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第 33 回全国大会のお知らせ（第三報） 
大会 Web サイト：https://www.jset.gr.jp/taikai33/ 

 
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：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/（会場までのアクセス：https://www.shimane-u.ac.jp/access/） 
 
最寄り駅は松江駅です．松江駅からのバスについては，松江市営バス「島根大学・川津」「北循

環内回り」，一畑バス「美保関ターミナル」「マリンゲート」をご利用下さい．自家用車でのご来

場には対応できません．なお，宿泊については「17．宿泊について」をご参照の上，ホテルの確

保にご注意下さい．  
 
 
２．大会日程 

 

１日目 ２日目 ３日目 ４日目 
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． 
＊企業展示が大会２日目 09 月 16 日（土），大会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． 
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託児所の提供について  
大会２日目から４日目まで託児室を開設いたします．大会参加者は，基本的に無料で託児室をご利

用いただけます．申し込み方法等の詳細は，大会 Web サイトをご確認下さい．申込期間は，06 月

15 日（木）から 08 月 01 日（火）までです．それ以降の受付ならびに当日対応はできません． 
昼食について 

16 日（土），17（日）は学内食堂が営業していますが，18 日（月・祝）は休業します．大学周辺

には飲食店が多数あり，正門前にはコンビニもあります． 
 
 
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．今大会では，２日目の午後と４日目の午後に分けて行います． 
・ 昨年度からスタートした本学会に初めて参加する方のためのチュートリアルセッションに加えて，

論文誌の執筆や投稿に関して編集委員会が主催するチュートリアルセッションを行います． 
・ 前回大会まで設けられていた，提出原稿の差し替え期間を廃止しました． 
・ 参加費は，USB メモリ版の講演論文集込みの価格となります． 
・ 冊子版の講演論文集をご希望の方は，別途ご購入いただけます． 
・ 企業ランチセッションが 16 日（土）の 12:30 から行われます．企業ブースへの出展企業から各８

分程度のプレゼンテーションをしていただきます．各会場（３会場を予定）先着 50 名の方にラン

チを無償提供いたします．  
 
 
４．シンポジウム 

大会３日目の午後には「プログラミング的思考力をどのように捉え，いかに育むか？」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 「プログラミング的思考力をどのように捉え，いかに育むか？」 

司 会 舟生日出男 氏（創価大学） 

登壇者 
阿部和広 氏（青山学院大学），平井聡一郎 氏（情報通信総合研究所）， 
高橋 純 氏（東京学芸大学），御園真史 氏（島根大学）， 
山西潤一 氏（富山大学／日本教育工学会会長），他 

 
内容：新しい学習指導要領において，小学校段階からのプログラミング教育が位置づけられ，2020
年からの実施が見込まれています．その目的は「プログラミング的思考」の育成です．「プログラミ

ング的思考」とは，対象の処理をアルゴリズム的に考え，課題を分割したり，システム的に捉えたり

する能力です． 
これからの社会は，AI 技術や IoT など ICT の発展に伴って激しく変化することは間違いなく，子

どもたちが就くべき仕事も当然，大きく変化すると考えられます．そのため，「プログラミング的思

考」は間違いなく，これからの子どもたちにとって不可欠な素養であると言えるでしょう． 
本シンポジウムでは，そうしたプログラミング的思考力をより善く伸ばすために，プログラミング

的思考をどのように捉え，学習環境を提供したり，未来に向かって動機付けたりすれば良いのかにつ

いて，子どもたちのプログラミング教育に関わっている方々に話題提供していただき，今後の教育工

学研究の役割を考えます． 
 
 

５．チュートリアルセッション 

本学会にはじめて参加する方のために，２日目にチュートリアルセッションを行う予定です．午前

のセッション１では，編集委員会と連動して採択率向上に向けた論文執筆のコツについて編集委員会

編集長にお話しいただきます．午後のセッション２では，本学会の活動内容について，たとえば教育

工学選書や SIG 活動などの紹介を通して，本学会が対象とする学術分野や研究のテーマ，これまでの

研究知見の概要を会長および SIG 委員長が説明します． 
いずれのセッションも大学院生や現職教員，教育工学に関する研究に取り組もうとする研究者の

方々を対象とします． 
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６．SIG 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．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．今大会では，大会２日目と４日目の午後に以下の 11 の SIG セ

ッションを予定しています．具体的な進め方は，各 SIG によって異なるため，以下の概要をご確認下

さい． 
 

開催日 SIG 名 原稿の受付 
09 月 16 日（土） 
15:30～17:30 

SIG-01 高等教育・FD SIG 内募集 
SIG-03 教育・学習支援システムの開発・実践 なし 
SIG-04 教育の情報化 SIG 指名のみ

SIG-06 協調学習・学習科学 なし 
SIG-09 質的研究 なし 
SIG-11 情報教育 一部公募 

 
開催日 SIG 名 原稿の受付 

09 月 18 日（月・祝）
14:10～16:10 

SIG-02 教師教育・実践研究 公募 
SIG-05 ゲーム学習・オープンエデュケーション SIG 指名のみ

SIG-07 インストラクショナルデザイン なし 
SIG-08 メディア・リテラシー，メディア教育 SIG 指名のみ

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 SIG 内募集 
 
■SIG-01 高等教育・FD 
高等教育実践の現場では，FD やアクティブラーニングの推進など，様々な課題が存在する．過去

の本 SIG 活動を通し，多くの会員がそうした課題に取り組む一方，その経験の論文化には，手がかり
をつかめていない現状も判明している．そこで，今回の SIG セッションでは，具体的な高等教育にお
ける課題を何例かとりあげ，高等教育に関わる，教育工学，IR，LA などの様々な分野の経験豊富な
専門家が，それぞれの立ち位置，方法論などを説明し，それらの課題の中の何に着目し，どのように
測定・分析を行うのかを知った上で，自らはそれらの課題にどう取り組むか，研究計画を立てる場と
したい． 

 
■SIG-02 教師教育・実践研究 

SIG-02 では，これまで３回の SIG セッションと５回の研究会を開催し，教師教育と授業研究に関
する多彩なゲストに登壇していただきました．本セッションでは，前半を『教師教育研究・実践研究
への新しい風』と題し，教師教育研究あるいは授業研究分野において挑戦的・萌芽的な研究に取り組
まれている会員から広くプロポーザルを募集し，審査を経て，発表を行っていただきます（審査にお
いては，①「評価」「成果」が明示されている，②挑戦的・萌芽的な研究である，の２点を重視しま
す）．後半は，参加者全員で「SIG-02 のこれから」を考えたいと思います．教育工学が蓄積してきた
幅広い知見を礎にしながら議論を深めましょう． 

 
■SIG-03 教育・学習支援システムの開発・実践 
本年の SIG セッションでは「教育・学習支援システムの研究者・実践者の学び方／育て方」をテー

マとして，教育・学習支援システムに関わる研究者の成長・養成に関する情報の共有と議論を行いま
す．研究室での学習／教育について，基礎文献や論文の読み方／読ませ方，システム実装の技術力の
つけ方，研究発表の練習や習得，快適で研究のはかどる研究室環境，その他の研究室運営に関するヒ
ントなどです．研究室で活躍する学生と主催する教員からの話題提供を踏まえて，学生・教員を含め
たグループで議論します．企業や初等中等教育機関に所属する方も，参加を通じて，研究の推進や将
来学位を目指すにあたっての一助としていただければと考えています． 
 
■SIG-04 教育の情報化 
新しい学習指導要領では，教科横断的な視点に立った資質・能力の育成の観点から，情報活用能力

（情報モラルを含む）を育む教育課程の編成と実施について盛り込まれた．しかし，学校現場に目を
向けると，１人１台タブレットを有効活用して目覚ましい成果を上げている学校もある一方，その差
は広がりつつある．本セッションでは，カリキュラム・マネジメントにも役立つ情報活用能力のルー
ブリックやネット依存を考える教材，学習活動カードによる単元構成等，研究・実践発表と体験（ワ
ークショップ）を通してともに考えたい． 
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■SIG-05 ゲーム学習・オープンエデュケーション 
本 SIG では，ゲーム学習とオープンエデュケーションの研究動向や論考をまとめた「SIG レポート」

を年１回発行している．本セッションでは，昨年に引き続き，全国大会開催に合わせて公開する SIG
レポートの内容をベースとして，各分野の研究課題や今後の研究の展開に向けた発表と議論を行う．
この分野の研究者や，研究・実践のための連携に関心のある方が活動を進展させる場となるセッショ
ンを企画している． 
 
■SIG-06 協調学習・学習科学 
学習科学に対する学会員の認識は高まりつつあるが，その理解は未だ不十分である．自身の研究に

その理論や方法論を適用していくには，質の高いチュートリアルと，それを基にした議論が必須であ
る．本セッションでは，学習科学の基礎と最先端の知見を理解するために，国際学習科学学会の機関
誌の一つである Journal of the Learning Sciences の Chief Editor を務める Prof. Jan van Aalst（香
港大学）を迎え講演をお願いする．講演後，聴講者を小グループにわけ，講演内容についての議論と
質問の生成，それを基に司会者と講演者の対談形式の議論を展開する．講演と対談は英語で行われる
が，大まかな通訳は提供する． 
 
■SIG-07 インストラクショナルデザイン 

SIG-07 は，発足して以降，インストラクショナルデザイン（ID）の普及や研究の促進を目的に活
動を進めております．昨年度は授業改善を研究にしていく方法についてのワークショップを開催しま
したが，そのなかで ID についてもっと知りたいというご意見を頂戴しておりました．そこで本年度
の全国大会 SIG セッションでは，ID について理解を深めていただくことを目的に，代表的な ID 理
論をとりあげ，その活用についてグループで検討する場としたいと考えております．たとえば，ID
理論を教える側と学ぶ側の双方で検討するワークなどを企画中です．詳細は，Facebook 等でも案内
をしていく予定です．皆様のご参加をお待ちしております． 
 
■SIG-08 メディア・リテラシー，メディア教育 
本 SIG セッションでは，メディア・リテラシーに関する研究領域が日本教育工学会に位置づいた経

緯と本 SIG の活動を振り返るとともに，教育課程の動向など新しい状況を踏まえ，これからの研究課
題について検討します．まず，本 SIG アドバイザーの堀田龍也氏（東北大学）から「新しい学習指導
要領とメディア・リテラシーの関係」に関して講演していただきます．それを踏まえた上で，これま
で多様なアプローチで研究が進められてきたメディア・リテラシー研究の蓄積を振り返りつつ，今後
のあり方について展望します．本研究分野について知りたいと考えている初参加の方も歓迎します． 
 
■SIG-09 質的研究 
質的研究 SIG では，質的研究の論文執筆に関するセッションを行います．セッション前半では，日

本教育工学会または近接する領域の学会誌に採録された，教育工学に関する質的研究論文をいくつか
取り上げます．そしてその論文の著者から，リサーチクエスチョンの設定，研究デザイン，データ収
集，データ分析，理論記述などの工夫と，その論文での論述の工夫について発表していただきます．
そして，論文を投稿した後の修正などについても，その一部をご紹介いただきます．セッション後半
は，前半の発表をもとに，質的研究論文を執筆する際や投稿後に修正する際の注意点について，参加
者間で議論し，質的研究論文の執筆のための観点や経験を共有します． 
 
■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 

SIG-10 は，「汎用的・教科横断的な資質・能力の育成を図るためのカリキュラム・マネジメント方

法論とその実践」というテーマで，大学の情報リテラシー教育や教職課程カリキュラム，専門高校の

教育課程編成などを事例とした下記 3 件の発表と総合討論を予定しています． 
・神部順子（江戸川大）：私情協のガイドラインを考慮したカリキュラムの開発・運用・管理 
・松田稔樹（東工大）：縦糸・横糸モデルに基づく履修カルテとカリキュラム・マネジメント 
・遠藤信一（東工大附属科技高）：カリキュラム・マネジメントに資する新たな学習評価の試み 
なお，SIG-ML に登録されている方からの公募発表が上記 3 件に追加される可能性があります． 

 
■SIG-11 情報教育 
プログラミング教育に関して，欧州の国々では小学校での重要な教科として設置されつつある一方

で，我が国では各教科の中で実施するという方向が中教審答申第 197 号において示された．そのよう
な背景の中，我が国では，コーディング（プログラミング言語を用いた記述方法）を覚えることがプ
ログラミング教育の目的であるとの誤解や不安が広がりつつある．それらを払拭するために，我が国
や海外でのプログラミング教育に関して話題提供を行い，情報的な見方・考え方や，プログラミング
的思考を育てるプログラミング教育について議論をする． 
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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．  
(１) 高等教育の教育方法 
(２) 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) 反転授業 
(９) e ポートフォリオ 
(10) 情報教育 
(11) 情報モラル 
 

(12) 教科指導における ICT 活用 
(13) メディア・リテラシー， 

メディア教育 
(14) e-Learning 
(15) ゲーム学習 
(16) オープンエデュケーション 
(17) 認知と学習 
(18) 協調学習，学習科学 
(19) 教育評価，データ解析 
(20) 授業設計，授業実践 
(21) インストラクショナル 

デザイン 
 

(22) ワークショップ 
(23) 語学教育，国際理解 
(24) 特別支援教育 
(25) 生涯学習 
(26) 企業内教育 
(27) 看護教育，福祉教育 
(28) 保育，乳幼児教育 
(29) 質的研究 
(30) 教育改革，学習指導要領改訂 
(31) 共同，連携，合意形成 
(32) その他 

 
８．International Session 

昨年度に引き続き，International Session は全国大会とは切り離して国際交流委員会を中心に実

施・運営し，充実させる方向を目指します． 
本セッションの発表及び質疑応答は，英語で行われます．本セッションは，教育工学研究の国際化

に対応するものであるとともに，特に若い研究者に対しては，国際学会等での研究発表や討論に備え

る体験を提供する機会でもあります． 
発表は，大会３日目・４日目に一般研究の口頭発表のいずれかのセッションと同じ時間帯で行われ

ます．本セッションは下記の２つのテーマで実施されます． 
 

(1) System/Product Development and others 
(2) Lesson Study/Teaching Method and others 

 
We would like to invite you to International Session (3rd and 4th day of the annual conference). 

Presentation and discussion will be held in English. The purposes of this session are to enhance 
internationalization of JSET and to provide opportunity for English presentation and discussion, 
especially for young scholars. International session will be run in parallel with the oral 
presentation session（一般研究発表）. Papers present reports of significant works or other 
researches related following topics. 

 
(1) System/Product Development and others 
(2) Lesson Study/Teaching Method and others 

 
９．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，主催者が設

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．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．講演論文

集へ原稿は掲載されません． 
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． 
ワークショップの日程は，大会初日 09 月 15 日（金）の 16:00 から 18:00 を予定しております． 
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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（taikai2017-ws@jset.gr.jp）
に，06 月 22 日（木）17:00 までにお送り下さい． 
なお，件名は「ワークショップ応募」として下さい． 

 
 

10．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＞80 分（昨年と同じです） 
 
 
11．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． 
 
 

12．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 15 日 木 ＊SIG セッションプロポーザル（２～４ページ）提出締切 
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，払込・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） 
＊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． 
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13．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

当日発表される方です． 
・ [発表者]が年会費を納入されていない場合，または大会参加費を納入されていない場合は，発表申

し込みを行えません．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方は，個人会員として入会していなくても最大３名まで発表ができます．ただ

し，大会参加費はお支払いいただきます．該当する発表者は，06月30日（金）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，International Sessionで１件，発表を公募するSIGセッションで１件を

発表者として申し込むことができます．また，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． 

 
（３）一般研究／International Session／発表を公募するSIGセッションの発表申込方法 
・ 大会Webサイトの案内に従って，発表申し込み，原稿提出を行って下さい．原稿の提出締切は，

07月11日（火）17:00です．ただし，07月04日（火）17:00までに参加費を事前送金している必要

がありますので，ご注意下さい． 
・ 発表日時の希望には応じられません． 

 
（４）原稿ファイルの作成と提出 

・ 書式は，大会Webサイトに掲載されるテンプレートをご参照下さい．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． 
・ 講演論文集の電子ファイルは，本文中の文字列が検索できる方法で製作します．そのため，原稿フ

ァイルはPDF/X-1a形式で提出していただきます． 
・ その他の原稿ファイル作成時の注意点 

１． 冊子体では，A4 を B5 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． 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行い

ません． 
 

  
やむを得ない事情で発表を取り消しなさる場合には，すみやかに，大会企画委員会

（ ）までご連絡下さい．その場合には，講演論文集に原稿が掲載されていても，

発表者の業績としてみなすことはできません（学会から提供する発表リストから削除します）．なお，

ポスター発表については，ポスターを掲示していても発表者が会場にいない場合は，発表取り消しと

なりますので，ご注意下さい． 
 

（６）その他，発表に関するお願いや注意点 
・ 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． 
・ 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． 
・ 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，それをご担当い

ただきますので，予めご了承下さい． 
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・ 講演論文集の発行日は，事前申込者がダウンロード可能になる日です． 
・ 提出された原稿は，学会が Web サイト等に掲載することを許諾していただきます． 
 
 

14．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 

参加費は，以下の通りです．発表者の事前支払期限は，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 04 日（火）です．発表者以外の方の事前支払期限は，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 22 日（火）です． 
参加費 正・准会員（名誉会員は無料） 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） 
講演論文集代（予定）：冊子体 8,000 円，USB メモリ版のみ 4,000 円，両方 10,000 円 
 

参加費には，プログラム冊子および USB メモリ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．企業ランチセッションは，企業からの協賛費用から先着 50 名に

お弁当を提供するもので，参加費とは無関係です． 
事前支払期限以降に送金された場合は，当日参加の場合との差額を会場でお支払いいただきます． 
08 月 22 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．返金はできません．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，変更を連絡いただいても，原則として振

替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，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 USB メモリ

版講演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 
今年度から申し込みシステムを変更しました．大会 Web サイト（https://www.jset.gr.jp/taikai33/）

からアクセスして下さい．支払い方法は，「①クレジットカード」「②払込・振替」「③当日現金で支

払い」の３つから選択できます．いずれの場合も，システムから発行される参加登録番号を控えるか，

申込時に送られるメールを印刷して，当日受付でご提示下さい． 
 

①クレジットカードによる支払い 
・ 申し込み後に，クレジットカードの情報を入力する画面に進めます． 
②払込・振替 
・ 申し込み時に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．必ず会員番号をご記入下さい． 
③当日現金で支払い 
・ 事前参加登録をしていただきますと，会場での受付が簡便になります． 
 

（３）大会参加証，領収書について 
・ クレジットカードによる支払い，あるいは払込・振替で事前送金された参加者には，大会当日，受

付で「大会参加証（名札用）」，「領収書」をお渡しします．昨年度までと異なり，電子メールでの

送付はありませんので，ご注意下さい． 
 

（４）講演論文集のダウンロードについて 
・ 事前申し込みされた方は，大会初日の約１週間前（09 月 07 日（木）を予定）から講演論文集をダ

ウンロードしていただけるようになります． 
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（a）事前送金済みの場合 

・ 大会受付の「事前送金済参加者」窓口で，「参加登録番号」をご提示下さい． 
・ 大会参加証（名札用），領収書，プログラム冊子，講演論文集等をお渡しします． 
・ 参加登録番号をお忘れになった方は，当日会場に掲示される「事前送金者リスト」で番号をご確認

下さい． 
・ 送金金額に不足があり，大会当日に差額をお支払いいただく場合は，「総合受付」でお受けします． 

（b）当日参加の場合 
・ 当日参加者は，大会受付にて，「当日参加受付票」に必要事項を記入して，それを大会受付の「当

日参加者」窓口にてお渡し下さい（名刺をお渡し下さる場合は，連絡先住所等の記入を省略するこ

とができます）． 
・ ただし，事前参加登録を行った方は，「参加登録番号」をご提示下さい．「当日参加受付票」に記入

していただく必要がなくなります． 
・ 大会参加証（名札用），領収書，プログラム冊子，講演論文集等をお渡しします． 
・ 懇親会費を支払われた場合は，名札にマークを貼らせていただきます． 
 
 

15．会場の設備について 

会場では無線（Wi-Fi）によるインターネット接続が可能です． 
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（プロジェクタまたはモニタ）

とスピーカが利用可能です．ただし，機器の接続確認は，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．HDMIが利用できる会場はほぼありませんので，VGAで出力できるよ

うご準備下さい．なお，貸出用コンピュータやOHPは用意されません． 
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．

パネル周辺に机・電源は用意されませんので，それを前提にした発表準備をお願いいたします． 
 
 

16．企業の展示について  

大会期間中の16日（土），17日（日）の２日間，会場内展示ブースにて企業展示を行います．また，

16日（土）の12:30からは，出展企業による企業ランチセッションも行います．出展企業による各８

分程度のプレゼンテーションを行い，各会場（３会場を予定）先着50名の方にランチを無償提供いた

します．出展，ならびに大会プログラム等への広告協賛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． 
 
 

17．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，

学会期間中に 300 室を確保しています．申込については，ニューズレターと合わせて送付した案内状

をご確認下さい． 
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18．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：

 
委員長 寺嶋浩介（大阪教育大学） 
副委員長
（五十音順，以下同様）

前迫孝憲（大阪大学） 
美馬のゆり（公立はこだて未来大学）

委員 川面きよ（東北大学） 
佐藤喜信（内田洋行） 
瀬戸崎典夫（長崎大学） 
深見俊崇（島根大学） 
舟生日出男（創価大学） 
望月紫帆（奈良教育大学） 
森本容介（放送大学） 

担当副会長 鈴木克明（熊本大学） 
アドバイザー 山西潤一（本学会会長） 
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夏の合宿研究会の開催案内（最終報） 
 

■テーマ： 
理系科目における探究的学び‐STEM 教育の知見と共に考える学習のデザイン‐ 

 
■趣旨： 

次期学習指導要領では，教科等の横断的な学習の充実が必要とされています．中でも理系科目では，

高等学校の科目の一つとして理数分野の探究科目が新設されるなど，特に科目横断的な探究的学びの

デザインが求められています．そこで，今回の合宿研究会では科学（Science），技術（Technology），
工学（Engineering），数学（Mathematics）の教育として海外や日本の産業界を中心に注目されてい

る「STEM 教育」をテーマとしました． 
当日は，STEM 教育を長年ご研究なさっている熊野善介教授（静岡大学）ほか話題提供者による研

究や実践の共有，そして，参加者による対話やグループワークを通して，STEM 教育の知見から科目

横断かつ探究的な学びの実現方法を検討する予定です． 
小・中・高校の教員，大学関係者など，様々な職種の方のご参加をお待ちしています． 

 
■日程： 
・2017 年 07 月 29 日（土）13:00～17:30 
・2017 年 07 月 30 日（日）10:00～12:30 
※宿泊先は，参加者各自でご手配下さい． 

 
■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： 
長崎大学 文教地区キャンパス（長崎県長崎市文教町１−14） 

 
■研究会参加費：1,000 円 

※本合宿研究会では，参加費を事前にクレジットカードか郵便局からの払込みでお支払いいただきます． 
※準備の都合上，申し込み後の参加費の返金はできかねます．ご了承下さい． 

 
■申し込み方法： 
・学会 Web サイト「合宿研究会」内の本研究会ページから申し込み下さい． 

 
■プログラム： 

※時間は目安です．実際の時間配分は，当日の状況に応じて変更される可能性があります． 
【07 月 29 日】 

12:30 受付開始 
13:00～13:15 ガイダンス 

・司会 山田雅之氏（星槎大学 准教授） 
13:15～15:00 基調講演 

「STEM 教育改革と 21 世紀型資質・能力の関係と静岡における理論と実践から見えてきたこと 
‐理系科目における探究的学びや STS との関連も視座にいれて‐」 

・講演者 熊野善介氏（静岡大学 教授） 
15:00～15:15 休憩 
15:15～16:30 事例紹介「理系科目から見た STEM 教育の事例」 

・事例提供者 
森田裕介氏（早稲田大学 准教授）「科学教育と STEM 教育」 
辻 宏子氏（明治学院大学 准教授）「数学教育と STEM 教育」 
北澤 武氏（東京学芸大学 准教授）「SSH と STEM 教育」 
大﨑理乃氏（産業技術大学院大学 助教）「エンジニアリング・デザイン教育と STEM 教育」 
谷塚光典氏（信州大学 准教授）「STEM 教育を支える人材の養成」 

16:30～17:30 グループワーク「“わたしたち”が作る STEM 教育の授業案」 

Japan Society for Educational Technology
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【07 月 30 日】 
09:30 受付開始  
10:00～10:10 ガイダンス 

・司会 山田雅之氏（星槎大学 准教授） 
10:10～11:30 グループワーク発表会 

・コメンテーター 
森田裕介氏（早稲田大学 准教授） 
北澤 武氏（東京学芸大学 准教授） 
谷塚光典氏（信州大学 准教授） 
瀬戸崎典夫氏（長崎大学 准教授） 

11:30～12:00 グループワーク「“わたしたち”が作る STEM 教育の授業案２」 
12:00～12:30 まとめ 

 
■備考： 
・原則２日間の参加をお願いしております． 
・会場の都合上，申し込み数が募集定員に達し次第，参加申し込みを中止します． 
・研究会１日目終了後，情報交換会を開催します．御都合のつく方はこちらも御参加下さい．  

 
■情報交換会： 
・ 日時 07 月 29 日（土）18:00～20:00 
・ 情報交換会参加費 4,500 円 

※情報交換会の参加費も事前入金をお願いしております．参加を希望される方は， 
 合宿研究会の参加費と合わせて入金をお願いいたします． 
※情報交換会参加費の領収書は，合宿研究会当日にお渡しいたします． 
※準備の都合上，申し込み後の参加費の返金はできかねます．ご了承下さい． 

 
■問い合わせ先： 
産業技術大学院大学 大崎理乃（ ） 
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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 教育の情報化／一般

●日  時：2017 年 07 月 08 日（土） 
●会  場：東北学院大学 土樋キャンパス 

（〒980-8511 宮城県仙台市青葉区土樋一丁目３番１号） 
●担  当：遠海友紀（ ） 

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）

 
受付（545），A 会場（541），B 会場（542），C 会場（543） 
 

10:00-10:05 諸連絡 

10:05-12:10 午前の部 

 
A1）プログラミング教育を通じた問題解決力育成のための指導法開発に向けての事前調査 

小原裕二，神部順子，八木 徹，山口敏和，玉田和恵（江戸川大学）， 
松田稔樹（東京工業大学／江戸川大学） 

A2）社会での合意形成を目指した情報モラル問題解決力育成 
玉田和恵（江戸川大学），松田稔樹（東京工業大学／江戸川大学） 

A3）育成を目指す資質・能力を中心とした教育課程の展開－実践校分析を中心として－ 
福本 徹（国立教育政策研究所） 

A4）ICT 問題解決力を育成するカリキュラム開発に向けての予備調査 
神部順子，小原裕二，八木 徹，山口敏和，玉田和恵（江戸川大学）， 
松田稔樹（東京工業大学／江戸川大学） 

A5）Authentic Learning に基づく情報モラル教育の実践 
時任隼平（関西学院大学） 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B1）ウェアラブルカメラの映像を用いた模擬授業の振り返り 

古田壮宏，古田紫帆，伊藤剛和（奈良教育大学） 
B2）授業研究におけるビジュアルエスノグラフィーの実践－中国人教員が日本の授業から学んだ授

業改善の問い－ 
岸磨貴子（明治大学） 

B3）プレ FD における相互授業観察時の検討会の分析－模擬授業と実習授業の比較に着目して－ 
根岸千悠，愼 姫宰，大山牧子（大阪大学） 

B4）授業における授業者の観察注視 
三橋功一（函館短期大学），神野藤均（北海道教育大学附属函館小学校） 

B5）高等教育におけるグローバルキャリア形成過程の分析 
－学習環境とキャリアアンカーの関係性に着目して－

上舘（山口）美緒里（関西大学大学院），山本良太（東京大学），関本春菜（慶應義塾幼稚舎），

鳥井新太，久保田賢一（関西大学） 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C1）情報学演習授業への協調学習導入と教育効果 

－電子紙しばい制作を例にした保育者 ICT 技能育成－

神谷勇毅（鈴鹿大学） 
C2）教学 IR 情報を活用した学修支援室の試み 

江本理恵（岩手大学） 
C3）諸外国における学習科学のための教育プログラム（１） 

－ワシントン大学とラトガース大学の事例－ 
大浦弘樹（東京工業大学），望月俊男（専修大学），山口悦司（神戸大学大学院） 

C4）諸外国における学習科学のための教育プログラム（２）－トロント大学と香港大学の事例－ 
河﨑美保，大島 純，大島律子（静岡大学），山口悦司（神戸大学大学院） 

研究会 

2017 
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C5）諸外国における学習科学を応用した教師教育プログラム（１） 
－ミルズ大学とフロリダ大学の事例－ 
河野麻沙美（上越教育大学），山口悦司（神戸大学大学院） 

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

13:05-13:10 委員会挨拶・諸連絡 

13:10-15:15 午後の部① 
 
A6）ショーケース・ポートフォリオを用いた教職実践演習における大学４年間の振り返りの実践 

佐藤隼明，北澤 武，今井慎一，森本康彦（東京学芸大学） 
A7）ICT を活用したアクティブラーニングの実現を目指した教員研修のための教材リーフレットの

開発 
森下 孟，村松浩幸，谷塚光典，東原義訓（信州大学） 

A8）多様な教科担当者同士による授業研究型校内研修の開発－初任期の高等学校教員を対象とした

校内研修において－ 
古田紫帆（奈良教育大学），高橋朋子（大和大学），平田泰紀（大阪府立高石高等学校） 

A9）大学主催のカフェイベントにおける参加動機と学習 
森 玲奈（帝京大学），中野啓太（三菱総合研究所），青木翔子（NPO 法人 PIECES）， 
杉山昂平（東京大学大学院） 

A10）教職大学院における e ポートフォリオの活用状況と全学 LMS との連携の検討 
谷塚光典，油井幸樹（信州大学） 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B6）重度視覚障害者用タッチパネル式インタフェースの当事者参加型設計環境の試作 

宮城愛美（筑波技術大学） 
B7）美術科における VR を用いた鑑賞用 ICT 教具の試作 

臼井昭子，佐藤克美，堀田龍也（東北大学大学院） 
B8）音楽表現力を高める言語活動の在り方―言語活動の批判的考察と感性工学の知見による整理を

通して― 
井上寛士，藤村裕一，大平和哉，竹口幸志（鳴門教育大学大学院） 

B9）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） 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SIG-04 教育の情報化 連携セッション（発表時間は他セッションと同様ですが総括討議を行います）

 
C6）中学校技術科における Scratch を用いた授業実践と評価－知識構成型ジグソー法を適用して－

太田雅之，笠井俊信（岡山大学大学院） 
C7）矛盾した複数の文章の読解を通した情報リテラシーの授業実践 

大石智広（神奈川県立生田東高等学校），望月俊男（専修大学）， 
クラーク・チン，ランディ・ジマーマン（ラトガース大学），山口悦司（神戸大学大学院）

C8）トゥールミンモデルによる批判的思考力の育成 
後藤康志（新潟大学），下郡啓夫（函館工業高等専門学校） 

総括討議 「教育の情報化と学習者に求められるリテラシー」 
コーディネータ：豊田充崇（和歌山大学） 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
15:30-17:35 午後の部② 
 
A11）小学校における主幹教諭の職務と成長に関する調査－学校成果への主幹教諭の職務と成長の

影響過程－ 
脇本健弘（横浜国立大学），木村 充（立教大学），町支大祐（東京大学），中尾教子， 
平野智紀（内田洋行），野中陽一，大内美智子（横浜国立大学） 

A12）小学校における副校長の職務と成長に関する調査 
町支大祐（東京大学），脇本健弘（横浜国立大学），木村 充（立教大学），中尾教子， 
平野智紀（内田洋行），野中陽一，大内美智子（横浜国立大学）， 
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A13）教材開発・授業研究事例に見られる「ユニバーサル」な支援方法 ―雑誌『たのしい授業』

の記事分析を通して― 
澤田祐輝，山口好和（北海道教育大学） 

A14）小学校の ICT 活用とアクティブ・ラーニング推進に関する一考察－小学校における管理職の

職務と成長に関する調査から－ 
平野智紀（内田洋行／東京大学），中尾教子（内田洋行），脇本健弘（横浜国立大学）， 
木村 充（立教大学），町支大祐（東京大学），野中陽一，大内美智子（横浜国立大学） 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SIG-04 教育の情報化 連携セッション（発表時間は他セッションと同様ですが総括討議を行います）

 
C9）TPACK の Pedagogical Knowledge 概念の検討 

小柳和喜雄（奈良教育大学大学院） 
C10）幼稚園における教育の情報化に関する一考察－教員免許状更新講習の授業設計をとおして－

田中洋一（仁愛女子短期大学／熊本大学大学院） 
C11）RESAS を活用した「情報機器の操作」の取組－社会科教員養成を視野に－ 

藤崎聖也，篠崎正典（信州大学） 
総括討議 「教育の情報化と教師に求められる資質・能力」 

コーディネータ：後藤康志（新潟大学） 
● 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「仙台駅」から徒歩約 20 分．または，地下鉄南北線「五橋駅」から徒歩約５分で

す ． 詳 し く は ， 東 北 学 院 大 学 Web サ イ ト の 「 交 通 ア ク セ ス 」 を ご 参 照 下 さ い

（http://www.tohoku-gakuin.ac.jp/access/）．なお，お車でお越しになられた場合，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：研究会当日，大学食堂は 13:30 まで営業しています．周辺にはスーパーなどもあり

ますので，昼食についてはご都合にあわせて各自ご準備下さい． 

研究会の発表募集 テーマ：リフレクション活動の支援／インストラクショナルデザイン／一般

●日  時：2017 年 10 月 21 日（土） 
●申込締切：2017 年 08 月 07 日（月）17:00

●会  場：明石工業高等専門学校（担当：竹岡篤永）

●原稿提出：2017 年 09 月 04 日（月）17:00 
●募集内容： 

振り返り（リフレクション）は，学びの内容やプロセス

を意識化し，再構成する活動等として，多様な教育現場に

おいて以前から行われてきています．e ポートフォリオの

導入などにより，継続的な振り返りや他者との振り返りが

容易になるなど，これまでとは異なる振り返り実践も生ま

れてきています．一方で，これらの振り返りの方法が十分

に共有されているとは言えない状況もあります．本研究会

では，デジタル・アナログを問わず，振り返りに関する研

究報告を募集します．また，本テーマは，教育工学会SIG-07
「インストラクショナルデザイン」と連携して開催いたし

ます．テーマに関するセッションは，SIG メンバーがコー

ディネート（プログラム編成および座長割り当て）を担当

しますが，SIG メンバー以外の発表も歓迎します．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 

12 月 09 日（土） アクティブラーニング・評

価方法／一般 関西学院大学 10 月 10 日（火） 10 月 06 日（月）

03 月 03 日（土） プログラミング教育・LA／

一般 尚美学園大学 01 月 09 日（火） 02 月 05 日（月）

2018 年 
05 月 27 日（日） 

高等教育における学習支

援・学習環境・FD・SD／一

般 
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：2017 年 05 月 20 日（土） 
●発表件数：38 件 

●会  場：広島市立大学 
●参加者数：62 名（内非会員 12 名） 

本研究会は，「ICT を活用した学習支援システムの開発と実践

／一般」というテーマで開催され，62 名の参加者がありました．

広島での開催ということで，西日本はもとより関東方面からも多

くの方に参加いただきました．また，中国地方の小・中学校から

の参加もあり，本学開催の意義があったかと思います． 
発表は最大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．会場へのアクセスな

どが不便ということもあり，募集当初は不安もございましたが，

当日は多くの皆様にご発表・ご参加いただくことができました．

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：岡本 勝（広島市立大学）
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日本教育工学会論文誌 特集号 論文募集（第一報） 

「特集：アクティブラーニングのデザイン・実践・評価」 
 
アクティブラーニングは，初等・中等教育から高等教育に至るまで広く導入され，授業設計方法，ア

クティブラーニング型授業で活用されるシステム，アクティブラーニングの効果測定など様々な報告が

なされるようになってきました．本学会でも，研究会や合宿研究会のテーマとしてアクティブラーニン

グが取り上げられているほか，投稿される論文の中にアクティブラーニングをキーワードとするものが

登場しています．このような状況を受けて，2018 年の特集号では，アクティブラーニングを教育工学

からとらえた研究成果を募集します．今回は，テーマに「デザイン・実践・評価」の語句がついていま

すが，この三分野に限定した研究のみを受け付けるという意味ではありません．理論研究も重要ですし，

システム開発や ICT 活用に焦点を当てた研究も，本学会の独自性を示すものとして歓迎いたします．ア

クティブラーニングには，「実践される場×研究としての関心の方向性」の組み合わせが多数存在しま

すので，バラエティ溢れる投稿を期待しています．奮ってご投稿下さい． 
 
 
１．対象分野 

下記に本特集号で募集する論文テーマのうち技術・技法（システム，使われる教授法・学習法，評

価方法など）について例示します．これらは一例であり，下記に限らず，アクティブラーニングに関

わるテーマであれば対象といたします．実践現場についても幼児教育，初等・中等教育，高等教育，

企業内人材育成や生涯教育など，広く想定しています． 
 
（１）アクティブラーニングの教授設計 
（２）アクティブラーニングをファシリテートするスキル 
（３）アクティブラーニングの質保証 
（４）アクティブラーニングを支援するシステム開発と評価 
（５）アクティブラーニングに対する学習者のモチベーション変容 
（６）アクティブラーニング型授業のための成績評価方法 
（７）アクティブラーニングに活用できる教育・学習コンテンツ 
（８）反転授業の効果 
（９）アクティブラーニングにおける学びの可視化 
（10）アクティブラーニングに必要な学習環境 
 
 

２．募集論文の種類 
通常の論文誌と同様に，「論文」「システム開発論文」「教育実践研究論文」「資料」「寄書」を募集

します．それぞれの論文種別については，投稿規定をご覧下さい．論文の査読は，通常の論文誌の場

合と同じです．ただし，査読は２回限りとし，編集委員会が示した掲載の条件を修正原稿で満たさな

い場合は採録になりません．「ショートレター」として既に掲載されている内容を発展させて「論文」

として投稿することも可能ですが，単に分量を増やして詳細に説明しただけでは発展させたことにな

りませんので，ご注意下さい．なお，本特集号へ投稿された論文が特集号編集委員会にて対象分野外

と判断された場合には，一般論文として扱うことになりますので，あらかじめご了承下さい． 
 
 

３．論文投稿締め切り日（2018 年 11 月発行予定） 
投稿原稿は 2018 年の２月初旬になる予定です．詳しい締め切り日などは，次回の News Letter や

学会 Web サイトで告知します． 
 
 

４．論文投稿の仕方 
原稿は，「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． 
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５．問い合せ先 
日本教育工学会事務局 TEL：03-5549-2263 

FAX：03-5575-5366 
e-mail：

 
 

６．特集号編集委員会 
委員長  松田岳士（首都大学東京） 
副委員長 山田政寛（九州大学） 
監事   大山牧子（大阪大学），福山佑樹（東京大学） 
委員（検討中） 
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SIG-11 情報教育 第８回，第９回，第 10 回研究会 

『学習データ蓄積・分析・視覚化／プログラミング教育』開催案内
 
●第８回  日時：2017 年 07 月 07 日（金）12:00～18:05 

会場：山形大学 小白川キャンパス 基盤教育１号館 132 教室 
参加者数：約 200 名程度（電子情報通信学会 教育工学研究会との協賛として開催） 

プログラム：12:00～ 委員長挨拶（10 分）（登壇者のみ，連名発表者省略，一部プログラム省略） 
（１）学生の BYOD による講義科目の生産性および学生の理解度向上  山田耕嗣（大阪産業大学） 
（２）講義における講師の動作に対する受講者の動作の分析（第２報）   渡邊栄治（甲南大学） 
（３）ゼミ活動の FD に向けた２大学間におけるバーチャル合同ゼミの試行と評価 

米谷雄介（北九州市立大学） 
（４）主観類似度を考慮した Web 上の教育コンテンツの表示        柳沼良知（放送大学） 
（５）学生が制作したプログラムのオブジェクト数を用いたクラスタリング手法の提案 

野口孝文（釧路高専） 
（６）意識調査から分析した就業意識向上と進路達成への効果的なアプローチ 

森 友寿（鹿島台商業高校） 
（７）ブレンディッド学習におけるノート記録活動が学習者の内省活動に及ぼす効果 

中山 実（東京工業大学） 
（８）工学部学生の知的財産法学習時における知識獲得プロセスモデル 赤倉貴子（東京理科大学） 
（９）既履修学習者との協働による MOOC 講座運用の効率化          古川雅子（NII） 
（10）学習者の多面的情報を用いた心的状態の推定の試み        松居辰則（早稲田大学） 
（11）四則演算の計算過程における特徴量の抽出と視覚化に関する検討 山崎圭太（東北学院大学） 
（12）ストローク数を意識させた美術入門者に対するドローイング学習支援の考察 

永井 孝（信州大学） 
（13）お話ロボットに対する期待感の分析                 加納寛子（山形大学） 

●第９回  日時：2017 年 08 月 28 日（月）会場：中国学園大学 
テーマ：コンピュータを使わないプログラミング教育 
参加者数：30 名（小学校教員，大学教員等） 

●第 10 回 日時：2017 年 08 月 29 日～31 日間で後援先と詳細調整中．会場：高松シンボルタワー棟 
テーマ：ロボットプログラミングを始めよう（後援：情報通信交流館 e-とぴあ・かがわ他） 
参加者数：40 名（小学生の親子，プログラミング教育に関心をもつ教育関係者） 

いずれも事前申し込みが必要です．詳細なプログラム，参加申し込みの方法は，ML をご参照下さい．

概要は SIGWeb に掲載しています．お問い合わせは sig-11staff@jset.gr.jp までお願いします． 
担当：加納寛子（山形大学），丸山有紀子（東海大学），佐々木弘記（中国学園大学） 

 
 
SIG-09 質的研究 第８回セミナー 

『教育工学におけるアクションリサーチ』開催案内 
 
●日時：2017 年 07 月 23 日（日）13:00～17:00 
●会場：明治大学 中野キャンパス（予定） 
●参加者数：20 名 
●テーマ：教育工学におけるアクションリサーチ 

教育工学は，教育を積極的に改善していくための実践的な学問で，アクションリサーチはそのための

一つの方法論です．アクションリサーチを行う研究者および実践者は，積極的に教育実践へと関与しな

がらデータ収集・分析を行い，改善のための介入方法の検討，評価，そして知見を論文としてまとめる

一連のプロセスをたどります．本セミナーでは，具体的に研究者や実践者はどのようにそのプロセスを

たどるのか，書籍と論文の輪読と参加者間の議論を通して理解を深めます． 
担当：岸磨貴子（明治大学） 

  

Japan Society for Educational Technology

20



 

 

21 

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９回研究会 

『第５回情報教育研究会 in 江戸川大学』の開催案内 
 
●日時：2017 年 07 月 30 日（日）13:00～18:00 
●会場：江戸川大学駒木キャンパス（流山おおたかの森駅 or 豊四季駅） 
●講演：「人工知能（AI）・IoT・ビッグデータを高校生にどう教えるか」大原茂之（東海大学名誉教授） 

「大学入試改革：センター試験・新テスト・高大接続」    山地弘起（大学入試センター） 
「「情報の科学的な理解」の本質をふまえた情報科の指導のあり方」松田稔樹（東京工業大学） 
「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） ほか２件 

●パネルディスカッション：「「社会と情報」から「情報Ⅰ」にスムーズに移行するには？」 
上記の通り，江戸川大学情報教育研究所との共催で研究会を開催します．申し込み・問合せは，江戸

川大学企画総務課（TEL：04-7152-9908，E-mail： ）までお願いします． 
担当：玉田和恵（江戸川大学）・松田稔樹（東京工業大学） 

 
SIG-11 情報教育 第７回情報教育研究会 

『義務教育段階でのプログラミング教育必修化に向けて』開催報告
 
●日時：2017 年 05 月 13 日（土）14:40～17:00 
●会場：名城大学天白キャンパス（愛知県名古屋市） 
●参加者数：15 名 
●趣旨：義務教育段階でのプログラミング教育必修化に向けて 
●テーマ：義務教育・高校でのプログラミング，ビジュアルプログラミング， 

教員養成課程の学生に対するプログラミング教育の在り方について 
●プログラム：教育システム情報学会東海支部 2017 年度第１回講演会 

主催：教育システム情報学会東海支部 
共催：日本教育工学会「SIG-11」 

・小学校プログラミング必修への課題と提案 安本太一先生（愛知教育大学） 
・プログラミング教育と教員養成 佐々木弘記先生（中国学園大学） 
・JSiSE 東海支部 2017 年度プレ研究会 
SIG-11 が共催するイベントをして，教育システム情報学会（JSiSE）東海支部主催「JSiSE 東海支

部 2017 年度第１回講演会」が，名城大にて開催されました．最初に，安本先生（愛知教育大学）は，

小学校プログラミング必修への課題（プログラミングのための授業時間数は増えない，教師の専門はプ

ログラミングとは限らないなど）を挙げ，教科と関連づけてプログラミング教育を行えば，教科への理

解が深まるし，プログラミングもできるようになる，という講演でした．教員免許状更新講習や高校へ

の出前授業などの経験を踏まえて，算数 Scrach プログラミングの具体的事例を分かりやすく紹介され

ました．次に，SIG-11 のコアメンバーである，佐々木先生（中国学園大学）からは，プログラミング

教育と教員養成についての講演がありました．具体的には，小学校段階でのプログラミング教育の在り

方や，科目「プログラミング教育法（仮）Without 
Computer」という新たな科目案の提案があり

ました．佐々木先生は，ロボホン（通信システ

ム対応のスマートロボット）やプログラムで動

くロボットなどのデモンストレーションを行い，

「実際に動くモノ」と「プログラム上での命令」

との対応づけを理解することの重要性を指摘し

ていました．講演後には，大学教員のみならず，

現職教員，大学院生や外国人留学生など，多様

なバックグランドを持った参加者と義務教育段

階でのプログラミング教育についての諸問題を

議論できたことは大変有意義でした． 
文責：野崎浩成（愛知教育大学）
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SIG-08 メディア・リテラシー，メディア教育 第７回研究会 

『メディア・リテラシー，メディア教育に関する論文のあり方を 

検討する』開催報告 
 
●日時：2017 年 06 月 04 日（日）13:30～17:30 
●会場：武蔵大学 １号館・1403 教室 
●参加者数：15 名 
●テーマ：メディア・リテラシー，メディア教育に関する論文のあり方を検討する 
●プログラム： 
１．開会・諸連絡（13:30～13:40） 
２．SIG 紹介・今年度計画（13:40～14:00） 
３．講演（14:00～15:00）「査読者の視点からみる学術論文とは？」講師：今野貴之（明星大学） 
４．休憩（15:00～15:20） 
５．研究交流（15:20～17:20）コーディネータ：宇治橋祐之（NHK 放送文化研究所） 
６．閉会・諸連絡（17:20～17:30） 
 

2017 年 06 月 04 日（土）に武蔵大学で第７回研究会が開催され，15 名の方に参加していただくこと

ができました．テーマは，『メディア・リテラシー，メディア教育に関する論文のあり方を検討する』

で，「ゲスト講師による講演」と「研究交流ワークショップ」を通じて，個々の研究活動を促進させる

ことを目的として開催されました． 
会の前半では，今野貴之氏（明星大学）から「査読者の視点からみる学術論文とは？」という演題で

ご講演をいただきました．日本教育工学会編集委員会の増刊号編集委員をされている立場から，学術論

文を執筆する上で意識するべきことや留意するべきことについてご説明いただきました．各々の研究を

学術論文として完成させることを目指す上で，「目的・方法・分析・考察を混同させず明確にすること」，

「数多くの先行研究を集め，批判的に読解した上で，ひとつの筋（ストーリー）にした上で，明確な研

究目的につなげること」，「研究の目的，教育実践の目的と結果・考察が一貫性をもつように，常に意識

すること」，「教育研究では，あとでデータを取り直すことができないことを意識して研究方法を検討す

ること」，「結果と考察では，得られた知見の有効性，発展性及び限界（適応可能な範囲）を明らかにし

ておくこと」などが重要であることをお話しいただきました． 
会の後半では，宇治橋祐之氏（NHK 放送文化研究所）による研究交流ワークショップが行われまし

た．日本教育工学会全国大会で発表を予定している研究内容について意見交換をするもので，「国内で

のメディア・リテラシーに関わる教育実践研究」，「海外のメディア・リテラシーに関する研究」の２つ

のグループに分かれて意見交換が行われました．合計４件の草稿について活発な議論が行われ，全国大

会に向けてということだけでなく，今後の研究の発展，学会論文誌の執筆にも繋がるような貴重な意見

を共有することができました． 
今回の研究会は，参加者全員が研究者としてその成果を社会に公開していく上で，研究するというこ

とはどういうことなのか，そのためにはどのような意識，心がけが大切なのかということを改めて深く

考えるよい機会となりました．「知と知をつなぎあわせて，新しい知を創造する」ために今後も研究交

流を推進していきます．そして 2017 年 09 月 18 日（月・祝）の日本教育工学会全国大会 SIG セッショ

ンでは，「教育工学におけるメディア・リテラシー研究の蓄積と展望」というテーマで，メディア・リ

テラシーに関する研究領域が日本教育工学会に位置づいた経緯と本 SIG の活動を振り返るとともに，教

育課程の動向など新しい状況を踏まえ，これからの研究課題

について検討します．まず，本 SIG アドバイザーの堀田龍

也氏（東北大学）から「新しい学習指導要領とメディア・リ

テラシーの関係」に関して講演していただきます．それを踏

まえた上で，パネルディスカッションを通じて，これまで多

様なアプローチで研究が進められてきたメディア・リテラシ

ー研究の蓄積を振り返りつつ，今後のあり方について展望し

ます．今回の研究会でも初めて参加してくださった方が複数

名いらっしゃいましたが，今後もこれから学ぼうと思われて

いる方の参加を歓迎しております．ぜひご参加下さい． 
文責：鶴田利郎（首都大学東京）
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日本教育工学会第 16 期第 16 回理事会議事録 
 

日時：平成29年05月13日（土）14:40～16:40 
場所：JAPET&CEC会議室 
出席：理事 山西潤一 会長，鈴木克明 副会長，中山 実 副会長，吉崎静夫 副会長，加藤 浩， 

木原俊行，久保田賢一，向後千春，寺嶋浩介，平嶋 宗，永岡慶三，前迫孝憲，益子典文， 
美馬のゆり，村上正行，森田裕介，山内祐平 

監事 赤堀侃司 
総務委員会 北澤 武，室田真男 
事務局長 赤松伊佐代                            （合計21名） 

１．前回の理事会議事録の承認について 
第16期第15回理事会議事録について原案が提示され，承認した． 

２．新入会員の承認について 
会員の移動について報告があり，承認した． 

３．各種委員会から 
（１）編集委員会 
論文誌編集進捗状況の報告，および，42巻３号（特集号）のテーマ「アクティブラーニングの 
デザイン・実践・評価（仮題）」を承認した． 

（２）研究会委員会 
Web改修の報告と研究会委員の交代の提案があり，承認した． 

（３）企画委員会 
シンポジウムと夏の合宿研究会の開催地・テーマについて承認した． 

（４）大会企画委員会 
全国大会の進捗状況と宿泊情報の提供について報告された. 

（５）国際交流 
日中教育工学フォーラムとICoMEの開催概要についての提案を承認した． 

（６）広報委員会 
ニューズレター222号（06月08日原稿締切）の台割案の提案があり，承認した． 

（７）SIG委員会 
SIGの2016年度活動報告と2017年度活動計画，インシデント事案について報告があった． 

（８）選書委員会 
第１期および第２期教育工学選書の進捗と今後は事務局で対応することを承認した． 

（９）名誉会員候補者選考委員会 
総会の議案とする報告があった． 

４．総務・会計 
第33回通常総会議案書について提案があり，承認した． 

５．委員会・ワーキングの廃止について 
今期で廃止となる委員会とワーキングを承認した． 

６．その他 
（１）以下の協賛・講演依頼等を承認した． 
・第８回日本学術振興会 育志賞受賞候補者の推薦依頼（独立行政法人 日本学術振興会） 
・日本学術協力財団に対する支援,協力依頼（日本学術協力財団副会長・財団組織担当） 
・平成28年度教育の情報化推進フォーラム実施報告書の依頼（一般社団法人 日本教育情報化振興会） 
・「第33回ファジィシステムシンポジウム（FSS2017）」における協賛依頼 

（日本知能情報ファジィ学会） 
・「New Education Expo 2017」後援依頼（New Education Expo 実行委員会） 
・「日本情報科教育学会第10回全国大会」協賛依頼（日本情報科教育学会） 
・「第44回 教育工学研修中央セミナー IMETSフォーラム2017」後援名義使用の許可依頼 

（公益財団法人 才能開発教育研究財団） 
・「eラーニングアワード2017フォーラム」名義使用申請依頼（株式会社 日本工業新聞社） 
・「第2回関西教育ICT展」協賛名義の使用申請依頼（一般社団法人 日本教育情報化振興会） 

（２）連絡事項・郵送物を確認した． 
（３）今後の理事会日程を確認した． 
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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０７月０７日（金）
　SIG-11　情報教育 第８回研究会（山形大学）
・２０１７年０７月０８日（土）
　研究会「教育の情報化」（東北学院大学）
・２０１７年０７月２３日（日）
　SIG-09　質的研究 第８回セミナー（明治大学）
・２０１７年０７月２９日（土）～３０日（日）
　夏の合宿研究会
　「理系科目における探究的学び –STEM 教育の知見と
　共に考える学習のデザイン–」（長崎大学）
・２０１７年０７月３０日（日）
　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９回研究会（江戸川大学）
・ ２０１７年０８月２８日（月）
　SIG-11　情報教育 第９回研究会（中国学園大学）
・ ２０１７年０８月２９日（火）～３１日（木）の期間内で
　後援先と詳細調整中
　SIG-11　情報教育 第１０回研究会（高松シンボルタワー棟）
・２０１７年０９月１５日（金）～１８日（月・祝）
　第３３回全国大会（島根大学）
・２０１７年１０月２１日（土）
　研究会「リフレクション活動の支援／インストラクショ
　ナルデザイン」（国立明石工業高等専門学校）
・ ２０１７年１２月０９日（土）
　研究会「アクティブラーニング・評価方法」
　（関西学院大学）

◎国際会議の案内
２０１７年
・HCI International 2017
 http://2017.hci.international/
 (7/09 - 14, Vancouver, Canada)
・ICoME 2017
 http://icome2017.net/
 (8/02 – 04, Honolulu, USA)
・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)
・ICCE 2017
 http://icce2017.canterbury.ac.nz/?id=1018
 (12/04 – 08, Christchurch, New Zealand)
２０１８年
・SITE 2018
 http://site.aace.org/
 (3/26 – 30, Washington, DC, USA)
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