
東京都品川区西五反田 8－3－16　西五反田 8丁目ビル 8Ｆ

NO.199
ISSN 1340-9913

３０周年の節目の年に .............................................................................２
第３０回通常総会のご案内（第二報） .......................................................２
シンポジウム開催のご案内（第二報） .......................................................３
第３０回全国大会のお知らせ（第二報） .....................................................４
研究会の開催「テーマ：ＩＣＴを活用した教育・学習」 .............................. １０
研究会の発表募集「テーマ：学習環境デザイン」 .................................... １１
研究会の開催報告「テーマ：教師教育と授業研究」................................. １１
大学教員のためのＦＤ研修会の報告 ...................................................... １２
冬の合宿研究会報告 ........................................................................... １３
産学協同セミナー報告 ......................................................................... １５
夏の合宿研究会案内（第一報） ............................................................ １６
日本教育工学会論文誌　特集号　論文募集 ........................................... １７
適正な論文投稿のお願い ..................................................................... １８
第１５期第７回理事会議事録 ................................................................. １９
新入会員 ........................................................................................... １９

I N D E X



 

  

 

３０周年の節目の年に 
日本教育工学会会長 山西潤一（富山大学） 

 
すでにご案内のように，今年は学会創立 30 周年の記念すべき年であります．日本教育工学会は 1984

年 11 月 01 日に会員 365 名で設立されました．ニューズレター創刊号での初代会長の東洋先生の教育工

学について述べておられる次の言葉が，教育工学研究を始めたばかりの私には大変印象に残っています．

「…文字が発明される前と後を比べて考えてみよう．それが教育とどうかかわっただろうか．確かに文

字は教育の仕事を助けた．…よりどころとなる書物があるということは，教師にとって大きな助けであ

ったに違いない．けれどもそれはただ助けるだけにとどまらなかった．教え得ることがそれまでよりは

ずっと多量になった．何を学習しなければならないかということもそれにつれて変わった．まず文字自

体が重要な教育の内容となった．…とにかく沢山丸暗記しているということはそれほど重要でなくなり，

そういう能力の教育可能性の中にしめる位置も変わった．つまり教育の仕方だけでなく，内容や前提を

も変えずにはおかなかったのである」． 
当時はまだ ICT という言葉はありませんが，ここで，文字を ICT に置き換えてみれば，教育の情報

化での教育工学研究も同じような表現になります．教育の方法のみならず，教育の内容や求められる能

力の問題にも関わってくるのです．現在，会員数は 2800 名を超えました．会員数の増大で，教育工学

が対象とする研究の広がりを感じながらも，時代の変遷の中で教育工学が追い求めているものに何か共

通の大きな流れが見えてきます． 
 さて，創立 30 周年記念行事として，今年の 30 回全国大会と来年の記念シンポでの企画が進められて

います．過去に学ぶとともに，未来の発展に向け，全国大会では「グローバル化時代における国際連携」

のテーマで，アジアはもとより欧米諸外国の教育工学関連学会との学術交流を強め，教育工学を担う皆

さんの活躍の場を広げる企画を考えてもらっています．また，会員の皆さんの興味関心に応じて，現代

的教育課題を持続的継続的に研究する場として，従来の課題研究を改め SIG を立ち上げていく事にもな

りました．本ニューズレターや今後の大会案内でより具体の内容が示されると思いますのでご期待下さ

い． 
 先達の築いてこられた教育工学を，30 周年の節目を契機に，より一層の発展を期すよう学際的視野に

立った教育工学研究をすすめて行きたく思います．皆様のご支援，ご協力をよろしくお願い申し上げま

す． 
 

 
第 30 回通常総会とシンポジウムを下記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 2014 年 06 月 21 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．総会の議事 
第１号議案 2013 年度（2013 年 04 月 01 日（月）～2014 年 03 月 31 日（月））事業報告 

及び収支決算承認の件 
第２号議案 2014 年度（2014 年 04 月 01 日（火）～2015 年 03 月 31 日（火））事業計画 

及び収支予算案承認の件 
その他 

  

日本教育工学会 第 30 回通常総会のご案内（第二報） 
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シンポジウム開催のご案内（第二報） 
 
【午前の部：10:00～12:00】 
 
シンポジウム １ 
 
テーマ：PISA2015 の先を見据えた形成的評価のあり方 
 
 OECD の PISA2015 では，21 世紀型スキルの育成に焦点をあて，情報リテラシーおよび協同問題解
決のテスト項目が新たに追加される．こうした動きからもわかるように，情報テクノロジを駆使して知
識創造実践を展開する能力が今後の知識労働者に要求されていることは明確である．しかしながら，新
しい能力観が様々な学習研究の知見から明らかにされていく一方で，作成されるテスト項目は，残念な
がらその知見を適切に反映できていない．このような状況で，日本教育工学会は，シンプルなテスト項
目の得点という「薄い」評価指標を越えた，本来の意味での形成的評価指標をより質の高い学習研究を
通して作成し，教育界にその信を問うべきである．本シンポジウムでは，こうした目的を達成する第一
歩として，PISA2015 の現状分析を行うと同時に，情報テクノロジを駆使した知識創造実践を形成的に
評価する新たな試みについて研究の知見を共有し，突破口を見いだす議論を展開したい． 
 
司会・指定討論者：大島 純（静岡大学） 
登壇予定者：   白水 始（国立教育政策研究所） 
         小柳和喜雄（奈良教育大学） 
         益川弘如（静岡大学） 
 
 
【午後の部：14:00～16:00】 
 
シンポジウム ２ 
 
テーマ：スマホと SNS 時代における情報モラル教育について 

－ネットいじめ，ネット依存，ネット炎上等に教育工学会はどう対応するか－ 
 
 インターネットの普及とともに私たちの生活は大きな変化をとげた．特に，手のひら PC と言われる
スマートフォンやタブレットの普及で，いつでも，どこでも，だれでもが，ネットのよさを享受できる
時代となった．しかし，SNS と言われる情報発信やコミュニケーションができるアプリの普及により，
小中高大学生に様々な問題が生じている．これら喫緊の現代的課題であるネットモラルの問題に教育工
学会はどう対応するか多角的な視点を有する登壇者で議論を試みたい． 
 
パネリスト 
 竹内和雄（兵庫県立大学，元大阪府寝屋川市教委） 
  ＜学校教育，生徒指導の視点から(児童生徒の実態をふまえて)＞ 
 
 土井隆義（筑波大学） 
  ＜社会学的な視点から(つながり過剰症や依存症の社会的背景をふまえて)＞ 
 
 湯淺墾道（情報セキュリティ大学院大学） 
  ＜法情報学の視点から(ネットと法律をふまえて)＞ 
 
 小林直樹（日経ＢＰ社日経デジタルマーケティング編集） 
  ＜ネット炎上の取材的視点から（炎上事件の原因等をふまえて）＞ 
 
指定討論者 
 山西潤一（日本教育工学会会長，富山大学） 
  ＜日本教育工学会の視点から＞ 
 
コーディネータ 
 桑崎 剛（熊本市立総合ビジネス専門学校，安心ネットづくり促進協議会特別会員） 
 
 近年，各地域の PTA 活動や内閣府，総務省，文部科学省など，色々な方面からネットモラルの啓発
事業が取り組まれている．ICT 関連の学会として情報モラル教育に関する論文やシンポジウム，フォー
ラム等の開催はまだ少なく，今回，本学会がこのテーマに取り組むのは大変意義深いことである． 
 学会員だけではなく，小中高大の教員，保護者，教育委員会関係者，関係省庁等行政関係者，通信事
業者，アプリ開発社など，多くのネット関連企業も含め，幅広く関係者に呼びかける予定である． 
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第 30 回全国大会のお知らせ（第二報） 
大会 Webページ：http://www.jset.gr.jp/taikai30/ 

 
 日本教育工学会第 30 回全国大会を，下記のように岐阜大学において開催します．多くの方々のご参

加をお待ちしています．また，研究発表にも奮ってご応募下さい． 
 
1. 開催期日・会場 
期日：2014 年 09 月 19 日（金）～21 日（日） 
会場：岐阜大学 〒501-1193 岐阜市柳戸 1-1 

http://www.gifu-u.ac.jp/ 
 
2. 大会日程（予定） 

09 月 19 日（金） 09 月 20 日（土） 09 月 21 日（日） 
08:30～17:00 受付 
09:20～11:00 一般研究発表１ 
      （口頭発表） 

11:10～12:10 一般研究発表２ 
       （ポスター発表） 
 
12:10～13:40 昼食，理事会 
     企業ランチセッション 
 
13:40～15:40 一般研究発表３ 
       （口頭発表） 
15:50～17:50 トークセッション 
 

18:00～20:00 ワークショップ 

08:30～17:00 受付 
09:00～11:40 一般研究発表４ 
      （口頭発表）      

11:50～12:50 一般研究発表５ 
       （ポスター発表） 
 
12:50～13:50 昼食，各種委員会 
 
13:50～14:40 全体会 
       （表彰，会長講演） 
14:50～17:50 30 周年記念 

シンポジウム 
18:00～20:00 懇親会 

08:30～15:00 受付 
09:00～11:20 一般研究発表６ 
      （口頭発表） 

11:30～12:30 一般研究発表７ 
       （ポスター発表） 
12:30～13:30 昼食 
 
13:30～16:00 SIG セッション 
 
16:10～    大会企画委員会 

10:00～18:00 企業展示 09:00～14:00 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・注意点 
・ 日本教育工学会設立 30 周年を記念して，シンポジウムを開催いたします． 
・ これまで課題研究セッションとして行ってきたものを，本大会から”現代的教育課題に対する SIG

（Special Interest Group）セッション”とし，実施方法を変更します． 
・ 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，大会講演論文集を，大会初日の約１週間前（09 月 12 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． 
 
 
 

Japan Society for Educational Technology

4



 

  

4. シンポジウム，トークセッション 
シンポジウム，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. SIG セッション 
 全国大会だけではなく，年間を通して特定の研究テーマについて議論をしていく場として，本大会か

ら”現代的教育課題に対する SIG（Special Interest Group）セッション”を設けることにしました．本大

会の SIG セッションにおいては，今後 SIG として共通認識したい研究テーマやその進め方などを検討

します．そのため，今年度は各グループのコーディネータが中心となり，発表や議論の場を設定します．

具体的な進め方は，各グループにおいて議論をしていますが，昨年度までの課題研究発表のように，研

究発表を共通して公募するような形は，本年度はとりません． 
 これまでの課題研究でのセッションを参考としながら，以下の６つのグループとコーディネータを予

定しています． 
 
■SIG-01 高等教育・FD  
 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） 

 
■SIG-02 教師教育・授業研究 
 コーディネータ：今井亜湖（岐阜大学），梅澤 実（帝京科学大学），益子典文（岐阜大学）， 
   姫野完治（秋田大学） 
 
■SIG-03 教育システム開発 
 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）， 
   飛弾信崇（ベネッセコーポレーション），江木啓訓（神戸大学） 

 
■SIG-04 教育の情報化 
 コーディネータ：寺嶋浩介（長崎大学），森下耕治（光村図書），佐藤喜信（内田洋行）， 
   豊田充崇（和歌山大学），稲垣 忠（東北学院大学），後藤康志（新潟大学）， 
   藤川大祐（千葉大学），今野貴之（明星大学） 

 
■SIG-05 ゲーム型学習・オープンエデュケーション 
 コーディネータ：藤本 徹（東京大学），重田勝介（北海道大学） 

 
■SIG-06 協調学習・学習科学 
 コーディネータ：舟生日出男（創価大学），鈴木栄幸（茨城大学） 

 
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

5



 

  

 

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

て頂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頂きます．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 05 日（木）～07 月 03 日（木）ワークショップ テーマ受付期間 
07 月 10 日（木）ワークショップ テーマ決定（応募多数の場合，採否結果通知をいたします） 

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． 

 
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）． 
 [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がある場合には，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 05 日 木 ワークショップ テーマ受付開始 
07 月 03 日 木 ワークショップ テーマ受付締切 
07 月 01 日 火 一般研究発表／International Session 申込・原稿（２ページ）受付開始 
07 月 10 日 木 ワークショップ テーマ決定 
07 月 15 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） 
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 22 日（火）17:00 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 22 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け付けません）． 

08 月 26 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） 
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12. 大会への発表申込等  
(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，発表申込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頂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（日）までに大会企画委員会（ ）にご連絡下さい．

この期限を過ぎた後の受付はできませんので，ご注意下さい． 
(2) 発表申込件数の制限  
・ 会員は，[一般研究・International Session]に，それぞれ１件（１人合計最大２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． 
・ 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．  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) 一般研究およびInternational Sessionの発表申込方法  
・ 07月22日（火）17:00までに，JSETホームページ大会関係部分から原稿ファイルを提出して下さい．

事前の発表申し込みはありません．この提出によって発表申し込みとします． 
・ 一般研究とInternational Sessionの原稿は共に，A4サイズで２ページです．１ページのものは受け

付けません．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，それをご担当頂きますので，予めご了承下さい． 
 
(4) 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 形式で提出して頂きます．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．提出して頂い

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. 大会の参加申込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（水）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（水）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頂きます．なお，

事前支払期限までに発表者の参加費及び 2014 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 26 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

入会をして頂くことになります．この日以降は，変更を連絡頂いても，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/taikai30/）
の「参加申込」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「参加申込」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，「参加申込」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頂きますと，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，「参加申込」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，９月上旬までに，「大会

受付票」「大会参加証(名札用)」「領収書」を電子メールの添付書類でお送りします． 
・ 大会当日は，電子メールで送られた「大会受付票」等をプリントしてお持ち下さい． 
・ ただし，電子メールアドレスが登録されていない会員には，大会受付票等が送られませんので，当日

会場に掲示される「事前送金者リスト」で番号を確認の上，その旨お申し出下さい． 
 
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センチメートル程度）を用意しますので，配布資料やデモンストレーショ

ン用のパソコン等を置くことが可能です．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（ ）へお問い合わせ下さい．なお，出展・広告申込の

第１次締切は，05月30日（金）です．  
 
16. 宿泊について  
 09 月 20 日（土）から 21 日（日）まで岐阜大学および周辺では，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．JR 名古屋駅周辺のホ

テルからも通うことが可能です． 
 
17. 問い合わせ先  
大会全般に関しては以下にお問い合わせ下さい．  
大会企画委員会  問い合わせ用電子メールアドレス：   
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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 ICT を活用した教育・学習／一般 
●日  時：2014 年 05 月 17 日（土） 
●会  場：長岡技術科学大学 マルチメディアシステムセンター，講義棟 
      （〒940-2188 新潟県長岡市上富岡町 1603-1） 
●担  当：安藤雅洋（ ）  

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(午前：マルチメディアシステムセンター，午後：講義棟 101 教室) ，B 会場(講義棟 102 教室)  
09:55-10:00 諸連絡 ※（受付）午前：マルチメディアシステムセンター，12:30以降：講義棟入口 
10:00-12:05 午前の部   

A1）1 人 1 台端末の学習環境を支えるシステムの実践 －2 年目に向けて－ 
後藤晶，秋月拓磨，杉浦学，難波道弘（山梨英和大学），高橋弘毅（長岡技術科学大学） 

A2）多様な知識創造過程を支えるタブレット PC 活用授業 
西原拓伸（伊豆市立天城小学校），益川弘如（静岡大学大学院） 

A3）小学校理科における創発的分業支援システムの「いいね！」機能の有効性 
平澤林太郎（小千谷市立小千谷小学校），久保田善彦（宇都宮大学），舟生日出男（創価大学）， 
鈴木栄幸（茨城大学），加藤浩（放送大学） 

A4）フューチャースクールにおける ICT 支援員の成果と課題 
中野博幸，石野正彦，清水雅之（上越教育大学），中村広也（株式会社ジェーミックス） 

A5）グループウェアを使った大学ゼミ運営の実践と展望 
中村康則（早稲田大学大学院），向後千春（早稲田大学学術院） 

 
13:05-13:10 委員会挨拶・諸連絡  
13:10-14:50 午後の部-第一部 

A6）授業収録と e-Learning 教材による授業時間外学習の提案 
森下孟（鹿児島大学），田村亮子（清泉女学院大学），茅野基（高等教育コンソーシアム信州） 

A7）SAMR モデルを用いた初等教育における ICT 活用実践の分類 
三井一希（熊本大学大学院／山梨県韮崎市立甘利小学校） 

A8）ICT を融合的に用いた英語授業の紹介 －ICT 使用のタクスベイストの授業－ 
田中幸子（神奈川大学） 

A9）e ポートフォリオの相互評価における目標志向性の遷移 
金城雄太，宮澤芳光，安藤雅洋，福村好美（長岡技術科学大学） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
B6）実社会に基づいた協調的問題解決授業における多様な学習過程の保証 

小林貴道，平井春菜，伊勢川純子，中島直也，土屋一巳，石上靖芳，益川弘如（静岡大学大学
院） 

B7）グループ活動における協調的な課題解決に向けた学習プロセスの検討 
櫻井英喜，小林俊江，菅沼美奈，宇佐美隆章，石上靖芳，益川弘如（静岡大学教職大学院） 

B8）グループ学習が学習成績と授業評価に及ぼす影響 
山元有子（早稲田大学大学院），向後千春（早稲田大学学術院） 

B9）生活におけるゆとりが楽器を学ぶ意欲に及ぼす影響 
渡邉文枝（早稲田大学大学院），冨永敦子，向後千春（早稲田大学学術院） 

 
15:05-16:20 午後の部-第二部 

A10）中小製造業の生産実績入力者に対するワークショップの実践 
柳田明子（東北工業株式会社） 

A11）機械の構造観察における簡易立体視映像システムの活用 
佐藤智明（神奈川工科大学） 

A12）教員の著作権使用料に関する意識調査の結果 
山本光（横浜国立大学） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
B10）クイズ作成による意識変化の調査 

竹内俊彦，舘秀典（東京福祉大学） 
B11）ファシリテーション型授業分析の一事例と教育工学的課題 

北垣郁雄 
B12）教員免許状更新講習の講習内容の提示方法の提案 

後藤康志（新潟大学） 

研究会 

2014 
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研究会 

2014 



 

  

● 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：JR 長岡駅よりバス：長岡駅大手（西）口７番線から技大前行き乗車（約 30 分）．タクシ
ー：長岡駅大手（西）口から 8.5km（約 20 分）．高速道路：関越自動車道，北陸自動車道長岡 I.C か
ら約５分．お車でお越しの場合は空いている駐車場にお停め下さい．詳しくは，長岡技術科学大学
HP の「交通アクセス」をご参照下さい［http://www.nagaokaut.ac.jp/j/access.html］． 

● 昼食案内：学食（11:00~13:30）と売店（10:00~18:00）が利用できます．  
● 情報交換会のご案内：研究会終了後，長岡駅周辺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． 

研究会の発表募集                テーマ： 学習環境デザイン／一般 
●日  時：2014 年 07 月 05 日（土） 
●申込締切：2014 年 05 月 04 日（日） 

●会  場：明治大学中野キャンパス（担当：岸磨貴子） 
●原稿提出：2014 年 05 月 25 日（日） 

●募集内容： 
近年，「どのように教えるのか」から「どのように学びを支援

するのか」という視点を持つ「学習環境デザイン」に関する研究
が多く見られるようになりました．例えば，問題解決型学習やプ
ロジェクト学習，ワークショップ，サービスラーニングなど課外
活動，インフォーマルラーニングなどがあります．これらの事例
の前提には，構成主義，状況論・活動論等があり，学習者中心の
教育について議論するための理論的視座を提供します． 

そこで本研究会では，学習環境デザインに関する研究や実践を
されている方々の発表を募集します．募集する論文は例えば，構
成主義や状況論，活動論など従来とは異なる理論的視座から実践
を捉えた研究，学習科学に関する研究，初等・中等・高等教育に
おける学習者中心教育の実践，インフォーマルラーニングなどが
挙げられます．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
取り消し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 
10 月 11 日（土） 

 
12 月 13 日（土） 

2015 年 
02 月 28 日（土） 
05 月 16 日（土） 

学校教育における 
ポートフォリオの活用／一般 
地域連携と教育実践／一般 
 
（テーマ調整中）／一般 
（テーマ調整中）／一般 

日本女子大学 
 
椙山女学園大学 
 
九州大学 
広島大学 

08 月 10 日（日） 
 
10 月 12 日（日） 
 
01 月 06 日（火） 
03 月 15 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購読を受け付けております． 

研究会の開催報告                テーマ： 教師教育と授業研究／一般 
●日  時：2014 年 03 月 01 日（土） 
●発表件数：61 件 

●会  場：愛知工業大学（八草キャンパス） 
●参加者数：135 名（内非会員 56 名） 

名古屋市の中心部から少し離れ，春期休業中のため交通の便も
良くない中，大変多くの方が参加して下さいました． 
今回のテーマは「教師教育と授業研究」で，本学会が積み上げ

てきた“振り返り”や“授業構想”などに代表される，伝統的な
教師教育と授業研究を継承する研究の発表や，“タブレット PC”
や“反転授業”などに代表される，先端的な教師教育と授業研究
に関する研究の発表が 61 件ありました．教育工学の真骨頂であ
る，教育学と工学が交わる様を，愛知工業大学のキャンパスで実
感した次第です．参加して下さった皆様に，御礼申し上げます． 
              担当：坂本將暢（愛知工業大学）                
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2013 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６回目となる今回は 2014 年 03 月 03 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」を踏襲し実施した．参加者の構成は，大学教員 31 名，大学院生１名，

その他企業関係者等３名であった．講師は根本淳子先生（熊本大学）にお願いし，鈴木克明委員長をは

じめとした FD 委員も講師やファシリテーターを担当した． 
 本年度から参加者には事前課題として資料が郵送され，LMS を使ったクイズを使い事前学習の知識

確認が行えるようにした．ワークショップでは概要の説明の後，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，インストラクショ

ナルデザイン（ID）に関する説明を聞き，前提を確認した．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，ワークシートを用いて相互に授業内容や問題点の聞き取りを行った．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た． 
 午後からは，ID に関する解説，ID の視点から大学教育を

考えるための説明を聞いた上で，参加者はグループワークで

ワークシートの８項目について改善を行った．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を共有して

解決策について議論を行い，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，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．本研修会の評価アンケー

トでは，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 理論について体系的に実践

に役立つよう学べた」，「自分の授業の具体的な振り返りの機

会を得た」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． 
最後に本研修の支援をして下さった根本先生に感謝を申し

上げたい． 
 
 
 
 
 
 
 

 

研修会の様子 
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2013 年度 冬の合宿研究会報告 
 
＜冬合宿研究会全体の概要＞ 

2014 年 02 月 22 日（土）～23 日（日），神奈川県の KKR 箱根にて冬の合宿研究会「教育工学研究に

おけるアクション・リサーチ」が開催され，23 名の方々が参加しました．京都大学の松下佳代先生，京

都外国語大学の村上正行先生，流通科学大学の住政二郎先生に講師としてお越し頂き，活動理論を中心

としたアクション・リサーチの理論・方法論の解説，査読論文として執筆・投稿するための留意点，教

育工学研究におけるアクション・リサーチの事例を紹介して頂きました． 
今回の合宿では，単に講師陣の解説を聞くだけでなく，合宿での学習が参加者一人ひとりの研究活動

にいかされる事を意図していました．そのため，事前にアクション・リサーチの個人プランを提出して

頂き，講師の方々には参加者が実際に取り組んでいる（取り組もうとしている）研究内容を参考にして

頂きながら，講義の計画を立てて頂きました．また，持参したプランを修正する「個人ワーク」の時間

と，グループ内で悩んでいるところや難しいところを共有・議論する「グループ内ディスカッション」

の時間では，３名の講師陣に机間巡視をして頂き，適宜アドバイスをして頂きました． 
 

   
村上先生による講義 グループワークの様子 個別指導中の講師陣 

 
＜アンケート結果より＞ 
企画委員と講師陣を除く，19 名の方々を対象に事後アンケートを実施しました．講師陣の講義内容に

対する満足度が高かった事や，講師陣・参加者間で時間をかけて十分に議論する事ができた事によって，

プログラム全体に対する評価が高くなったと考えられます．自由記述においても，講師の方々が丁寧に

説明して下さった事に対する高い評価が見られました．自由記述例３での指摘にあるように，情報を告

知する際に十分でないところがあったため，今後の企画委員の活動に活かしていきたいと思います． 
  

【問１】 今回の合宿プログラムは満足のいくものでしたか 
とてもそう思う（17 名），そう思う（２名），そう思わない（０名），全くそう思わない（０名） 

 
【問２】 講師陣の内容に満足しましたか 
とてもそう思う（17 名），そう思う（２名），そう思わない（０名），全くそう思わない（０名） 

 
【問３】 あなたの個人ワークは合宿に参加することによって改善されましたか 
とてもそう思う（６名），そう思う（13 名）， そう思わない（０名），全くそう思わない（０名） 

 
【問４】 プログラムの時間配分は適当でしたか 
とてもそう思う（９名），そう思う（９名）， そう思わない（１名），全くそう思わない（０名） 

 
 

13



 

  

【問５】 講師や他の参加者と十分な議論ができる場は用意されていましたか 
とてもそう思う（13 名），そう思う（６名）， そう思わない（０名），全くそう思わない（０名） 

 
【問６】 合宿の費用は宿泊型研究会の値段として適当でしたか 
とてもそう思う（７名），そう思う（10 名）， そう思わない（２名），全くそう思わない（０名） 

  
自由記述例１ 

勉強になりました．講師の方々には，お世話になりました．松下先生にはアクション・リサー

チ理論の概略をわかりやすく教えて頂くだけでなく，どんな質問にも簡略明解に応えて頂き，

合宿の最初に大きな安心感を得ることができました．村上先生には，合宿参加者募集時にアク

ション・リサーチでの論文作成を掲げていたとおり，投稿への具体的な留意事項を教えて頂き，

講演後には何となく書けるような気がしてきたと感じました．住先生には，実践報告だけでな

く研究として成り立つために必要な事項を取り組む時に気を付けることを教えて頂きました

（後略） 

自由記述例２ 

小学校現場でアクション・リサーチを実践しているので，一人よがりになっていました．どう

突破するのかが悩みでしたが，今回の合宿で参加者の皆様と意見交換したり講師の先生方から

個別にご指導頂いたりして，見直すことができました．参加してよかったです．２日間お世話

になりました． 

自由記述例３ 

（前略）アクション・リサーチについてあまり理解していない状態で参加しましたが，基礎的

なところをふまえてご指導頂きとても勉強になりました．グループワーク＋全体Ｑ＆Ａはとて

も参考になりました．参加費用は内容のクオリティーを考えると納得なのですが，相部屋であ

ることが事前に周知されていたら良かったかなと思いました（より知り合いになれて結果的に

はよかったのですが．．．）． 

 

記録：時任隼平（山形大学） 
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2013 年度 産学協同セミナー報告 
 

本年度の産学協同セミナーは，「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－」と題して 2014 年 03 月 29 日（土）に（株）内田洋行

ユビキタス協創広場 CANVAS で開催された． 
 

文部科学省の「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，2012 年度は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，

学校現場のニーズが高まっていることが分かる．しかし，

現時点でのデジタル教科書は，各社ごとにインターフェー

スが異なり，使い勝手が統一化されていない等の課題があ

る．2014 年度には文部科学省からデジタル教科書の標準化

の検討が始まり，各教科書会社から次期教科書改訂時に向

け，共同プラットフォームの提供が発表されるなど新たな

動きもある．その様な状況下で指導者用デジタル教科書と学習者用デジタル教科書の最新の動向や標準

化について活用する学校の視点も含め，産・官・学それぞれの視点で幅広い議論を展開した． 
 

文部科学省生涯学習政策局情報教育課長の豊島基暢氏からは，先に発表され

た「教育の情報化ビジョン」においてデジタル教科書・教材の開発は 21 世紀

にふさわしい学びと学校の創造を目指す１パーツであることや，第２期教育振

興基本計画，日本再興戦略でデジタル教科書・教材等の効果検証や多様な情報

端末での活用を実現するための教材の標準化について冒頭で説明があった．ま

た，学びのイノベーション事業で，デジタル教科書・教材の開発や ICT を活用

した指導方法の開発と効果・影響の検証について話があり，複数 OS の情報端

末が混在する場合には同じ開発環境が難しいことや，国際的な動向等をふまえ

て開発，利用，流通する仕組みを検討していく必要性があげられた．デジタル教材等の標準化事業では，

教材等の制作・流通の促進や新たな学びに対応する基盤の確立を目指していることや，学習者用デジタ

ル教科書・教材等の機能として，各種アプリケーションが検討されているとのことである．教員が良質

な教材で授業を行うという目的を達成するため，デバイスやネットワーク，コンテンツを自由に選択で

きるプラットフォーム作りが急務であると話を結ばれた． 
 

次に教科書を提供・開発する 13 社で組織する「CoNETS（コネッツ）」事務局

の森下耕司氏からの取り組みの報告があった．まず，指導者用デジタル教科書に

ついて，学習情報の共有化が図りやすく，模造紙に教材文を書く手間や資料準備

の手間が省けることなど，今までの従来の授業が改善できる点が紹介された．し

かし，学習者用デジタル教科書はまだ未知数の部分が多く，教科書とノートの一

体化，映像・音声・動くワークシートの活用，個別学習・協同学習・一斉学習へ

の対応，特別支援教育への配慮，学習履歴の活用などで，今までの授業とは違っ

たスタイルの授業が期待できることがあげられた． 
課題として，発行会社による操作性の違い，OS や端末の違い，多様化する学習形態への対応があげ

られ，CoNETS として次世代デジタル教科書の共同開発を目指しているとのことであった．コンセプト

は全社・全教科で操作性やデザインなどを統一化し，Windows・iPad に対応し，情報社会における新

たな教科書づくりの意気込みを熱く話された． 
 

デジタル教科書を活用する学校サイドの代表として広島市立藤の木小学校の小

島史子教諭からフューチャースクール，および，学びのイノベーション事業として

の実践校での活用が紹介された．指導者用デジタル教科書は全学年・全教科が各教

室の PC にインストールされていることや，学習者用デジタル教科書は３～６年の

国語・算数・社会・理科・外国語の一部の単元がクラウド上で運用されているとの

ことであった． 
指導者用デジタル教科書の活用の利点である，授業内容の「見える化」や学習の

ねらいに沿った授業づくりが行いやすいことなどを会場の参加者を生徒にして模
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擬授業形式にて紹介があった．また授業実践を映像で紹介し，学習者用デジタル教科書活用の利点を，

個人思考の充実や学習のねらいに沿った授業づくりがしやすいこと，協働的な学習場面が作りやすい点

をあげられた．今後の改善点として，教科の特徴を生かしたコンテンツの充実，インターフェースの統

一，利用しやすい製品形態，必要な機能のみ充実したシンプルな機能など，今後の充実について多々リ

クエストされた． 
 

最後に講演者３名に加え，パネリストとして信州大

学教授の東原義則氏からデジタル教科書と日本教育工

学会の関わり，デジタル教科書とデジタルノートへの

期待が述べられ，内田洋行部長の青木栄太氏からはデ

ジタル教科書の運用における環境面の課題として，現

在のネットワーク環境下ではクラウドを利用する際な

どネットワーク面での課題が指摘された． 
パネル討議では進行・コーディネーターを内田洋行

の大久保昇氏（企画委員会副委員長）が務められ，５

名のパネリストと白熱した議論が展開された．休憩時

間に回収した質問紙からは実に多くの意見，質問が寄せられた．それらの質問に答えるかたちで進行が

なされたが，やはり，実際に授業で活用されている小島教諭への質問が沢山あり，現場での課題，特に

導入時の教員の不安や不満を取り除くための導入方法や，タブレット PC 導入における学習規律，学習

訓練をどう構築するか，また，発達段階に合わせた ICT の活用方法と頻度，授業運営での教員の役割な

どが質問を契機として全員で議論された． 
古くからある著作権の問題，デジタル化の効果のエビデンスに関する検討，また，子供たちの貴重な

学習記録データは今後クラウドを活用されるであろうが，そのセキュリティポリシーの在り方の検討等，

多くの課題が議論された．官と民の双方のデジタル教科書のプラットフォームが標準化の中で別々な方

向に進むという捉え方ではなく，子供たちのデータを彼らの生涯の貴重な財産とさせていくため，デー

タのあり方そのものを標準化していく過程に向けた議論が今始まったと言える． 
登壇者の熱い思いと踏み込んだ発言に触発され，会場は熱心な雰囲気に包まれた産学協同セミナーと

なった．実際に活用する児童生徒や先生方に，産官学と異なる立場ではあるが，どう貢献するか有意義

な議論がなされた半日となった．率直に問いかけに応えて頂いた文部科学省はじめ登壇者に感謝をする

次第である．  記録：奥田 聡（富士通株式会社），桑崎 剛（熊本市立ビジネス専門学校） 
 

 
テーマ：「考える力をどのように評価するか」 
 
 思考力育成への教育実践や研究が進められるなかで，その評価については未だ試行錯誤の段階です．

どのようにすれば思考力育成の評価ができるのか，そもそも評価自体ができるのかという問題に対し，

個々の教員や学校が個別に取り組んでいるのが現状です． 
 2014年度夏の合宿研究会では，思考力育成の教育実践の事例をとりあげ評価に関する議論をします．

そして，自分の学校ではどのような教育実践が行え，その評価について如何に進めていくことができる

のかについて検討をします．思考力育成に関心のある学校現場の先生方と活発な議論ができる研究会に

したいと思います． 
 
■日程：2014 年 08 月前半 
詳細の日程・時間に関しては第二報でお知らせします． 
 
■会場：仙台，または，関東近郊 
詳細に関しては第二報でお知らせします． 
  
■対象：学校教育に関わる実践者（初等・中等教育の教員），研究者，学生，その他教育関係者 
■参加および宿泊費：未定 当日の資料代を含みます．  
■プログラムの概要：（詳細および最終案は第二報以降でご案内いたします）  

夏の合宿研究会案内（第一報） 

Japan Society for Educational Technology
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日本教育工学会論文誌 特集号 論文募集 

「特集：教員養成・現職教育の新しい展開」のご案内 
 
 2012 年 08 月に「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」中教審より

答申がなされ，「学び続ける教員像」が提案されました．これを受けて，教員養成の高度化，免許制度

の見直し，さらに修士レベルの教員養成課程の改善と教職課程の質の保証等に関してそれぞれワーキン

ググループが設置されて検討が進められてきました．その後，国立大学法人のミッションの再定義等の

動きとも連動し，現在，教員養成，そして現職教育に関わる大きな動きが生じています． 
 そこで，本特集号では，このような動きを踏まえた教育工学研究の知見を集積したいと考えます．「学

び続ける教員像」に呼応した各大学や自治体における様々な実践やそれを支える技術の開発，国内外の

教員養成・現職教育の新しい動向の整理等に関する報告を募集します． 
 
1.対象分野 
(1) 教員養成の質保証・高度化に資するカリキュラムデザイン，方法の工夫 
(2) 教員養成の質保証・高度化に資する学習環境デザイン 
(3) 教員養成の質保証・高度化に資するコンテンツの開発と提供方法の工夫 
(4) 教員養成の質保証・高度化に資する ICT 等を活用した授業実践とその効果 
(5) 教員養成の質保証・高度化に資する学習評価（e-Portfolio の活用などを含む）の方法 
(6) 教員養成の質保証・高度化に資する FD の取組 
(7) 教員養成の質保証・高度化に資する大学と自治体との連携した取組 
(8) 現職教育・校内研修に資するカリキュラムデザイン，方法の工夫 
(9) 現職教育・校内研修に資するコンテンツの開発，学習環境デザイン 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． 
 
3.論文投稿締切日（2015 年 11 月発行予定） 

投稿原稿を 02 月 04 日（水）までに電子投稿をお願いします．ただし，02 月 11 日（水）までは，論

文を改訂することができます．締め切りの延長は行わない方針です． 
投稿原稿提出締切（電子投稿）：2015 年 02 月 04 日（水） 
最終原稿提出締切（電子投稿）：2015 年 02 月 11 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 
編集長 吉崎静夫 

 
 論文投稿にあたって，次の３点について留意して下さい． 
 
１．「執筆の手引」の改定について 
 現行の「執筆の手引」の 15．「著作権，他者への人権等への配慮」の（４）を削除しました．また，

（２）の「公表されている評価尺度等を使用する場合，その出典を明示するとともに，尺度の作成者や

著作者から事前に許諾を得たことを本文中または註として明記すること」を，「公表されている評価尺

度等を使用する場合，その出典を明示すること．また，尺度等の作成者や著作者から事前に許諾を得る

ことが求められている場合はそれに従い，許諾を得たことを本文中または註として明記すること」に改

定しました． 
 これらの改定は，公表されている評価尺度等の使用にあたって，尺度等の作成者や著作者の「著作権」

を軽視するものではありません．「著作権，他者への人権等への配慮」を十分に行って，論文を投稿し

て下さい． 
 
２．ショートレターの投稿について 
 ショートレター（４ページを厳守）は，ショートレター特集号（ショートレターだけを掲載する増刊

号）以外には投稿できません．ショートレター特集号のみに投稿して下さい． 
 
３．採録の条件に対して，修正が明確にわかる「修正対照表」を回答文に添付することについて 
 複数の査読者から「回答文が意味不明の場合などがあり困った」という指摘があります．ご存知のよ

うに，査読者は多忙な中「ピア評価」の重要性を認識されて，ボランティアで論文査読を行っています．

その負担は相当に大きなものとなっています．また，修正の内容と箇所が明確でないと，「返戻」とい

う結果になる可能性が高くなります． 
 そこで，論文投稿者は，修正論文を送る際に，「どのように修正を行ったかが明確にわかる修正対照

表（修正点を明確に示す表）」を回答文に必ず添付して下さい． 
  

Japan Society for Educational Technology
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日本教育工学会第 15 期第 7 回理事会 議事録 
 
日 時：2014 年 03 月 15 日（土）14:40～17:00 
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，赤倉貴子 副会長，中山 実 副会長，吉崎静夫 副会長，大久保昇， 

小柳和喜雄，加藤 浩，木原俊行，鈴木克明，東原義訓，堀田龍也，南部昌敏， 
前迫孝憲，美馬のゆり，室田真男 

（監事）近藤 勲（合計 16 名） 
 
1. 前回の理事会議事録の承認について 
 第 15 期第６回理事会議事録が承認された． 
2. 新入会員の承認について 
 会員の異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．印刷所のトラブルで印刷・発送が少し遅
れていること，38巻４号（特集号）は「教員養成・現職教育の新しい展開」となる見込みである
こと，査読者名を論文誌に公表することが承認された． 
（2） 研究会委員会 

研究会原稿見本の改訂，研究会 Web システムの管理画面の変更等が承認された． 
（3） 企画委員会 

産学協同セミナー，総会シンポジウムの計画が報告された． 
（4） 大会企画委員会 

第 30 回記念大会の進め方について，学会の推進課題に伴う時限付の SIG（Special Interest 
Group）構想に対応した課題研究，国際連携を意識したシンポジウムなど，会長と相談して進め
ていくことが報告された．第 31 回大会は電気通信大学で行われることが決定していることが報告
された． 
（5） FD セミナー 
 「大学教員のためのFDセミナー」について報告された． 
（6） 広報委員会 

ニューズレター199 号の台割案が承認された． 
（7） 総務・会計 
・本学会が共催している ICCE2014 の開催が 2014 年 11 月 30 日（日）～12 月 04 日（木）であ
ることが報告された． 
・教育工学選書第２期は全 14 巻で構成することとして内容調整が進められていることが報告され
た． 
・名誉会員の推挙について検討中であることが報告された． 
・五反田事務局の移転に伴って学会住所が変更されたこと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． 
・第 30 回 ファジィ システム シンポジウム（FSS2014） 
・2014 年度工学教育研究会講演会 
・新潟県教育庁総務課より県立高等学校生徒の自殺事案に関する第三者調査委員会への委員推薦 
（2）今後の理事会 

今後の理事会日程が確認された． 
 

新入会員 
（2014 年 01 月 08 日～2014 年 02 月 27 日）16 名（正会員：９名，准会員：３名，学生会員：４名） 

 
■正会員（９名） 
八木街子（名古屋大学） 
金子宗司 
武藤浩子 
藤原由美（自由が丘産能短期大学） 
中島誠（三重大学） 
佐竹靖（奈良教育大学附属中学校） 
鈴木秀樹（慶應義塾大学） 

藤井佑介（福井大学） 
高橋いづみ（お茶の水女子大学） 
 
■准会員（３名） 
瀬戸口彩 
穂積訓 
（学校法人常磐大学智学館中等教育学校） 
福島直子（高崎健康福祉大学） 

■学生会員（４名） 
白井詩沙香（武庫川女子大学大学院） 
戸嶋真弓（総合研究大学院大学） 
町支大祐（東京大学大学院） 
岩城京佑（北海道教育大学大学院） 
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東京都品川区西五反田 8－3－16
　　　　　西五反田 8丁目ビル 8Ｆ

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）

4

◎学会日誌
２０１４年
・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）

・２０１４年０６月２１日（土）
通常総会及びシンポジウム（東京工業大学）

・２０１４年０７月０５日（土）
研究会「学習環境デザイン」（明治大学）

・２０１４年０８月前半
夏の合宿研究会

・２０１４年０９月１９日（金）～２１日（日）
第３０回全国大会（岐阜大学）

・２０１４年１０月１１日（土）
研究会「学校教育におけるポートフォリオの活用」（日
本女子大学）

・２０１４年１２月１３日（土）
研究会「地域連携と教育実践」（椙山女学園大学）

◎国際会議の案内
２０１４年
・HCI International 2014
 http://www.hcii2014.org/
 (6/22 - 27, Crete, Greece)

・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)
・WALS 2014
 http://www.walsnet.org/bandung-2014-publicity.html
 (11/25-28, Bandung, Indonesia)
・ICCE 2014
 http://icce2014.jaist.ac.jp/icce2014/
 (11/30-12/4, Nara, Japan)

２０１５年
・SITE 2015
 http://site.aace.org/conf/
 (3/2 – 6, Las Vegas, USA)
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