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日本教育工学会第 32 回全国大会の報告 
大会企画委員会委員長 寺嶋浩介（大阪教育大学）

 
日本教育工学会第 32 回全国大会は，09 月 16 日（金）のワークショップに始まり，09 月 17 日（土）

から 19 日（月・祝）の計４日間，大阪大学豊中キャンパスにて開催されました．1054 名と多くの参加

者となり，盛会となりましたこと，厚く御礼申し上げます．発表件数は 451 件（シンポジウム５件，一

般研究（口頭）256 件，一般研究（ポスター）178 件，International Session 12 件），この他 SIG セッ

ション 11 件，チュートリアルセッション１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．懇親会には 228 名の参加がありました． 
本大会においては，これまでの大会の成果を活かしながら，運営上次のような点を工夫しました． 
・数年続いてきたトークセッションを発展的に解消し，すべて並列開催されていた SIG セッション

を２枠設け，複数の SIG セッションに出席できるようにしたこと 
・近年増えつつある新規会員に学会のことについて理解をしていただくチュートリアルセッション

を導入し，会長と SIG 委員長に学会の概要を紹介していただいたこと 
・CD-ROM で提供をしていた講演論文集を USB メモリに変えたこと 

SIG セッションを複数設けたことについては，評価をしていただいたように思います．具体的な中身

については，各 SIG に委ねられていくところですが，おそらく更なる工夫が重ねられることになるかと

思います．チュートリアルセッションにつきましては，はじめての試みで，参加者数を心配しておりま

したが，ふたを開けてみると参加者で教室が埋めつくされました．改めて，新しい参加者が多いことを

確認しました．今後，こうした参加者の皆さんと議論できる場がさらに増えれば良いと思っています．

引き続き，参加者の役に立つような企画を検討する所存です．講演論文集の USB メモリ化についても

小さな改善ではありますが，引き続き続けられるように努力をしたいと思います． 
また，これまで進められてきたことについても，改善を図りながらさらにより良いものとなるように

実施をしているところです． 
・企業ランチセッションの実施 
・国際交流委員会によるインターナショナルセッションの実施と AECT（アメリカ教育工学会）や

KSET（韓国教育工学会）との連携 
・学会負担による託児所の設営 

開催にあたりましては，前迫孝憲実行委員長をはじめとし，お忙しい中多くのスタッフの方々に大変

お世話になりました．非常に手堅い運営で，参加者は学会での議論において集中できたのではないかと

思います．学会事務局の素早い対応には何度も助けられました．また，発表プログラムの編成は SIG 委

員会の方々のご協力の上で実施されております．大会企画委員会の皆さんには，全国大会前後を含め連

絡調整において的確に取り組んでいただきました．これらの大変な作業が，多くの会員によるボランテ

ィアで行われていることについて，学会としての明るい未来を感じます． 
教育工学の学会である以上，全国大会についても評価と改善を行っていくことが必要だと考えており

ます．次回島根大会に向けて大会企画委員会が 2017 年 01 月に実施される予定です．できればそれまで

に今後の改善につながるようなアドバイスを大会企画委員会にお送りいただければと思います

（taikai2016@jset.jp）． 
次回島根大会は，2017 年 09 月 16 日（土），17 日（日），18 日（月・祝）に深見俊崇実行委員長を

中心として開催される予定です（ワークショップを前日に行うか，16 日以降に行うかについては検討中

です）．ぜひ日程を確保の上，ご参加下さい． 
以下に，シンポジウム，International Session およびランチョンセミナー，チュートリアルセッショ

ン，ワークショップ，SIG セッションの詳細について報告します． 
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シンポジウム 
 

近年，初等教育から高等教育まで教育における ICT 利用が本格化するなかで，日々蓄積されていく

様々なデータの効果的な活用が期待されるようになってきている．09 月 18 日（日）の 15:10 から開催

されたシンポジウムでは，大阪大学の西尾正次郎総長からのご講演ならびに，教育工学におけるビック

データの活用事例を通した，ビックデータ時代の学習支援・学習評価の研究や学会の役割について検討

が行われた．まず，大阪大学の西尾総長から，「学術情報のオープン化」と題して，知識インフラの整

備や超スマート社会の実現といったビッグデータに関わる社会的な背景や，論文のオープンアクセスや

研究データの公開といった学術情報のオープン化の話題が提供され，こうした時代に対応するための大

阪大学の取り組みが紹介された．山田政寛氏（九州大学）からは「ラーニングアナリティクスを用いた

教育改善の取り組み」として，e-Book 等から得られる個別の教授学習プロセスを記録して，ログデー

タを分析し教育や学習の改善をはかる九州大学におけるラーニングアナリティクスの取り組みが紹介

された．山内祐平氏（東京大学）からは，「MOOC のデータから見る学習の様相」として，MOOC か

ら得られるデータの特徴や，分析例，分析の結果分かった問題に対する介入と改善例などが紹介された．

美濃導彦氏（京都大学）からは「京都 ICT 教育モデル構築プロジェクト」として，中学生の学習状況を

知ることを目的とした教育実践において，手書きのログの停滞箇所からつまずいている箇所を推定した

例などが紹介され，高等教育への応用可能性について議論がされた．寺澤孝文氏（岡山大学）からは，

「高精度教育ビッグデータによる社会の教育力の向上」として，何十万という学習やテストなどのイベ

ントの生起タイミングを制御する技術を用いて，微細な学習効果の積み重ねを，学習者ごとに可視化・

フィードバックする事例について紹介があった．これらの発表を踏まえ引き続き行われたパネルディス

カッションでは，美馬のゆり氏（公立はこだて未来大学）の司会で，研究データのオープン化による教

育工学のオープン化などについて，フロアも交えて活発な議論が行われた．教育ビッグデータ時代の教

育工学の行方を占う，大変有意義なシンポジウムであったといえる． 
松河秀哉（東北大学） 
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International Session およびランチョンセミナー 
 

International Session では１日目に６件，２日目に

６件の発表があった．うち６件は日本人，５件は外国

籍の教員や留学生，もう１件は KSET（Korean Society 
for Educational Technology）会長による Skype での

講演であった．両日を通して 30 名以上の参加者があ

った． 
発表はすべて英語で行われ，テーマは「情報モラル

教育」，「幸福を認識する要素」，「大学における MOOC
の効果」，「プレゼンテーション用スライドの改善法」

「プレゼンテーション時の重要項目」など，多岐にわ

たった．特に２日目の冒頭に，KSET の Jaesam Chung
会長より“New Trend of Educational Technology in 
South Korea“という題名で，Skype での講演が行わ

れた．韓国の教育工学の最新事情である，K-12 におけ

るアクティブ・ラーニングや，デジタル情報を駆使し

た「ICT を活用した自己学習方法」について，話題提

供していただいた．途中回線状況悪化のため，数回通

話が途切れるハプニングもあったが，概要は十分把握

できた．隣国における ICT を活用した教育実践につい

て理解する，非常に有益な機会となった．加えて，

International Session２日目には，AECT（Association 
for Educational Communications & Technology）元

会長である Stephen Harmon 先生も参加され，質疑に

も加わっていただいたので，なお一層国際色が感じら

れた． 
さらに，大会３日目の昼食時には，Harmon 先生に

よ る “ Considering the Next in Education: 
Technology as a Driver for Systemic Change”と題したランチョンセミナーが開催された．教育の未来

と題して，テクノロジーの進歩によって，メモリの容量やそれに伴うコンテンツの容量が倍々と増えて

いき，当初はその増加は緩やかに見えるが，後半の伸びは加速度的であり天文学的な量になることを，

古代の例え話で分かりやすく説明していただけた．また，小グループに分けた学生へのアドバイザーと

して人間に交じって人工知能に担当させても学生は全く気付かなかったという例も出されていて，今後

の教育における技術革新について示唆に富んだ話を伺うことができた．セミナーには 30 名を超える参

加者があり，活発な意見交換も行われた． 
清水和久（金沢星稜大学） 
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チュートリアルセッション 
 

チュートリアルセッションは，本学会の初めての参加者や入会してから日が浅い会員のために，今年

度から開かれたものである．本セッションは，日本教育工学会会長による本学会が対象とする学術分野

や研究のテーマ，学会として重点的に取り組んでいる活動の紹介，現代的教育課題に対する SIG（Special 
Interest Group）に関する SIG 委員長からのこれまでの活動と SIG セッションについての説明の２つ

の内容で構成された．当日の参加者は約 100 名であり，大変盛況であった． 
まず，山西会長は，教育工学が，保育，初等・中等教育，そして高等教育，さらに専門職等まで広が

る幅広い教育を対象とした理論・開発・実践・評価に関する研究であり，学際的・複合的で多様な分野

で構成されることを確認した．そして，全国大会と年５回開催される研究会に加えて，2014 年度より

活動がスタートした SIG 活動によって研究に関する議論の場が日常的にあることは，日本教育工学会の

強みであり，その議論を通じて教育政策等へのコミットメントも果たしてきたことにも触れられた． 
さらに，山西会長は，近年グローバルな連携も積極的に推進し，国際的な研究交流を展開しているこ

とを紹介した．例えば，アメリカ教育工学会（AECT）の大会には，日本教育工学会のセッションが設

けられており，研究発表と交流の機会となっている．また，アジアでは，韓国教育工学会（KSET）と

の研究交流や中国との「日中教育工学研究フォーラム」の開催等にも取り組んできた．今後は，諸外国

での研究の発展に寄与するとの視点を持ち，より一層研究交流の推進を進めていくことが確認された． 
最後に，山西会長は，「実践の学」としての教育工学が，「明日」（目先の問題解決）だけではなく，「10

年後」，「さらなる未来」も見通しながら，イノベーションを指向し，挑戦し続けていくことが重要であ

ることを訴えた． 
続いて，村上SIG委員長から，2014年度からスタートしたSIGは，“Flexible”，“Open”，“Accountable”

を理念とし，本学会における特定の重要なテーマについて研究を進める目的を掲げ，年間を通して様々

な活動を展開していくものだとの確認がなされた．そして，2014 年度に６つの SIG でスタートしたが，

現在では 11 の SIG が活動していること，それらの SIG が現在どのような活動に取り組んでいるかの紹

介がなされた．各 SIG の活動については，大会期間中に設置されたポスターで確認でき，今後の情報に

ついてはメーリングリストに登録することによって得られることが説明された． 
最後に，村上 SIG 委員長は，メーリングリストの登録や SIG セッションの参加については「気軽に」

捉えることが重要であり，「当事者」として SIG に参加し，共に教育工学のプレゼンスを高めようと参

加者に呼びかけた． 
深見俊崇（島根大学） 

 
ワークショップ 

 
ワークショップは，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り，実践は進んでいるものの研究として認識されていない

問題や，新しい情報技術の教育利用などの萌芽的な研究について議論を行っている． 
今年度の全国大会においては，大会前日の 09 月 16 日（金）16:00～18:00 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）教材開発におけるクリエイティビティとは何か？―学習効果の周辺を考える 
（2）教育工学の展開を考える―次世代の研究者育成― 
（3）「効果的な」保育でのメディア活用を考える 
（4）学修者の多様性とアクティブ・ラーニングについて考える 
（5）卒前・卒後を通じた医療教育に対する教育工学の関わり方を考える 
（6）防災・減災学習における ICT 活用の可能性を考える 
（7）「教育情報化時代のラーニング・アナリティクス」論文化へのヒントを探る 
１ワークショップあたり３名から 19 名以上の参加があり，全体では 68 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．また今回は，日本教育工学会論文誌特集号編集委員会によるワークショップが実

施されるなど，新たな試みも見られた．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． 

舟生日出男（創価大学）
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SIG-01 高等教育・FD 
 
コーディネータ：松河秀哉（大阪大学），渡辺雄貴（東京工業大学），根本淳子（愛媛大学）， 

岩崎千晶（関西大学），村上正行（京都外国語大学） 
09 月 19 日（月・祝）の 14:10 から大阪大学豊中キャンパスの B107 教室において，SIG-01 の SIG

セッションが開催された．まず SIG 代表の松河秀哉氏（東北大学）から趣旨説明があり，その後７件の
研究発表が行われた．村上正行氏（京都外国語大学）からは，「アクティブ・ラーニング型授業の映像
分析と可視化」として，授業映像から，授業状況や受講生の活動量を可視化する手法とその評価につい
て報告がなされた．岡本真彦氏（大阪府立大学）からは「SQUISH システムを用いた講義型授業のアク
ティブ・ラーニング化」として，授業内容の理解深めるために受講生が授業に関する問題を作成し共有
する協調学習環境である SQUISH が紹介され，講義型のアクティブ・ラーニングの可能性が議論され
た．茅島路子氏（玉川大学）からは「授業間リフレクションのための成功的教育観に基づく授業評価」
として，授業者や学習者が共通の要素を用いて容易に概念マップを作成できるキットビルド概念マップ
を用いることで，授業者の概念変化が起きることが報告され，FD としての可能性が議論された．渡辺
雄貴氏（東京工業大学）は「全学的なアクティブ・ラーニング型 FD プログラムの開発と評価」として，
東京工業大学で実施されている全学的なアクティブ・ラーニング型 FD プログラムの内容が紹介され，
多数の参加者がある現状や，受講者によるプログラムの評価結果について報告がなされた．中西千春氏
（国立音楽大学）からは「IR：音楽大学における思考力育成実態調査を通してのレッスン改善」として，
演奏の専門家としての音楽大学の教員が，自身の授業を共通の枠組みで分析する調査を通して，従来密
室で行われていた自分のレッスンを可視化し，他の教員とともに振り返る活動について報告がなされた．
江本理恵氏（岩手大学）からは，「卒業時の「学修成果の可視化」を目指した「学位授与の方針」達成
度調査の取り組み」として，学位授与方針の達成状況の調査について，分析結果やその活用方法が紹介
され，そうした結果を既存の学内情報と連携させるシステムについても報告がなされた．松河秀哉氏（東
北大学）からは，「トピックモデルを用いた授業評価アンケートの自由記述の分析」として，トピック
モデルを用いた自由記述の自動分類の手法や，科目群などの情報と紐付けた FD への応用可能性が報告
された．これに続く全体討論では，各研究に対する質疑が活発になされ，ミクロな FD 研究とマクロな
IR 研究の接続やミドルなカリキュラムとの関係など，今後につながる問いが共有された． 

松河秀哉（東北大学） 
 

SIG-02 教師教育・実践研究 
 
コーディネータ：坂本將暢（愛知工業大学），島田 希（大阪市立大学） 

SIG-02「教師教育・実践研究」では，これまでに 2 回の SIG セッションと４回の SIG 研究会を開
催し，教師の学びや学びを支える環境について議論を重ねてきた．今大会における SIG セッションは，
教師の学びにとって不可欠な授業研究（Lesson Study）に焦点を当てた．「教育工学的アプローチによ
る授業研究」というテーマを設定し，教育方法学の立場から清水良彦氏（大分大学，「子どもの授業分
析視点を活用した授業研究方法の開発」），教育心理学の立場から河野麻沙美氏（上越教育大学，「授業
研究における学習指導案検討の協同過程」），教育工学の立場から姫野完治氏（北海道大学，「教師視線
カメラを活用した授業研究デザイン」）からの話題提供と，グループに分かれての意見交換を行った（参
加者数：43 名）． 

清水氏の研究は，子どもの思考過程を明らかにするために，学習指導案，発言記録，授業分析シート
を用いながら，子ども自身が授業を振り返ることができるようにしたものであるが，これによって授業
者の子ども理解を促すとともに，授業開発への活用が可能になるという効果が紹介された．河野氏は，
教師の学習過程に注目した研究に取り組む中で，授業の事前・事後検討会における教師同士のやり取り
や，役割や意識の変容過程を質的に分析しており，今回はそのコーディングプロセスを丁寧に提示しな
がら報告した．姫野氏は，授業中の授業者の思考過程（reflection in action）を対象化することを目指
して，ウェアラブルカメラを活用して教師の「みえ」に焦点を当てた研究について紹介した．主観的な
視界に基づく省察により，授業中の教師自身の認知を引き出そうとする仕掛けが提示された． 

その後，いくつかのグループに分かれ，授業研究に対するさまざまな疑問点を共有しながら活発な意
見交換が行われた．その中で，登壇者や参加者それぞれが何のために授業研究をするのか，何をどのよ
うな立場で授業を研究しているのかといった研究者としてのアイデンティティに関する疑問点が，全体
で焦点化された． 
最後に，次回大会で配布予定の「SIG-02 レポート 2017」に掲載するレポートの募集と，その執筆の

アドバイスが行われる実践研究活性化セミナー（２月開催予定）の案内，11 月に名古屋大学で開催予定
の WALS（世界授業研究学会）についての案内で締めくくられた．    望月紫帆（奈良教育大学） 
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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），江木啓訓（電気通信大学）， 
飛弾信崇（ベネッセコーポレーション） 

本 SIG セッションは，これまでの SIG 研究会で取り扱ってきたトピックに関する研究発表および活

動報告を行った．全国大会の最終日に開催し，参加者は延べ 37 名であった．冒頭に，「SIG-03 の取り

組みと SIG セッションの概要」として，江木啓訓氏（電気通信大学）が SIG の今年度の取り組みと計

画について説明した．他の SIG と合同での合宿形式の研究会を既に８月に開催するとともに，12 月の

開催を予定している． 
全国大会論文集への予稿掲載を含む発表からスタートした．まず，「学習行動データに基づく外国語

学習支援システム」として，小野雄一氏（筑波大学）から外国語習得における精緻な学習者データに基

づいた学習支援の可能性についての紹介があった．飛弾信崇氏（ベネッセコーポレーション）からは「一

教育企業での LA について」として，教育事業を営む企業におけるラーニングアナリティクスの利点と

制約事項について説明があった．魚崎典子氏（大阪大学）からは「ラーニングログ・システムと EPUB 
を活用した日本語学習者のオノマトペ学習サポート」として，日本語学習者のオノマトペ学習をサポー

トするシステムの報告があった．金子真隆氏（東邦大学）からは「学習者の行動観察からみた動的・静

的幾何連携のもつ可能性」として，近年の数学教育における動的幾何ソフトウェアと，ワークシートへ

の描画とを組み合わせた教育実践の知見について発表があった．その後に話題提供として，緒方広明氏

（九州大学）から「システム開発研究からシステム＋データのオープン化へ」，島田敬士氏（九州大学）

から「学習・教育ログのリアルタイム分析が秘める可能性」の報告がそれぞれあった． 
会場では３日間を通じて「教育・学習支援システムの開発・実践」テーマの口頭発表セッションが開

催され，関連するポスター発表も盛況であった．これらの報告を踏まえた本領域における研究の推進と

その課題を議論するには，SIG セッション参加者からの積極的な質問や問題提起もあり時間が足りなか

った．改めて機会が持てればと考えている．               江木啓訓（電気通信大学） 
 

SIG-04 教育の情報化 
 

コーディネータ：寺嶋浩介（大阪教育大学） 
本 SIG は「現場に近い」という特徴を活かし，ワークショップ等の形で，最新の研究成果の現場への

還元を試みてきた．第１期 SIG が折り返し地点を迎えようとする中，残りの期間で 2020 年度以降の教

育実践や政策につながるような研究を実施していきたいと考える．そこで「教育の情報化，次へのステ

ップ」と題し，竹中章勝氏（畿央大学），塩谷京子氏（関西大学），片山敏郎氏（新潟大学教育学部附

属新潟小学校）３氏をお迎えしてセッションを開催した（64 名参加）． 
竹中章勝氏（畿央大学）からは「電子黒板等 ICT を活用したアクティブラーニングに向けたノート

テイキング指導」と題して，実物投影機，電子黒板，PC，タブレット等を日常的な学習活動に活用し，

学習者の理解を促しつつ思考力を育成するアクティブラーニングの実践報告を戴いた． 
塩谷京子氏（関西大学）からは「情報活用スキル育成のための授業に対する児童生徒および教員の意

識に関する調査〜小中９年間を見通して」と題して報告があり，教師が指導した情報活用スキルを学習

者が意識化するためには総合的な学習の時間の位置付けの検討や，教科・領域のマネジメントが重要で

あるとの指摘があった． 
片山敏郎氏（新潟大学教育学部附属新潟小学校）からは「タブレット端末で情報や思考を可視化する

ことの探究への効果」と題し，課題設定，情報収集，整理・分析の全てにおいて１人１台タブレットを

活用した総合的な学習の時間での実践報告があり，思考の可視化の可能性についての提案がされた． 
その後，３つのグループに分かれ，コアメンバーがファシリテータとして参加して研究発表をより発

展させるアイディアや，今回の発表に着想を得た発展的な研究について検討した．竹中氏のグループは

Technology Integration，アクティブ・ラーニングをキーワードとして佐藤喜信氏（内田洋行），稲垣

忠氏（東北学院大学），塩谷氏のグループは汎用的スキルとしての情報活用スキル，カリキュラム・マ

ネジメントをキーワードに豊田充崇氏（和歌山大学），森下耕治氏（光村図書），片山氏のグループで

は 1 to 1 コンピューティングの可能性，児童の探究プロセスをキーワードに今野貴之氏（明星大学）と

私がそれぞれ加わった．まとめとして，今後 1 年間で本 SIG としてどのような協働による研究を進めて

いくことができるかの議論を全体で深めることができた． 
後藤康志（新潟大学）
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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），福山佑樹（東京大学） 
SIG-05「ゲーム学習・オープンエデュケーション」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を目的として活動
している．両分野の最新動向と研究の可能性を探るため，昨年度に引き続き国内外の先端事例のレビュ
ーと調査分析をとりあげた「SIG レポート」を発行し，冊子を全国大会会場で配布するとともに，PDF
版をオンラインで公開した．冊子は用意した 200 部は全数配布完了し，PDF 版は 2016 年 10 月 06 日
（木）時点までに 130 部がダウンロードされた． 
全国大会３日目に開催された SIG セッションには 45 名が参加し，活発な議論が行われた．まずコー

ディネータの藤本より趣旨説明を行い，SIG レポートの各執筆者から，担当章の内容について，以下の
６件の発表があった．（１）ゲーム学習分野における研究動向（藤本徹（東京大学）），（２）オープンエ
デュケーション分野における研究動向（重田勝介（北海道大学）），（３）日本における OER と MOOC
の導入活用状況に関する調査（重田勝介（北海道大学）），（４）ゲーム学習におけるモチベーション／
エンゲージメントの動向（福山佑樹（東京大学）），（５）ニュースゲームについて（池尻良平（東京大
学）），（６）学生コースバトル－授業評価をゲームで－（辻高明（秋田大学））． 
 セッション後半は，参加者がグループに分かれ，関心のあるテーマやこの分野で研究や実践を進める
上での課題やニーズについてディスカッションを行い，参加者全体で今後の研究テーマや SIG の方向性
について議論を行った．現在進展している「Game-based Learning x Open Education」の動向や今後
の可能性として，MOOC プラットフォームにゲーミフィケーションの要素を導入し継続率などを高め
ていくことや，VR などのゲームに見られるテクノロジーがオープンエデュケーションにどのような影
響を与えていくか，学習ゲーム開発にオープンソースをどのように利用できるのか，などの論点が提示
された．本 SIG では引き続き，来年度の SIG レポート 2017 の発行に向け，SIG 参加者対象の勉強会
や，他の SIG と連携した合同研究会の場を提供しながら，執筆内容の検討や執筆のための情報共有を行
う計画である． 
SIG レポート PDF 版ダウンロード URL：https://goo.gl/cfAPFt        福山佑樹（東京大学） 
 
 

SIG-06 協調学習・学習科学 
 
コーディネータ：舘野泰一（立教大学），鈴木栄幸（茨城大学），舟生日出男（創価大学）， 

益川弘如（静岡大学） 
2016 年度のセッションでは，深い学びを促すためのアクティブ・ラーニングのあり方について参加

者と共に考えた．具体的には，１．学びを深める授業デザインのあり方，２．授業を作るための教員同
士の関わり方，３．どのように効果を測定するか，について議論した．当日は 100 名を超える参加者が
会場に集まり，立ち見の参加者もいた． 
まずコーディネータの舘野泰一氏（立教大学）から，本セッションの趣旨説明が行われ，その後に参

加者同士が自己紹介をし，アクティブ・ラーニングに関する考えについて共有した．次に，３人の話題
提供者がそれぞれ 25 分ずつ発表を行った．最初に，「効果的なアクティブ・ラーニングの授業方法の検
討：高等学校におけるアクティブ・ラーニングの視点に立った参加型授業に関する全国調査 2015 の結
果から」と題して，木村充氏（東京大学），成田秀夫氏（河合塾），田中智輝氏（東京大学），市川紘子
氏（東京大学）らが報告した．これにより高等学校の現状と問題点について整理を行うことができた．
続いて，「参加型授業が就職後のプロアクティブ行動に与える影響」というタイトルで，舘野氏が報告
を行った．「大学で参加型授業を参加することが，就職後の行動にどのような影響を与えるのか」や「ア
クティブ・ラーニングの組織論」について問題提起が行われた．最後に，安斎勇樹氏（東京大学）が，
「アクティブ・ラーニング型授業の課題構造と相互依存構造」というタイトルで発表し，アクティブ・
ラーニングの目的ごとの整理と，ワークショップデザインの応用可能性について問題提起がなされた． 
話題提供後に，発表の内容をもとに参加者同士のグループディスカッションを行い，その内容をもと

にフロア全体でディスカッションを行った．議論したテーマは，１．アクティブ・ラーニングの 2 つの
目的（専門知識理解/汎用的獲得）の関係性，２．学生が認知的にアクティブな状態をどのように把握・
評価するか，３．学生の学習/思考スタイルの違いをどのように考慮するか（どのように支援するか），
４．「よい問い」をどのように立てればよいか，などであった．参加者同士が活発に議論を行うアクテ
ィブな場となった．今後もこのような研究会を企画する予定である．     舘野泰一（立教大学）
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SIG-07 インストラクショナルデザイン 
 
コーディネータ：向後千春（早稲田大学），市川 尚（岩手県立大学），冨永敦子（はこだて未来大学），

平岡斉士（熊本大学），鈴木伸子（早稲田大学） 
SIG-07「インストラクショナルデザイン（ID）」では，昨年の全国大会に引き続き，今年度も SIG セ

ッションとして「ID の普及」を目的とするワークショップを行った．昨年度テーマの「知ってもらう」

から本年度は「実践する」へと目的と発展させ，ID を教育実践に取り入れるだけでなく研究とするに

はどうするべきかをテーマとした．参加者は昨年を 30 名近く上回る 81 名であり会場はほぼ満席となっ

た．本 SIG の冨永敦子氏（はこだて未来大学）・向後千春氏（早稲田大学）による「大学の授業設計研

究と論文のまとめ方」（教育工学選書Ⅱ第 12 巻第４章）をベースにしながら，授業実践を研究にするた

めのデータの収集・分析の方法と ID の活用について，SIG 側で用意した事例や参加者自身の事例など

をもとにグループで検討した．最初は教育実践の研究方法について事例をもとに議論し，続いて参加者

の授業，あるいは把握している他者の授業について，授業改善のための研究デザイン（研究目的，材料，

手続き，分析方法）を議論した．議論内容を発表してもらい，それに対してコーディネータによる解説

も加え，実践を研究にするための検討を行った． 
参加者によるアンケートでは，より議論を深めたかった，時間が足りないなどのワークショップの盛

り上がりを示す意見や，自分のデータならどうなるか実践と関連づけながらワークをすることができた

という意見が多くあった一方で，参加者間の ID に関する知識のギャップを埋めるための事前の資料提

供の必要性を示唆するものもあった．またアンケートでは，ID の代表的な学習意欲に関する理論であ

る ARCS モデルに基づいて，SIG セッションへの参加意欲を５件法（５が高い）で尋ねた．昨年度と比

べて統計的な有意差はないものの，５と答えた人の割合はそれぞれ昨年度と比べて「興味」75→83%，

「役立ち」47→89%，「自信」14→31%，「満足」50→74%と総じて増えており，今年度の参加者の意欲

の高さがうかがえる結果であった．このことから，参加者が ID を活用して実践と研究を関連付けるよ

うな支援ができたものと考える．今後は研究会との連携開催などでワークショップの機会を設け，ID
を活用した研究発表や研究者間の交流を深め共同研究などを行う場を提供することも目指していく． 

平岡斉士（熊本大学）・鈴木伸子（早稲田大学） 
 

SIG-08 メディア・リテラシー，メディア教育 
 
コーディネータ：中橋 雄（武蔵大学），森本洋介（弘前大学），宇治橋祐之（NHK 放送文化研究所） 

2016 年 09 月 17 日（土），大阪大学で行われた日本教育工学会第 32 回全国大会において SIG-08「メ

ディア・リテラシー，メディア教育」の SIG セッションが開催され，48 名の参加があった．まず，代

表の中橋雄氏（武蔵大学）から，本 SIG の目的，これまでの活動，今回のセッションの趣旨について説

明した．とりわけ，全国各地で SIG の研究会を開催できたこと，関連する一般研究の発表件数が増えた

ことなどを成果として挙げた．今回の SIG セッションのテーマは「科研の研究成果と今後の展開」で，

科学研究費助成（以下，科研費）による独創的・先駆的な研究の可能性について考えた． 
前半は，森本洋介氏（弘前大学）コーディネートのもと，これまでに科研費の助成を受けて研究を行

ってきた二人の研究者から，研究計画，具体的活動，成果について発表された．浅井和行氏（京都教育

大学）から『小学校新教科「メディア科」開発に関する基礎研究』に関して，鶴田利郎氏（早稲田大学）

から『高等学校情報科におけるインターネット依存教育に関するカリキュラム開発の試み』に関して成

果が報告された．必然性のある課題設定のもと，特に海外調査などに研究費が有効活用されていること

を確認できた．また，これから申請書を書く人に向けて，目を引く表現の工夫，研究の意義や新規性の

示し方，実現可能な計画を示す重要性などについて助言をいただいた． 
後半は，副代表の宇治橋祐之氏（NHK 放送文化研究所）コーディネートのもと，前半での事例を参

考にしつつ，新規に科研費申請を計画している浅井和行氏（京都教育大学），鶴田利郎氏（早稲田大学），

中村純子氏（東京学芸大学），中橋雄氏（武蔵大学）の研究計画書を参加者で読み合い，検討するワー

クショップが行われた．大学事務，教育委員会，普段企画を採択する側の企業経営者など，様々な視点

から活発な議論が繰り広げられた．科研費の助成申請書というのは，背景，目的，方法を明らかにし，

きちんとロジックを通すという点で研究論文と似ているなどの感想があった． 
今回の SIG は，科研費の申請をしようと考えている人にとって参考になるものだったと思う．なかに

は「出すつもりはなかったけどチャレンジしてみようかな」と話す方もいらっしゃった．今回のセッシ

ョンによって多くの研究が助成を受け，本研究分野がますます発展することを期待する． 
中橋 雄（武蔵大学）
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SIG-09 質的研究 
 
コーディネータ：金子大輔（北星学園大学），岸磨貴子（明治大学），山本良太（東京大学）， 

大谷 尚（名古屋大学），久保田賢一（関西大学），杉原真晃（聖心女子大学）， 
尾澤重知（早稲田大学），時任隼平（関西学院大学），小高さほみ（青山学院大学） 

第 32 回全国大会（大阪大学）の１日目に行われた本 SIG セッションでは，「質的研究のパラダイム
から捉え直す教育工学研究」というタイトルで，（１）自分の研究の原点を意識化することを目的とし
たワークショップ，（２）大谷尚氏（名古屋大学）の報告「質的研究との出会いから今日まで」と，そ
れに対する質疑応答を実施した．参加者は 68 名であった． 
（１）では，研究者である「私」が知りたいこと，探求したいこと，実現したいこと（つまり研究の

原点）を意識化することを目的とした．研究手法に合わせて研究目的を設定するのではなく，本来は，
研究目的に合わせて研究手法を設定することが必要である．研究目的は研究者の問題意識と無関係に存
在しない．さらに質的研究は，研究者自身が「研究の最大のツール」となり，自分の問題意識を意識化
することによって，自分自身が有するバイアスを認識することができる．ワークショップは３名１グル
ープとなり，インタビューをする人，語る人，記録をとる人の３つの役割に分かれ，一人 10 分で相互
インタビューを合計３回行った．どのグループもかなり熱心に取り組んでおり，ワーク時間の終了後も
語りが止まらなかったほどであった． 
（２）では，大谷氏のライフヒストリーという形で，学部生の頃から現在に至るまでの研究の変遷や，

その時々の経験・思いなどをお聞きした．コンピュータを用いた授業は，従来の授業研究の方法では分
析できなかったこと，貴重な出会いが契機となりトロント大学で質的研究の手法を学んだこと，その手
法をローカライズして発展させながら，同時に質的研究方法論の研究に取り組んできたこと，明示的手
続きで着手しやすく小規模データに適用可能な質的データ分析手法「SCAT」を開発し，とくに医療系
を含む多様な研究で利用されていることなどが語られた．報告を聞いての印象や疑問をグループ内で話
し合った後，質疑応答を行った．医学分野における質的研究，事例研究と質的研究，主観性と普遍性，
普遍性と再現可能性，研究としての意味の見出し方など，内容は多岐に及び，予定された時間まで質疑
応答は続いた．                            金子大輔（北星学園大学） 
 
 

SIG-10 コンピテンシースタンダードと能力評価手法の開発 
 
コーディネータ：松田稔樹（東京工業大学） 
本 SIG セッションは，「知識・理解，思考・判断，人間性・社会性を総合的に育成するカリキュラム

や指導法の実践的研究」をテーマとし，大会最終日に 26 名の参加者を得て行われた．最初に，司会か
ら，この 1 年間の活動報告がされた後，学習指導要領改訂における汎用的・教科横断的な資質・能力育
成の方針と今回のテーマ設定との関連など，趣旨説明が行われた．その後，以下４件の発表（名前は登
壇者のみ）と質疑を行い，最後に全体討議を行うという形でセッションが進行した． 

・玉田和恵（江戸川大学）：問題解決力と情報モラルを養う情報リラテシー教育のカリキュラム 
・遠藤信一（東工大附属科学技術高校）：工業専門教育の入り口・出口としての技術者モラル教育 
・岡田佳子（芝浦工業大学）：ソーシャルスキル教育の指導・評価法とゲーミング教材の可能性 
・後藤貴裕（東学大附属国際中等学校）：高等学校の教科指導を通したチームワーク能力育成の可能性 
玉田氏の発表は，私情協による大学の情報リテラシー教育改革に関するものであり，情報リテラシー

を ICT 問題解決力という汎用的能力として捉え直し，教養教育と専門教育を連携させて体系的に指導す
るカリキュラムが検討されているとのことであった．遠藤氏は，自身が行ってきた技術者モラル教育を
ふり返り，技術的問題解決の本質は，利便性の向上やコスト削減 vs.安全性等の確保というトレードオ
フ解消にあり，専門教育の入口で，消費者の信頼を得てこそ企業は存続でき，その信頼獲得に専門の学
習が必要だという動機づけを行い，出口に相当する課題研究でその実践力を評価することが求められる
との提言がされた．岡田氏は，自身が行ってきたソーシャルスキル教育を「問題解決の縦糸・横糸モデ
ル」（講演論文集の SIG-10 の活動報告参照）に当てはめ，捉え直した結果が説明され，これまで指導し
てきた内容及び方法の目的や意味が明確になり，教材開発のヒントになるとの報告がされた．後藤氏か
らは，コンピュータ・プログラムの共同制作を通じてチームワーク能力を育成する取り組みとともに，
チームワーク能力を評価し，従来のテスト評価などとは違う汎用的な資質・能力の評価を学校教育の中
に取り入れていく必要性と，その方法論の確立の必要性が提案された． 
途中，個別の発表の質疑が盛り上がり，全体討議の時間が短くなったが，今後は，本 SIG の成果を学

習指導要領改訂後に求められるカリキュラム・マネジメントに活かしていく方向性が示された． 
松田稔樹（東京工業大学） 
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SIG-11 情報教育 
 
コーディネータ：加納寛子（山形大学） 

ヒューマノイドロボットやドローン，無人自動車，東ロボやアルファ碁など人工知能分野がめざまし

く進展している．そこで，SIG-11 では「AI 時代の情報教育」をテーマとし，教育で対応すべき事と，

法律で取り締まるべき事について議論した．参加者数は 62 名であった．司会者は徳野淳子氏（福井県

立大学），話題提供は，「情報学の立場から」萩谷昌己氏（東京大学），「法律家の立場から」小林正啓氏

（大阪弁護士会），「医師の立場から」鈴木道子氏（山形県立米沢栄養大学），「情報教育学の立場から

AI モラル教育の提案」加納寛子氏（山形大学）が行った．指定討論は「心理学の立場から」戸田有一氏

（大阪教育大学）により議論が展開された．フラッシュトークは，「AI の影の部分への対応－道徳教育

ですべき事」佐々木弘記氏（中国学園大学），「参加型歴史教育支援システムの構築とその評価」周欣欣

氏（名古屋文理大学）の提案が行われた．萩谷氏からは日本の情報教育はその入り口のところでずっと

停滞している点が問題提起され，小林氏からは AI が発

達した社会における「洗練された奴隷制（Sophisticated 
Slavery）」が提唱された．鈴木氏からは情報教育と 医
療との関わりとして，①将来的に医療の利用者として医

療情報を活用できる情報教育，②将来の医療専門職とし

ての医療倫理醸成に寄与する情報倫理教育，③現時点若

しくは近い将来での「ネット依存」などの健康課題につ

いて議論された．加納氏からは，AI やロボットのいる

暮らしについてのアンケート調査により【新世界感】【必

要感】【期待感】【利便性】【楽しさ】等の正のイメージ

とともに【不安感】【危機感】などの負のイメージも抽

出した．【不安感】【危機感】を取り除くためには，問題

が起きてから対処する後追い教育ではなく，未然に危険

を防ぐための「AI モラル」が提案された． 
加納寛子（山形大学) 

 
 
SIG-02 教師教育・実践研究 

研究会「大学院における実践研究と教師の学び（仮）」案内 
 

●日 時：2017 年 02 月 05 日（日）午前中 
●会 場：コラボ産学官プラザ in TOKYO504（東京都江戸川区船堀 3-5-24） 
●テーマ：「大学院における実践研究と教師の学び（仮）」 
 
詳細および申し込みは，JSET NEWS（http://www.jset.gr.jp/）または，SIG-02 教師教育・実践研究

HP（https://www.facebook.com/groups/1489229758010298/）をご覧下さい． 
 
※SIG 研究会の前日 02 月 04 日（土）に，実践研究活性化セミナー＠関西大学東京センター（東京都 

千代田区丸の内１-７-12 サピアタワー）を連携開催します． 
姫野完治（北海道大学）  
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パネル討議（ご案内） 

「アクティブラーニング推進における教育工学の役割」 
 
日本教育工学会が取り組んでいる研究の方向やその成果を関係の方々に広く知っていただくための

パネル討論会を虎ノ門で開催いたします． 
どなたでもご参加いただけます． 
 

■日時：2016 年 12 月 09 日（金）14:00～17:00（定員 100 名 参加費無料） 
17:30～懇親会（参加費 5,000 円） 
 

■会場：東海大学校友会館 「富士の間」（東京都千代田区霞ヶ関３-２-５ 霞ヶ関ビル 35 階） 
 
■司会：中山 実（東京工業大学） 
・14:00～14:10 挨拶：山西潤一（日本教育工学会会長） 
・14:10～14:50 特別講演：「次期学習指導要領の方向性」 

文部科学省初等中等教育局教育課程課教育課程企画室長 大杉住子 
・14:50～15:10 コーヒーブレイク 
・15:10～16:40 パネル討議 

コーディネータ：山西潤一（日本教育工学会会長） 
パネリスト：（１）吉崎静夫（日本女子大学）授業研究，教師教育分野の立場から 

（２）赤堀侃司（日本教育情報化振興会）教育の情報化の立場から 
（３）柏原昭博（電気通信大学）情報システムの立場から 
（４）鈴木克明（熊本大学）国際関係の立場から 
（５）新井健一（ベネッセコーポレーション）産業界の立場から 

・16:40～16:50 講評：公益財団法人パナソニック教育財団 理事長 小野元之 
・16:50～17:00 挨拶：永野和男（聖心女子大学） 
 

■お申し込み（Web）：https://wuke.jp/japet/entries/add/1 
 
■お問い合わせ（メール）：office@jset.gr.jp 
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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 

（ご案内） 
 

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） 

 
今年度も下記の日程・場所で「特別企画（実践研究活性化）セミナー」を開催します．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するセミナーです．

現場教師や大学院生，指導主事が持ち寄った研究・研修計画を，本学会の研究者が教育工学的な視点か

らの助言・協議を行います．今年度は「SIG-02 教師教育・実践研究」との共同開催となります． 
詳細は学会ホームページをご覧下さい． 
 

■日時：2017 年 02 月 04 日（土）10:00～16:00 
■会場：関西大学 東京センター （東京都千代田区丸の内１-７-12 サピアタワー） 

JR「東京」駅 日本橋口に隣接．東京メトロ「大手町」駅（B7 出口）と直結． 
■定員：30 名 

 
翌日 02 月 05 日（日）午前中は，「SIG-02 教師教育・実践研究」第５回研究会を「コラボ産学官プラ

ザ in TOKYO504（東京都江戸川区船堀３-５-24）」で行います．テーマは「大学院における実践研究と

教師の学び（仮）」です．合わせてご参加下さい． 
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日本教育工学会 冬の合宿研究会の開催案内（第三報） 
 
企画委員では，2016 年度冬の合宿を 2017 年 03 月 11 日（土）～12 日（日）に関西学院大学梅田キ

ャンパスで開催します．テーマは，「社会構成主義を学ぶ」です．指定図書は，『あなたへの社会構成主

義（ケネス・J ガーゲン著，ナカニシヤ出版，2004）』で，この本を翻訳された京都教育大学幼児教育

科の東村知子先生をお招きし，２日間かけてじっくり議論をしたいと思います．難易度の高い文献です

が，一から社会構成主義について学びなおしたいという方々で集まり，内容を確認しながら議論し，理

解を深めることのできる合宿を目指します．社会構成主義に興味をお持ちの方ならどなたでも参加して

いただけます．もちろん，社会構成主義に懐疑的な立場の方の参加も歓迎します． 
合宿の進め方は，事前に指定図書について熟読していただいた上で，内容の理解が十分でなかったと

ころ，解釈が人によって分かれる箇所等についてじっくりと意見交換をしたいと思います．また，事前

に Web 上での交流や議題を募集することで，当日の対面議論が深まることを目指します． 
 

■日時：2017 年 03 月 11 日（土）13:00 開始～17:30 終了・懇親会（任意参加） 
2017 年 03 月 12 日（日）10:30 開始～15:00 終了 
 

■場所：関西学院大学梅田キャンパス 1005 教室（10 階）（大阪府阪急梅田駅下車） 
http://www.kwansei.ac.jp/kg_hub/access/ 
 

■対象：社会構成主義に興味のある方，理解を深めたい方（非会員も参加可） 
 
■文献：ケネス・J ガーゲン（2004）あなたへの社会構成主義．ナカニシヤ出版 

＊必ず事前に購入し，熟読をしてきて下さい 
 

■条件：・事前のオンライン意見交換に参加できること 
・２日間参加できること 

 
■費用：500 円（資料代） 
 
■宿泊：各自で手配していただきます 
 
■懇親会：実施（任意参加） 
 
■申し込み：以下のフォームから申し込みをお願いします 

https://goo.gl/qaSif5 
 

■担当：時任隼平（関西学院大学），泰山 裕（鳴門教育大学） 
問い合わせは， （時任）までお願い致します 
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2016 年度 産学協同セミナーのお知らせ（第一報） 
教育ビックデータ・学習資源の共有の実現に向けて 

～教育工学の立場から国際標準規格の必要性を考える～ 
 
国際的にみると e-Learning 教育分野では，ソフトウェアとコンテンツ，ビックデータの標準化を進

め，相互運用性を高めることで，その流通や共有再利用，開発コストの低減を図ろうと，幾つかの国際

標準化団体が活動を展開しております．その中でも，北米に拠点をおく IMS Global Learning 
Consortium は，ICT による教育改革を進める大学や企業からなる国際コミュニティを形成し，その規

模を拡大しており国際標準化を推進しています．日本においても 2016 年 06 月，IMS Global Learning 
Consortium の活動を日本及びアジアで促進する為に，一般社団法人「日本 IMS 協会」（IMS Japan 
Society）が設立されました． 
今回の産学協同セミナーでは，IMS Global Learning Consortium と，日本 IMS 協会の概要と，IMS 

Global Learning Consortium が推進する幾つかの標準規格の中から，日本国内で早期普及が考えられ

る Caliper，LTI，QTI，OneRoster の４つの標準規格の説明と，事例の紹介をしてもらい情報共有をす

るとともに，今後ソフトウェアとコンテンツ，ビックデータの標準化が進み，相互運用性が高まること

で教育がどう変革していくのか，産・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． 
こうしたテーマに関心を抱く，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：2017 年 03 月 25 日（土）開始 13:30～17:00（受付開始 13:00） 
 
■会場：株式会社内田洋行 新川オフィス（ユビキタス協創広場 CANVAS） 

東京都中央区新川２-４-７ 
http://www.uchida.co.jp/company/corporate/bases_1.html 
 

■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 
 
■お申し込み方法：Web による申込み（来年１月から受付開始予定） 
なお，詳細については日本教育工学会の Web をご参照下さい． 
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文部科学省事業 

EDU-Port ニッポン「日本型教育の海外展開事業」への参加 
 

現在，文部科学省では「EDU-Port ニッポン」事業を 2016 年 10 月より展開しております

（https://www.eduport.mext.go.jp/）．官民協働のオールジャパンで取り組む日本型教育の海外展開事業

です．「ブカツ」「キュウショク」「セイソウ」など日本型教育が世界で広まりつつあります．中でもこ

の事業の特徴として日本が培ってきた我々の分野，「ICT 教育とその実践」も重要項目となっています． 
企画委員会，国際交流委員会では図のような企画書を提出し，取り組みを検討しています． 
まず，アジアの目を向けて情報教育の普及の手伝いたいと考えております． 
日本のポートとして「日本教育工学会」とし，海外のポートをフィリピン３大学としました．これら

のポート間で連携して，ICT 教員研修を進める計画です． 
１ 現地で小中高の先生の研修を行う． 

1995 年の 100 校プロジェクトから培ってきた情報教育のノウハウを伝達する． 
２ 日本からテレビ会議システムを活用し，学会員がレクチャーを行う． 
３ 若手研究者，大学院生，大学生がフィールドワークの一環として現地を訪問し，現場教員と

の研修会に参加する． 
４ 現地の学校と日本の学校を結び，ICT 教員研修をさらに促進させる． 
５ 日本の学校に取り入れられている，知，徳，体（ICT 教育，ソウジ，整頓，運動会）の学校

教育における役割についてともに考える． 
 
学会員の皆様の知見をいただきながら，ICT 教育の普及に取り組んでいきたいと思います． 

 

 
図 知・徳・体 日本型教育の連携 

フィリピン三大学をキーステーションとする教員研修計画 
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日本教育工学会研究会    

研究会の開催 

 

テーマ インストラクショナルデザイン/一般
●日  時：2016 年 12 月 17 日（土） 
●会  場：仁愛女子短期大学 

（〒910-0124 福井県福井市天池町 43−１−１） 
●担  当：田中洋一（ ） 

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（C421），B 会場（C423），C 会場（C323），D 会場（C321） 
10:00-10:05 諸連絡 

10:05-12:10 午前の部 

 
A1）現職教師の教育実践研究イメージの事例分析－学校における教育実践研究の持続条件に関する一

考察－ 
益子典文（岐阜大学），前田康裕（熊本市立向山小学校） 

A2）マンガを用いた教員研修教材の提案と評価－学級力向上プロジェクトを事例として－ 
渡津光司（大口町立大口中学校），磯部征尊（愛知教育大学），伊藤大輔（金沢工業大学）， 
田中博之（早稲田大学） 

A3）追跡調査からみた教師向けメディア・リテラシー育成プログラムの評価 
佐藤和紀（東北大学大学院／東京都杉並区立高井戸東小学校）， 
齋藤 玲，堀田龍也（東北大学大学院） 

A4）教師の成長・発達と教員養成の役割に対する大学教員の意識－研究者教員と実務家教員の 
比較を通して－ 
姫野完治（北海道大学），長谷川哲也（静岡大学），益子典文（岐阜大学），竹内元（宮崎大学），

霜川正幸（山口大学），植田和也（香川大学），土田雄一（千葉大学），浦野 弘（秋田大学） 
A5）FD/SD 研修プログラムの効果測定方法に関する開発動向－海外の研究動向と新たな測定法 

開発－ 
望月耕太（神奈川大学），荒巻恵子（東京大学），三石初雄，下田 誠（東京学芸大学） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
B1）小中学校のアクティブ・ラーニングに関わる学習活動に関する教員調査 

中尾教子（内田洋行），劉 東岳（学研教育総合研究所），井上信介，佐藤喜信（内田洋行）， 
栗山 健（学研教育総合研究所） 

B2）小学校の平成 23 年度用教科書・平成 27 年度用教科書における ICT に関する記述の比較分析 
渡邉光浩（都城市立南小学校），堀田龍也（東北大学大学院），高橋 純（東京学芸大学）， 
新地辰朗（宮崎大学大学院） 

B3）STEM 教育の考え方を取り入れたものづくり活動の意義と効果の検討－エンジニアリング 
デザインの検討と学習方略尺度の前後調査から－ 
峯村恒平（目白大学），野村泰朗（埼玉大学） 

B4）タブレット端末で他者の書き込みを閲覧できる個別学習の環境が児童の学習意欲に与える影響 
北澤 武（東京学芸大学），飯塚康友（横瀬町立横瀬小学校） 

B5）穴あきワークシートを用いた足場かけに基づく演習用 e ラーニングシステムの開発と 
プログラミング教育への適用 
榎本 命，宮澤芳光，宮寺庸造，森本康彦（東京学芸大学） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C1）高校生による産業財産権の権利化の課題－「学業発明」を提案する－  

世良 清，仲 卓哉，上嶋悠斗，川島千乃，古川拓実（三重県立津商業高等学校） 
C2）学習行動促進と学習成果向上を目指した自主学習課題の設定と授業外学習支援 

酒井浩二，阿部一晴，藤田大雪（京都光華女子大学），中 健太（株式会社ワークアカデミー）

C3）中学校版学級力アンケートの信頼性・妥当性の検討 
伊藤大輔（金沢工業大学），渡津光司（大口町立大口中学校），磯部征尊（愛知教育大学）， 
武田 弦（川崎市立川崎総合科学高等学校），田中博之（早稲田大学） 

研究会 

2016 

Japan Society for Educational Technology

17



 

  

18 

C4）高校生を対象にした義務教育段階における統計的リテラシーに関する実態調査 
槇 誠司（山形県立村山産業高等学校），堀田龍也（東北大学大学院） 

C5）高校生のネット利用状況がネット依存傾向や学校生活スキルに与える影響とその性差 
稲垣俊介（東京都立江北高等学校／東北大学大学院），和田裕一，堀田龍也（東北大学大学院）

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
D1）成人学習者を対象としたリフレクティブ・ジャーナル・ツールキットの作成と試行 

野田啓子（武蔵野大学／熊本大学大学院），合田美子，鈴木克明（熊本大学大学院） 
D2）アクティブ・ラーニング推進担当者養成のための研修プログラムの開発および改善のための 

効果検証の試み 
石田百合子（明石工業高等専門学校），根本淳子（愛媛大学），保田 洋（甲子園短期大学）， 
勇 秀憲（徳山工業高等専門学校），八木雅夫，上原信知，本江哲行， 
野口健太郎（国立高等専門学校機構） 

D3）ゲーミフィケーション研修が労働者の労働観および労働に与えた影響 
坂井裕紀（早稲田大学），柄本健太郎（東京学芸大学），向後千春（早稲田大学） 

D4）大学教育におけるサイエンスカフェの役割－学び続ける力の開発に向けて－ 
小林恭士（宮城教育大学），新正裕尚（東京経済大学） 

D5）動機付けに繋がる「満足」の解釈を明らかにするための調査研究 
塩飽尚道，香川直己（福山大学大学院） 

 
13:10-13:15 委員会挨拶・諸連絡 

13:15-15:45 午後の部 
 
A6）全天球デジタルビデオカメラを用いた教育実習生の授業記録の試み 

森下 孟（信州大学学術研究院） 
A7）教育実践研究用 e-portfolio の教職履修カルテへの転用可能性 

松田稔樹（東京工業大学／江戸川大学） 
A8）教職課程履修学生の授業に対する意識の基礎的研究 

後藤康志（新潟大学） 
A9）教員養成課程の学生が有する指導観の変容に関する研究 

清水優菜，山本 光（横浜国立大学） 
A10）専門職員が専門性を発揮するための環境モデルとその検証 

中沢正江，山内尚子，佐藤賢一（京都産業大学） 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
B6）初年次学生レポートにおけるインターネット上の参考文献の類型化の試み 

宮本 淳，仙石昌也，山森孝彦，久留友紀子，橋本貴宏（愛知医科大学） 
B7）テキストマイニングからわかるキャリア教育の実践と学習記録データを蓄積することの効果 

馬場正一（長野県長野吉田高等学校），森本康彦（東京学芸大学）， 
高野誠史，林部貴亮（Classi 株式会社） 

B8）探究モデルに基づいて設計した探究的な学習におけるスキルの定着についての検討 
登本洋子（玉川学園高等部／東北大学大学院），後藤芳文，伊藤史織（玉川学園高等部）， 
堀田龍也（東北大学大学院） 

B9）ストーリー・マンガ要約の評価基準とそれに基づく要約ソフトの提案 
竹内俊彦（東京福祉大学／教育テスト研究センター）， 
加藤尚吾（東京女子大学／教育テスト研究センター）， 
加藤由樹（相模女子大学／教育テスト研究センター） 

B10）保護者のワークシート記述による情報モラル教育に対する意識の変化 
今度珠美（鳥取大学大学院），原 克彦（目白大学） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C6）オンライン授業におけるルーブリックを活用した相互評価の信頼性と妥当性の検討 

鈴木伸子，石川奈保子（早稲田大学大学院），向後千春（早稲田大学） 
C7）インストラクショナルデザインに基づくワークシートの大学講義への導入 

石谷康人（高知工科大学） 
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C8）大学間連携におけるオンライン教材開発支援のためのガイドブックの試作 
高橋暁子（徳島大学），根本淳子（愛媛大学），竹岡篤永（高知大学） 

C9）WEB システムを活用した評価結果検討会の提案と考察 
伊藤寛幸（愛知教育大学大学院），中村浩士（三条市立下田中学校）， 
伊藤大輔（金沢工業大学），磯部征尊（愛知教育大学） 

C10）大学通信教育課程の社会人学生の自己調整学習方略使用と方略指導および交友関係 
石川奈保子（早稲田大学大学院），向後千春（早稲田大学） 

C11）プログラムによる計測・制御における ScratchX の応用 
竹田 慎，曽根直人（鳴門教育大学大学院） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
D6）英語の語学研修国における使用言語の相違による学習意欲への影響についての研究 

野口 聡，相川真佐夫，坂本季詩雄，野澤 元，村上正行（京都外国語大学） 
D7）JMOOC の講座における相互評価の信頼性と妥当性の検討 

渡邉文枝，向後千春（早稲田大学） 
D8）非同期型ｅラーニング環境下における学習ログの分類と分析 

荒木貴之（武蔵野大学），河野理愛（コグニティ株式会社）， 
齋藤 玲，堀田龍也（東北大学大学院） 

D9）大学授業における日仏の子育てに関するワークショップの開発と実践 
木下裕美子（甲南女子大学），村上正行（京都外国語大学） 

D10）木材の加工動作の学習支援システムと切削物仕上がり評価システムを用いた授業実践 
板垣翔大，福谷遼太（東北大学大学院），太田あゆみ（仙台市立広瀬中学校）， 
安藤明伸（宮城教育大学），堀田龍也（東北大学大学院） 

D11）指尖容積脈波を用いた学習活動時のストレスの測定に関する一分析 
宮西祐香子，長濱 澄，森田裕介（早稲田大学） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
16:00-18:00 SIG-07 インストラクショナルデザイン第２回ワークショップ（B 会場 C423） 
本ワークショップは，「自分の研究をインストラクショナルデザイン（ID）の視点から眺める」こと

をテーマとし，研究（あるいは研究対象としている実践）をよりよいものにしていくために，ID の視点

を取り入れることを検討します．当日は，教育実践系や教育システム開発系の研究事例紹介を通して，

研究への ID の取り入れ方を考えます．また，参加者が本研究会で発表した内容，あるいは他に行って

いる研究などを題材として，ID の視点を踏まえてグループで検討していきます．題材のない方でもご参

加いただけます．詳細は，学会 Web サイトや Facebook（www.facebook.com/JSET.SIGID）をご覧下

さい． 
コーディネータ：冨永敦子（公立はこだて未来大学），市川 尚（岩手県立大学）， 

高橋暁子（徳島大学），平岡斉士（熊本大学），鈴木伸子（早稲田大学），向後千春（早稲田大学）

● 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（ただし，本研究会受付時

に年間予約購読代金の支払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．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 森田駅から徒歩で約 15 分．詳しくは，仁愛女子短期大学ホームページの「交通案内」

(http://www.jin-ai.ac.jp/access/)をご参照下さい． 
● 昼食案内：当日は特別に学食を開けます．学食を利用されたい方は事前申込にご協力お願いします．

周辺に飲食店はありませんので，学食以外は各自ご準備下さい． 
● 今回の研究会後（19:00 開始予定），情報交換会を福井駅前で開催します（34 名限定）． 
● 昼食及び情報交換会の申込等，詳細については，仁愛女子短期大学ホームページ「JSET12 月研究

会の開催」（http://www.jin-ai.ac.jp/jset2016.html）をご参照下さい． 
● 当日は授業の補講等が実施されていますので，ご留意下さい． 
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研究会の発表募集   テーマ：協働的な学びづくり/一般 
●日  時：2017 年 03 月 04 日（土） 
●申込締切：2017 年 01 月 05 日（木）17:00 

●会  場：信州大学（教育学部）（担当：森下 孟）

●原稿提出：2017 年 02 月 06 日（月）17:00 
●募集内容： 

次期学習指導要領に向けた審議のなかでは，「主体的・対

話的で深い学び」の実現を目指した「アクティブ・ラーニ

ング」の視点に着目し，多様な個性・能力を持つ子ども達

が主体的に判断し，子ども達同士で協働しながら新たな価

値を創造する力を身に付けていくための授業改善を求めて

います．本研究会では，特に「協働的な学び」に注目し，

ICT 活用の有無に関わらず，様々な視点からの協働的な学

びづくりに関する研究・実践発表を募集します．また，従

来どおり，教育工学一般に関する発表も募集します． 
なお，本研究会は日本教育メディア学会（JAEMS）およ

び教育システム情報学会（JSiSE）北信越支部と連携して

開催します． 

●申込方法：研究会 Web ページよりお申

し込み下さい．なお，締切日時は“平日

17:00”です．ご注意下さい． 
●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    
年月日 テーマ 会場 申込締切 原稿提出締切 
2017 年 

05 月 20 日（土） 
ICT を活用した学習支援 

システムの開発と実践／一般

広島 
市立大学

03 月 08 日（木） 04 月 10 日（月）

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：2016 年 11 月 05 日（土） 
●発表件数：35 件 

●会  場：宮崎市民プラザ 
●参加者数：75 名（内非会員 29 名） 

本研究会は，「ICT を活用した学習環境/一般」というテーマで開

催されました．宮崎での開催ということで，九州圏内はもとより圏

外からも多くの方に参加いただきました．また，宮崎県およびその

近隣県の小学校や高校などの先生方の参加もあり，宮崎開催の意義

があったのではないかと思います． 
発表は３部屋での並行セッションで進められ，発表者の日頃の研

究成果や実践について報告が行われ，会場からは活発に質問が出る

など，いずれの会場も盛況でした． 
研究会にご参加いただきました皆様をはじめ，開催にあたりご協

力いただきました関係各位に深く御礼申し上げます． 
担当：久保田真一郎（宮崎大学）
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日本教育工学会論文誌 特集号 論文募集（最終報） 

「特集：教育情報化時代のラーニング・アナリティクス」 
 
特集号編集委員会では，これまでにもラーニング・アナリティクス研究の広がりや，査読の方針など

を説明してきました．今回はご案内の締めくくりとして，対象分野や投稿方法など重要な情報のエッセ
ンスをお知らせします．幅広い内容の原稿をお待ちしています． 

 
１．対象分野 

下記に本特集号で募集する論文テーマについて例示しますが，下記に限らず，幼児教育，初等中等教
育，高等教育，企業内人材育成や生涯教育など，さまざまな分野を対象とした論文を広く募集します． 
（１）初等中等教育における ICT 活用授業に関するラーニング・アナリティクス 
（２）映像教材の視聴ログ・操作ログに基づいた効果分析・教材の改善 
（３）e ポートフォリオに蓄積された学習成果におけるテキストマイニングの活用 
（４）デジタル絵本・教科書・教材の操作ログを活用したラーニング・アナリティクス 
（５）ラーニング・アナリティクスに基づいた，新たな学習理論，評価法や分析フレームワークの提案 
（６）センサーネットワーク，ウェアラブルデバイスにて収集した学習者の動作データによるラーニン

グ・アナリティクス 
（７）CSCL における，学習ログを活用したインタラクション分析 
（８）ラーニング・アナリティクスを活用した授業やデジタル教材のリデザイン 
（９）ラーニング・アナリティクスを活用したインスティテューショナル・リサーチ，組織研究 
（10）LMS 等 ICT よって蓄積されたログを活用した学習支援システムの開発 
（11）GPS など地理データを活用したインフォーマル学習支援 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」以外の種別の論文，概念提唱
や構想提案をまとめた論文などの投稿についても優れたものはできるだけ採択していく予定です． 

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．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． 

 
３．論文投稿締め切り日（2017 年 11 月発行予定）・投稿の方法 
日本教育工学会のウェブサイトから 2017 年 02 月 02 日（木）までに電子投稿して下さい．ただし，

02 月 09 日（木）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）：2017 年 02 月 02 日（木） 
最終原稿提出締め切り（電子投稿）：2017 年 02 月 09 日（木） 
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ておりません． 
 

４．問い合せ先 
日本教育工学会事務局  Tel/Fax：03-5549-2263 電子メール：
 

５．特集号編集委員会 
委員長：永岡慶三（早稲田大学） 副委員長 松田岳士（首都大学東京），森本康彦（東京学芸大学） 
幹 事：山田政寛（九州大学），渡辺雄貴（東京工業大学），宮澤芳光（東京学芸大学） 
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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.41, Suppl.の発行 
論文受付締切：2017 年 04 月 03 日（月）17:00 

 
日本教育工学会論文誌 vol.41, 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編に限り投稿できます． 
４. 2017 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

名著者は避けて下さい．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（2017 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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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，2008 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．本研修会の修了要件を満たした方には学会より認定書を発行し，本研修を修了したこ

とを証明します．本年度の研修内容は，2011 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．今回も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）にします．また，昨年度までの FD 研修会修了者向けのファシリテー

ター研修も併せて実施する予定です． 
企画：SIG-01（高等教育・FD），SIG-07（インストラクショナルデザイン） 

 
■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：2017 年 03 月 06 日（月） 13:00～17:45：FD 研修 

（ファシリテーターとしてご参加される方は，9:30～12:00 のファシリテーター研修 
及び上記の FD 研修にご参加いただきます） 

■会場：東京工業大学大岡山キャンパス西９号館２階コラボレーションルーム 
（東急目黒線，大井町線「大岡山」より徒歩１分）※ファシリテーター研修の部屋は別途連絡 

■FD 研修の定員：30 名（申し込み着順で，定員になり次第，締め切ります） 
■参加費：2,000 円（学会員），3,000 円（学会員以外） 
■認定書：研修会終了後に最終レポートを提出し，合格した修了生には，日本教育工学会から認定書が 

授与されます． 
■コーディネータ： 
【SIG-01】岩崎千晶（関西大学），根本淳子（愛媛大学），村上正行（京都外国語大学）， 

渡辺雄貴（東京工業大学）， 
【SIG-07】市川 尚（岩手県立大学），向後千春（早稲田大学），柴田喜幸（産業医科大学）， 

鈴木伸子（早稲田大学），高橋暁子（徳島大学），冨永敦子（はこだて未来大学） 
担当副会長：鈴木克明（熊本大学） 
幹事：高橋暁子（徳島大学），渡辺雄貴（東京工業大学） 

 
■申し込み：http://www.jset.gr.jp/work/work170306.html にアクセスし，お申し込み下さい． 

【お問合せ先】 高橋暁子（徳島大学） 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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担当副会長　：中山 実（東京工業大学）

広報副委員長：山内 祐平（東京大学）
広報委員長　：堀田 龍也（東北大学）

　幹事：高橋 純（東京学芸大学）
　委員：池尻 良平（東京大学）
 
 
　 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）
脇本 健弘（横浜国立大学）

会長 山西 潤一（富山大学）

6

東京都港区赤坂１-９-１３
 　　三会堂ビル８階

03-5575-5366
03-5549-2263

◎学会日誌
２０１６年
・２０１６年１２月０９日（金）
　パネル討論会「アクティブラーニング推進における教育
　工学の役割」（東海大学校友会館）
・２０１６年１２月０９日（金）〜１２日（月）
　SIG −０３　教育・学習支援システムの開発・実践／
　SIG −０１　高等教育・FD／ SIG −０５　ゲーム学習・
　オープンエデュケーション　合同研究会
　（ホテルマハイナ ウェルネスリゾートオキナワ）
・２０１６年１２月１７日（土）
　研究会「インストラクショナルデザイン」（仁愛女子短期大学）
・２０１６年１２月１７日（土）
　SIG −１１　情報教育 第５回研究会（山形大学）
・２０１６年１２月２０日（火）
　SIG −１１　情報教育 第６回研究会（山形大学）
２０１７年
・２０１７年０２月０４日（土）
　特別企画（実践研究活性化）セミナー
　（関西大学 東京センター）
・２０１７年０２月０５日（日）
　SIG-02　教師教育・実践研究　第 5 回研究会
　（コラボ産学官プラザ inTOKYO504）
・２０１７年０３月０４日（土）
　研究会「協働的な学びづくり」（信州大学）
・２０１７年０３月１１日（土）〜１２日（日）
　冬の合宿研究会「社会構成主義を学ぶ」
　（関西学院大学梅田キャンパス）
・２０１７年０５月２０日（土）
　研究会「ICT を活用した学習支援システムの開発と実践」
　（広島市立大学）
・２０１７年０９月１６日（土）〜１８日（月）
　第３３回全国大会（島根大学）

◎国際会議の案内
２０１７年
・SITE 2017
 http://site.aace.org/
  (3/5 – 9, Austin, USA)
・eLmL 2017
 http://www.iaria.org/conferences2017/eLmL17.html
  (3/19 – 23, Nice, France)
・ACHI 2017
 http://www.iaria.org/conferences2017/ACHI17.html
  (3/19 – 23, Nice, France)
・EdMedia 2017
 http://www.aace.org/conf/edmedia/
   （6/21 – 23, Washington, DC, USA）
・HCI International 2017
 http://2017.hci.international/
   （7/9 – 14, Vancouver, Canada）

２18
２０１6年 12月2日


