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新年のご挨拶 未来の創り手を育てる教育工学研究 
日本教育工学会会長 山西潤一（富山大学）

 
新しい年がスタートした．学校教育の情報化が加速度的に進むことが期待

されるとともに，「社会に開かれた教育課程」を実現する，新しい学習指導

要領の在り方の議論が進んでいる．子供たちに，未来を担い，創り手となる

ために必要な資質・能力を確実に育てることのできる学校教育を実現すると

言う．何を学ぶか，どのように学ぶか，その結果，何ができるようになるか，

生きて働く知識や力を育む質の高い学習過程の実現を目指す．教育工学研究

は，従来から，学習や教育の環境やシステムづくり，質の高い学習過程を実

現するための授業研究や評価，それを担う教師教育など，教育改善にかかる

様々な研究を行ってきている．昨年惜しくも亡くなられた，日本教育工学会

の東洋初代会長の「われわれはいま，情報文化に関する限り，文字の発明以外には人類の歴史の中に類

比を見いだせないほどの大きな変革に当面していると思う．この変革もまた，教育の仕方だけにその影

響を限定はし得ず，教育の内容や前提にまで広く深い影響を及ぼさずにはおかない必然性を秘めている．

そういう環境の変化とセットして，教育の方法のあり方を研究するのが教育工学者の使命である」とい

う言葉の重みを今あらためて思い返すこの頃である． 
さて，昨年来，次の学習指導要領から始められる小学校での英語教育やプログラミング教育，アクテ

ィブ・ラーニングの推進など，新たな教育内容やその方法を巡る議論が盛んだ．ここで，筆者が長年関

わってきたプログラミング教育に関して，学校現場では不安が多い．プログラミング教育という言葉か

ら，多くの方は，プログラミング言語を用いて，コンピュータに目的の仕事をさせるためのプログラム

を作る，コーディングを学ぶことと考えてしまう．ICT 技術の基礎を学び，そのための人材育成の第一

歩だという意見も聞かれる．しかし，私はそうは思わない．30 年前，情報化が進むことで，私達の身の

回りには便利なブラックボックスが増え，誰もがボタンを押せば，全て自動でしてくれる便利な道具が

増えることを喜んだ．しかし，ブラックボックスでいいのか，そこに新たな問題が生じる．発達段階に

応じて，ブラックボックス化したシステムの中身を考え，どのような仕組みで動いているのか分かるこ

とが重要だ．望ましい情報化は一部の専門家のみに任せるのではない．中身がある程度理解できれば，

その便利さや危うさも理解できる．そのためには自らシステムを作ってみるのが一番．子どものために

開発されたコンピュータ言語 LOGO を用いて，信号機やロボットを作ってみる活動を行なったことが

懐かしく思い出される．プログラミングの経験のない先生方にとっては，コンピュータ言語を覚える，

その仕組まで・・という不安がある．しかし全く問題ない．より分かりやすいコンピュータ言語もある

し，日本語で手順が説明できればいいのだ．私の経験から言えば，小学生が１，２時間で理解できる内

容だ．もう一つ，プログラミング教育には道具が必要なことは言うまでもない．安価なタブレットコン

ピュータの導入も進むが，できれば情報システムをクリアなものにするセンサーやモータなどの入出力

装置が欲しい．これも安価で分かりやすいものがたくさん出てきた．当然のことながらプログラミング

教育推進のための教材費は必要だ．昨年，プログラミング教育に先進的に取り組んでいるエストニアの

教育事情を視察した．小学校でも情報の授業だけでなく，１年生の算数，３年生の美術，５年生の社会

など，多くの教科で教科の内容理解のために子どもたちはコンピュータやロボットを動かして課題解決

のための作品作りを行なっていた．プログラミングを学ぶための学習ではなく，道具としてコンピュー

タやロボットを活用しながら，表現力や創造性，論理的思考力を育んでいた．そこには教師主導の伝達

主義的教育ではなく，まさしく児童生徒中心の構成的教授法に基づく授業が展開されていた．日本のプ

ログラミング教育もそうありたいものだ．ここで，Educational Technologist なる専門職に出会った．

ICT の技術的問題をサポートするのみならず，授業づくり，授業評価と授業記録の共有，校内研修など，

学校教育の情報化推進によるより良い学校づくりを支援する専門職だ．日本では ICT 支援員の設置が長

年議論されてきているが未だ実現の運びでない．先生たちの ICT 活用指導力が向上すれば，何で支援が

必要になるのか．継続的支援がなぜ必要なのかという声さえ聞かれる．教育工学は環境，内容，方法に

関する多様な研究分野だ．専門職能を持った人材育成も新たな学会のテーマかもしれない． 
また，学会のグローバル化戦略として AECT（全米教育技術協会）との学術交流協定を締結し，米国

で日本の教育工学研究を紹介する場も広がった．若い研究者にぜひ世界を相手に研究を広げていただき

たい．さらに，これから教育改善を図っていこうとする国々のために私達の研究成果を役立てるべく，

文部科学省の「日本型教育の海外展開事業」にも参加した．日本はもとより世界の教育改善に教育工学

研究が役立てられることを期待し，本年も，学際的視野に立った教育工学研究を皆様とともにすすめた

いと思う．ご支援，ご協力の程どうかよろしくお願い申し上げます．  
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第 33 回通常総会およびシンポジウムの開催のお知らせ（第一報）
 
日時  2017 年 06 月 17 日（土）10:00～16:30（受付 09:30 より） 
会場  大阪マーチャンダイズビル 
    http://www.omm.co.jp/ （New Education Expo2017 会場） 
 
■午前のセッション：10:00〜12:00 
テーマ：『日本の教育経験の海外展開』と JSET の役割 
日本の教育経験が世界で注目されているが，教育工学の研究成果をどのような形で海外展開してい

けるかまだ十分な研究がなされているとはいえません．本シンポジウムでは，海外展開をしようとし
ている文科省，および長年，教育開発を展開してきた JICA から担当者に参加してもらい，大学や学
会とどのような連携をすれば効果的な海外展開が出来るか，展望を語ってもらう予定です．また，世
界的な広がりを見せる授業研究の実践について理解を深めていきたいと思います． 

 
司会：佐藤慎一（日本福祉大学） 
登壇者： 
文部科学省「日本の教育経験の海外展開事業」から 
江崎千絵（JICA 人間開発部基礎教育グループ 基礎教育第一チーム 課長） 
岸磨貴子（明治大学） 
鈴木克明（熊本大学） 

 
■総会：12:00～13:00  
 第 1 号議案 2016 年度（2016 年 04 月 01 日～2017 年 03 月 31 日） 

 事業報告及び収支決算承認の件 
 第 2 号議案 2017 年度（2017 年 04 月 01 日～2018 年 03 月 31 日） 

 事業計画案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 
 
■午後のセッション：14:00〜16:30 

テーマ：日本の教育力を海外に 
アジアの国々において，日本の教育経験を伝えようと活動をしている方に，異文化の人たちと協同

して教育開発をしていく課題と可能性について発表してもらいます．また，アジアの研究者が日本人
と協同して教育開発に取り組む時の課題について，自身の経験を語っていただきます．教育工学は，
このような実践にどのように切り込んでいけるのか，議論をしたいと思います． 

 
司会：今野貴之（明星大学） 
登壇者: 
三宅貴久子（学習創造フォーラム） 
藤田 稔（パナソニック教育財団） 
相馬 敬（パデコ・国際教育開発コンサルタント） 
モハメッド・シディック（バングラデシュ教育省） 

指定討論者：山西潤一（日本教育工学会会長） 
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日本教育工学会 第 33 回全国大会のお知らせ（第一報） 
 
日本教育工学会第 33 回全国大会を，下記のように島根大学松江キャンパスにおいて開催します．多

くの方々の研究発表・ご参加をお待ちしています． 
 
１．開催期日・会場 

期日：2017 年 09 月 15 日（金）～18 日（月・祝） 
会場：島根大学松江キャンパス 〒690-8504 島根県松江市西川津町 1060 
        https://www.shimane-u.ac.jp/ 

２．大会日程 

09 月 15 日（金） 09 月 16 日（土） 09 月 17 日（日） 09 月 18 日（月・祝） 
16:00～18:00  
ワークショップ 

08:15～17:00 受付 
09:00～11:00 

一般研究発表１

（ポスター発表）

09:00～09:30 
チュートリアルセッション１

 
11:10～12:30 

一般研究発表２

（口頭発表）

12:30～14:00  
昼食，理事会

企業ランチセッション

 
14:00～15:20 

一般研究発表３

（ポスター発表）

14:00～14:30 
チュートリアルセッション２

 
15:30～17:30 

SIG セッション１

08:30～17:00 受付 
09:00～11:40 

一般研究発表４

International Session１
（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（表彰等）

 
15:10～17:40  

シンポジウム

 
18:00～20:00 懇親会 

08:30～15:00 受付 
09:00～11:00 

一般研究発表６

International Session２
（口頭発表）

 
11:10～13:10 

一般研究発表７

（口頭発表）

 
13:10～14:10 昼食 
 
14:10～16:10 

SIG セッション２

 
16:20～ 

大会企画委員会

※09月 15日（金）

は受付を設置

しない 

09:00～16:00  
企業展示

08:30～14:10  
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． 
＊大会受付は，09 月 16 日（土）より開始します． 
＊企業展示が２日目 09 月 16 日（土），３日目 09 月 17 日（日）に開催されます．ぜひ見学にお立ち寄

り下さい． 
＊大会２日目 09 月 16 日（土）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  
今大会においても，大会期間中，託児所を提供する予定です．詳細は検討中です． 

 
３．各セッションについて 

（１）シンポジウム 
内容は検討中です．詳細は後日お知らせいたします． 

（２）SIG（Special Interest Group）セッション 
SIG は，年間を通じて現代的教育課題に対する研究を深める時限付きのグループです．発表原稿

や発表方法は SIG によって異なります．実施方法の詳細は，ニューズレター第二報（５月発行予定）

および大会 Web サイトでお知らせいたします． 
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（３）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．昨年と同様に，口頭発表とポスター発

表の時間帯は分かれています．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．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． 
（４）International Session（口頭発表） 

International Session は，一般研究の口頭発表の時間帯に開催されます．International Session
の発表及び質疑応答は英語で行われます． 

（５）チュートリアルセッション 
本学会の活動内容について，たとえば教育工学選書や SIG 活動などの紹介をいたします．詳細は

後日お知らせいたします． 
（６）ワークショップ 

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．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．講演論文集へ原稿は掲載されません． 
テーマは公募します．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． 
ワークショップの日程は，大会初日の 09 月 15 日（金）の 16:00 から 18:00 を予定しております．

詳細は，後日お知らせいたします． 
■応募のスケジュール： 

06 月 01 日（木）～06 月 22 日（木） ワークショップ テーマ受付期間 
06 月 29 日（木）ワークショップ テーマ決定（採否結果を通知します） 

■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（taikai2017-ws@jset.gr.jp）
までお送り下さい． 
なお，件名は「ワークショップ応募」としてください． 

 
４．大会までのスケジュール 

06 月 01 日 木 ワークショップ テーマ受付開始 
＊SIG セッション発表申込・プロポーザル（２～４ページ）提出開始 
＊SIG セッション発表原稿（２～４ページ）提出開始 
一般研究発表／International Session 申込・原稿（２ページ）提出開始 
参加費事前送金開始 

06 月 22 日 17:00 木 ワークショップ テーマ受付締切 
＊SIG セッション採択決定通知 

06 月 29 日 木 ワークショップ テーマ決定 
07 月 04 日 17:00 火 発表者の参加費事前送金締切（クレジットカード払い，郵便振替共に） 
07 月 11 日 17:00 火 一般研究発表／International Session 申込・原稿（２ページ）提出締切 

＊SIG セッション発表原稿（２～４ページ）提出締切 
※17:00 が最終締切時刻となります．  

08 月 22 日 火 発表者以外参加費等事前送金期限（クレジットカード払い，郵便振替共に）

 
＊提出原稿の差し替え期間を廃止しました． 
＊SIG セッションの発表原稿や発表方法は SIG によって異なります．実施方法の詳細は，第二報（５

月発行予定のニューズレター）および大会 Web サイトでお知らせいたします． 
 
５．宿泊について 

連休中の観光シーズンと重なるため宿が取りにくい事態が想定されますので，本大会については，

学会期間中の宿泊施設の斡旋を検討しています．詳細は，第二報（５月発行予定のニューズレター）

および大会 Web サイトでお知らせいたします．  
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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 協働的な学びづくり／一般
●日  時：2017 年 03 月 04 日（土） 
●会  場：信州大学 長野（教育）キャンパス 

（〒380-8544 長野県長野市西長野６－ロ） 
●担  当：森下 孟（morisita@shisnhu-u.ac.jp） 

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（N201），B 会場（N202），C 会場（N203），D 会場（N204），E 会場（N301），F 会場（N302），
G 会場（N303），H 会場（N304） 

※ 同日は日本教育メディア学会，教育システム情報学会北信越支部の各研究会も同時開催されます．

受付時は混雑が予想されますので，時間に余裕をもってお越し下さい． 
 

10:00-10:05 諸連絡 

10:05-12:10 午前の部 
 
A1）初等教育における教科共通の教育手法を探る－PCK を手がかりに－ 

根本淳子（愛媛大学），鈴木克明（熊本大学） 
A2) 学校放送番組を活用した教科等の指導法にかかわる一考察 

波多野和彦（江戸川大学），中村佐里（自由学園高等科），三尾忠男（早稲田大学） 
A3) 教室の学びを支える児童のきく力に関する一考察 

宮内 健（早稲田大学大学院），向後千春（早稲田大学） 
A4) 低学年国語科におけるユニバーサルデザイン授業のためのガイドライン作成 

中森 純，深見俊崇（島根大学） 
A5) 日本の知財教育の経過とそのあるべき姿 

世良 清（三重県立津商業高等学校） 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B1) 日本のラーニング・コモンズにおける学習支援の動向 

遠海友紀，嶋田みのり（東北学院大学），村上正行（京都外国語大学）， 
稲垣 忠（東北学院大学） 

B2) 東北学院大学ラーニング・コモンズにおける開設初年度の利用傾向 
嶋田みのり，遠海友紀（東北学院大学），帖佐和加子（東北学院大学大学院）， 
村上正行（京都外国語大学），稲垣 忠（東北学院大学） 

B3) 大学理念のテキストマイニングによる女子大学の特徴分析 
柴田萌子（名古屋大学大学院），深谷和義（椙山女学園大学） 

B4) 大学内ファシリテーションにおけるテーマ選択に関する事例研究−“核武装”および“安保法案”− 
北垣郁雄，匹田 篤（広島大学），金川秀也（東京都市大学） 

B5) 大学生とのワークショップによる日本語の読み書きに関する ICT 教材の作成 
金子俊明，有友愛子，柴﨑功士，坂口嘉菜（筑波大学附属聴覚特別支援学校） 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C1) プログラミング方法論の違いに基づき社会的問題解決を考えさせるゲーミング教材の開発 

金井文哉（東京工業大学），松田稔樹（東京工業大学／江戸川大学） 
C2) 車の制御に着目した小学校プログラミング教育の実践と評価－児童のプログラミングに対する

認識と理解力に着目して－ 
北澤 武，鶴田翔平，大坪みほろ（東京学芸大学） 

C3) 主体的な「学び直し」を促す数学用ゲーミング教材のための学習者モデル 
西尾真由子（東京工業大学大学院），松田稔樹（東京工業大学／江戸川大学） 

C4) AR および VR 技術を活用した覗いて学べるオシロスコープ教材の開発 
大平祐介，宮嵜 敬（長野工業高等専門学校） 

C5) 小説執筆支援のためのプロット構築モデルとプロット作成支援システム 
芦田 淳，小尻智子（関西大学） 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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D1) 幼稚園における保護者を対象とした情報教育・情報モラル教育の効果 
勝見慶子，藤村裕一，玉水克明，大平和哉，竹口幸志（鳴門教育大学大学院） 

D2) 高校生のストレスの実態と SNS 利用状況および生徒の理想の教師像の関連分析 
稲葉 光，北澤 武（東京学芸大学） 

D3) 情報モラル教育における感情状態の変化を捉える試み－感情に着目したイメージマップ・ 
テスト（IMT）の再分析－ 
佐々木沙恵（関西大学），堤 優子，黒上晴夫（関西大学） 

D4) 小学校低学年における情報モラル教育の指導内容及び指導方策の再検討の必要性 
堀川紘子，藤村裕一，大平和哉，竹口幸志（鳴門教育大学大学院） 

D5) 大学生の問題解決力を育成するための情報教育モデルの構築 
玉田和恵（江戸川大学），松田稔樹（東京工業大学／江戸川大学） 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E1) 学校外のテクノロジークラブにおいて IT 技術者の関わりが参加者の態度に与える影響 

青木翔子，山本良太，山内祐平（東京大学大学院） 
E2) 大学生の質問行動に関する調査研究－主体的な質問行動と知能観に着目して－ 

武藤浩子（早稲田大学大学院），三尾忠男（早稲田大学） 
E3) 大学生の参画意識を促す講義と評価のデザイン－プレゼンテーション教育の事例に着眼して－ 

森 玲奈（帝京大学） 
E4) AO・推薦入試合格者の学習習慣の改善と学力向上を目的とした e ラーニングの活用 

菅原 良，榎本達彦，落合 一，太田昌宏，鈴木浩子，髙橋南海子，平塚大輔，南 愛， 
百木英明，新村 聡，御厨まり子，尼岡利崇，菊地滋夫（明星大学） 

E5) 高等教育における学習者のラーニングエクスペリエンスの形成に影響を与える要因 
川本弥希，渡辺雄貴，日高一義（東京工業大学） 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
F1) 小学校通知表所見の特徴単語抽出のためのテキストマイニング手法の比較２ 

山崎宣次（中部学院大学），掛川淳一，小川修史（兵庫教育大学），加藤直樹（岐阜大学）， 
横山隆光（岐阜女子大学），興戸律子（岐阜大学），森広浩一郎（兵庫教育大学） 

F2) アクティブ・ラーニングにおける学習評価のための項目反応理論に基づく CBT の開発 
蛯名哲也，宮澤芳光，榎本 命，森本康彦（東京学芸大学） 

F3) ルーブリックを用いた自己評価による学習効果－小学校における新聞づくり活動を事例として－  
相場奨太（小平市立小平第五小学校／玉川大学教職大学院）， 
佐藤和紀（杉並区立高井戸東小学校／東北大学大学院），堀田龍也（東北大学大学院）， 
谷 和樹（玉川大学教職大学院） 

F4) 数学における公式の剥落と学習動機，エンゲージメント，学習観，学習方略の関係 
清水優菜，守谷真一，武者尚志，成田竜也，山本 光（横浜国立大学大学院） 

F5) 事前学修と対面学修に対する自己評価の相関 
西牧可織，二瓶裕之（北海道医療大学） 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
G1) クラウドを利用した協働学習における作業履歴から見たレポート作成過程の分析 

仙石昌也，宮本淳，山森孝彦，久留友紀子，橋本貴宏（愛知医科大学） 
G2) 人間関係形成力を育成するための言語活動の一手法－役割・立場固定式グループディスカッシ

ョン法－ 
井上久祥（上越教育大学大学院） 

G3) 生徒の主体性と協働性に対する学級担任の影響 
井奥智大，釘原直樹（大阪大学） 

G4) 教育用 SNS を活用して協調的議論をするための要件の検討 
菅井道子（宮城県仙台第三高等学校／東北大学大学院）， 
堀田龍也，和田裕一（東北大学大学院） 

G5) 情報コミュニケーションに関する協働的な学びのための楽曲教材の開発 
伊藤大河（学習院大学），末永貴之（桐朋中学・高等学校）， 
伊藤基晴（ふじみ野市立東台小学校） 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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H1) 地域連携によるコミュニケーション活性化のための学びのデザイン 
武田亘明（札幌市立大学） 

H2) 「教職実践演習」模擬授業（社会科）の振り返りに見る学年間の違い（2016 年度） 
藤崎聖也（信州大学） 

H3) 全学教育課程における学問分野連携型協働学修の実践 
二瓶裕之，西牧可織，足利俊彦，礒部太一，井上恒志郎，櫻井 潤，新岡丈治，原田潤平， 
森田 勲，小島 悟，小田和明，和田啓爾（北海道医療大学） 

H4) 中学校社会科と中学校理科による異教科・異学年の『学び合い』学習における生徒の意識の 
変化に関する研究（その２） 
中島千博，三崎 隆（信州大学） 

H5) InCircle を活用した授業外でのアクティブな相互作用の試み 
魚崎典子（大阪大学），米川孝宏（HUB ネットワークス(株)），殷 成久（神戸大学） 

 
13:05-13:10 委員会挨拶・諸連絡 
13:10-15:15 午後の部① 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A6) 管楽器初学者支援に向けた音楽 ICT 教材に関する考察 

桐原 礼（信州大学），山本 樹（尚美学園大学），白神晃子，國宗永佳， 
森下 孟（信州大学） 

A7) 演奏音の客観的評価による管楽器演奏技能向上の試み 
森下 孟，桐原 礼，國宗永佳，白神晃子（信州大学） 

A8) サッカーの攻撃戦術についての測定尺度の検討－サッカー日本代表を対象とした分析－ 
武者尚志，成田竜也，守谷真一，清水優菜，山本 光（横浜国立大学大学院） 

A9) 身体的演奏技術に関する気づきを促すシステムの開発 
吉川 遼，池尻良平，山内祐平（東京大学大学院） 

A10) ソフトテニスの部活動においてタブレット端末で振り返りを行う活動がファーストサービス

技術向上に与える影響 
内田 圭，北澤 武（東京学芸大学） 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B6) 教育実践研究用 e-portfolio を汎用化した履修カルテの実装 

松田稔樹（東京工業大学／江戸川大学） 
B7) 教職履修学生から若手教員に至るまでの授業評価の視点変化 

石川貴彦（名寄市立大学） 
B8) 教員養成課程の学生に対するε-δ論法の指導法の考案とその効果 

成田竜也，守谷真一，武者尚志，清水優菜，山本 光（横浜国立大学大学院） 
B9) 反転授業に教育学部生の予習動画を活用することが生徒の学習意欲・学習方略・成績に与える

影響 
塩屋喬介，北澤 武（東京学芸大学），淺井健雄（加藤学園高等学校） 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C6) 経済的支援を要する中学生に遠隔地から学習支援を行う学生の教職観に関する実践的研究 

山﨑浩一朗，北澤 武，田嶌大樹，周村諭里，古家 眞，朝倉隆司， 
松田恵示（東京学芸大学） 

C7) へき地小規模校の問題点を最小化し優位性を最大化する実践的取り組みに関する研究 
田中 伸，藤村裕一，大平和哉，竹口幸志（鳴門教育大学大学院） 

C8) 全天球と従来型のデジタルビデオカメラの授業動画の違いが教育実習生の振り返りに対する 
認識の差異分析 
大野太幹，北澤 武（東京学芸大学） 

C9) 建築家ならではの創造性の育成方策－工業高校建築系学科に焦点を当てて－ 
藏滿和彦，藤村裕一，大平和哉，竹口幸志（鳴門教育大学大学院） 

C10) 総合的な学習の時間による小学校プログラミング教育の実践と評価－マインドストームを 
活用した学級担任による授業を通じて－ 
鶴田翔平，北澤 武（東京学芸大学） 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D6) 物理世界モデルによる物理的思考育成のための対話システム 

和田拓也，小尻智子（関西大学） 
D7) プログラミング学習における Tinkering の支援－自己説明を通じた仕組みの理解を促す 

システムの試作－ 
原田悠我，荒 優，山内祐平（東京大学大学院） 

D8) メタ認知による文章題解決の研究－中学生を対象とした振り返り活動におけるメタ認知－ 
守谷真一，武者尚志，成田竜也，清水優菜，山本 光（横浜国立大学大学院） 

D9) 探究的な学習における反論スキルの指導の展望と提案 
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） 

D10) 道徳授業における思考ルーチンの効果－価値葛藤教材で綱引きルーチンを用いる－ 
柳谷知穂，黒上晴夫（関西大学），木村明憲（京都教育大学付属桃山小学校） 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E6) 小学校における情報活用能力の育成を目指した年間指導計画作成の試み 

六車陽一，小池翔太（立命館小学校） 
E7) NHK 学校放送番組「しまった！」の視聴による情報活用スキルの発見数の変化 

木村明憲（京都教育大学附属桃山小学校），堀川紘子（京都市立藤城小学校）， 
楠本 誠（松坂市立三雲中学校），佐和伸明（柏市教育委員会）， 
福本 徹（国立教育政策研究所），服部里衣子（日本放送協会），高橋 純（東京学芸大学），

堀田龍也（東北大学大学院）， 
E8) 「児童の ICT 活用を指導する能力」の向上を目指した教員研修の実践と評価－教員免許状更新

講習での取り組みから－ 
黒川幸輝，北澤 武（東京学芸大学），河野広和（東京学芸大学附属世田谷小学校） 

E9) 電子書籍のメディア特性に適応した読書方略の検討 
菅谷克行，関 友作（茨城大学） 

E10) 模擬授業の児童生徒役の演技を促す手法の検討 
佐久間大（東京工業大学大学院），高石哲巳，今井智貴，畠野真理子，長谷川勝久（東洋大学），

室田真男（東京工業大学大学院） 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
F6) 小学校におけるミドルリーダー・管理職の職務と成長に関する調査と研修開発の試み－校長の 

職務と能力向上に関する一考察－ 
脇本健弘（横浜国立大学），木村 充（東京大学），町支大祐（青山学院大学），中尾教子， 
平野智紀（内田洋行教育総合研究所），野中陽一，大内美智子（横浜国立大学） 

F7) 教員の資質能力の向上を目指した LINE のグループ環境における教員のコミュニティ活動に 
関する研究 
瀨田康就，北澤 武（東京学芸大学）  

F8) センター型研修の校内への伝達と校内研究との関係に関する一考察 
町支大祐（青山学院大学），中田正弘，坂田哲人（帝京大学），脇本健弘（横浜国立大学） 

F9) 教師視点の映像記録を活用した授業の多元的記録・分析・構成方法の研究（３） 
後藤明史（名古屋大学），平山 勉，谷口正明（名城大学） 

F10) 学校研究の発展のために教育委員会指導主事が果たす役割のルーブリックの改善 
島田 希（大阪市立大学大学院），木原俊行，寺嶋浩介（大阪教育大学大学院） 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
G6) アクティブ・ラーニングの学習評価のモデル化 

森本康彦，伊藤明裕，丸山浩平，宮澤芳光（東京学芸大学） 
G7) 高校数学科における探究活動を目指した授業デザイン－アクティブラーニングに着目して－ 

池田真結，郷原惇平，水飼 巌（東京理科大学大学院），渡辺雄貴（東京工業大学）， 
佐古彰史（東京理科大学大学院） 

G8) 情報倫理教育におけるアクティブ・ラーニング導入の試み－特別講義での相互評価を踏まえて－  
中村佐里（自由学園高等科），遠藤敏喜（自由学園最高学部），波多野和彦（江戸川大学） 

G9) 家政科教育の中で「提案する力」をつけるためのアクティブラーニング型授業方法論の検討 
土肥麻佐子（大妻女子大学短期大学部），西村悟史，福田賢一郎， 
西村拓一（産業技術総合研究所） 

G10) 国語科「読むこと」におけるビジュアル・リテラシー実践の研究 
松木泰裕，中村純子（東京学芸大学大学院） 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
H6) 小学校第６学年理科の『学び合い』の授業において現れた理科における性差を感じている児童

と理科における性差を感じていない児童の会話ケースに関する研究 
山口美貴（信州大学），青木幹昌（高崎市立倉賀野小学校），三崎 隆（信州大学） 

H7) 小学校理科の『学び合い』授業における理科の塾に通っている児童とそうでない児童の会話ケ

ースについての研究（その２） 
田中沙和（信州大学），青木幹昌（高崎市立倉賀野小学校），三崎 隆（信州大学） 

H8) 理科の学習に苦手意識を持っている児童とそうでない児童の『学び合い』における会話ケース

の特徴に関する研究 
浅野敏章（信州大学），青木幹昌（高崎市立倉賀野小学校），三崎 隆（信州大学） 

H9) 小学校における効果的な「きょうどう」学習の成立要件に関する研究 
前多香織，藤村裕一，大平和哉，竹口幸志（鳴門教育大学大学院） 

H10) 小学校防災教育における話し合い活動の分析 
村田博基（信州大学大学院），東原義訓（信州大学），五十嵐俊子（日野市立平山小学校） 

 
 
15:30-17:35 午後の部② 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A11) 科目選択支援に SDLRS を用いるシステム開発のための基礎研究－成績との関係の検討－ 

松田岳士（首都大東京），渡辺雄貴（東京工業大学），重田勝介（北海道大学）， 
近藤伸彦（首都大学東京），加藤 浩（放送大学） 

A12) プレゼンテーションスキル育成のためのコンテンツ印象診断システム 
徳永悠作，小尻智子（関西大学） 

A13) 筆記課題を採点するシステムの試作 
五月女仁子（日本女子体育大学） 

A14) 状態変化に基づいた歴史事象パズルピースを用いた因果関係図作成支援 
浦辻大地（関西大学），徳竹圭太郎（広尾学園中学高等学校），小尻智子（関西大学） 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B10) 高校「データ分析」で問題解決力を育成するための教材設計フレームワークの検討と実践 

合田智一（東京工業大学大学院），松田稔樹（東京工業大学／江戸川大学） 
B11) PBL の最小要件を備えた授業モデルの提案－教科「情報」を例として－ 

木村竜也，伊藤大輔（金沢工業大学） 
B12) 「問題解決の縦糸・横糸モデル」に基づく情報科で指導すべき内部知識の体系化 

上遠野貴広（東京工業大学大学院），松田稔樹（東京工業大学／江戸川大学） 
B13) 初年次導入教育におけるスラックラインを用いた授業のデザインと効果 

奥田麻衣（神奈川大学） 
B14) 小中一貫教育における効果的な連携方法についての検討－鳥取県の３校でのインタビュー 

調査を踏まえて－ 
松山高士，深見俊崇（島根大学） 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C11) 青年中期の発達特性を活かした「グローバル人材」育成と異文化理解 

前田淳司，藤村裕一，大平和哉，竹口幸志（鳴門教育大学大学院） 
C12) 日本とフィリピンの高校生におけるインターネット利用意識の国際比較 

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

C13) ESD に関する批判的考察－地域社会の未来を築こうとする児童育成の成立要件－ 
山本 誠，藤村裕一，大平和哉，竹口幸志（鳴門教育大学大学院） 

C14) 初修外国語（フランス語）における授業実践を想定したデジタル教科書の設計 
有富智世，喜久川功（常葉大学） 

C15) フォトランゲージに対する質的研究法を用いた評価の実践 
増山一光（県立神奈川総合産業高等学校）  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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D11) 学習者用デジタル教科書ビューワの開発とそれがもたらす学びの形の変化についての実証 
小林信輔（東京学芸大学大学院），加藤直樹（東京学芸大学） 

D12) 「アクティブ・ラーニング」の視点からの授業改善を目指した指導計画作成演習の実践 
－ICT 機器を活用して－ 
福本 徹（国立教育政策研究所） 

D13) タブレットを活用した解説の表示方法が学習意欲や正答率に与える影響 
吉本直豊，北澤 武（東京学芸大学） 

D14) 授業デザインの過程で蓄積されたログデータを用いたダッシュボードの効果検証 
松本裕里，森本康彦，榎本 命，宮寺庸造（東京学芸大学） 

D15) ICT を活用したアクティブラーニングによる水泳指導の開発と評価－水泳フォームのアノテー

ションが主体的，協働的な学びに与える効果－ 
渡辺峻大（上越教育大学大学院），井上久祥（上越教育大学） 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E11) オンライン大学の社会人学生はどのような動機で入学するのか 

田中理恵子（早稲田大学大学院），向後千春（早稲田大学） 
E12) 生活習慣による情報活用の実践力の比較分析－小学５・６年生を対象として－ 

伊藤大輔，木村竜也（金沢工業大学），磯部征尊，鈴木一成（愛知教育大学） 
E13) 意識する相手による科学的な概念の理解の差 

野口 聡（京都外国語大学），田中雄也（寝屋川市立第八中学校） 
E14) 専門学校における医療事務観・医療事務員観とそれに基づく能力育成の可能性 

中井里美，藤村裕一，大平和哉，竹口幸志（鳴門教育大学大学院) 
E15) 自己学習のための学習技能の習得と活用を促す指導法とそれに基づく教材の開発 

井出未来（東京工業大学），松田稔樹（東京工業大学／江戸川大学） 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
F11) 中学校技術科における 3D-CAD，3D プリンターの利用 

矢代祐介（信州大学教育学部附属松本中学校），村松浩幸（信州大学） 
F12) ３次元の多声的視点転換機能を持つタンジブル人形劇システムによる授業シミュレーション

の検討 
望月俊男（専修大学），佐々木博史（神戸大学），脇本健弘（横浜国立大学），平山涼也， 
吉田定秀，宮脇光輝，山口裕大（専修大学），舟生日出男（創価大学），鈴木栄幸（茨城大学），

久保田善彦（宇都宮大学），加藤 浩（放送大学） 
F13) モバイル端末でプレゼンテーションの相互評価を実現するビデオプレゼンテーション評価 

システムの開発と実践 
倉田 伸（長崎大学／東京工業大学大学院），藤木 卓（長崎大学）， 
室田真男（東京工業大学） 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
G11) 機能機構階層図を用いた知識構成型ジグソー法教材の設計と授業実践 

大崎理乃（産業技術大学院大学） 
G12) 成人の趣味活動における興味の深まりと学習環境の関係－アマチュア・オーケストラ活動に 

着目して－ 
杉山昂平（東京大学大学院），森 玲奈（帝京大学），山内祐平（東京大学大学院） 

G13) レポート・ライティングにおけるプランニング過程の可視化システムの開発と試行 
舘野泰一（立教大学），大川内隆朗（帝京大学），平野智紀（内田洋行教育総合研究所） 

G14) TBL 形式の基礎医学授業におけるブレンド型学習のデザイン 
清水郁夫，多田 剛（信州大学） 

G15) 学力の３要素を育てる ICT 学習支援システム開発および立命館守山中学校における実証実験 
犬飼龍馬（私立立命館守山中学校・高等学校），河野 碧（株式会社電通国際情報サービス）

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
  

Japan Society for Educational Technology

11



 

  

12 

H11) ディープ・アクティブラーニングのための問いと関係性のデザインと実践 I 
山川 修（福井県立大学），田中洋一（仁愛女子短期大学），谷内眞之助（福井県立大学）， 
長水壽寛（福井工業高等専門学校），近藤 晶（福井工業大学） 

H12) ディープ・アクティブラーニングのための問いと関係性のデザインと実践 II 
田中洋一（仁愛女子短期大学），山川 修，谷内眞之助（福井県立大学）， 
長水壽寛（福井工業高等専門学校），近藤 晶（福井工業大学） 

H13) 学生のラーニング・コモンズに対する利用意欲とチームワーク能力との関係 
帖佐和加子（東北学院大学大学院），遠海友紀，嶋田みのり，萩原俊彦， 
稲垣 忠（東北学院大学） 

H14) 統合ゼミ活動支援システムにおけるファシリテーション能力育成の試み 
米谷雄介，岸田 晃，永岡慶三（早稲田大学） 

H15) 統合ゼミ活動支援システムにおける個別評価項目を用いたプレゼンテーション能力育成の 
試み 
山方沙耶佳，米谷雄介，永岡慶三（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 長野駅から長野市循環バス『ぐるりん号』に乗車（約 10 分），バス停「信大教育学

部前」を下車し道路を挟んだ正面にキャンパスがあります．詳しくは，信州大学教育学部 Web サ

イトの「交通・キャンパス案内」(http://www.shinshu-u.ac.jp/guidance/maps/map01.html)をご参

照下さい．なお，お車でお越しになられた場合でも，構内の駐車場をご利用いただくことはできま

せん． 
● 昼食等案内：大学生協の営業予定はありません（自販機はご利用可能です）．周辺に飲食店はあり

ますが，観光地につき混雑が予想されます．最寄りのコンビニエンスストアまでは徒歩で約 10 分

かかります．昼食等については，ご都合にあわせて，あらかじめ JR 長野駅前等にてご準備下さい．

● 今回の研究会終了後，日本教育メディア学会，教育システム情報学会北信越支部との合同情報交換

会を長野駅前で開催します．詳細については，JSET 研究会 Web ページ（https://www.jset.gr.jp/s
tudy-group/files/?date=20170304）等にてお知らせします． 

研究会の発表募集  テーマ：ICT を活用した学習支援システムの開発と実践／一般 
●日  時：2017 年 05 月 20 日（土） 
●申込締切：2017 年 03 月 08 日（木）17:00 

●会  場：広島市立大学（担当：岡本 勝） 
●原稿提出：2017 年 04 月 10 日（月）17:00 

●募集内容： 
スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイ

ス，Leap motion や Kinect，Eye Tracker のような人

の行動を計測できるセンサ，拡張現実（AR）のための

投影技術や HMD，アクションカメラのようなウェアラ

ブルデバイスなど，様々な先進デバイスが安価で簡単に

利用可能になってきており，これまでの学習教材では不

可能であった学習活動を実現させる可能性が広がって

います．本研究会では，このような先進的デバイスを利

用した学習支援システムの発展を目標として，新たな学

習活動のモデリングから先進的デバイスの実践利用に

ついての報告まで幅広く募集いたします．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． 

●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． 
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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 07 月 08 日（土） 未定 東北学院大学 05月08日（月） 06月 05日（月）

10 月 14 日（土） 未定 高知大学 08月07日（月） 09月 04日（月）

12 月 09 日（土） 未定 関西学院大学 10月10日（火） 10月 06日（月）

2018 年 03 月 03 日（土） 未定 尚美学園大学 01月09日（火） 02月 05日（月）

05 月 27 日（日） 未定 関西大学 03月26日（月） 04月 23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 12 月 17 日（土） 
●発表件数：41 件 

●会  場：仁愛女子短期大学 
●参加者数：94 名（内非会員 23 名） 

本研究会は，「インストラクショナル・デザイン／一般」という

テーマで開催されました．アクティブ・ラーニングや e ラーニング

をはじめとして，初等・中等教育，高等教育における多様な授業設

計や分析方法が発表されました．午後の後半に SIG-07 インストラ

クショナル・デザインの第２回ワークショップを開催したこともあ

り，発表は４教室での並行セッションで進められ，1 教室あたりの

参加者が少ないという心配もしましたが，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．会場へのアクセスが不便な

上，前日に降雪，当日も雨天でしたが，多くの皆様にご発表・ご参

加いただくことができました．参加された方をはじめとして，開催

にご協力いただきました皆様に深く御礼申し上げます． 
担当：田中洋一（仁愛女子短期大学）
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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（最終報）
 

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，09:30～12:00 のファシリテーター研修および 
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． 
■コーディネーター： 
【SIG01】岩崎千晶（関西大学），勝又あずさ（成城大学），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／幹事） 
【SIG07】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／幹事），冨永敦子（はこだて未来大学） 
■公認ファシリテーター： 

上田和子（武庫川女子大学），甲斐晶子（桜美林大学），茂野賢治（立命館大学）， 
西尾由里（名城大学），三浦和美（東北福祉大学），宮谷敦美（愛知県立大学），森 幹彦（京都大学） 

■担当副会長：鈴木克明（熊本大学） 
■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】 幹事代表：高橋暁子 E-mail： fd-staff@jset.gr.jp 
○ 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． 
 
  

Japan Society for Educational Technology

14



 

  

15 

日本教育工学会 冬の合宿研究会の開催案内（最終報） 
 
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，jtokito@kwansei.ac.jp（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（最終報） 
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． 

 
■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：下記にある申込みフォームよりお申し込み下さい． 

http://www.uchida.co.jp/seminar/170325/index.php 
■セミナープログラム 

13:00 開場  13:30 開始  17:00 終了予定 
第一部 
１．趣旨説明 企画委員会 
２．講演Ⅰ ｢IMS Global Learning Consortium と日本 IMS 協会について｣ 

山田恒夫 氏 日本 IMS 協会 運営委員会委員長 放送大学 教育支援センター 教授 
３．講演Ⅱ 「各標準規格と事例紹介 Caliper,LTI,QTI,OneRoster」 

Caliper：  李 在範 氏 株式会社ネットラーニングホールディングス 副社長 
LTI：    常盤祐司 氏 日本 IMS 協会技術委員会委員長 

法政大学情報メディア教育研究センター 教授 
OneRoster： 中野裕司 氏 熊本大学総合情報統括センター 教授 
QTI：    永井正一 氏 内田洋行教育総合研究所（株式会社インフォザイン） 

 
第二部 
４．パネルディスカッション 

IMS Global Learning Consortium の推進している標準規格の内容，事例の発表を受けて，今

後の教育現場で学習記録データ等の標準化の必要性を共有し，現時点での課題を明らかにすると

ともに，今後ソフトウェア，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する． 
 

コーディネーター：山西潤一 氏 富山大学名誉教授 日本教育工学会 会長 
パネリスト：山田恒夫 氏 日本 IMS 協会運営委員会 委員長 放送大学教育支援センター 教授 

常盤祐司 氏 日本 IMS 協会技術委員会 委員長 
法政大学情報メディア教育研究センター 教授 

中野裕司 氏 熊本大学総合情報統括センター 教授 
李 在範 氏 株式会社ネットラーニングホールディングス 副社長 
永井正一 氏 内田洋行教育総合研究所（株式会社インフォザイン） 
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ショートレター増刊号論文募集のお知らせ（最終報） 
 

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（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：short@jset.gr.jp 
Tel/Fax：03-5740-9505 
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パネル討論会（報告） 
「アクティブラーニング推進における教育工学会の役割」 

 
■日時・会場：2016 年 12 月 09 日（金）14:00～17:00，東海大学校友会館「富士の間」，参加者数：100 名 
■特別講演：大杉住子（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） 

「次期学習指導要領の方向性」 
■パネル討論会： 
コーディネーター：山西潤一（日本教育工学会会長） 
パ ネ リ ス ト：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 

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 
柏原昭博（電気通信大学）情報システムの立場から 
鈴木克明（熊本大学）国際関係の立場から 
新井健一（ベネッセコーポレーション）産業界の立場から 

■講 評：小野元之（公益財団法人パナソニック教育財団） 
 
日本教育工学会が 1984 年に設立されて 30 年以上が経過した．設立 25 周年記念として始められた教

育工学選書の出版事業は，まもなく第一期８巻と第二期 12 巻の全てが発刊され一区切りを迎える．10
年後の教育工学会，教育工学研究のあり方を検討すべく2014年に発足したSIG（Special Interest Group）
は，Flexible，Open，Accountable の３つをキーワードに様々な活動を展開している．このような近年

の取り組みに加え，これまで 30 年あまりにわたって日本教育工学会が取り組んできた研究の方向や成

果を広く会員以外の一般にも知っていただくことを目的として，2016 年 12 月 09 日（金）にパネル討

論会を開催した． 
初めに，文部科学省初等中等教育局教育課程課教育課

程企画室長の大杉住子氏から，「次期学習指導要領の方

向性」というテーマで特別講演が行われた．まず，新し

い学習指導要領が「社会に開かれた教育課程」を目指す

にあたって，その背景にある社会情勢，国内外で行われ

ている学力調査，子どもの体力・運動能力等についての

見解が示された．パネル討論会の直前に発表された

PISA2015 において，読解力が低下した要因の一つとし

て，今調査から本格導入された CBT（Computer Based 
Test）の関連が考えられること，今後の教育を考える上

での情報化の重要性などが指摘された． 
このような多様な現状理解をふまえて，新しい学習指

導要領で検討された「何を学ぶか」「何ができるようになるか」「どのように学ぶか」の３点について，

検討のプロセスが報告された．そして，新しい時代に必要となる資質や能力をふまえた教科・科目の構

成や授業時数，教育課程によって育成すべき資質・能力の３つの柱「学びに向かう力・人間性等」「何

を理解しているか，何ができるか」「理解していること・できることをどう使うか」についての，各教

科等の学校段階ごとのイメージが紹介された．これらをふまえて，主体的な学び，対話的な学び，深い

学びを実現するための「アクティブラーニング」の視点からの授業改善の重要性や，高大接続システム

の改革の方向性などが示された． 
特別講演に引き続いて，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」が行われた．

山西会長からの趣旨説明の後，５名のパネリストから

の話題提供があった． 
最初に登壇した吉崎静夫氏（日本女子大学）は，授

業研究・教師教育分野の立場から，アクティブラーニ

ングに対して教育工学が貢献する上での枠組みを示し

た．教育工学における実践研究を，Ⅰ：研究技法や道

具の開発（基礎），Ⅱ：教育実践の記述および要因分析

（基礎），Ⅲ：実践の改善と学習環境づくり（応用），

Ⅳ：教師の教育実践力の育成（応用）の４つのタイプ

に分け，アクティブラーニングを効果的に推進するた
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め，また成果を解明するためには，これまで教育工学が取り組んできたように４つの側面からの総合的

な研究を行う必要があると提言した． 
赤堀侃司氏（日本教育情報化振興会）は，教育の情報化の立場から，1970 年代から現在までの変遷

を，「教える」「学ぶ」「創る」という枠組で整理し，コンピテンシーが重視される今後の教育と情報化

の関連を示した．1970 年代のアナログから現代のデジタルへと変遷していく中で，それぞれの年代に

ついて，ICT 利活用の具体的実践事例を交えながら，教育課程は振り子のように行き来しており，他の

国もほぼ同じ傾向であることが報告された．また，教育課程とメディア・デバイスと授業形態は関連し

ており，どの時代の教育課程も長所と短所があり，恒久的な教育課程やメディア・デバイスの利活用は

ないことが紹介された． 
柏原昭博氏（電気通信大学）は，教育工学における情報システムの目的をふまえ，これまでコンピュ

ータを学習者の知的なパートナーとみなし，インタラクションを通して学習者が持っている知能を高め，

そのプロセスをデザインし支援する（学習のモデル化）研究が推進されてきたことを概観した．そして，

近年 AI が注目される中，情報システム研究の果たす役割として，学習・教育環境を電子化すること，

より質の高い支援を提供するために既存の学習・教育を再構築／変革すること，新しい学習の場・新し

い学習体験の実現・未知の問題解決・学習方法・情報の提供を行うなどの新しい学習を創ることが挙げ

られた． 
鈴木克明氏（熊本大学）は，学会の国際化の立場から，教育工学会が取り組んできている国際連携事

業，具体的には，中国や韓国と行ってきた相互連携フォーラム，米国を本拠地とする AECT（Association 
for Educational Communications and Technology）との MOU の締結を始め，AECT 会長の招聘やシ

ンポジウムの開催，ICoME（International Conference for Media in Education）の共催，今年度から

始まる EDU-Port ニッポン（日本型教育の海外展開事業）への参画についての報告をふまえて，日本の

教育工学研究を今後さらに世界に発信する基盤づくりについて提言した． 
新井健一氏（ベネッセコーポレーション）は，産業界の立場から，学会と産業界が上手く連携し，先

進的な研究知見を実装レベルにすることの社会的・経済的意義と今後の方向性を示した．文部科学省の

「普通教室の ICT 環境整備のステップ」や「スマートスクール構想」の事例をふまえながら，学会と産

業界との関わりを紹介した．そして，アクティブラーニング推進と教育工学について，STEM（Science, 
Technology, Engineering and Mathematics）/STEAM（Science, Technology, Engineering and Applied 
Mathematics），プログラミング教育，ビッグデータ，人工知能等と教育のあり方の観点から，海外連

携も視野に進めていくことの重要性を示した． 
５名の登壇者の話題提供に関連した質疑討論が行

われた． 
まず，アクティブラーニングを進める上での，良

い点と考えなくてはいけない点について質問があ

った．レッスンスタディなどの日本の伝統が諸外国

から注目を浴びている一方で，学習者が自分の考え

をあまり持てないという課題があることから，これ

までの授業研究と学習者の認知的側面，システム開

発の分野と関連させながら整理することや，システ

ムと学習成果の因果関係を検証することが重要と

の回答がなされた． 
次に，「主体的な学び」の捉え方について質問が

あった．その捉え方は多様であるが，対話的な学び

に行くまでに自分なりの考えを持つということが主体的な学びにおいて重要であり，主体的な学習活動

として自分の意見を書かせる実践が多いことが発言された． 
また，教育工学会が今後さらに国際連携を推進していく上で，国によって教育に期待すること，学会

に期待することが異なる場合が想定される．そういった共通点や相違点について質問があった．各国と

も目標は共通していると思われるが，それぞれの国が求めることについて情報交換をする中で，さらな

る連携につなげることが重要であるとの回答がなされた． 
最後に，小野元之氏（公益財団法人パナソニック教育財団）より，アクティブラーニングの深い学び

につなげるためには，ICT 利活用だけでなく，しっかり自分の意見をもつ，繰り返し学習を行う等の基

礎基本を大切にし，真の学力向上に繋がるようなアクティブラーニングを考えていくことが重要であり，

教育工学会が学習者の支援に寄与するよう期待している等の講評があった． 
担当：北澤 武（東京学芸大学）・姫野完治（北海道大学）
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SIG-09 質的研究 

『−質的データ分析手法 SCAT を学ぶワークショップ−』案内 
 
●日時：2017 年 03 月 22 日（水）09:30～23 日（木）16:00 
●会場：ニューオータニイン札幌（札幌市中央区北２条西１丁目１-１） 
●講師：大谷 尚先生，肥田 武先生（名古屋大学） 
●定員：30 名（先着順） 
●参加費：26,500 円（１泊４食（１日目夕食は懇親会を兼ねる）の代金，会場費を含む） 
●申し込み：http://www.jset.gr.jp/sig/sig09_20170322.html より申込みフォームをご利用下さい． 

 質的データ分析手法の Steps for Coding and Theorization（SCAT）を学ぶワークショップを企

画しました．長時間じっくりと SCAT について講師の先生がたや参加者と議論しながら学べるよう

にホテルを会場としました．深く学ぶことのできるワークショップになると思います．ご興味のあ

る方はぜひご参加下さい．       担当：金子大輔（北星学園大学）kaneko@hokusei.ac.jp 
 
 
 
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 

第８回研究会『「能力開発・評価とカリキュラムマネジメント用 

ゲーミング教材／e-portfolio」体験セッション』案内 
 
●日時：2017 年 03 月 24 日（金）10:00～12:00 
●会場：キャンパスイノベーションセンター東京（田町駅）２F 多目的室１ 
●参加資格：SIG-10 の ML に登録されている方（JSET 会員確認のために必ず登録下さい）． 

参加費は無料． 
●事前参加登録：前日迄にＳｉｇ－１０ｃｏｒｅ＠ｊｓｅｔ.ｇｒ.ｊｐ（文字は全て半角）まで，ML

に登録されているアドレスからご連絡下さい．折り返し，教材アクセス用 ID 等を発

行・連絡します． 
●参加必要機材：教材は全てコンピュータ上で動作するものです．キーボード入力が必要なので，ノー

トパソコンと LAN ケーブルを持参されるようお願いします． 
担当：松田稔樹（東京工業大学） 

 
 
 
SIG-08 メディア・リテラシー，メディア教育 

第６回研究会『海外におけるメディア・リテラシー教育， 

メディア教育の取り組み』案内 
 
●日時：2017 年 03 月 18 日（土）13:00～17:00 
●会場：弘前大学教育学部１階大教室 
●概要：上松恵理子氏（武蔵野学院大学）によるご講演「諸外国の ML 教育・メディア教育実践」，上

杉嘉見氏（東京学芸大学）によるご講演「ケベックの消費者教育のなかのメディア・リテラシ

ー教育」のほか，森本洋介氏（弘前大学）によるテクスト分析ワークショップを行います． 
●参加登録：学会 Web サイト SIG-08 研究会案内のページから事前参加登録にご協力下さい．どなたで

も参加していただくことができます．参加費は無料です．  担当：中橋 雄（武蔵大学） 
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SIG-09 質的研究 

ワークショップ『J.ヴァルシナーの「文化心理学」輪読会』報告
 
●日時：2017 年 01 月 14 日（土）13:00～18:00 
●会場：関西学院大学梅田キャンパス 
●参加者数：11 名  
●講師：サトウタツヤ（立命館大学） 
第７回セミナーには，文化心理学に関心を持つ大学教員や大学院生など 11名の方が参加されました．

指定文献の「ヤーン・ヴァルシナー（2013）新しい文化心理学の構築：＜心と社会＞の中の文化」につ
いて深い理解と研究に向けた建設的な議論を行うため，監訳をされたサトウタツヤ先生（立命館大学）
を講師としてお招きしました．輪読に先立ち，サトウ先生より講演として，文化心理学の考え方，指定
図書の中心的な主張，用語の解説をいただきました．輪読では担当者が各章の概要を発表し，その後デ
ィスカッションを行いました．少人数での輪読会であったため，参加者間で活発に議論ができました．
文化心理学は，個人の発達や学習を文化との相互作用の結果として捉えます．そして，文化心理学に基
づいて研究するために，“記号”に着目してその具体的な過程を捉えていくことを提案しています．こ
うした考え方をどのように教育工学研究へと持ち込むことができるか，今後も議論を続けたいと思いま
す．                               担当：山本良太（東京大学） 
 
 
SIG-08 メディア・リテラシー，メディア教育 

第５回研究会『大学のメディア・リテラシー教育を考える： 

メディア研究からのアプローチ』報告 
 
●日時：2017 年 01 月 22 日（日）13:00～17:00 
●会場：関西大学 
●参加者数：39 名 
●プログラム： 
研究交流セッション 報告者：後藤康志（新潟大学），今井亜湖（岐阜大学） 

司会：中橋 雄（武蔵大学） 
パネルセッション  報告者：村田麻里子（関西大学），土屋祐子（広島経済大学） 

 司会：宇治橋祐之（NHK 放送文化研究所） 
 コメンテーター：黒上晴夫（関西大学） 

研究交流セッションでは，本学会で蓄積されてきた研究成果について改めて検討しました．後藤康志
氏（新潟大学）からは，「メディア・リテラシーの尺度開発に関する研究」とその尺度の活用事例など
をご報告いただきました．今井亜湖氏（岐阜大学）からは，研究が行われた時代背景を踏まえ「メディ
ア・リテラシー教育を実践する教員を養成する大学のカリキュラム開発研究」についてご報告いただき
ました．これらの報告からメディア環境や教育課程の変化に応じて研究を発展させていく重要性を確認
できました． 

パネルセッションでは，大学でのメディア・リテラシー教育について議論しました．村田麻里子氏（関
西大学）からは，カルチュラルスタディーズの理論やご自身の授業実践も踏まえ「メディアを『読み解
く』―その意義と課題」についてご報告いただきました．土屋祐子（広島経済大学）は，トロント学派
のメディウム・セオリーを示しつつ「メディア制作からメタ・パースペクティブを学ぶ」実践を報告し
ました．これらの報告を受けて，黒上晴夫氏（関西大学）からは，シンキングツールを使った教育実践・
研究の取り組みを示しつつ大学におけるメディア・リテラシー教育のあり方について考えるための観点
が整理されました． 

今回の研究会には，他学会でメディアやメディア・リテラシーについて研究している研究者や初等・
中等教育に携わる現場の先生方も多数参加して下さいました．様々な立場からの意見交流がなされるこ
とで，相互に新しいものの見方・考え方を獲得することができました． 

担当：土屋祐子（広島経済大学） 
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SIG-04 教育の情報化 

第６回研究会『これからのプログラミング教育を考える』報告 
 
●日時：2016 年 12 月 18 日（日）10:00～16:00 
●会場：株式会社内田洋行 大阪ユビキタス協創広場 
●参加者数：45 名 

プログラミング教育は近年我が国でも注目を集めているものの，その意義や具体的な手法についての
理解がそれほど浸透しているとは言えません．そこで，第６回ワークショップは，これまでプログラミ
ングについて触れるチャンスがなかった方，プログラミング教育を具体的にイメージしたい方を対象と
して企画，開催しました．研究動向やプログラミング的思考について SIG 代表・豊田充崇（和歌山大学），
後藤康志（新潟大学），下郡啓夫（函館工業高等専門学校）から話題提供の後，PC 等ツールなしで利用
出来るプログラミングに関する自作教材，子ども向けプログラミング環境の紹介と実演（株式会社メデ
ィックエンジニアリング），Ozobot などプログラミングの基礎及び制御を学ぶ演習（株式会社キャスタ
リア，NTT 西日本）を行いました．Ozobot では，児童がたこ焼き屋の店員になるという設定で，たこ
焼きの材料を全部，集めることができるようにプログラミングするという事例が紹介されました．この
他，いくつかの実際に子どもが利用出来るプログラミング用ツールを体験した後，学校におけるプログ
ラミング教育をどのように進めて行くべきかについて議論しました．実際のプログラミングの書籍を出
版しているプログラマーなど普段あまり交流できない方からレクチャーを受けたり，ディスカッション
したりすることを通して，プログラミング教育の具体的なイメージを作ることが十分にできたワークシ
ョップとなりました．                       担当：後藤康志（新潟大学） 
 
SIG-11 情報教育 

第５回研究会『学びあいによるパソコン組み立て教室』報告 
 
●日時：2016 年 12 月 17 日（土）10:00～17:00 
●会場：山形大学小白川キャンパス基盤教育１号館 
●プログラム：第一部 講義：英国の才能児教育について 

第二部 演習：パソコンを組み立てよう 
第三部 演習：プログラミングをしよう 

次期学習指導要領では，学校教育にプログラミング教育を導入することが決定され，にわかにプログ
ラミング教育が注目されている．SIG-11 では，コンピュータ・キットの組み立てと，それを用いたプ
ログラミングを行う小学生向け講座を開催した．参加者は小学生・教育関係者等 45 名であった． 
講座では，クイズ形式による自己紹介でのアイスブレイクの後，第一部として，加納寛子氏（山形大

学）が「英国の才能児教育と教材について」と題する講義を行った．現在流布しているような，小さい
頃から特定の教育を始めるといった英才教育ではなく，優れた才能をもつ子ども，いわゆる才能児に対
する英国における教育の実際と，コンピュータに限らず身体を使ってプログラミングの基礎を培うよう
な教材の紹介などがあった．第二部では，パソコンの組み立てに入り，イギリスに所在する新進気鋭の
学習用コンピュータ販売会社である Kano から輸入したコンピュータ・キットを組み立てた．このキッ
トは，コンピュータ本体（CPU 基板），音声部，キーボードから成っており，それぞれをワイヤでつな
ぎ，HDMI ディスプレイに接続することで完成する．キットには，絵本風の組み立てテキストが附属し
ており，それに翻訳を加えたものを用意していたため，参加者はスムーズにコンピュータを組み立て，
作動させることができた．第三部では，「プログラミングをしよう」をテーマとして，コンピュータに
附属するアプリケーションを用いて，プログラミングを行った．はじめに，インターネットに接続し，
Kano独自のアカウントを作成した．
そして，ビジュアルなプログラミン
グ言語でアニメーションを作る
「Scratch」，コマンドを記述するこ
とで図形を描く「Make art」など
を用いてプログラミングの基礎を
学んだ．最後に，参加者が制作した
作品を相互に紹介して講座を終了
した．参加者は，組み立てたコンピ
ュータを大事そうに箱に納めて，多
くが満足げに会場を去った．                  担当：佐々木弘記（中国学園大学） 
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SIG-11 情報教育 

第６回研究会『ポスターセッション＆ラウンドディスカッション』報告
 
●日時：12 月 06 日（火）14:30～17:30 
●会場：山形大学 基盤教育３号館 
●スケジュール： 

14:30～    受付 
14:40～16:00 ポスターセッション 
16:10～17:30 ラウンドディスカッション 

ポスターセッションでは，「小学生へのプログラミング教育についての一案」や「テキストマイニン

グによるお話ロボットに対する感情の分析」「同族意識とヒューマノイドロボット」等，現代的情報教

育課題をテーマとしたポスターセッション発表が 49 件行われた．その後，Rajiv Khosla 氏（メルボル

ン La Trobe University La Trobe Business School Professor）から，AI ロボットと教育をテーマで，

小松香爾氏（文京学院大学）から「AI 時代のプログラミング教育」というタイトルで，加納寛子（山形

大学）から「いじめ未然防止と対処のための AI ロボット活用の提案」というタイトルで話題提供がな

された．Rajiv Khosla 氏からは，AI ロボットの実演をしつつご講演いただいた．参加者は，大学教員･

学生ら 55 名の参加であった． 
担当：加納寛子（山形大学） 
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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『論文誌への執筆・投稿』報告 
●日時：2016 年 12 月 09 日（金）～12 月 12 日（月） 
●会場：ホテルマハイナ ウェルネスリゾートオキナワ（沖縄県国頭郡本部町） 
●参加者数：19 名 
●プログラム 

▽12 月 09 日（金）プレセッション：論文執筆に関するワークと意見交換 
▽12 月 10 日（土）ディスカッション：論文執筆の研究課題発表／執筆に関するワークと意見交換 

ナイトセッション：各 SIG の研究領域における研究動向の紹介 
▽12 月 11 日（日）ディスカッション：執筆に関するワークと意見交換／論文執筆の成果発表と議論 
▽12 月 12 日（月）ポストセッション：論文執筆に関するワークと意見交換 
SIG-03「教育・学習支援システムの開発・実践」と SIG-01「高

等教育・FD」，および SIG-05「ゲーム学習・オープンエデュケー

ション」で，合宿形式の SIG 研究会を開催しました．今回は「論

文誌への執筆・投稿」をテーマとして，参加者全員で研究発表や

意見交換を行うメインセッションと，その前後に各自が論文執筆

に関するまとまった作業を行うプレセッション・ポストセッショ

ンの編成としました． 
 また，ナイトセッションでは，３つの SIG が対象とする研究領

域における論文誌の概説や立ち位置の説明，最新の研究動向の紹

介を各 SIG の代表から行いました． 
 ここ数年，特に国内の諸学会において論文誌への投稿数と採択

率を向上させることが課題となっています．これに対して，論文

誌の査読や編集の方針，原著論文を通すために注意すべきことの

解説を全国大会やワークショップなどで実施されています．さら

に，論文誌投稿を目標とした発表に対するフィードバックを行う

タイプの研究会もあります．今回の SIG 研究会では，それらの活

動とはまた異なった切り口での合同研究会を開催しました． 
 12 月とは思えない暖かい沖縄の地で，SIG-03 として６回目，

SIG-05 との連携は２回目．そして，今回は SIG-01 も加わりバラ

エティに富んだ研究会となりました．本研究会は編集委員会等が

関わる行事ではなく，SIG が独自に開催する行事であり，参加や

発表が特集号および通常号への投稿・査読に影響することはあり

ません．それにも関わらず，昼夜を問わず，様々なバックボーンを持った研究者同士が交流し，新たな

知が生まれる場面に立ち会うことができました．個々人の研究発表をするだけでなく，各人の研究に対

する熱い思いや情熱，着想点などを共有することができました．ぜひ次回以降の研究会に足を運んでい

ただいて，体験していただけますと幸いです． 
担当：江木啓訓（電気通信大学），渡辺雄貴（東京工業大学） 
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最近の論文投稿数と採択率 
 

本学会の論文誌，英文誌に投稿されました論文の数と採択率を以下に示します．ただし，2016 年度は，

2016 年 04 月から 12 月までに投稿された数となります．              編集長 吉崎静夫 
 

論文誌（特集号以外） 
投稿年度 種別 投稿数 採択 返戻 取り下げ 査読中 採択率[％]

2014 年度 

論文 34 4 28 2  12
教育システム開発論文 4 4  0
教育実践研究論文 25 6 18 1  24
資料 12 7 4 1  58
寄書 1 1  100

2015 年度 

論文 24 7 15 2  29
教育システム開発論文 3 3  0
教育実践研究論文 22 3 18 1  14
資料 13 4 7 2  31
寄書 1 1  100

2016 年度 

論文 29 12 7 10 41
教育システム開発論文 3 1 1 1 33
教育実践研究論文 24 4 5 2 13 17
資料 11 4 5 2 36

論文誌（特集号） 
投稿年度 種別 投稿数 採択 返戻 取り下げ 査読中 採択率[％]

2014 年度 

論文 6 1 5  17
教育システム開発論文 11 3 7 1  27
教育実践研究論文 16 4 10 2  25
資料 3 2 1  67
寄書 3 3  0
巻頭言・総説 2 2  100

2015 年度 

論文 6 3 2 1  50
教育システム開発論文 1 1  0
教育実践研究論文 17 6 10 1  35
資料 5 1 4  20
寄書 1 1  0
巻頭言・総説 2 2  100

2016 年度 

論文 10 2 4 4  20
教育システム開発論文 1 1  0
教育実践研究論文 10 2 6 2  20
資料 4 2 2  50
巻頭言・総説 3 3  100

論文誌（ショートレター） 
投稿年度 種別 投稿数 採択 返戻 取り下げ 査読中 採択率[％]

2014 年度 ショート 115 42 64 9  37
2015 年度 ショート 95 34 58 3  36
2016 年度 ショート 125 55 65 5  44
英文誌 
投稿年度 種別 投稿数 採択 返戻 取り下げ 査読中 採択率[％]

2014 年度 

Paper on Educational
Practice Research 1  1   0 

Translation 9 8 1  89
Short Note 1 1  0

2015 年度 
Paper 1 1  0
Translation 7 6 1  86
Short Note 1 1  0

2016 年度 
Paper on Educational
Practice Research 1    1 0 

Translation 12 8 2 2 67  
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2017 年度会費納入のお願い 
 

２月下旬に，2017 年度（2017 年 04 月 01 日

～2018 年 03 月 31 日）の会費請求書をお送り

します．クレジットカード支払い，郵便局から

の払込み，または，内面のコンビニエンススト

ア払込票により年会費をご送金下さるようお

願いいたします．（コンビニ決済以外での支払

い方法については学会 Web で確認下さい．） 
年会費の年額は右記のとおりです． 
本学会では，年会費を納入した会員のみに論

文誌を発送しています．2016 年度会費未納の

会員が会費を送金された場合には後日まとめ

て発送します． 
 
◆学生会員について 

 学生会員は正規の入学者で，研究生は該当しません． 
 学生会員の所属機関は，必ず大学名となります．所属機関が大学以外の場合には，正会員または准

会員となります． 
 学生会員は，資格条件（大学名，学部名／研究科名，指導教員名，卒業見込／修了見込の年月）を

必ず連絡して下さい． 
 学生会員として資格条件をご連絡いただかないで，年会費 5,500 円を納入された方は，とりあえず

准会員に変更させていただいております． 
 

2017 年度研究報告集の予約購読（年額 3,500 円）について 
本学会では，研究会を５回開催し，研究報告集を発行しております．この研究報告集は事前に代金

3,500 円を送金された会員に配布しています．事前に 3,500 円をご送金下さい． 
研究会当日，会場で受領できます．不参加の場合は研究会終了後に郵送いたします．年度の途中でご

送金いただいた場合は，次に開催される研究会終了後に，それ以前の報告集を郵送します．  
代金後納の場合と非会員の場合は，以下に販売を委託しています．代金：5,000 円 

・株式会社毎日学術フォーラム 販売業務課 小田 
・〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋１-１-１ パレスサイドビル９階 
・TEL. 03-6267-4550 FAX. 03-6267-4555 E-mail. maf-sales@mynavi.jp 

 

第 32 回全国大会講演論文集の購入について 
昨年９月に大阪大学で開催された第32回全国大会の論文集に残部があります．購入をご希望の方は，

学会事務局（office@jset.gr.jp）にメールで在庫を確認の上，以下の金額をご送金下さい．ご入金を確認
後お送りいたします． 

郵便振込用紙の通信欄に「第 32 回全国大会講演論文集」とご明記下さい．特にご要望がない場合，
請求書・領収証等を発行しておりませんので，必要な方はその旨ご記入下さい． 

・ 第 31 回全国大会講演論文集冊子 
１部 9,000 円（論文集冊子代 8,000 円＋送料 1,000 円） 

・ 第 32 回全国大会講演論文集 USB メモリ 
１部 4,500 円（論文集 USB メモリ代 4,000 円＋送料 500 円） 

・ 第 32 回全国大会講演論文集冊子と USB メモリセット 
１部 11,000 円（論文集冊子と USB メモリ代 10,000 円＋送料 1,000 円）） 

 
口座番号：00180-2-539055  加入者名：日本教育工学会 

 代金後納の場合は，上記の研究会報告集と同様に（株）毎日学術フォーラムに販売を委託していま

す．代金は，論文集冊子 10,000 円+送料，論文集 USB メモリ 5,000 円+送料，論文集冊子と USB メ

モリセット 12,000 円+送料となります． 
  

◆会員種別と年会費・受けるサービス 
（入会金 1,000 円）

会員種別 年会費 論文誌 増刊号 英文誌 JSET
正会員 9,000 円 1 1 1 1 
准会員 5,500 円  1  1 
学生会員 5,500 円 1 1 1 1 
維持会員 50,000 円/口 3 3 3 3 
名誉会員 無 料 1 1 1 1 

（注）論文誌：和文/年 4 回発行 
増刊号：ショートレター特集/年 1 回発行

英文誌：英文/年 1 回発行 
JSET ：ニューズレター/年 6 回発行 
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新入会員 
（2016 年 08 月 30 日～2017 年 01 月 04 日） 

41 名（正会員：26 名，准会員：2 名，学生会員：13 名） 
 
正会員（26 名） 

下郡啓夫（函館工業高等専門学校） 
岩本 綾（信州大学） 
橋本貴宏（愛知医科大学） 
寺尾 康（高知学園短期大学） 
熊川剛久（名古屋工業大学） 
新居佐和子 

（日本獣医生命科学大学） 
橋本はる美（摂南大学） 
三原 弘（富山大学） 
阪田真己子（同志社大学） 
金子 覚 
（トヨタ名古屋自動車大学校） 

木村竜也（金沢工業大学） 
岡部建次（駿河台大学） 
蛯子准吏（（株）富士通総研） 
加川宗芳 
（吉田学園医療歯科専門学校） 

松田理恵（学校法人吉田学園 
医療歯科専門学校） 

西 康隆 
（志布志市立田之浦小学校） 

曽江久美（東京電機大学） 
森本かえで（関西医療大学） 
加藤慎一 （筑波大学 

附属聴覚特別支援学校） 
大久保紀一朗 
（島根県江津市立津宮小学校， 
東北大学大学院情報科学研究科） 
横山恵理（大阪工業大学） 
天内和人（徳山工業高等専門学校） 
鈴木 学（福島大学） 
平野 修（松阪市立飯高中学校） 
油井 毅（大阪工業大学） 
杉江聡子（北海道大学） 

准会員（2 名）  
池田祐輔（アルー株式会社） 
篠﨑大司（別府大学） 

学生会員（13 名） 
小八重智史（長崎大学大学院） 
堀川富美（鳴門教育大学大学院） 
小野田由実子 

（青山学院大学大学院） 
佐藤克己（東京学芸大学大学院） 
池澤智也（関西大学大学院） 
児玉章吾（横浜国立大学大学院） 
柳谷知穂 

（関西大学，総合情報学部） 
立石力斗 

（福岡教育大学，教育学部） 
中川 哲（東北大学大学院） 
峰内暁世（熊本大学大学院） 
山本 誠（鳴門教育大学大学院） 
中井里美（鳴門教育大学大学院） 
田中 伸（鳴門教育大学大学院） 
 

 

■ ■ ■
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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）

7

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
２０１７年
・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０６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」
　（東京工業大学）
・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０３月１８日（土）
　SIG-08　メディア・リテラシー，メディア教育 第 6 回研究会
　（弘前大学）
・２０１７年０３月２２日（水）
　SIG-09　質的研究 第 2 回ワークショップ
　（ニューオータニイン札幌）
・２０１７年０３月２５日（土）
　産学協同セミナー「教育ビックデータ・学習資源の共有
　の実現に向けて」（株式会社内田洋行　新川本社）
・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１５日（金）〜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）
・E-LEARN 2017
 http://www.aace.org/conf/elearn/
    （10/17 – 20, Vancouver, Canada）
・AECT INTERNATIONAL CONVENTION
 http://aect.site-ym.com/?futureevents
   （11/06 – 11, Jacksonville, USA）

２19
２０１7年 2月20　　日


