）， 
佐藤裕三（札幌市ひがしなえぼ幼稚園） 

A4）歴史の見方・考え方に着目した指導の枠組とゲーム教材開発 
遠藤信一（東京工業大学附属科学技術高等学校），松田稔樹（東京工業大学大学院） 

A5）学習者企画実践活動による意識変化の探究 ―「英語ニュース・ワークショップ」を導入して― 
後藤隆昭（熊本大学大学院） ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

B1）小学校図画工作科におけるポートフォリオ検討会の効果 
磯部征尊（新潟市立亀田小学校），伊藤大輔（金沢工業大学）， 
庄司宗由（新潟市立坂井東小学校），大谷忠（東京学芸大学） 

B2）教職 e ポートフォリオを用いた教育実習生による相互評価の分析の試み 
谷塚光典（信州大学／熊本大学大学院），東原義訓（信州大学）， 
鈴木克明，喜多敏博（熊本大学大学院），渡邊あや（国立教育政策研究所） 

B3）大学授業における授業間関連付けの支援 ―学習ポートフォリオを用いたインタビューによる検討― 
森裕生（早稲田大学大学院），江木啓訓（神戸大学），尾澤重知（早稲田大学） 

B4）連携教育のための学習リソース検索システムにおける検索対象の一般化 
長瀬大（兵庫教育大学大学院連合），大森康正，川崎直哉（上越教育大学） 

B5）「札幌市の除雪」に関する web コンテンツの開発と市内小学校への普及を図る方策 
佐野浩志（札幌市立山の手南小学校），高橋庸哉，北海道雪プロジェクト（北海道教育大学）  

13:05-13:10 委員会挨拶・諸連絡 

13:10-14:50 午後の部-第一部 

A6）動画配信サービスを使った番組作りをプロジェクトテーマとした PBL 型授業の実践報告 
森祥寛（金沢大学） 

A7）クイズ掲示板の開発と諸機能の実装 
竹内俊彦（東京福祉大学），加藤尚吾（東京女子大学），加藤由樹（相模女子大学）， 
舘秀典（東京福祉大学） 

A8）教授活動ゲーム上に学習者モデルを記述するための機能拡張 
松田稔樹（東京工業大学大学院） 

A9）震災復興に関する「白熱教室」の講義分析，およびリスク・コミュニケーション 
北垣郁雄 

研究会 

2013 
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研究会 

2013 



 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B6）小学校でのタブレット PC 活用場面の特徴と課題の検討 

山本朋弘（熊本県教育庁），松山明道（人吉市立人吉東小学校），清水康敬（東京工業大学） 

B7）テキストマイニング手法を用いた ICT 活用による協働型授業を受講した児童の感想文分析 
森下孟（鹿児島大学），東原義訓，谷塚光典（信州大学） 

B8）読み書き障害のための電子媒体を用いた読書環境に関する一考察 
池下花恵（立命館大学） 

B9）擬似力覚を伴わせた知識構築支援 
柏原昭博，塩田剛（電気通信大学大学院） 

 
15:05-16:45 午後の部-第二部 

A10）教員による視点からの著作権法第 35 条ガイドラインの試案 
竹内達哉（横浜国立大学大学院），山本光（横浜国立大学） 

A11）日本教育工学会の発表論文等の題名に含まれる用語の頻度分析 
清水康敬（東京工業大学） 

A12）我が国の教師たちの ICT 活用に関する熱意に影響を及ぼす要因の具体的検討 
木原俊行（大阪教育大学），野中陽一（横浜国立大学），堀田龍也（玉川大学）， 
高橋純（富山大学），豊田充崇（和歌山大学），岸磨貴子（明治大学） 

A13）英国の教員養成に関する動向調査 ―ブライトン大学の事例を中心に― 
野中陽一（横浜国立大学），木原俊行（大阪教育大学），小柳和喜雄（奈良教育大学）， 
田中博之（早稲田大学） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
B10）アクティブ・ラーニングにおける振り返りミニレポートの活用とその影響 

大崎理乃（鳥取大学） 
B11）ネット依存をテーマとしたワークショップの実践と評価 ―中学生自身による尺度づくりを通して― 

酒井郷平（静岡大学大学院），塩田真吾（静岡大学），松田直子（NPO 法人 e-Lunch） 
B12）高等学校での「情報的な見方考え方」と「３種の知識」統合による情報モラル指導実践 

近藤千香（東京工業大学附属科学技術高等学校），玉田和恵（江戸川大学）， 
松田稔樹（東京工業大学大学院） 

B13）情報活用の実践力を育成する Web 教材を活用する際の指導方略の分析 
稲垣忠（東北学院大学） 

● 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きました．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し

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：公共交通機関をご利用下さい．JR 徳島駅からはバスをご利用いただくか，徒歩にてお越し下さ

い．徳島空港からはリムジンバス徳島駅行きをご利用いただき，「徳大前」で下車して下さい．詳しくは，

徳島大学工学部の「交通アクセス」をご参照下さい［http://www.tokushima-u.ac.jp/e/access/］． 
● 昼食案内：昼食マップは当日配布します．大学周辺に飲食店やコンビニエンスストアがあります． 
● 喫煙：キャンパス内の喫煙場所は限られます．共通講義棟西側エントランス付近の灰皿設置場所で喫煙し

て下さい． 
● 情報交換会のご案内：研究会終了後，徳島市内にて情報交換会を開催予定です．詳細につきましては研究

会 Web ページをご覧下さい．  
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研究会の発表募集                テーマ： 教師教育と授業研究／一般 
●日  時：2014 年 03 月 01 日（土） 
●申込締切：2014 年 01 月 05 日（日） 

●会  場：愛知工業大学（担当：坂本將暢） 
●原稿提出：2014 年 01 月 26 日（日） 

●募集内容： 
本学会第 29 回全国大会では，「継続的な教師の成長を促す

授業研究と学校組織」と「学び続ける教師の養成と保証」と

いう教師教育と授業研究に関する課題研究を実施しました．

教員養成大学やその他の教職課程のプレ・サービスだけでな

く，教師が自ら／同僚とともに／研究者とともに／あるいは

行政を巻き込んで取り組むイン・サービスの教師教育のあり

方，授業研究の開発および実践，そして，これらに関わる教

育工学研究者の役割や位置づけなどについて議論したいと思

います．ほか，Lesson Studies や Learning Studies として取

り組まれている海外の授業研究に関する発表，教師教育や授

業研究を支援するシステム開発に関する発表も募集します．

また，従来どおり，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

録されたメールアドレス宛てに発表の採択結

果と執筆要項をお送り致します． 
●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．なお，期限までにご提出いた

だけない場合は，自動的に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    
2014 年  会場 申込締切 原稿提出締切 
05 月 17 日（土） 
07 月 05 日（土） 
10 月 11 日（土） 
12 月 13 日（土） 

2015 年 
02 月 28 日（土） 
05 月 16 日（土） 

ICT を活用した教育・学習／一般

（テーマ調整中）／一般 
（テーマ調整中）／一般 
（テーマ調整中）／一般 
 
（テーマ調整中）／一般 
（テーマ調整中）／一般 

長岡技科大学 
明治大学 
日本女子大学 
椙山女学園大学

 
九州大学 
広島大学 

03 月 16 日（日） 
05 月 04 日（日） 
08 月 10 日（日） 
10 月 12 日（日） 
 
01 月 06 日（火） 
03 月 15 日（日） 

04 月 06 日（日）

05 月 25 日（日）

09 月 07 日（日）

11 月 02 日（日）

 
01 月 27 日（火）

04 月 05 日（日）

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）．研究会の受付でも年間講読を受け付けております． 

研究会の開催報告 
●日  時：2013 年 10 月 26 日（土） 
●発表件数：15 件 

●会  場：兵庫医科大学（西宮キャンパス） 
●参加者数：57 名（内非会員 25 名） 

台風の接近が心配されましたが，多くの参加者にお集まりいただき，

兵庫医科大学ではじめてとなる研究会を開催することができました．今

回は，「新時代の学習評価／一般」というテーマで行われ，発表は 15 件，

参加者は 57 名でした．学習評価に関しては，学習過程に注目した研究

発表が多くみられました．一般のテーマとしては，PBL や ICT 教育の

実践とその評価，教育工学に関連する調査・分析など多岐にわたる研究

発表がなされました．全体として，データ分析や評価を丁寧に行ってい

るご研究が多く，質疑応答での活発で建設的な議論につながっていたよ

うでした．ご参加いただいた皆様に，御礼申し上げます． 
                担当：藤原康宏（兵庫医科大学）    
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日本教育工学会論文誌 特集号 論文募集 
「特集：１人１台端末時代の学習環境と学習支援」のご案内（最終報） 

  
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） 
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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．問い合わせ先 
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： 
 堀田龍也（玉川大学） 
副編集委員長： 
 小柳和喜雄（奈良教育大学） 
 山内祐平（東京大学） 
編集幹事： 
 望月俊男（専修大学） 
 森本康彦（東京学芸大学） 
委員： 
 稲垣 忠（東北学院大学） 
 緒方広明（徳島大学） 
 加藤 浩（放送大学） 
 木原俊行（大阪教育大学） 
 向後千春（早稲田大学） 
 清水康敬（東京工業大学） 
 鈴木克明（熊本大学） 
 高橋 純（富山大学） 
 寺嶋浩介（長崎大学） 
 中橋 雄（武蔵大学） 
 東原義訓（信州大学） 
 村上正行（京都外国語大学） 
 矢野米雄（徳島文理大学） 
 山田政寛（九州大学） 
 渡辺健次（広島大学）  
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ショートレター増刊号論文募集のお知らせ（第二報） 
 

日本教育工学会論文誌    vol.38, Suppl.の発行 

 

論文受付締切： 2014 年 04 月 01 日（火） 
 

日本教育工学会論文誌vol．38, 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． 2014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 
（2014 年度）： 
04月 担当及び査読者の指名 
05月 編集委員会で査読進捗状況の確認 
07月 編集委員会で採録，返戻の第１回決定 
09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 
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日本教育工学会第 15 期第５回理事会 議事録 
 
日 時：2013 年 11 月 16 日（土）14:50～16:40 
場 所：日本女子大学 目白キャンパス 新泉山館 中会議室 
出 席： 
（理事）山西潤一会長，吉崎静夫副会長，赤倉貴子副会長，大久保 昇，加藤 浩，木原俊行， 

久保田賢一，黒上晴夫，三宮真智子，永岡慶三，南部昌敏，東原義訓，堀田龍也， 
前迫孝憲，美馬のゆり，村川雅弘 

（監事）近藤 勲（合計 17 名） 
 
1．前回の理事会議事録の承認について 
 第 15 期第４回理事・評議員会議事録を承認した． 
2．新入会員の承認について 
 会員の移動について承認した． 
3．各種委員会から 
(1) 編集委員会 
 論文誌編集進捗状況が順調であることが報告された． 
(2) 研究会委員会 
 2014 年研究会開催計画が報告された． 
(3) 企画委員会 
 冬の合宿研究会，産学協同セミナー等の計画が報告された． 
(4) 大会企画委員会 
 第29回全国大会の発表件数や参加者について報告された．2014年09月19日（金）～21日（日）に岐

阜大学において第30回記念大会が行われることが報告された． 
(5) 顕彰委員会 
 研究奨励賞選考内規および候補者推薦用紙を承認した． 
論文賞選考内規について，論文賞の選定割合を現行の「約１割」から「約５%」にすること，論文賞

選考委員会を発足させることを承認した． 
(6) 国際交流・渉外 
 第30回全国大会および2015年度の総会シンポジウムを検討している旨が報告された． 
(7) 特別企画（実践研究活性化） 
 学会誌掲載論文の分析や論文の執筆方法などのセミナーを開催するなどの企画が検討されているこ

とが報告された． 
(8) 広報委員会 
 ニューズレター197号の台割案を承認した． 
(9) 総務・会計 
教育工学選書第２期の進行状況が報告された． 
五反田事務局の移転に伴う学会住所の変更予定について報告された． 
学会サーバのバージョンアップの状況について報告された． 

4. その他 
(1) 以下の協賛依頼を承認した． 
・SCIS&ISIS2014 への協賛 
(2) 今後の理事会 
・今後の理事会日程が確認された． 
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新入会員 
（2013 年 08 月 27 日～2013 年 10 月 29 日）24 名（正会員：13 名，准会員：２名，学生会員：９名） 

 

■正会員（13 名） 
井内伸栄（大阪信愛女学院短期大学） 
新井光彦（古河市役所） 
大貫眞弘（早稲田大学高等学院） 
尾崎亮（岡山理科大学） 
伊藤崇（北海道大学） 
平田幸男（神戸市立雲中小学校） 
神藤健朗 
（東京都市大学付属中学校・高等学校） 
水谷覚（帝塚山大学） 
林香予子（鹿児島工業高等専門学校） 

巽靖昭 
三島和宏（青山学院大学） 
縣拓充（千葉大学） 
木村重房（天理大学） 
 
■准会員（２名） 
黒見真由美（日南町立日南小学校） 
奥田聡（富士通株式会社） 
 
■学生会員（９名） 
池田めぐみ（東京大学大学院） 

荒井千尋（上越教育大学教職大学院） 
山瀬健治（放送大学） 
井上新悟（兵庫教育大学大学院） 
服部弘子（早稲田大学大学院） 
堂坂更夜香（早稲田大学） 
川上知子（早稲田大学） 
須藤海芳子（青山学院大学） 
竹内達哉（横浜国立大学大学院） 

                       以上 
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24

担当副会長：赤倉 貴子（東京理科大学）
広報委員長：南部 昌敏（上越教育大学）
　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）
 堀田 博史（園田学園女子大学）

会長 山西 潤一（富山大学）

3

◎学会日誌
２０１３年
・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）

２０１４年
・２０１４年０２月２２日（土）〜２３日（日）

冬の合宿研究会「教育工学研究におけるアクション・リ
サーチ」（KKR 箱根　宮の下）

・２０１４年０３月０１日（土）
研究会「教師教育と授業研究」（愛知工業大学）

・２０１４年０３月０３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　−１コマの授業からシラバスまで−」

（首都大学東京　秋葉原サテライトキャンパス）
・２０１４年０３月２９日（土）

産学協同セミナー「教育工学の視点からデジタル教科
書の在り方を考える」

（株式会社内田洋行　新川オフィス）
・２０１４年０５月１７日（土）

研究会「ICT を活用した教育・学習」（長岡技術科学
大学）

◎国際会議の案内
２０１４年
・SITE 2014
 http://site.aace.org/
 (3/17-24, Jacksonville, USA)
・ACHI 2014
 http://www.iaria.org/conferences2014/ACHI14.html
 (3/23 - 27, Barcelona, Spain)
・eLmL 2014
 http://www.iaria.org/conferences2014/eLmL14.html
 (3/23 - 27, Barcelona, Spain)
・CSEDU 2014
 http://www.csedu.org/
 (4/2 – 4, Barcelona, Spain)
・HCI International 2014
 http://www.hcii2014.org/
 (6/22 - 27, Crete, Greece)
・EdMedia 2014
 http://www.aace.org/conf/edmedia/
 (6/23 – 27, Tampere, Finland)
・EDM 2014
 http://www.educationaldatamining.org/EDM2014/
 (7/4 - 7, London, UK)
・E-Learn 2014
 http://www.aace.org/conf/elearn/
 (10/27 – 30, New Orleans, USA)
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