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日本教育工学会 第 30 回全国大会の御礼 
大会実行委員会委員長 村瀬康一郎（岐阜大学）

 
 日本教育工学会第 30 回全国大会を，2014 年 09 月 19 日（金）～21 日（日）の日程で，岐阜大学に

おいて開催させていただきました．予報では期間中の雨天が心配されましたが，幸いにして秋晴れのさ

わやかな天候となり，会場をときおり心地よい風が吹き抜け，絶好の大会日和でした．地方そして平日

はじまりの開催でしたが，学会 30 周年の記念大会ということもあり，1,005 名という参加者を得ること

ができました．23 社の出展・広告協賛をいただき，懇親会には 230 名を超える皆様の参加をいただき

ました．このように盛会裏に終えることができましたのも，ひとえに山西潤一会長ならびに美馬のゆり

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．誠にありがとうございました． 
 会場となった岐阜大学の柳戸キャンパスは，岐阜駅からバスで 30 分ほどの距離にあり，便数の面で

ご不便をおかけしました．キャンパス内では，共通教育講義棟で，口頭・ポスターの研究発表，企業展

示・ランチセッション，SIG セッション等を，その隣にある講堂では，トークセッション，臨時総会・

全体会，30 周年記念シンポジウムを開催と，比較的コンパクトな会場配置としたのですが，案内掲示の

不足や分かり難さで，会場を行き来する方々から再三のお問い合わせをいただきました．バス停からキ

ャンパスの一番奥にある会場までの案内もイマイチで，ご不便をおかけし誠に申し訳ありませんでした．

お詫び申し上げます． 
 のべ 50 セッションの一般研究発表では一部，廊下まで立ち見となったセッションもありました．４

会場８セッションのポスターセッションも多くの方々を集め，活発な議論が展開されました．初日 18
時から行われた７つのワークショップにも 150 名超の参加者があったとのことです． 
 臨時総会での名誉会員の授与式では，偉大な先輩方のお姿に接し，感激も一入でした．30 周年記念シ

ンポジウムでは，学会のグローバルな展開の一環として，外国から３名のシンポジストをお迎えし，興

味深いお話と議論が展開されました．トークセッションと同様，101 教室へのテレビ会議中継が行われ，

合わせて 300 名ほどの参加がありました． 
 本大会から課題研究を改めて，現代的教育課題に対応する６つの SIG の立ち上げ宣言があったトーク

セッションと，それを受けての初のセッションが行われました．SIG セッションは大会最終日の午後で

したが，260 名超という多くの方々の参加がありました． 
 10 名の実行委員と，のべ 95 名のアルバイト学生という態勢で運営にあたりました．前会場校の秋田

大学からの適切・丁寧な資料提供と，大会企画委員会のご支援のもと準備を進めてまいりました．少な

い人数であったためアルバイト学生は複数の任務を担って，赤い法被をまとい，休みなく常に動いてく

れました．学生を含めスタッフの対応について，多くの方々からお褒めの言葉をいただきました．直接

お声をかけていただいた学生は感激してそのことを報告してくれました．大会が無事終了できたことに

加え，これも実行委員会として望外の喜びとなりました．ありがとうございました． 
来年度の開催地は，電気通信大学であると，植野先生からご挨拶がありました．来年も東京は調布の

地において，第 31 回全国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 30 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 30 回全国大会は，09 月 19 日（金）から 21 日（日）の３日間にわたり，岐阜大

学を会場に開催されました．結果として 1,005 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．特に今年から始まった SIG（Special Interest Groups）活

動の立ち上げには，SIG トークセッション，SIG セッションともに，多くの方から関心が寄せられまし

た．全体の発表件数は 466 件（シンポジウム４件，トークセッション７件，SIG セッション６件，一般

研究（口頭）290 件，一般研究（ポスター）150 件，International Session９件），ワークショップ７件

という，例年どおり大規模な大会となりました． 
村瀬康一郎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，開催校チームとして大会全般を支えて下さったことに感謝いたし

ます． 
今大会の特徴として，次のことが挙げられます．(1)第 30 回という節目の大会において，「30 周年記

念シンポジウム 教育工学研究のグローバル連携を考える」を海外からゲストをお招きし，国際連携委

員会の企画のもとに実施いたしました．(2)SIG 活動開始に伴い，課題研究の枠を廃止し，SIG セッショ

ンを実施しました．またトークセッションも，「JSET30 歳からの挑戦：SIG 活動のスタート」と題し，

各 SIG の代表者らがテーマの重要性について語りながら，聴衆者の皆さんに SIG への参加を呼びかけ

ました．(3)全体会では，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．(4)前々回より好評の，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今回も開催しました．(5)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日目は，一般研究発表１（口頭発表 11 会場）で始まり，一般研究発表２（ポスター発表），午

後には一般研究発表３と International Session １（口頭発表 10 会場），引き続き，トークセッション，

そしてワークショップを開催しました．各会場とも盛況で，活発な討論が夜８時過ぎまで繰り広げられ

ました．初日から２日間は，21 社の企業等のご協力により展示会を開催しました． 
２日目には，午前中に一般研究発表４（口頭発表 15 会場）と International Session ２（口頭発表１

会場），一般研究発表５（ポスター発表）を開催しました．午後の全体会では，論文賞と研究奨励賞の

表彰と，論文賞受賞の椿本弥生さんによる講演，その後，30 周年記念シンポジウム，懇親会を実施しま

した． 
３日目には，一般研究発表６（口頭発表 13 会場）および一般研究発表７（ポスター発表），午後には

SIG セッション（６会場）を開催し，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，トークセッション，SIG 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）． 
 
30 周年記念シンポジウム：教育工学研究のグローバル連携を考える 

コーディネータ：黒上晴夫，影戸 誠，久保田賢一 
登壇者：AECT 会長 Dr. Stephen W. Harmon（ジョージア州立大学），韓国教育工学会会報 Dr. Insook 
Lee（セジョン大学），中国教育技術協会常務理事 董 玉琦（東北師範大学），日本教育工学会会長 山

西潤一（富山大学） 
Harmon 氏からは，AECT（Association for Educational Communications and Technology）は創設

された 1923 年以来，新しいテクノロジーをただ古い形式で用いるのではなく，新しい方法で利用して

人の学習やパフォーマンスを向上させることを目指してきたとの解説があり，AECT が発行する学術誌

や他国との連携について紹介がなされた． 
Lee 氏からは，KSET（Korean Society of Educational Technology）では，JSET および AECT と相

互に会長レベルの交流があること，AECT の大会において KSET との提携セッションが行われているこ

と，年２回発行の ETI（Educational Technology International）誌が 16 巻目を迎えていることなど，
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KSET の国際連携について紹介があった．そして，小規模研究会の共同開催，共同研究の実施，

KSET-JSET 協定の策定，各国における年次大会での協同セッションの開催，共同アワードの発行，国

際学術誌の共同発行とゲスト編集者の設置，学習コースの共同開発，と具体的な提案がなされた． 
董氏からは，CAET（中国教育技術協会）が，坂元昂先生，井上光洋先生らによる「日中教育工学協

力事業」を契機に，JSET の間で 2005 年（華南師範大学），2007 年（関西大学），2009 年（東北師範

大学），2011 年（奈良教育大学）と研究者の相互交流が継続されてきた（中日教育技術学研究及び発展

フォーラム）ことが 2015 年に上海で次回フォーラムが予定されていることとともに紹介され，また中

国における情報教育の現状について解説があった．国際連携の具体的方策については，情報交換，研究

成果交流，研究者交流，共同研究，国際学術組織の創設があげられた． 
山西会長からは，年次大会における English Session の開催や Educational Technology Research の

発行など，JSETが行っている国際連携活動に加えて，今年度設けられるSIGについての概説があった．

そのなかで，まだできていないこととして，ソーシャルメディアやヴァーチャルコミュニティなどのテ

クノロジーについての共通理解，温暖化等のグローバルイシューへの取組などがあげられ，各国学会同

士の点と点の交流を広げて，アジア，米国，欧州までを含む連携を探る必要性が語られた． 
その後，学会員各自がこのような可能性について，どう考えるかをグループでディスカッションして

報告する形で議論が深められ，各年次大会で各学会のトレンド紹介の場面の設置，各学会からの Invited 
Paper を定期刊行物とともに配布，English Session への会員制限の緩和とアワード発行，JSET 論文

の ERIC への登録，若手の人的交流のための助成，ICoME（日本教育メディア学会と KAEIM: Korean 
Association for Educational Information and Media および中国の教育工学研究者が共催している国際

学会）の共同開催など，具体的なプランが多数上げられた．これらのことは，今後国際交流委員会を中

心に議論していく． 
 

トークセッション： 
司会者：SIG 委員長 鈴木克明（熊本大学） 

本大会のトークセッションでは，JSET30 周年記念の一環としてこれまでの課題研究を発展させて始

動した SIG 活動の紹介を行った．まず，SIG 委員会から 10 年後の未来を予測して SIG 設立の経緯と

SIG に期待することを述べた．次に６つの第一世代 SIG の代表者たちがこれまでの活動経緯を説明し，

「ぜひ私たちの SIG の誕生に立ち会って下さい」という勧誘メッセージを送った．この模様は，日経

BP 社の「教育と ICT オンライン」でもニュースとなった

（http://pc.nikkeibp.co.jp/article/news/20140919/1143003/）． 
トークセッションの成功を裏付けるかのように，最終日の SIG セッションには例年の課題研究参加者

よりも多くの参加者が残り（概算では例年の約３倍），６つの SIG 誕生に立ち会った．これからの JSET
は SIG の中核メンバーを中心にした若手会員が大いに盛り上げてくれるだろう．そんな未来が感じられ

たことに，SIG 委員会を代表して，各 SIG の担当者と参集いただいた会員各位に感謝を申し上げたい． 
教育工学は時代とともに移り変わるし，定義も周期的に見直されている．これはガラパゴス化が進む

我が国ニッポン独自のことではなく，世界共通のことである．それだけ世の中が変化しているから，最

先端の技術も変わるし，教育工学研究への要請も刻々変化している．赤堀侃司会長（当時）は，2007
年に教育工学の特性を次の７つにまとめた（https://www.jset.gr.jp/profile/aisatu_bn070205.html）． 

(１) 時代と共に，テーマが移っていく 
(２) 教育政策と連動して，移っている 
(３) 研究方法も，時代と共に移っていく 
(４) 授業に関わるテーマを追求する 
(５) 教育実践を，重視する 
(６) 道具を，持ち込む 
(７) 教育に，役立つ 
松尾芭蕉の不易と流行にあてはめると，最初の３つは流行，後半の４つは不易を述べているのだと思

う（流行があるという事実自体は不易なのだが…）．ときには昔を振り返りながら，刻々と変化する現

代の課題を俊敏に捉えて，教育工学の研究が進み，その影響で実践がよりよくなることを期待したい．

そういう未来をもたらす SIG の始まりであることを祈念し，各 SIG の活動が活発に行われるように最

大限の支援をしていきたい． 
学会 Web サイトでは，新たに「SIG 活動」のページを設けて本トークセッションの様子を紹介する

とともに，各 SIG 活動への参加を受け付ける．また，今回誕生した６つの第一世代 SIG に加えて，新
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たに SIG の立ち上げを公募する予定である．SIG は３年間の時限活動であり，その創設と継続には理事

会の承認を必要としている．各 SIG が息の長い活動の母体になるように，会員諸氏の積極的な参画と具

体的な成果の積み上げを期待している． 
 

SIG-01 高等教育・FD 

コーディネータ：村上正行（京都外国語大学），渡辺雄貴（首都大学東京），松河秀哉（大阪大学），根

本淳子（愛媛大学） 
SIG-01 高等教育・FD は，トークセッションでもお話したように「理論と実践を踏まえた大学教育・

FD に関する研究を発展させる」ことを目的として，大学教育や FD を楽しくやっていけるように，参

加者が有意義な研究を行っていけるように SIG の活動を進めていき，SIG-01 をよりよいコミュニティ

にしていきたいと考えている． 
３日目の SIG セッションには，33 名の方が参加して下さった．セッションでは，コーディネータの

自己紹介，特集号を中心にこれまでの大学教育・FD に関する研究を簡単に紹介した後，参加者の皆様

で SIG の活動を考えるグループワークを実施した． 
まず，興味のある研究対象（ミクロ・ミドル・マクロ）によってグループに分かれた上で，いまやっ

ていること，興味のあることについて情報を共有した．次に高等教育・FD における自分自身の強みに

ついて考えてもらって共有し，興味・関心と強みをそれぞれグルーピングした上で関連づけてもらった．

ミクロ４グループ，ミドル１グループ，マクロ２グループに分かれて議論を行ったが，興味のある研究

対象によってまとめられた結果はかなり違うものになっており，同じようなキーワードが出ていた場合

でもとらえ方などが異なっているなど，大変興味深く感じられた．一口に大学教育や FD に関わってい

る研究者といっても多様性があることを改めて確認することとなった． 
最後に SIG としてできること・やるべきこと，やりたいこと，を全員にあげてもらい，全体で共有し

た．研究方法に関する勉強会，フィールド観察・授業研究などの場の提供，大学を超えた情報共有，海

外の文献や実践に関する研究会，などを始めとして多くの意見をいただいた．SIG-01 では，これらの

意見を参考にしながら，多様な興味・関心をもつ研究者が高等教育・FD を実践の場としてより有意義

な研究を進めていけるように支援していきたい． 
最後になりますが，トークセッションでも述べたように，“FD = Future & Dream”とするべく努力

していきますので，皆様ご協力をお願いいたします． 
 
SIG-02 教師教育・実践研究 

コーディネータ：姫野完治（秋田大学），益子典文（岐阜大学），今井亜湖（岐阜大学），梅澤 実（埼

玉学園大学），小柳和喜雄（奈良教育大学） 
 教育工学会が 1984 年に設立されて以来，教師教育と授業研究は，教育工学の 10 の中核的研究分野に

位置付いてきた（教育工学事典 p.9）．2013 年に開催された第 29 回大会までは，教師教育と授業研究の

二つの課題研究が設けられ，各々で闊達な意見交換が行われてきた．一方，自らの実践を対象化し，学

び続けられるリサーチマインドを保持した教師が求められる中，教師教育と授業研究を密接に関連づけ

た研究，とりわけ授業のみならず教育実践全体を射程に入れた研究へと進展してきている．そこで，こ

れまでの教師教育，授業研究の各課題研究で蓄積されてきた知見をふまえながら，さらに広い視野から

教育実践を研究することを目指し，「教師教育・実践研究」という名称のもと，以下の体制で SIG を立

ち上げる． 
代表：姫野完治（秋田大学（10 月より北海道大学）），副代表：益子典文（岐阜大学），深見俊崇（島根

大学） 
コーディネータ：今井亜湖（岐阜大学），梅澤 実（埼玉学園大学），坂本將暢（愛知工業大学），島田

希（高知大学），谷塚光典（信州大学） 
 大会３日目の SIG ミーティングには，約 60 名が参加した．姫野（秋田大学）より SIG-02 教師教育・

実践研究の設立趣旨や，これまでの研究動向の報告の後，参加者全員の簡単な自己紹介を行った．自己

紹介では，国立・私立の教員養成，学校内外の教員研修，言語系（日本語・英語），看護，生涯学習に

おける教師教育など，本 SIG に非常に幅広い分野の会員が参加されていることが共有された．引き続き

２つの議論のテーマに沿って発表と議論を行った．１つ目のテーマは，「教師の学びの基礎と実践経験」

である．深見（島根大学）は 1000 時間体験学修を推進してきた島根大学の教員養成カリキュラムの現

状と課題について，小柳（奈良教育大学）は教職大学院の全体概要，奈良教育大学教職大学院のカリキ

ュラム，成果と課題について発表した．２件の発表をもとにしながら，教員養成段階と教職大学院段階
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で養成すべき力量像や，その段階性などについて協議を行った．２つ目のテーマは，「教師や学校が研

究することの意義」である．島田（高知大学）は実践研究助成を受けた学校が研究を継続する要因につ

いて，前田（熊本市教育センター）は自身が教師として学び続けてきたプロセスについて発表した．発

表をふまえて，教師にとって実践研究を行うことの意義や継続性に寄与する要因について議論を行った． 
その後，今後の SIG-02 に期待することや３年後のプロダクトのイメージについて議論を行った．そ

こでは，Facebook に教師教育・実践研究のコミュニティを設けたこと，2015 年 02 月か 03 月に勉強会

を立ち上げることを企画しているなどについて情報提供し，会員の参加を呼び掛けた． 
 

SIG-03 教育・学習支援システムの開発・実践 

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），江木啓訓（神戸大学） 
SIG-03 は，教育・学習活動を支援することを目的とした情報システムの開発や実践をテーマとして

いる．日本教育工学会においても，教育・学習支援システムに関する研究の実施と報告が多数なされて

いる．情報工学的なモデルや技術を基盤としたシステム開発と，教育・学習活動の支援そのものから得

られた知見を結びつける必要があるという問題意識のもと，課題研究においてシステム開発と実践，ユ

ビキタス・モバイル学習，e-Learning，e-Portfolio および Learning Analytics などの関連するテーマ

が取り上げられてきた． 
本セッションには 33 名が参加した．参加者の属性は，初等中等教育の教員１名，大学・高等専門学

校の教員 20 名，大学生・大学院生８名，大学の職員１名，企業所属３名であった．また，情報交換や

研究発表の場を設けるための参考として参加者の勤務地域を確認したところ，北海道・東北０名，関東

15 名，東海・北陸６名，近畿２名，中国・四国２名，九州・沖縄８名であった． 
冒頭にこれまでの経緯を説明した上で，参加者から本 SIG に期待することを募るとともに，グループ

を編成して参加者に話し合ってもらった．その結果，「システム開発→実践→精緻な教育効果の測定ま

で議論したい」，「システム開発したものをどう論文化していくのかというノウハウ，情報を共有したい」，

「ベースになる教育論の基礎講座などの勉強会の企画に参加したい」，「学校現場でどんなものが必要と

されているかといった様々な場の声を聞きたい」，「国際的，学際的にプレゼンスの高い共同研究プロジ

ェクトができると良い」，「授業に密着した有効なシステム・ツールの開発，教育実践などの情報交換を

行いたい」，「システム開発を通じて学習者のふるまい等のデータの取得方法，分析方法を学びたい」，「み

なさんの大学でどんなシステムを導入していて，導入するときの苦労とか，よかった点など情報共有し

たい」，「開発・実践において必要な理論・注意すべき事項の提供」といった意見があげられた． 
これらの意見を踏まえて，今後はメンバー同士が活発に意見交換できる場を提供するとともに，「シ

ステム開発の研究と教育実践の場のニーズとをマッチングさせて，共同研究につなげるための支援」，

「若手研究者や企業の方を対象に想定し，理論とうまく結びついたシステム開発と評価および論文化ま

での道筋を示せるようなワークショップの実施」といった活動を計画している．また，Facebook に「教

育・学習支援システムの開発に関する研究コミュニティ」のグループを設置して，情報提供を行ってい

く予定である．そして今後，多くの皆様が参加して下さることを期待している． 
 
SIG-04 教育の情報化 

コーディネータ：豊田充崇（和歌山大学），藤川大祐（千葉大学），後藤康志（新潟大学），寺嶋浩介（長

崎大学），稲垣 忠（東北学院大学），今野貴之（明星大学），森下耕治（光村図書出版），佐藤喜信（内

田洋行） 
 SIG-04 は，「教育の情報化」つまり「①教科指導における ICT 活用」「②情報教育の体系的な推進」

「③校務の情報化」を扱うセッションであり，これまでも，文部科学省「教育の情報化に関する手引」

や「教育の情報化ビジョン」等にその具体的な方針が示されてきたといえる．当セッションでは，「授

業及び授業のための理論やカリキュラム，教材開発，評価方法，指導力育成」などを主な研究対象・テ

ーマとすることが検討されている． 
大会初日の各 SIG トークセッションでは，教育の情報化のこれまでの経緯や現状の課題を取り上げ，

特に学校教育現場との結びつきの強いセッションであることを強調した．また，初等中等教育の規模に

比して，実践研究の発信されている分量はまだまだ少なく，実践研究の活性化を主要な役割として掲げ

た．そのために，「広げる・つなげる・協働する」というキーワードをもとに，教育の情報化に関する

研究のチュートリアル，共同研究の場の設定，研修プログラムの開発などを提案した． 
大会３日目の SIG セッションには合計 40 名近くが参加し，大学研究者はもとより学生，教諭及び企

業関係者もおり，多様なメンバー構成となったといえる．当セッションは，コアメンバーがコーディネ
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ータを務めるグループワーク形式で行なった．初回のワークは，コアメンバーの各研究・関心分野を伝

えた後，教育の情報化に対する現状での関心事や協働で研究してみたいテーマを自由に出し合った．そ

の結果，タブレット端末活用による学習効果の実証研究，情報モラル教育，特別支援学校（教育）にお

ける ICT 活用など，まさに教育現場での課題が反映されたテーマが並んだといえる．これらのテーマを

元にグループを再構成し，より焦点化した議論を経て，具体的な活動提案までを含めて話し合いを進め

た．当セッションの最後には，教育現場の情報化はまだまだ普及・発展途上にあることと，その方向性

についても教育現場では混乱や疑問がある一方で，当学会での実践研究の成果が届いていないことも指

摘された．そのため，大学の研究者と教育現場での先駆的な実践者がタッグを組んで研究成果を残すこ

とは非常に困難であるが，当 SIG が企業・研究者・実践者等がコラボできる場として機能していくこと

にも大きな期待が寄せられたといえる． 
 なお，既に Facebook には SIG-04 教育の情報化グループが設けられており，オンラインでの研究活

動・情報交換の場として動き出している．日々登録者も増加しており，翌 03 月には当セッション主催

の研究会企画が進行するなど，上々の滑り出しであるといえる． 
 
SIG-05 ゲーム学習・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） 
 日本教育工学会の SIG「ゲーム学習・オープンエデュケーション」の目的は，ゲーム学習とオープン

エデュケーションの国内における研究を活性化し，国際的に評価される優れた研究成果を発信していく

ことである．本 SIG では，ゲーム学習とオープンエデュケーションそれぞれの国内外の最新動向や研究

の可能性について情報発信を行い，本学会を中心とした研究者コミュニティの形成を推進する．ゲーム

学習とオープンエデュケーションの研究テーマの意義や魅力を伝えることで，国内でこれらのテーマに

関心のある研究者のコミュニティを形成し，研究を促進するための活動を行う．当初の方針として，本

SIG では年１回，両分野の最新動向と研究の可能性を探るため，国内外の先端事例のレビューと調査分

析をとりあげたレポートを発信することを計画している．これにより「ゲーム学習×オープンエデュケ

ーション」で創発する新しい研究領域を確立し，研究者コミュニティの形成を図ることを目指す． 
 本大会１日目の SIG トークセッションでは，本 SIG のコーディネータである藤本と重田から，本 SIG
の設立背景と目的，ゲーム学習とオープンエデュケーションの概説，本 SIG の活動方針についてプレゼ

ンテーションを行った． 
 ３日目の SIG セッションには 43 名が参加した．本セッションでは，まずコーディネータの藤本と重

田が，各分野の概要や近年の動向の解説と，両分野の融合によるシナジーの可能性について講演を行い，

続けて本 SIG の活動方針と活動スケジュール案を提示した．その後，参加者の問題意識と関心を共有す

るため，数名のグループを組み，参加者それぞれのこれまでの活動や経験，関心のある研究テーマとキ

ーワードを上げ，参加者それぞれがこの分野で取り組んでゆきたい内容について議論し発表した．その

結果，参加者はゲーム学習やオープンエデュケーションに用いられる教育コンテンツの制作技術やデザ

イン手法，動機付けや教育評価，通信教育や企業内教育との関連，ゲーミフィケーションの活用やゲー

ム専門家と教育学者とのコラボレーションなどに問題意識と関心を持っていることが示された．さらに

同じグループで，本 SIG へのニーズとレポートで取り上げたいテーマについて議論した．その結果，研

究の方法論や隣接分野，事例集へのニーズが高く，レポートのテーマとしては海外の最新動向や領域研

究の有用性など，ゲーム学習とオープンエデュケーションに関わる多様なトピックが提案された． 
 本 SIG では引き続き，今年度内に開催する研究会に向け，参加希望者への周知と活動の準備に取り組

んでゆく予定である． 
 
SIG-06 協調学習・学習科学 

コーディネータ：益川弘如（静岡大学），舟生日出男（創価大学），鈴木栄幸（茨城大学） 
 本 SIG セッションでは，「今，なぜ協調学習・学習科学 SIG が必要か？」という問いに対して参加者

一人ひとり考えを出し合い対話することで，「知識は社会的に構成されるもの」という考え方を基盤と

して「世の中の学びをよりよいものへと変容させる」取り組みに，本 SIG がどのような活動で貢献して

いくことができるのかを具体的に検討していく機会として設定した． 
 最初の登壇者である鈴木栄幸（茨城大学）は，理論研究者・開発者・現場実践者といった多様な背景

の専門家が集まり「知識は社会的に構成されるもの」という言葉の背景にある解釈の細かな違いも議論

しながら「一緒に創り上げていくコミュニティ」として協調学習・学習科学 SIG を位置付けていくこと

を強調した．次に登壇した白水始（国立教育政策研究所）は，協調学習・学習科学 SIG が一人ひとりの
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研究レベルでの内容を共有し議論するだけの場ではなく，国内の教育を前向きに変容させていくような

取り組み（Design-based Implementation Research：学校管理者・教育政策関係者も巻き込んだデザ

イン研究）を SIG が担っていくべきではないかという提案をした． 
 その後，現在協調学習研究や学習科学研究に精力的に取り組んでいる方々の内容を共有し，さらに議

論を深めていくために，７件の取り組みをポスター発表で共有した．そこでは具体的な研究・事例に加

え，その背景や目指す方向についても参加者との間で議論がなされた． 
 最後に大島純（静岡大学）が，本 SIG セッションで扱われた内容を踏まえて協調学習・学習科学 SIG
を意味のある形で発展していくためのコメントをし，全体議論で最後を閉じた．そこでは，協調学習や

学習科学の研究成果を実践場面に実践化していく取り組みが多いが，まだイノベーティブで新しい学習

環境や授業，支援システムの姿が追求できるのではないかというコメントがあり，そのような取り組み

も協調学習・学習科学 SIG で取り組みつつ，多様な立場の方々に集まっていただきながら協調学習・学

習科学 SIG の活動を展開していく必要があるという方向に至った． 
 今後，協調学習・学習科学 SIG は，1）理論研究者・開発者・現場実践者といった多様な背景の専門

家が集まる場として設定し，2）国内の教育を前向き変容させていくビジョンを持ってチームとして取

り組む場としながらも，3）現状の研究内容を建設的に吟味しながら，新しい研究成果を一緒に生み出

していく場として展開していくことを目指していきたい． 
 
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１日目の 09 月 19 日（金）18:00～20:00 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７件の応募があり，大会企画委員会での審査を経て，以下

の７件のワークショップが実施された． 
（1）ネットいじめの問題を考える 
（2）新しい学びの評価：授業に支えられた個々人の多様な学習過程の分析 
（3）ラーニングコモンズの運営と研究へのアプローチの方法 
（4）プログラミング教育における地域連携 
（5）授業研究と教師の職能発達との関連を考える 
（6）タブレット型思考支援ツールを利用した集散的協調活動のデザイン 
（7）教材のリアリティとファンタジーを考える 
 １ワークショップあたり７名から 40 名以上の参加があり，全体では 154 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． 
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2014 年度 冬の合宿研究会のご案内（第三報） 
 
■テーマ 
「対話のラーニングアナリティクスを目指して」 
 
■趣旨 
近年の教育現場には，定まった解のない問題を協調的に解決する能力の育成が求められ，その成果を

評価する手法の開発が教育工学などの研究者に希求されている．その鍵は，協調的なプロセス─すなわ

ち「対話」─の分析である．本学会のシンポジウムでも議論になったように，OECD による PISA2015
の協調問題解決調査など，対話のデザインと評価が世界的にも大きな課題となり始めている．その一方

で，教育場面における ICT 導入に伴う「（実際にはマーケティングにおけるほどのビッグデータではな

いが）ビッグデータ」の分析をめぐり，ラーニングアナリティクスという研究分野が隆盛し，ラーニン

グアナリストという職業も増え始めている．しかし，対話は，現在の音声認識技術では自動的なテキス

ト化が難しく，ビッグデータになりにくい難しさと，意味分析を要する難しさとを併せ持ち，単にデー

タを数値化し統計的に解析しても有意義な結果は得にくい．対話のラーニングアナリティクスをこれか

ら切り拓いていく必要がある． 
今回の冬合宿では，まずは少数サンプルでの協調的な問題解決場面の対話データをもとに，対話をど

う読むかの議論から始めて，その分析に必要な条件を洗い出し，実際分析を行って結果を交換する．さ

らに，発話から認知過程やスキルを推測する手法やその自動化，エージェントなどを用いた CBT 化の

可能性を模索する． 
協調学習を授業等に取り入れてその効果を検証し授業を改善したいと考えている現職教員やコーチ，

教育実習生，研究者，あるいは，規模に関わらず，対話による協調的な問題解決過程を評価したいと考

えている教育行政関係者や研究者，何らかの実践型の研究を進めたいと考えている若手研究者や大学院

生を対象にして，ワークショップやグループワークを中心に議論を進めたい． 
ここでの議論をもとに教育実践と学習理論を連携させ，現場の教育関係者と研究者が緊密な共同研究

を進めていけるような交流の場になることを期待している． 
 
■日時 2015 年 02 月 26 日（木）13:00 ～ 27 日（金）16:00 
 
■会場 日本教育大学院大学（東京都千代田区）９階（901・902 教室） 
https://kyoiku-u.jp/about/access.html  
 
■定員 20 名 
 ※１日のみの参加も受け付けますが，２日間参加できる方を優先します． 
 
■講師 白水 始先生（国立教育政策研究所）・遠山紗矢香先生（静岡大学） 
 
■ファシリテーター 山田雅之（日本教育大学院大学） 
 
■対象者 
協調過程の評価や対話データの実践的な分析について理解を深めたい研究者・実践者・教育関係者（特

に現場で教師やコーチ等として学習の支援をしている現職の方，また現場と一緒に研究を進めたい若手

研究者や大学院生を想定しています）． 
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■参加費      2,000 円（予定） 
 
■情報交換会参加費 6,000 円（予定） 
 
■宿泊 
各自で手配をお願いします．宿泊等のご案内・ご紹介・斡旋等はいたしませんので，各自ご了承下さい． 
情報交換会は会場周辺を予定しています．  
 
■申込 
方法：日本教育工学会 web ページの「冬の合宿研究会」にある投稿フォームからお申込み下さい． 
締切：01 月 16 日（金）17:00 までに申し込みをお願いします． 
01 月 20 日（火）には，再度，すべての参加可能な方にこちらからご連絡差し上げます．  
 
■スケジュール（予定） 
 02 月 26 日（木） 
  13:00～13:20  趣旨説明・課題の共有：山田雅之 
  13:30～15:00  グループワーク１：協調学習場面における発話データの分析 
  15:10～17:00  グループワーク発表１ 
  17:10～18:00  講演１：（遠山紗矢香先生） 
  18:10～19:00  ディスカッション 
 
  ※会場周辺で情報交換会を予定しております 
 

02 月 27 日（金） 
  10:00～10:20 趣旨説明：前日の議論を受けた課題の確認と趣旨説明 
  10:30～11:30 講演２：（白水始先生） 
  11:30～13:00 グループワーク２：講演を受けて実践への導入の検討 
  13:00～14:00 昼食 
  14:00～15:00 グループワーク発表２ 
  15:00～15:30 全体ディスカッション 
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2014 年度 産学協同セミナー（第一報） 
 
■テーマ 
教育工学の立場から一人一台情報端末活用の在り方を考える 
～これからの学校現場での一人一台情報端末活用に向けて～ 
 
■趣旨 

「教育の情報化ビジョン」に基づき，総務省「フューチャースクール事業」，文科省「学びのイノベ

ーション事業」の国の事業の成果から，先進的な自治体では一人一台情報端末が導入となり，今後は他

自治体にも広がろうとしています．この流れがただのブームに終わるのではなく，学校現場にしっかり

と根付き活用することで，子供たちの学力向上に繋げることが求められます． 
今回の産学協同セミナーでは，先行している韓国の現状報告や今後の展望と，日本で推進していく一

人一台情報端末等の教育への ICT 活用の方向性について情報を共有すると共に，既に国内で先導的に一

人一台情報端末を導入し活用している自治体や学校から，学校現場に根付かせるための施策や授業実践

事例等を紹介していただきます． 
それらを受け，今後一人一台情報端末の導入を計画している他自治体や学校が，無理なく段階的に導

入をしていく為にはどうすべきか．また，どのような授業を推進すれば効果的な活用に繋げられるか等

について，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． 
 
日時：   2015 年 04 月 04 日（土）13:30～17:30 （予定） 
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 
定員：   100 名 ※先着順で締め切らせていただきます． 
主催：      日本教育工学会 企画委員会 
 
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）のご案内（第一報）
 
 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，一昨年度から好評である内容を踏襲し，「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，今回は事前学習用コンテンツを用意し，

e-ラーニングと対面研修の組み合わせにより行うことで，当日の活動を，ご要望が多かった，参加度を

高めた構成（反転研修）に変更します． 
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：2015 年 03 月 02 日（月）13:00～17:45 
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（熊本大学），根本淳子（愛媛大学），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） 
（参加費の支払い方法は，参加確定後，お申し込みの方に個別に連絡します） 

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． 
幹事：重田勝介（北海道大学）・松田岳士（島根大学）・渡辺雄貴（首都大学東京） 
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． 
◆【お問合せ先】 松田岳士 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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日本教育工学会 特別企画（実践研究活性化）セミナー（第一報）
日本教育工学会特別企画（実践研究活性化）委員会

委員長 村川雅弘（鳴門教育大学）

 
 今年度より，教育工学の知見を学校現場に還元していくと共に，教育実践に基づく研究及びその成果

の発信に関してのセミナーを開催することとなりました．今回はその試行として第一回目を開催します．

大学院等で教育現場をフィールドとして実践的な研究を計画・実施されている方，学校現場においてあ

るいは学校現場を対象として研究的な立場でかかわっておられる方のご参加を期待しています． 
詳細は第二報でお知らせします．学校現場をフィールドに研究する意義や方法に関する講演，今年度

の実践研究成果の発表・協議や次年度の実践研究計画に関する改善ワークショップを行う予定です．興

味のある方は是非ご予定に入れておいて下さい． 
〇日時：2015 年 03 月 15 日（日）10:00～16:00 
〇会場：兵庫教育大学神戸ハーバーランドキャンパス「講義室５」 
〇定員：40 名 
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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 地域連携と教育実践／一般 
●日  時：2014 年 12 月 13 日（土） 
●会  場：椙山女学園大学 星ヶ丘キャンパス 文化情報学部棟 
      （〒464-8662 名古屋市千種区星が丘元町 17-3） 
●担  当：亀井美穂子  

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(505 教室) ，B 会場(503 教室) ，C 会場（502 教室），D 会場（501-B 教室），E 会場（501-A 教室）

09:55-10:00 諸連絡 

10:00-12:05 午前の部   

A1）大学間および地域連携によるワークショップ運営の中での学生・教員の学びのプロセスとそのモデ

ル 
宮田義郎（中京大学），亀井美穂子，宮下十有（椙山女学園大学） 

A2）地域・家庭・学校が協力して取り組む情報モラル研修会の実践 
長谷川元洋（金城学院大学），斉藤早苗（小牧市立小牧中学校 PTA）， 
玉置崇（小牧市立小牧中学校） 

A3）地域連携による情報モラル学習ビデオ教材「CoCoral LINE 版」の開発と評価 
矢頭勇（浜松市立高等学校），阿部圭一（静岡大学），杉山岳弘（静岡大学大学院）， 
西尾典洋（目白大学），新村桂司（静岡県立浜松南高等学校）， 
宮田岳，犬塚千晃（遠鉄システムサービス株式会社） 

A4）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地域連携型教員研修の効果評価 
星屋泰二（日本原子力研究開発機構），船田智史（立命館大学） 

A5）学校事務職員研修を通した大学による地域連携の取り組み  
草野美香，佐藤貴之，廣渡栄寿（北九州市立大学） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B1）社会実装コンテストによる地域連携教育の実践－コンテストを活用した教育の試み－ 

佐竹卓彦，神里志穂子，眞喜志隆（沖縄工業高等専門学校），野口健太郎（国立高等専門学校機

構），浅野敬一（東京工業高等専門学校） 
B2）「協働の原理」とは何か 

柏木肇（元電気通信大学大学院） 
B3）地域固有の土着知を地域活性化に活用する学習開発の構想  

西之園晴夫（NPO 学習開発研究所），掘出雅人（京都華頂大学）， 
望月紫帆（NPO 学習開発研究所），高橋朋子（大和大学）， 
東郷多津（京都ノートルダム女子大学） 

B4）学校・企業・地域による「共通価値の創造」の試み－キャリア教育プログラム開発を題材として－

堀田竜士，涌井美帆子，高橋正道（富士ゼロックス株式会社） 
B5）ICT 活用による小学校英語の授業力向上のための取組 

－大学と地域の学校とが連携・協働した教員養成と教員研修－ 
粕谷恭子，伊藤一郎，新藤茂（東京学芸大学），堀井陽平（東京学芸大学大学院） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C1）インストラクショナルデザイン理論を学ぶスタディスキル科目の実践 

市川尚（岩手県立大学），鈴木克明（熊本大学大学院） 
C2）ブレンド型授業における授業要素への主観的評価が学習成績と授業評価に及ぼす影響 

渡邉文枝（早稲田大学），冨永敦子（公立はこだて未来大学），向後千春（早稲田大学学術院） 
C3）大学主催のカフェイベントにおける参加者の学習動機 

宮田舞，中野啓太，青木翔子，池尻良平，佐藤優香（東京大学大学院），杉山昂平（東京大学），

森玲奈（帝京大学） 
C4）音声認識ソフトの講義活用に向けた検討 －講義環境で発生する問題への取組み－ 

皆川雅章（札幌学院大学） 

研究会 

2014 
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C5）作文推敲支援システムによる誤り指摘への学習者の対処に関する調査 
八木豊（株式会社ピコラボ），ホドシチェク・ボル（大阪大学），阿辺川武（国立情報学研究所），

仁科喜久子，室田真男（東京工業大学） 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D1）小学 4 年生における学校生活スキル，表現力，発信・伝達力，自己効力感との関連 

－メタ認知的知識の影響に着目して－ 
磯部征尊（愛知教育大学），伊藤大輔（金沢工業大学） 

D2）小学校高学年における説明的文章の構造に関する教材の開発 
大塚しおり，今井亜湖（岐阜大学） 

D3）問題解決学習における児童の思考過程を捉えた指導法の検討 
鷲見歩，今井亜湖（岐阜大学） 

D4）小学校におけるゲーミフィケーションを活用したアプリ教材の実践－ひらがなの学習を題材として

－ 
福山佑樹（東京大学），森田裕介（早稲田大学学術院），床鍋佳枝（株式会社ディー・エヌ・エー）

D5）エビデンスに基づく教育政策を具現化する青少年インターネット・リテラシー指標の開発と運用 
齋藤長行（KDDI 研究所），吉田智彦（情報通信政策研究所），赤堀侃司（白鴎大学） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E1）小学校におけるタブレット端末の日常利用に関する調査 

稲垣忠（東北学院大学） 
E2）フューチャースクールにおける若手教員の ICT を活用した授業実践の特徴 

小島史子，森川康男，田鍋慎一（広島市立藤の木小学校），島本圭子（広島市立牛田小学校）， 
堀田龍也（東北大学大学院） 

E3）新たなデジタル環境での教師の ICT 活用を保証する研修プログラムの開発 
山本朋弘（熊本県教育庁），益子典文（岐阜大学） 

E4）特別支援学校（知的障害）における校務と指導への ICT 活用 
稲木龍元（静岡県立沼津特別支援学校） 

E5）学生エリートに対する養成的特別措置の調査研究－アメリカ，中国，日本－ 
北垣郁雄 

 
13:30-15:30 午後の部-第一部 【CIEC 第 104 回研究会にご参加ください】 

参 考：CIEC 第 104 回研究会では，A 会場にて次の講演が行われます．どなたでもご参加いただけま

す． 
講演 1）地域連携による学びへの支援 －協働する地域コミュニティ活動の推進－ 

武長脩行（椙山女学園大学） 
講演 2）モノ作りを通して地域と人がつながり，視野と志を広げる学び 

－ワークショップギャザリングにおける実践－ 
宮田義郎（中京大学） 

 
15:45-15:50 委員会挨拶・諸連絡 

15:50-17:55 午後の部-第二部 
A6）真の「主体性」を育む地域連携型 PBL 実践 －研究の出発点となった実践例の報告－ 

荒木奈美（札幌大学） 
A7）タブレット端末を用いた職業学習の実践報告 

越石史子（山梨英和中学校・高等学校），高橋弘毅（長岡技術科学大学大学院）， 
三井貴子，糟谷理恵子，宿院頼，市村裕子，椎名佑樹（山梨英和中学校・高等学校） 

A8）サービスラーニングにおける他者支援の効果 
中里陽子（国立高等専門学校機構），吉村裕子，津曲隆（熊本県立大学大学院） 

A9）ものづくりと思考力育成をめざした「考作」セミナーの実施 
奥本幸，一色誠子，高橋愛，鳥居恵子，中川明子，長廣恭子，山本孝子（徳山工業高等専門学校）

A10）ものづくりワークショップにおける産業関係者メンターの意図と意識に関する一考察 
森幹彦，元木環（京都大学） 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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C5）作文推敲支援システムによる誤り指摘への学習者の対処に関する調査 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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B6）スーパーサイエンスハイスクールにおける教育研究活動が学習行動に及ぼす影響の分析 
大前佑斗，中平勝子，高橋弘毅（長岡技術科学大学）， 
土屋陽子，宿院頼，三井貴子（山梨英和中学校・高等学校），福村好美（長岡技術科学大学） 

B7）米軍佐世保基地内小学校との専門英語を用いた理科実験交流 
西口廣志，柳生義人（佐世保工業高等専門学校），関文雄（熊本工業高等専門学校）， 
原口和子（佐世保市立金比良小学校），中尾充宏（佐世保工業高等専門学校） 

B8）地域連携プロジェクト型学習における受入団体の効果に関する一考察 
小笠原眞結美（早稲田大学），古川雅子（早稲田大学／筑波大学），森田和行（早稲田大学）， 
大津晶（小樽商科大学），森田裕介（早稲田大学） 

B9）失敗から学ぶワークショップの実践 
西谷まり（一橋大学） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C6）パソコンの異種 OS に対する情報リテラシ授業実践 

石田雅，木本雅也（鳥取大学） 
C7）タンザニアにおける読書環境の現状と図書館に望まれる教育支援 

片岡雅子，須曽野仁志，下村勉（三重大学） 
C8）3s カードを用いた学習者によるプレゼンテーションの方法と支援 

須曽野仁志（三重大学），芳田翔太郎（三重大学大学院），下村勉（三重大学） 
C9）共通教科「情報」の次期カリキュラムを検討する視点 

松田稔樹（東京工業大学大学院） 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D6）大学初年次生を対象としたリメディアル英語教育における反転授業の試み 

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） 
D7）初修者を対象とした量子力学アニメーション教材の開発 

井上貴博，伊藤尚（富山高等専門学校） 
D8）知的情報検索を用いた中学技術科のための題材開発支援システム 

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） 
D9）学校現場における教師の成長を促すためのカメラ機能の活用に関する検討 

脇本健弘（東京大学），堀田龍也（東北大学大学院） 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E6）専門およびスキルの違う教職課程学生に対する ICT 活用教育についての意識比較 

佐藤智明，田辺基子（神奈川工科大学） 
E7）インプロを活用した高齢者の学習に関する一考察 

園部友里恵（東京大学大学院） 
E8）テーブルトップ型顕微鏡画像提示システムを用いた実践授業における学習効果 

森田和行（早稲田大学大学院），瀬戸崎典夫（長崎大学），森田裕介（早稲田大学学術院） 
E9）学習・学修マネジメント力の向上にむけた組織的支援の仕組みづくり 

酒井浩二，阿部一晴，乾明紀（京都光華女子大学） 
 

● 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：名古屋市営地下鉄東山線「星ヶ丘」下車，６番出口より徒歩５分．詳しくは，椙山女学園

大学 HP の「交通アクセス」をご参照下さい．［http://www.sugiyama-u.ac.jp/sougou/access.html］ 
● 昼食案内：学食は営業しておりません．キャンパス外には飲食店，コンビニがありますので，そちら

をご利用下さい． 
● 情報交換会のご案内：研究会終了後，星ヶ丘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． 
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研究会の発表募集                テーマ： 学習支援環境とデータ分析／一般 
●日  時：2015 年 02 月 28 日（土） 
●申込締切：2015 年 01 月 04 日（日） 

●会  場：九州大学箱崎キャンパス（担当：多川孝央）

●原稿提出：2015 年 01 月 25 日（日） 
●募集内容： 

IT を駆使した学習支援環境はすでに大学のみならず初等中

等教育機関に至るまでさまざまな形で浸透しています．また，

BYOD（Bring Your Own Device）やタブレット PC の活用な

どといった，従来よりも個人と密接に結びついた新しい流れ

についても，現場における個々の取り組みを経て一部におい

て定着しつつある模様です． 
本研究会では，これらの学習支援環境における教育・学習

についての改善などを目標とし，実践や運用，そこから得ら

れたデータの分析などに関する研究報告を募集致します．ま

た，従来どおり，上記テーマに限らず教育工学一般の発表も

募集致します． 

●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    
2015 年  会場 申込締切 原稿提出締切 

05 月 16 日（土） 
 

先進的デバイスを活用した学習支援

システムの開発や実践／一般 
広島大学

 
03 月 15 日（日） 
 

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：2014 年 10 月 11 日（土） 
●発表件数：22 件 

●会  場：日本女子大学（目白キャンパス） 
●参加者数：75 名（内非会員 30 名） 

今回は「学校教育におけるポートフォリオの活用／一般」という

テーマで行われ，発表は 22 件，参加者は 75 名でした．例年より開

催時期が早く，全国大会から十分な期間がありませんでしたので，

投稿数，参加者数を心配しておりましたが，その心配を払拭するほ

どの盛況ぶりでした．学校教育におけるポートフォリオの活用に関

しては，ポートフォリオのシステム開発や実践，蓄積データの可視

化・解析に至るまでの幅広い研究発表が行われました．一般のテー

マとしては，PBL や ICT 教育の実践や分析，教育工学に関連する多

岐にわたる研究が発表されました．いずれも，活発な質疑応答およ

び議論が行われました．ご参加いただいた皆様に，御礼申し上げま

す． 担当：小川賀代（日本女子大学） 
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日本教育工学会論文誌 特集号 論文募集 
「特集：教員養成・現職教育の新しい展開」のご案内（最終報） 

 
 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 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． 
 特集号編集委員会では，本特集号のテーマの特徴から，教員養成・現職教育の新しい展開に関する実

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.論文投稿締め切り日（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． 
投稿原稿提出締め切り（電子投稿）：2015 年 02 月 04 日（水） 
最終原稿提出締め切り（電子投稿）：2015 年 02 月 11 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： 
小柳和喜雄（奈良教育大学） 

副編集委員長： 
木原俊行（大阪教育大学） 
益子典文（岐阜大学） 

編集幹事：  
今井亜湖（岐阜大学） 
寺嶋浩介（長崎大学） 

委員： 
稲垣 忠（東北学院大学） 
梅澤 実（埼玉学園大学） 
鹿毛雅治（慶應義塾大学） 
加藤 浩（放送大学） 
向後千春（早稲田大学） 
澤本和子（日本女子大学） 
柴田好章（名古屋大学） 
島田 希（高知大学） 
高橋 純（富山大学） 
東原義訓（信州大学） 
姫野完治（秋田大学） 
深見俊崇（島根大学） 
永田智子（兵庫教育大学） 
野中陽一（横浜国立大学） 
森本康彦（東京学芸大学） 
村川雅弘（鳴門教育大学） 
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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.39, Suppl.の発行 

 

論文受付締切： 2015 年 04 月 01 日（水） 
 

日本教育工学会論文誌vol.39, 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. 2015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 
(2015 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 11 回理事会議事録 
 
日 時：2014 年 09 月 05 日（金）～12 日（金） 
場 所：（電子メールを利用した電子会議） 
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，赤堀侃司， 

大久保昇，小柳和喜雄，加藤 浩，木原俊行，久保田賢一，三宮真智子，寺嶋浩介， 
東原義訓，堀田龍也，永岡慶三，南部昌敏，前迫孝憲，美馬のゆり，村川雅弘， 
室田真男（合計 20 名） 

 
1．前回の理事会議事録の承認について 
 第 15 期第 10 回理事会議事録について承認した． 
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（一般号，英文誌，特集号，ショートレター）の編集状況が報告され，これを承

認した． 
(2) 広報委員会 
ニューズレター（No.203 号）の台割案および原稿依頼先が確認され，これを承認した． 

4．その他 
(1) 以下の共催および協賛依頼等を承認した． 
・シンポジウム「モバイル'15」協賛のお願い（特定非営利活動法人モバイル学会より） 
・第 25 回教育システム若手の会後援依頼（教育システム若手の会より） 
(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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日本教育工学会 第 15 期第 12 回理事・評議員会（合同）議事録 
 
日 時：2014 年 09 月 19 日（金）12:20～13:25 
場 所：岐阜大学 1B 教室 
出 席： 
（理事）山西潤一会長，赤倉貴子副会長，吉崎静夫副会長，赤堀侃司，稲垣 忠，大久保昇， 

小柳和喜雄，加藤 浩，木原俊行，久保田賢一，三宮真智子，鈴木克明，寺嶋浩介， 
東原義訓，堀田龍也，永岡慶三，南部昌敏，前迫孝憲，美馬のゆり，村川雅弘， 
室田真男 

（評議員）今井亜湖，植野真臣，浦野 弘，柏原昭博，黒田 卓，向後千春，高橋 純，田口真奈， 
西森年寿，平嶋 宗，永田智子，野中陽一，益子典文，村上正行，望月俊男，柳沢昌義， 
山内祐平 

（監事）近藤 勲，永野和男 
（合計 40 名） 

 
開会に先立ち，山西会長より，大会企画委員会および大会実行委員会への御礼の言葉が述べられた．

美馬大会企画委員長より，１日目正午の段階で，323 名が受け付け，162 名が懇親会申し込みをしてい

る旨が報告された．益子評議員より，大会実行委員会からの御礼の挨拶が述べられた． 
 
1．前回の理事会議事録の承認について 
 第 15 期第 11 回理事会議事録（電子メール）を承認した． 
2．各種委員会から 
(1) 広報委員会 
ニューズレター（No.204 号）の台割案および原稿依頼先が確認され，これを承認した． 
本学会のリーフレットが完成し配布されていることが報告された． 

(2) 選挙管理委員会 
 第 16 期役員選挙の規定および日程の見通しについて報告があり，これを承認した． 
3. 総務・会計 
・学会事務局の移転，その経費，および事務局長の指名について原案が提示され，これを承認した．赤

堀理事から，引き受け側の JAPET&CEC 会長の立場から前向きに検討している旨報告された． 
・教育工学選書の第１期の出版遅延分については年内発行を目途に進めていること，第２期 15 巻中 10

巻分については出版社から順次執筆依頼中であること，出版契約および在庫管理については出版社と

交渉中であることが報告された． 
・教育工学事典の電子化について，出版状況の調査の結果，このまま絶版とすることが報告された．今

後のネット公開について検討を進めることとなった． 
・臨時総会における名誉会員承認の経緯について報告された．今後は，６月総会で名誉会員を承認し，

秋の全国大会で表彰することが確認された． 
4．学会の活動について 
・監事から，役員選挙制度の改正については，理事候補者に新しい方や若い方を推薦するよう理事にお

願いしたい旨の発言があった． 
・出席評議員から，教育工学の研究者を志望する若手向けの取り組みを実施してはどうかとの発言があ

った． 
5．その他 
(1) 理事および監事からの連絡 
・研究奨励賞の推薦用紙が理事・評議員に配布されていることが報告され，推薦に協力いただきたいこ

とが依頼された． 
・2015 年度の全国大会は電気通信大学で行なわれることが報告された．2016 年度以降の全国大会の開

催校を募集しているので協力していただきたいことが依頼された． 
(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 
（2014 年 8 月 29 日～2014 年 10 月 28 日）26 名（正会員：17 名、准会員：１名、学生会員：８名） 

 
■正会員（17 名） 
池谷聡（明星大学） 

大森康正（上越教育大学大学院） 
浅羽浩（静岡産業大学） 

梅村慶嗣（駿河台大学） 

小山理子（京都光華女子大学） 
酒井貴庸  

勝間田仁（日本工業大学） 

番匠一雅（田園調布学園大学） 
内山大史（弘前大学） 

鹿住大助（島根大学） 

 

大房潤一  

近藤佑生  

山本真幸（山梨大学） 
佐藤喜信  

内田明（佐賀市立若楠小学校） 

田中康平（株式会社ネル・アンド・エム） 
内山リナ 
 
■准会員（１名） 
石田倫章 

（株式会社デンソー技研センター） 

  

■学生会員（８名） 
河村研（早稲田大学） 

孫立会（北京師範大学） 
綾部宏明（放送大学大学院） 

池田晴香（上越教育大学大学院） 

菊本奈々（法政大学大学院） 
蘆田隆行（鳴門教育大学大学院） 

橋本智明（東北大学大学院） 

下坂充（熊本大学大学院） 
                       以上
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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（聖徳大学）
　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（公立はこだて未来大学）
 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１２月１３日（土）

研究会「地域連携と教育実践」（椙山女学園大学）

２０１５年
・２０１５年０２月２６日（木）～２７日（金）

冬の合宿研究会「対話のラーニングアナリティクスを目
指して」（日本教育大学院大学）

・２０１５年０２月２８日（土）
研究会「学習支援環境とデータ分析」（九州大学）

・２０１５年０３月０２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）
・２０１５年０３月１５日（日）

特別企画（実践研究活性化）セミナー
（兵庫教育大学神戸ハーバーランドキャンパス）

・２０１５年０４月０４日（土）
産学協同セミナー「教育工学の立場から一人一台情報
端末活用の在り方を考える」

（株式会社内田洋行　ユビキタス協創広場ＣＡＮＶＡＳ）
・２０１５年０５月１６日（土）

研究会「先進的デバイスを活用した学習支援システムの
開発や実践」（広島大学）

◎国際会議の案内
２０１５年
・ACHI 2015
  http://www.iaria.org/conferences2015/ACHI15.

html
 (2/22 – 27, Lisbon, Portugal)
・eLmL 2015
  http://www.iaria.org/conferences2015/eLmL15.

html
 (2/22 – 27, Lisbon, Portugal)
・SITE 2015
 http://site.aace.org/conf/
 (3/2 – 6, Las Vegas, USA)
・Global Learn 2015
 http://www.aace.org/conf/glearn/
  (4/16 – 17, Berlin, Germany)
・CSEDU 2015
 http://www.csedu.org/
 (5/23 – 25, Lisbon, Portugal)
・EdMedia 2015
 http://www.aace.org/conf/ed media/
 (6/22 – 25, Montreal, Canada)
・EDM 2015
 http://www.educationaldatamining.org/EDM2014/
 (6/26 - 29, Madrid, Spain)
・HCI International 2015
 http://2015.hci.international/
 (8/2 - 7, Los Angeles, USA)
・E-Learn 2015
 http://www.aace.org/conf/elearn/
 (10/20 – 23, Kona, USA)

２０4
２０１4年 11月28日


