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  第 31 回通常総会及びシンポジウムのご案内（第二報） 
 

第 31 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。あらかじめご予定ください。 
 

１． 日時 2015 年 06 月 20 日（土） 10：00～16：00（受付 9：30 より） 
10：00～11：45 ラウンドテーブル 
12：00～13：00 総会 

総会終了後 理事・評議員会 
14：00～17：00 30 周年企画シンポジウム 
 

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 2014 年度（2014.04.01-2015.03.31）事業報告及び収支決算承認の件 
第 2 号議案 2015 年度（2015.04.01-2016.03.31）事業計画及び収支予算案承認の件 
第 3 号議案 会長、理事、監事、評議員の選任の件 

第 4 号議案 名誉会員推薦の件 

第 5 号議案 定款改定の件 

その他 
 
  ４．ラウンドテーブル「21 世紀型学習活動のデザインと評価を考える」 

21 世紀に向けたカリキュラム改革に取り組んだオーストラリアでの学習活動のデザインと

評価をもとに、授業を担う教師の指導力育成や評価の問題をラウンドテーブル形式で議論し

ます。 
 
司会：久保田賢一（関西大学教授） 
話題提供： 

小柳和喜雄（奈良教育大学教授） 
Bill Carey：(オーストラリア、クイーンズランド州教育委員会情報技術教育室室長) 

 
５．30 周年企画シンポジウム 

「デジタル化時代の学びのイノベーション：次代が求める能力をどう育てるか」 

OECD の PISA 型学力、21 世紀型スキルなど、次代に生きる児童生徒に求められ能力育成に向けた

取り組みが世界で進められているなか、教科、教科横断的事項、汎用的学力の 3 次元カリキュラ

ムのもと、BYOD で先駆的取り組みを進めているオーストラリア、一人一台タブレット端末での学

習を進める東京都荒川区、つくば次世代型スキルに取り組む春日学園での実践事例をもとに、次

代が求める能力育成をどのように行うか、その課題や可能性を考えます。 

 

司会：黒上晴夫（関西大学教授） 
コーディネータ：山西潤一：（日本教育工学会会長，富山大学教授） 
パネリスト： 
 ・Bill Carey（オーストラリア、クイーンズランド州教育委員会情報技術教育室室長） 
 ・毛利靖（つくば市教育局総合教育研究所 副所長） 
 ・駒崎彰一（葛飾区教育委員会指導室 統括指導主事） 
指定討論者：吉崎静夫（日本教育工学会副会長，日本女子大学教授） 
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第 31回全国大会のお知らせ（第二報） 

大会 Web ページ：http://www.jset.gr.jp/taikai31/ 
 
 日本教育工学会第 31 回全国大会を，下記のように電気通信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：2015 年 09 月 21 日（月）～ 23 日（水） 
会場：電気通信大学 〒182-8585 東京都調布市調布ケ丘１丁目５−１ 

http://www.uec.ac.jp/ 
 
2. 大会日程 

09 月 21 日（月） 09 月 22 日（火） 09 月 23 日（水） 
08:15～17:00 受付 
09:00～11:00 一般研究発表１ 
      （口頭発表） 
11:10～12:30 一般研究発表２ 
      （ポスター発表） 
 
12:30～14:00 昼食，理事会 
      企業ランチセッション 

 
14:00～15:40 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）    
11:50～13:10 一般研究発表５ 
      （ポスター発表）
 
13:10～14:10 昼食，各種委員会
 
14:10～15:10 全体会 
      （表彰，会長講演）
15:10～17:40 シンポジウム 
 
18:00～20:00 懇親会 

08:30～15:00 受付 
09:00～11:40 一般研究発表６ 
      （口頭発表） 
11:50～13:10 一般研究発表７ 
      （ポスター発表）
13:10～14:10 昼食 
 
14:10～16:40 SIGセッション 
 
16:50～   大会企画委員会

10:00～18:00 企業展示 09:00～14:10 企業展示
＊ プログラム編成によっては，時間帯が若干変わることもあります．
＊ 企業展示が第１日目，第２日目に開催されます．ぜひ見学にお立ち寄り下さい． 
＊ 特に，初日昼休みには，無料ランチ付きの企業ランチセッションを開催します． 

託児所の提供について  
前回大会に引き続き，大会期間中，託児所を提供する予定です．料金等，詳細は検討中です．決まり
次第，大会 Web サイト，ニューズレター等でお知らせいたします． 

 
3. 今大会での注目点・注意点 
・ 前回大会に引き続き，”現代的教育課題に対する SIG（Special Interest Group）セッション”を開催

します． 
・ 前回大会に引き続き，トークセッションを開催します． 
・ 参加費は，CD-ROM 版の講演論文集込みの価格となります． 
・ 事前申し込みされた方は，大会講演論文集を，大会初日の約１週間前（09 月 14 日（月）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． 
 
4. シンポジウム 
 22 日（火）の午後には「理論と実践を結ぶアプローチ」のテーマのもとシンポジウムが開催されます．
詳細は後日お知らせいたします． 
 
テーマ：「理論と実践を結ぶアプローチ」 
司 会：植野真臣氏（電気通信大学） 
登壇者：佐伯 胖氏（東京大学），市川伸一氏（東京大学），益川弘如氏（静岡大学） 
 

Japan Society for Educational Technology

3



 

 

4 

内 容：教育工学という学問の特徴は「実践的であること」といえる．しかし，「実践」とは「教育現
場での何らかの行為すべて」を意味しているわけではない．本来の「実践的学問」の意味は，教育にお
ける学術的な理論を実践的に解釈し，それを教育現場に適用し，理論へフィードバックする，というプ
ロセスを含んでいる．この意味では，教育工学を学んだ専門家は，有用な教育の学術的成果を熟知し，
それを解釈して有用な教育実践のデザインを行い，実践を分析して理論へフィードバックできることが
必要である．教育工学とは，どの教育理論を学んだかではなく，それぞれの理論と実践を結ぶアプロー
チそのものだともいえる． 
 本シンポジウムでは，認知科学，学習科学，教育心理学の各分野の専門家でありかつ教育工学に深い
関わりのある先生方に，それぞれの理論がどのように実践につなげられているのか，について話題提供
をいただき，議論する． 
 
5. トークセッション 

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． 
 
6. SIG セッション 
 これまで全国大会で開催してきた「課題研究」を発展させて，2014 年度から「現代的教育課題に対
する SIG（Special Interest Group）」を立ち上げ，活動を開始しています．また，2015 年度より活動
を開始する SIG もあります．本大会においては，SIG セッションとして，それぞれの SIG における活
動について，コーディネータが中心となって，発表や議論の場を設定します．具体的な進め方は，各 SIG
によって異なるため，後日ご連絡させていただきますが，昨年度同様，原則として研究発表を公募する
ような形はとりません（一部の SIG で公募する可能性はあります）． 
 今大会では，以下の 11 の SIG セッションを予定しています． 
 
■SIG-01 高等教育・FD  
コーディネータ：松河秀哉（大阪大学），根本淳子（愛媛大学），渡辺雄貴（首都大学東京）， 

村上正行（京都外国語大学） 
 
■SIG-02 教師教育・実践研究 
コーディネータ：姫野完治（北海道大学），益子典文（岐阜大学），深見俊崇（島根大学）， 

今井亜湖（岐阜大学），谷塚光典（信州大学），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）  

 
■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），江木啓訓（神戸大学） 
 
■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），佐藤喜信（内田洋行）， 

稲垣 忠（東北学院大学），後藤康志（新潟大学），今野貴之（明星大学）， 
寺嶋浩介（大阪教育大学），森下耕治（光村図書） 

 
■SIG-05 ゲーム教育・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：益川弘如（静岡大学），舘野泰一（立教大学），舟生日出男（創価大学）， 

鈴木栄幸（茨城大学） 
 
■SIG-07 【新規】インストラクショナルデザイン（仮称） 
コーディネータ：冨永敦子（はこだて未来大学），市川 尚（岩手県立大学），平岡斉士（熊本大学），

高橋暁子（徳島大学） 
 
■SIG-08 【新規】メディア教育・メディアリテラシー（仮称） 
コーディネータ：中橋 雄（武蔵大学），宇治橋祐之（NHK 放送文化研究所）， 

浅井和行（京都教育大学） 
 
■SIG-09 【新規】質的研究（仮称） 
コーディネータ：久保田賢一（関西大学），尾澤重知（早稲田大学），杉原真晃（聖心女子大学）， 

金子大輔（北星学園大学），岸磨貴子（明治大学），山田嘉徳（関西大学）， 
山本良太（東京大学），時任隼平（関西学院大学）  
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■SIG-10 【新規】コンピテンシースタンダードと能力評価手法の開発（仮称） 
コーディネータ：玉田和恵（江戸川大学），萩生田伸子（埼玉大学），松田稔樹（東京工業大学） 
 
■SIG-11 【新規】情報教育（仮称） 
コーディネータ：加納寛子（山形大学），藤川大祐（千葉大学），布施 泉（北海道大学）， 

野崎浩成（愛知教育大学），梅田恭子（愛知教育大学），江島徹郎（愛知教育大学） 
 
7. 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．
また，インターネット環境を準備する予定です．  

(1)高等教育の教育方法 (2)高等教育における FD・IR (3)教師教育 (4)授業研究 (5)教育・学習支
援システムの開発・実践 (6)学習コンテンツ開発・評価 (7)遠隔教育・遠隔学習 (8)e ポートフォリ
オ (9)情報教育（情報活用能力の育成等） (10)情報モラル (11)教科指導における ICT 活用 (12)
メディアリテラシー (13)e-Learning (14)ゲーム学習 (15)オープンエデュケーション (16)認知と
学習 (17)協調学習と協調作業 (18)教育評価・データ解析 (19)授業設計・実践 (20)反転授業 (21)
ワークショップ (22)語学教育・国際理解 (23)特別支援教育 (24)生涯学習 (25)企業内教育 (26)
看護・福祉教育 (27)その他 

 
8. ワークショップ 

ワークショップは大会企画委員会が中心となって開催します．このワークショップは，参加者が設定
した教育工学に関連するテーマについてインフォーマルに語りあう場です．実践は進んでいるものの研
究として認識されていない問題や，新しい情報技術の教育利用などの萌芽的な研究について議論を行っ
ていただくことを考えております．ワークショップは主催者主導で進行していただきます．また，予稿
の用意は必要ありません．なおプログラム集には，ワークショップテーマ名・主催者／共催者名・概要
が掲載されます． 
テーマは公募といたします．会場の都合から，大会企画委員会では７-８件程度を上限として採択いた

します．あらかじめご了承下さい．議論を通じて，教育工学に関心を持つコミュニティが作られ，発展
していくことを期待しています．積極的なご応募をお待ちしております． 
応募のスケジュール： 

06 月 04 日（木）～06 月 25 日（木）ワークショップ テーマ受付期間 
07 月 02 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） 

 
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． 
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11. 大会までのスケジュール 
06月04日 木 ワークショップ テーマ受付開始
06月23日 火 一般研究発表申込・原稿（２ページ）受付開始
06月25日 
17:00 

木 ワークショップ テーマ受付締切

07月02日 木 ワークショップ テーマ決定
07月07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，払込・振替共に）
一般研究発表申込・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 14 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14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25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，払込・振替共に）（それ以降は送金しない）

 
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いただくことになっております．ご注意下さい．
発表原稿送付時に，オンラインで年会費等の納入状況がチェックされます．事前に年会費等の納入
をお願いします．なお，大会企画委員会が特に発表を依頼した場合はこの限りではありません． 

・ ワークショップの主催者は，事前送金締切までに，年会費，大会参加費を納入されていることが，
ワークショップ開催の条件となります． 

・ 維持会員に所属する者は，最大３名まで個人会員として加入しなくても発表ができます（大会参加
費はお支払い頂きます）．発表原稿をオンラインで登録できるようにするために，該当する発表者
を事前に登録します．07 月 12 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，一般研究で１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． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

【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 Web サイトに掲載される方法に従ってファイルを作成して下さい．提出していただい

たファイルの書式や文字化け等のチェック作業は，大会企画委員会では一切行いません．
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(3) 一般研究の発表申込方法  
・ 07 月 07 日（火）17:00 までに，JSET 大会 Web サイト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． 
・ 一般研究の原稿は，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 Web

サイト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，論文集として，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．  
 
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 

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，払込・振替の場合もクレジットカード支払いの場合も 07 月 07 日（火）です．
発表者以外の方は，払込・振替の場合もクレジットカード支払いの場合も 08 月 25 日（火）です． 
参加費 正・准・名誉会員  8,000 円（当日は 10,000 円） 

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

懇親会費     4,000 円（当日は 5,000 円）（予定） 
弁当代    1,000 円（１食分，当日受付は不可）（予定） 
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 名程度（予定）
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 2015 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 25 日（火）までの変更については，大会企画委員会（ ）までご連絡下さ
い．送金なさった分を次年度の年会費に振り替えることができます．返金はしません．非会員の場合は
入会をしていただくことになります．この日以降は，変更を連絡頂いても，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．プログラム冊子と
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 Web サイト（http://www.jset.gr.jp/taikai31/）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払込・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学会 Web サイトを参照し，お手続きをお願いします． 
②「払込・振替」の場合 
・ 前述の「参加申込」ページで，「払込・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払込取扱票に記入して，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．   
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③「当日会場で現金で支払い」の場合の事前登録 
・ 「当日会場で現金で支払い」の場合でも，参加登録を事前にしていただきますと，会場での受付が

非常に簡便になります． 
・ 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，あるいは払込・振替で事前送金された参加者には，09 月上旬までに，「大

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

日会場に掲示される「事前送金者リスト」で番号を確認の上，その旨お申し出下さい． 
 
14. 会場の設備について 
口頭発表のすべての会場で，コンピュータの画面を投影できる設備（プロジェクタ）が利用可能です．

なお，貸出用コンピュータや OHP，実物投影装置は用意しません．また，インターネット環境を準備
する予定です．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．口頭発表同様に，インターネット環境を準備する予定です． 

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いただきます．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 29 日（金）です．  
 
16. 宿泊について  
 大会期間中の宿泊施設の斡旋はいたしません．各自でホテルのご予約をお願いいたします． 
 
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    

研究会の開催 

 

テーマ 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
●日  時：2015 年 05 月 16 日（土） 
●会  場：広島大学 東広島キャンパス 工学部講義棟 
      （〒739-8511 広島県東広島市鏡山 1-3-2） 
●担  当：林 雄介（ ）  

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

A 会場（103 講義室） ，B 会場（102 講義室） 
09:55-10:00 諸連絡 

10:00-12:05 午前の部 

A1）拡張現実感技術を用いた理科学習支援環境 
岡本 勝，松原行宏（広島市立大学大学院） 

A2）AR を取り入れた 3DCG コンテンツの配置・移動データ作成支援の検討 
柏木治美（神戸大学），澁谷恵美，康敏，大月一弘（神戸大学大学院） 

A3）集団学習のファシリテーションにおける菓子の効果と分析システムの検討 
江木啓訓（神戸大学），田中洋一（仁愛女子短期大学），辻 靖彦（放送大学）， 
豊田哲也（青山学院大学），村上祐治（東海大学） 

A4）切り絵初心者の上達を目的とする切り絵練習帳の提案と評価 
東 孝文（大阪府立布施北高等学校），金井秀明（北陸先端科学技術大学院大学） 

A5）個人間コラボレーションによる「翻訳トレイン」の開発 
柏木 肇 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
B1）オンラインによる異文化間の協働学習の様相 

－大学間連携の実践を事例としたフィールドノートの記録から－ 
岸磨貴子（明治大学） 

B2）スカイプを利用した英語・日本語遠隔タンデム教育－最も効果的なスカイプ活用法を探して－

上杉裕子（呉工業高等専門学校） 
B3）ICT を活用した遠隔教員研修における学校教員の評価分析 

森下 孟（信州大学学術研究院），迫田孝志（鹿児島大学） 
B4）産学連携による学園祭でのベジバーガー販売 PBL 

酒井浩二（京都光華女子大学） 
B5）小学校理科での学習タイプと e ラーニング活用に関する検討 

松山明道（人吉市立人吉東小学校），山本朋弘（熊本県教育庁），新地辰朗（宮崎大学大学院），

清水康敬（東京工業大学） 
 

13:05-14:05 午後の部-第一部 

講演）ICT活用で，算数の学習内容と授業を創造する！～広島大学附属小学校での４年間の実践を通じて～

前田一誠（IPU 環太平洋大学） 
 

14:20-14:25 委員会挨拶・諸連絡 

14:25-16:30 午後の部-第二部 
A6）質的アプローチを活用した園内研修のデザイン－複線径路・等至性モデルに着目して－ 

中坪史典（広島大学大学院） 
A7）子どもの映像視聴に見られる文化の影響－発達段階の検証－ 

塚本美恵子（駿河台大学） 
A8）問題解決の枠組に基づく教育実践研究用 e-portfolio システム－目標設定過程に焦点をあてて－

松田稔樹（東京工業大学大学院） 
A9）クラウドベースの学び合いを通じた自主学習に関する調査 

稲垣 忠（東北学院大学），菊地秀文（世田谷区立砧南小学校）， 

研究会 

2015 

http://www.jset.gr.jp/study-group/
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住谷 徹，中垣眞紀，土屋利恵子（ベネッセ教育総合研究所），久野雅樹（電気通信大学）

A10）グループ活動の内容の違いが個別のテスト成績に及ぼす効果 
山元有子（早稲田大学大学院），向後千春（早稲田大学学術院） 

 
● 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）を支払い済みの本

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ください（ただし，本研究

会受付時に年間予約購読代金の支払い済みが確認できない場合には，当日受付にて年間予約購読分

の報告集をお渡しすることができませんのでご了承ください）．また，当日受付にて年間予約購読

の申込みも可能です．なお，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 西条駅下車バス 20 分，詳しくは，広島大学工学部 Web ページの「アクセス」

（http://www.hiroshima-u.ac.jp/eng/general/access/）をご参照ください．また，新幹線の東広島

駅からは，研究会当日にはバスの運行はありませんのでご注意ください． 
● 昼食案内：キャンパス内の会場から少し離れた場所で生協の食堂（北１食堂）が昼食時間帯のみ

営業されます．また，食堂と同じ建物で生協の売店も営業しておりますので，そちらもご利用くだ

さい． 
● 情報交換会のご案内：研究会終了後，情報交換会を開催予定です．詳細につきましては研究会 Web
ページをご覧ください． 

研究会の発表募集   テーマ：教師教育・教育の情報化／一般 
●日  時：2015 年 07月 04 日（土） 
●申込締切：2015 年 05月 07 日（木）17:00 

●会  場：北星学園大学（担当：金子大輔） 
●原稿提出：2015 年 05 月 25 日（月）17:00 

●募集内容： 
本研究会は，SIG-02「教師教育・実践研究」と SIG-04

「教育の情報化」との合同で開催されます．SIG-02 では，

学び続ける教員像が重視されている昨今，「教師の学習や

発達」「教師にとっての実践研究の意義」に注目が集まっ

ていることを踏まえ，教師教育と実践研究に関連する研究

を募集します．SIG-04 では，初等中等教育における「教科

指導における ICT 活用」（特にタブレット端末や各種デジ

タル教材の活用）や「情報活用能力」「情報モラル」等に

関する授業実践および関連する教材開発，学習効果の検

証・評価手法・カリキュラム開発等の研究を募集します．

本研究会では，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します．研究発表に加え，SIG-02 との

連携により，松尾 睦先生（北海道大学）の講演「経験学

習とリフレクション」とシンポジウムの開催も企画してい

ます．また，教育システム情報学会（JSiSE）第２回研究

会も同会場にて開催される予定です． 

●申込方法：研究会 Web ページよりお

申し込みください．なお，本研究会から

締切日時が“平日 17:00”までに変更と

なりましたのでご注意ください． 

●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」を使用してご登録くださ

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

のでご注意ください． 
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今後の研究会のご案内    
月日 テーマ 会場 申込締切※ 原稿提出締切※

2015年 
10月31日（土） 
12月12日（土） 

 
2016 年 
03月05日（土） 

学び方の学習とその支援／一般 
学校の教育力向上に資する実践研究／一般

 
 
ICTを活用した学習支援環境・基盤／一般

岩手県立大学

新潟大学 
 

 
香川大学 

08月31日（月） 
10月13日（火） 
 
 
01月04日（月） 

09月24日（木）

11月02日（月）

 
 
01月25日（月）

※ 締切日時が平日 17:00 に変更： 
2015 年 07 月研究会（JSET15-3）から発表申込および原稿提出締切日時は“平日 17:00”に変

更となりましたのでご注意ください． 

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 
●月  日：2015 年 02 月 28 日 
●発表件数：96 件 

●会  場：九州大学（箱崎キャンパス） 
●参加者数：214 名（内非会員 66 名） 

今回の研究会は「学習支援環境とデータ分析」をテーマとし，

中高および大学等における学習支援環境としての PC やタブレ

ット等の活用，そこから生じるデータの分析に基づく研究が発表

されました．また，ICT 活用や反転授業についての調査や研究な

ど幅広い話題についての発表も行われ，活発な議論の場となりま

した． 
今回の研究会では，年度末という時期的な側面も重なり，発表

件数，参加者数ともに過去最多数を記録し，７会場のパラレルセ

ッションによる大規模な開催となりました．今後の研究会活動が

ますます盛んに行われることが期待されます．研究会にご参加い

ただいた皆様に，御礼申し上げます． 
担当：多川孝央（九州大学）
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2014 年度 大学教員のための FD 研修会の報告 
 

この研修会は，本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，2008 年度から実施している．今回は，2015 年 03 月 02 日（月）に首都大学東京秋葉原サテラ

イトキャンパスで，29 名（大学教員・職員・大学院生）が参加して開催された．研修は一昨年度から好

評を得ている内容を踏襲し，「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

に実施された．テーマおよび実施規模は 2013 年度までと同様であったが，今回の研修会は前年度から

の変更点がいくつかあった． 
まず，前回まで一日を掛けていた集合研修のうち，主にインストラクショナルデザインに関する講義

部分を e ラーニングとして事前学習に充てることで，対面研修を半日のワークショップとする「反転研

修」形式とした．これは，e ラーニングを通して事前知識の差異をカバーする効果を期待したこと，前

年度までの感想として（講義よりも）参加型研修の度合いを高めて欲しいとの要望が多かったこと，遠

隔地からの参加者の利便性を考慮したことなどの理由からである．また，これに伴って当日受け取って

いた参加費も事前振り込みに変更した．LMS のログを確認したところ，当日までに参加者全員がオン

ライン学習に取り組んでから対面研修に臨んでいた．ワークショップでは，それぞれが授業実践事例を

持ち寄り，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」などをペアワークやグループで議論しながら授業の改善案を考えた． 
第二の変更点として，従来の研修を受講し修了証を受け取った受講者のうち，本学会会員を対象にフ

ァシリテータとしての認定を目指して「ファシリテータ研修」を同時に行なったことが挙げられる．フ

ァシリテータ研修には６名が参加し，FD 研修と同じ日に同じ会場で，午前中に基本的なファシリテー

ション技術や，本研修の進行ポイントなどを学んだ．さら

に，午後のFD研修にファシリテータ見習いとして参加し，

FD 特別委員会委員のアドバイスを受けながらペアワーク

やグループワークをモデレートした． 
FD 研修・ファシリテータ研修のどちらも最終レポートが

課せられ，合格した参加者には，FD 研修の修了証・ファシ

リテータとしての認定証がそれぞれ発行される予定である． 
参加者に対するアンケートでは，５段階評価（５＝大変

よい～１＝悪い）で「研修会の時期」のみ平均４を下回っ

た（FD 研修参加者平均値 3.97）が，「動画視聴等の反転学

習」（同 4.48），「研修時間（半日）」（同 4.38）を含む他の

評価項目の平均値はすべて４を上回り，おおむね高い評価

を得られた．また，最終レポート提出率も高かった（29 名

中 24 名提出）．なお，年度末以外の望ましい開催時期につ

いて約半数（14 名）が「夏休み期間」と回答した． 
FD 研修に対しては，従来の年１回より多くの開催を求め

る声があり，対面研修の時間を短くしたことやファシリテ

ータ認定を開始したことは，研修実施の機会拡大を探るも

のである．今回，参加費振込の締め切り設定をしなかった

ため当日振り込みとなった参加者がいたことや，e ラーニ

ング受講に対するメンタリングが不十分であったことなど

いくつかの反省点があるものの，半日版の FD 研修をトラ

ブルもなく開催できたことで，今後，研修の回数や開催場

所を広げる可能性が示唆されたことは，委員会としての収

穫であった． 
最後に，昨年度に続いて本研修の支援をしてくださった

根本淳子先生（愛媛大学）に感謝申し上げたい． 
文責：松田岳士（首都大学東京） 

 
 
 

写真上：ファシリテータ研修（午前）

写真下：FD 研修（午後） 
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2014 年度 冬の合宿研究会の報告 
 
＜冬合宿研究会全体の概要＞ 

2015 年 02 月 26 日（木）～27 日（金），東京都の内田洋行ユビキタス協創広場２階 CANVAS にて冬

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」が開催され，約 40 名の方々が参加しま

した．国立教育政策研究所の白水 始先生，静岡大学の遠山紗矢香先生に講師をお願いしました．一日

目は，「学習者が持っている協調問題解決能力はどこまで推定できるか？」をテーマに，学習評価はい

かにあるべきか，どのような項目をどのような観点で評価すべきかについての先行研究をジグソー法な

どの協調学習形式で読み合わせ，議論しました．二日目は，全国学力・学習状況調査の過去問題を二人

で解いた学びのプロセスデータを用いて，ネットワーク分析ツールも活用しながら一日目の議論を踏ま

えて児童の協調問題解決過程の分析を行いました． 
今回の合宿での試みとして，100 ペアにも及ぶ学習者のビデオや発話記録簿といった多様な学習プロ

セスデータを用意しました．また，それらデータ分析を行う支援として，複数のネットワーク分析ツー

ルや，アイディアを出しやすくするための概念地図ツールも用意しました． 
 

 
講師陣による講義 グループワークの様子 

 
発表や個別相談の様子 

     
＜アンケート結果より＞ 

企画委員と講師陣を除く，44 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ことや講師陣・参加者間で時間をかけて十分に議論することができたことによ

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，講師の説明が

丁寧だったことなど，高い評価が見られました． 
さらに充実したプログラムおよび運営とするために，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の内容は満足のいくものでしたか？ 
とてもそう思う（10 名），そう思う（30 名），そう思わない（４名），全くそう思わない（０名） 
 
【問 2】 講師や他の参加者と十分な議論をする場は用意されていましたか？ 
とてもそう思う（10 名），そう思う（28 名），そう思わない（６名），全くそう思わない（０名） 
 
【問 3】 プログラムの時間配分は適当なものでしたか？ 
とてもそう思う（５名），そう思う（27 名），そう思わない（10 名），全くそう思わない（１名） 
 
【問 4】 この研究会を何で知りましたか？ 
学会 HP（８名），フェィスブック等 SNS（０名），ニューズレター（１名），その他（５名） 

                    記録：時任隼平（関西学院大学） 
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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報告 
 
 特別企画として，03 月 15 日に，兵庫教育大学ハーバーランドキャンパス（神戸）で，第１回の実践

研究活性化セミナーが開催された． 
 本実践研究活性化委員会は，教育実践への教育工学の貢献を強化する意図から設置された委員会（委

員長 村川雅弘理事）であり，教育工学のアプローチを用いた実践研究の輪を広げることを主眼に置き，

今回セミナーの開催が行われた． 
本セミナーは，１）研究会で報告するには，原稿が必要

となるが，その前段階にある人，２）学校の実践などをま

とめたが，そのアプローチや研究の進め方について，学会

の取組からヒントを得たい人，３）大学院で学び，その成

果を学校で活かしていきたいが，その進め方などについて

相談したい人，４）大学院等で学び，その成果を研究会や

全国大会などでも発表したが，それを学会誌に投稿してい

く上で色々な人の意見が聞きたい人，５）新たに設置され

た SIG に入るには，自分の研究関心がどの SIG に近いの

かまだぼんやりしている人，など，現在，本学会で取り組

まれている様々な企画の狭間で悩んでいる人を対象に，教

育実践研究をコアとして開催された． 
参加者は，委員も含めて約 30 人であった．教育実践に関心を持つ研究者，大学院生（修士，教職修

士，博士課程在学），現職教員，教育委員会の主事他が集い，語り合った． 
プログラムは以下の通りである．村川委員長の講演「現職教員が学校をフィールドとして研究する意

義と方法」から始まり，全体での実践事例発表が３件，ワークショップ（４チームに分かれ，各２件の

発表に対して，ワークショップ形式で，その報告が目指している点に関わって建設的に，教育工学研究

者が助言しつつも参加者同士で語り合い考える取組）という内容構成で行われた． 
参加者のコメントをいくつか紹介する．「教育工学の立場

から実践のあり方を見直す契機になりました」「教育工学の

目指す類型化・モデル化をもっと普及させて欲しい．また

それを他の方に応用していただき検証していくことの重要

性を学んだ」「教師の実践をどうやって論文化するか，モデ

ル化の必要性を知った」「研究者と現場の教員をつなぎ，ま

た広げ深める場であることを知った」「実践の活性化を教員

は目指し，研究者は研究の活性化を目指しているように感

じたので，この差が少しずつでも近づいていけばよいと思

う」「実践者，研究者，立場を越えて交流できたのでよかっ

た．続けて欲しい」「次回も参加したい」という声が聴かれ

た．これらのコメントからも限られた時間ではあったが，

内容の濃い，満足度の高かったセミナーであったといえる． 
報告：小柳和喜雄（奈良教育大学） 
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2014 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～」と題して 2015 年 04 月 04 日（土）
に（株）内田洋行ユビキタス協創広場 CANVAS で開催された． 
 

 「教育の情報化ビジョン」に基づき，総務省「フュー
チャースクール推進事業」，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
がろうとしている．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ている． 
 その様な状況下で，今後一人一台情報端末の導入を計

画している自治体や学校が，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，日韓，産官学のそれぞれの立場
から幅広い議論を展開した． 
 

 韓国教育学術情報院（KERIS）デジタル学習部博士の CHO KYUBOK 氏
からは，韓国の小中高校の情報インフラ状況の詳細な情報提供，一人一台情
報端末の意味と課題，韓国での効果的な活用事例の紹介があった．2014 年度
の教育情報化予算は 2009 年度の 50%前後と予算措置は鈍化しているが，児
童生徒一人当たりの教育情報化予算は 145.2 千ウォンで PC 台数も５人に１
台の整備．ICT 導入に疑問を呈する人が増えているのは事実であるが，教師
中心の利用から児童生徒中心の協同的な学びの様々な実践も増えている．５
人の教師の実践事例として，特別なことではなく ICT だから出来ることに特

化した利用，デジタルネイティブの特性を考慮した映像作成活動と自閉症児童のための活用，自
分の体験から概念習得・知識構成を行う授業や全国の児童・教師と SNS で活動を共有する事例，
visual thinking の事例が紹介された．これらの教師の共通点は，愛情・現実的で有意味な課題・
児童生徒中心・公に情報共有する・成績と興味のアップを狙っていることだと話された． 
 

 文部科学省生涯学習政策局情報教育課長の豊嶋基暢氏からは，第２期教育振
興計画の教育環境整備，アクティブ・ラーニングや高大接続に関する ICT 活
用や情報教育，高校や統廃合に関連した小中学校の日常的な遠隔教育の実施な
ど最近の動向を解説した．また，情報活用能力調査結果報告にふれ，詳細なデ
ータに基づく研究者の分析への期待を表明．そして，学びのイノベーション事
業の成果として利用方法で類型化された事例ビデオの提供，先進的な自治体で
の進め方を紹介した．多数の学校訪問の経験から，ICT はこれまでの活動に取

り換えるものではなく付加するものであること，ICT 活用能力の向上は環境整備と車の両輪，児
童生徒の ICT 活用による主体的・協働的・探究的な学びの実現が目的であること，教育委員会・
学校単位での組織的な取り組みと学習規律確立の重要性に言及した．さらに，指導モデルの蓄積・
共有，指導力の向上，環境整備に向けた，文部科学省の総合的な施策の説明で話を結ばれた． 
 

 公立小中学校として，初めて一人一台環境を整備した荒川区の取り組みを，元
荒川区教育委員会指導室統括指導主事の駒崎彰一氏（現葛飾区教育委員会），荒
川区教育委員会指導室指導主事の菅原千保子氏から報告いただいた．2005 年度
以降，荒川教育ネットワーク敷設，全普通教室への電子黒板導入，デジタル教科
書のネットワーク配信と段階的な環境整備を行い，2013 年度の小学校３校中学
校１校でのタブレット PC 導入モデル事業を経て，2014 年度に小学校 21 校中学
校９校にキーボード付きタブレット PC を整備した（計 9500 台）．導入設計には

フューチャースクールの成果を徹底活用し，学校のどこでもタブレット PC が利用できる環境を
作り，分かりやすい授業の実現と 21 世紀型スキルの育成を目標に掲げ，習うより慣れる形の導入
となった．  
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短期的には，電子黒板によるわかりやすい授業の推進をタブレット PC 導入
でさらに加速し，子どもたちのメディアリテラシーの習得を実現する．そし
て長期的には，これからのグローバル社会をたくましく生き抜くための 21
世紀型スキルを身に着けさせることを目的としている．導入校では個人学習
で学びを深め，自分のペースで反復学習を行い，ペアで自分の考えを伝え合
い，グループで協力しながら課題解決し，電子黒板と連動して自分の考えを
発表する活動が始まっている．成果として，児童生徒の学習意欲等が高まっ
たこと，教員の授業意識の高まりと授業の本質把握，授業の質の向上，教員

間の連携・コミュニケーションの進展等があげられた．従前からの学校図書館の活用とタブレッ
ト PC の活用で，これからのグローバル社会を生き抜く力の育成をしたいと熱く話された． 
 

 小学校算数科を専門とされる，筑波大学附属小学校教諭の山本良和氏から
は，教科・領域の特性を活かした ICT の教育効果の向上に関する報告があ
った．ICT 活用には，電子黒板等を使うプレゼンテーション型と子どもがタ
ブレットを活用するスキルアップ型と電子黒板とタブレットを使う問題意
識誘発型があるが，最後の問題意識誘発型が重要と語る．普通教室には短焦
点型のプロジェクタを左右にスライドできる形で設置．未来の教室と呼んで
いる場所は５台のプロジェクタによるマルチスクリーン環境と 40 台の一人
一台のタブレットが設置されている．実際に低学年で使っている教材を使い
問題意識誘発型の授業の紹介が行われた．学習目的を明確に意識し，子ども

の想像力や思考力を刺激するための活用方法が重要である．リラックスした感覚で，子どもが学
習の本質を把握するような授業を実現することで，長期スパンでの学習効果が実現できる．また，
タブレット PC が効果的な場合と紙と鉛筆が必要な場合を見極め授業設計する必要があると話さ
れた． 
 

 最後にパネル討議では，進行・コーディネータを日本教育工学
会企画委員会副委員長の大久保昇氏（内田洋行）が務められ，５
名の講演者と白熱した議論が展開された．休憩時間に回収した質
問紙からは様々な意見・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．各講演者に対しては具体的な内容に
関する様々な質問があり，共通的な話題を中心に全員で議論が行
われた．効果的な授業での ICT 活用するためのコンテンツは，授
業者が主体的に活用できるものが好ましく，それを共有すること

が重要であるが，韓国でも学習履歴の活用は今後の課題となっている．アクティブ・ラーニング
は既に主体的・協働的・探究的な学びとして ICT 活用の中で強く意識されてきたものであり，学
習の本質を実現するための意図をもって子どもたちに考えさせることであり，教員の発想力の高
めるところから実現されるものである．また，ICT を活用した教育推進の課題解決には，一人で
悩むのではなく教員や地域のコミュニティで取り組む必要性，社会の常識を学校の常識に近づけ
ること，保護者や首長の理解を得ていく努力の必要性が語られた． 
 70 名を超す参加者をはじめ，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．現場
の教員・教育委員会・大学等の研究者・様々な業種の企業と異なる立場ではあるが，豊かな学び
をいかに実現するか，有意義な議論がなされた半日であった．率直に問いかけに答えていただい
た文部科学省をはじめとする登壇者に感謝する次第である． 

記録：奥田 聡（富士通株式会社） 
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2015 年度 夏の合宿研究会案内（第一報） 
 
テーマ：「ICT を用いたアクティブ・ラーニング」 
 
 学習者に応じた深い学びを起こすために，ICT の活用が今一度見直されています． 
 近年，課題の発見と解決に向けて主体的・協働的に学ぶ学習（いわゆる「アクティブ・ラーニ

ング」）の必要性や具体的なあり方，主体的・協働的に学びを支援するための学びのプロセスの評

価等が注目されています．そして，ICT にはアクティブ・ラーニングの学習効果を高め，学びの

プロセスの評価を容易にする可能性が秘められています． 
 また，アクティブ・ラーニングが次期学習指導要領に取り入れられるなど，新たな学びの実現

にむけた方策の検討は急務となっています．さらに，ICT 活用も，平成 22 年から 25 年にかけて

行われた「フューチャースクール推進事業」（総務省）や，平成 23 年から 25 年にかけて行われ

た「学びのイノベーション事業」（文部科学省）などの取組みで明らかになった様々な課題への対

策と，より有効な活用の実現に向けて，大きな転換期を迎えています． 
 そこで，今回の合宿研究会では，講師に協調学習でのタブレット端末利用の実践家でもある現

職教員を迎え，講師と共に ICT 利用の利点と欠点を考えつつ，タブレット端末を使用したフィー

ルドワークを行います．当日は，「タブレット端末を始めとした ICT の活用」をテーマとし，教

育現場での実践を共有するとともに，これからの ICT 活用を検討する場を設けたいと考えていま

す． 
 タブレット機器の活用や協調学習，学びのプロセス評価に関心のある学校現場の実践者や研究

者との活発な議論ができる研究会にしたいと思います．多くの方々の参加を期待しております． 
  
■日程  2015 年 07 月 18 日（土）13:30～19 日（日）12:30 

 ※宿泊は各自で手配願います 
■定員  30 名（定員になり次第，募集を閉め切ります） 

 ※参加募集期間は，06 月 06 日（土）～06 月 22 日（月）頃を予定しています．日本教

育工学会研究会 Web ページからお申し込み下さい． 
■講師  ・千代西尾祐司先生（鳥取県教育センター） 

・小林徹先生（鳥取県立智頭農林高校） 
・林耕介先生（鳥取県立鳥取西高校） 
・大島純先生（静岡大学大学院情報学研究科） 

■対象者 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 
■会場  静岡駅周辺（静岡県静岡市） 
■参加費 2,000 円（予定） 

※本研究会では参加費は事前にクレジットカードか郵便振込でお支払い頂きます．詳

細な方法は，参加申し込み時にご案内します． 
■持ち物 タブレット端末 

※スマートフォンでも可能ですが，画面が小さいためタブレット端末の利用を推奨し

ます． 
※会場にはネットワークの接続環境はありません．各自でネットワークへの接続がで

きるように準備願います． 
■その他 07 月 18 日（土）の研究会終了後，会場近辺にて情報交換会を開催します．会費は 5,000

円程度を予定しています． 
 
  

Japan Society for Educational Technology

17



 

 

6 

日本教育工学会第 15 期第 15 回理事会 議事録 
 
日 時：平成 26 年 03 月 14 日（土）14:40〜17:30 
場 所：JAPET&CEC 会議室 
出 席： 
(理事)     山西潤一 会長，吉崎静夫副 会長，中山 実 副会長，赤倉貴子 副会長，稲垣 忠， 

大久保昇，小柳和喜雄，木原俊行，黒上晴夫，鈴木克明，寺嶋浩介，南部昌敏， 
堀田龍也，前迫孝憲，室田真男 

(監事)     近藤 勲 
(事務局長) 赤松伊佐代（合計 15 名） 

 
1．前回の理事会議事録の承認について 
 第 15 期第 14 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 
 会員の移動が報告され承認された． 
 
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，承

認された．特集号 38 巻３号およびショートレター特集号 38 巻 Suppl.号の論文誌における印刷ミ

スへの対応等について報告された．2017 年 03月に予定されている CiNii の廃止に伴い，J-STAGE
にサービスを移行する申請をしていることが報告された． 
(2) 研究会委員会 
研究会の開催状況，開催計画，関連 SIG および関連学会・研究会との連携開催の予定について

報告された．研究会への参加者増加による研究会幹事の１名増員，データベースの整理，研究会

報告集の原稿見本の改訂等について報告された． 
(3) 企画委員会 
 2015 年 02 月 26 日（木）・27 日（金）冬の合宿研究会の開催，2015 年 04 月 04 日（土）産学

連携セミナーの計画，2015 年 07 月 18 日（土）・19 日（日）夏の合宿研究会の企画について報告

された．2015 年 06 月 20 日（土）の総会での 30 周年記念シンポジウムは，国際交流・渉外担当

と連携して準備が進んでいることが報告された．2016 年 06 月の総会およびシンポジウムは大阪

にて行われる New Education Expo と併催が検討されていることが報告された． 
(4) 大会企画委員会 

2015 年 09 月 21 日（月）・22 日（火）・23 日（水）に電気通信大学にて行われる第 31 回全国

大会の進捗状況について報告された． 
(5) 選挙管理委員会 
理事・評議員投票の結果について報告された．2015 年 06 月 20 日（土）総会で新役員を承認

する見通しであることが報告された． 
(6) 国際交流・渉外 

AECT との連携締結，2015 年 11 月 03 日（火）～07 日（土）の AECT の大会への参加および

セッション担当について報告された．2015 年 07 月 10 日（金）～12 日（日）に上海師範大学で

予定されている日中教育工学研究交流についての計画が報告された． 
(7) FD セミナー 

2015 年 03 月 02 日（月）FD セミナーおよび今後の FD セミナーの展開について報告された．

なお，FD 特別委員会の解散に伴い本事業は SIG-01 に移管される． 
(8) 特別企画（実践教育活性化）委員会 
 2015 年 03 月 15 日（日）特別企画（実践研究活性化）セミナーについて報告された． 
(9) 広報委員会 
ニューズレター（No.206 号）の台割案が確認された．  
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(10) SIG 委員会 
 SIG 新規申請について審議され，条件付で認可することとなった．SIG 委員会の構成の方法，

全国大会における発表集約，SIG に対する予算配分や SIG の評価方法について議論された． 
(11) 選書委員会 
選書第１期第２巻は 2015 年 06 月発行見込であること，選書第２期の第 15 巻分の進捗状況に

ついて報告された． 
 
4．総務・会計 
(1) 情報学教育関連学会等協議会からの要望書への賛同について 
「初等中等教育における一貫した情報教育（情報学教育）の充実について」（提案書）について

承認することとなった． 
(2) 教育関連学会連絡協議会総会および運営委員の選出について 
総会での議論の内容および運営委員の選出結果が報告された． 

(3) 賛助会員への参加メリットについて 
賛助会員になった場合のメリットを明確にしておく必要があり，各委員会から該当サービスを

報告してもらうこととなった． 
(4) 学会カレンダーの設置について 

全国大会や研究会，SIG およびその他の企画，理事会や委員会，各種締め切り等を会員が一覧

できる学会カレンダーを学会 Web サイトに設置することが提案された． 
(5) 2014 年度決算について 
 各委員会等の決算見込および予算案について 2015 年 04 月 10日までに報告することとなった． 
 
5．その他 
(1) 以下の共催および協賛依頼等を承認した． 

「平成 27 年度工学教育研究講演会」協賛について，ならびに貴会誌への会告掲載と研究発表推

奨について（公益社団法人日本工学教育協会より） 
(2) 今後の理事会 
今後の理事会日程が確認された． 

 
 
 
 
 
 

会員の移動状況 
（2015 年 01 月 06 日～2015 年 02 月 28 日）10 名（正会員：７名，学生会員：３名） 

 
■正会員（７名） 
藤本直子（鳥取短期大学） 
佐藤泰子（新潟国際情報大学） 
荻野 徹 
高木亜有子（湘北短期大学） 

小林智芳（山梨学院大学附属中学校) 
佐藤満明 
徳岡慶一（京都教育大学） 
 
 

■学生会員（３名） 
本多素子（東京学芸大学大学院） 
赤松大輔（京都教育大学） 
泉優佳理（九州工業大学大学院） 
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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（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）

5

◎学会日誌
２０１５年
・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）

・２０１５年０７月０４日（土）
研究会「教師教育・教育の情報化」（北星学園大学）

・２０１５年０７月１８日（土）〜１９日（日）
夏の合宿研究会（静岡駅周辺）

・２０１５年０９月２１日（月）〜２３日（水）
第３１回全国大会（電気通信大学）

・２０１５年１０月３１日（土）
　研究会「学び方の学習とその支援」（岩手県立大学）
・２０１５年１２月１２日（土）
　研究会「学校の教育力向上に資する実践研究」
　（新潟大学）

◎国際会議の案内
２０１５年
・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)
・ICoME 2015
 http://jaems.jp/icome/
  (8/18 – 20, Changchun, China)
・E-Learn 2015
 http://www.aace.org/conf/elearn/
  (10/20 – 23, Kona, USA)
・ICCE 2015
 http://www.icce2015.zjut.edu.cn/
  (11/30 – 12/4, Hangzhou, China)
２０１６年
・SITE 2016
 http://site.aace.org/conf/
 (3/21 – 25, Savannah, GA, USA)

２０6
２０１5年 4月24日


