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日本教育工学会第 33 回全国大会の御礼 
大会実行委員会委員長 深見 俊崇（島根大学）

 
 日本教育工学会第 33 回全国大会を，2017 年 09 年 15 日（金）～18 日（月・祝）の日程で，島根大

学松江キャンパスで開催させていただきました．930 名という多くの教育工学関係者にご参加いただき，

日頃の研究成果を基にした熱心な議論が展開されました．また，21 社からは出展・広告協賛をいただき

ました．このように，盛会裏に終えることができましたのも，ひとえに鈴木克明会長ならびに寺嶋浩介

大会企画委員長をはじめとする大会企画委員の皆様，大会実行委員の皆様，学生スタッフの皆様，その

他運営に関わっていただいた皆様のご協力の賜物と感謝申し上げます． 
準備にあたっては万全の体制で臨んだものの，台風 18 号に伴う暴風警報発令により，残念ながら大

会３日目を中止せざるを得ないという緊急事態が発生しました．発表の準備をされていた会員の皆様，

シンポジウムの登壇者の皆様には誠に申し訳ない事態となりましたが，これも参加者の皆様の安全を第

一に考えてのこととご理解いただきたく存じます．また，台風に伴う交通機関の運行停止等により，残

念ながら大会にご参加いただけなかった方もいらっしゃいました． 
 大会３日目に中止となった全体会については，大会４日目開会前の 20 分間で開催するという緊急事

態となりましたが，二百数十名にご参加いただきました．多くの参加者に見守られて，中国教育技術協

会との学術交流協定の交換式，名誉会員表彰，論文賞・研究奨励賞表彰を無事に執り行うことができま

した． 
 本大会の新たな試みとして，昨年度からスタートした主に本学会にはじめて参加する方を対象とした

チュートリアルセッションに加えて，編集委員会と連動して採択率向上に向けた論文執筆のまとめ方や

コツなどについて紹介するチュートリアルセッションを開催しました．大会２日目の９時からの開始に

もかかわらず出席者が 100 名を超え，盛会で終えることができました． 
 台風の影響で３日間に短縮された大会でありましたが，口頭発表，ポスター発表，International 
Session，SIG セッション，ワークショップ等，どの会場でも今後の教育工学研究の発展につながる熱

心な議論が展開されました．議論を盛り上げていただいた参加者の皆様には心より感謝申し上げます． 
本大会の運営にあたっては，10 名の実行委員と 30 名の学生スタッフという態勢で臨みました．前会

場校の大阪大学からの適切かつ丁寧な資料提供と，大会企画委員会のご支援の下で準備を進めてまいり

ました．大会期間中はイメージカラーである青色のユニフォームを着用し，実行委員と学生スタッフが

協働しながら，休みなく仕事に取り組みました．その中で，学生を含めたスタッフの対応について，多

くの方々から温かい言葉をかけていただき，大きな励みとなりました．心より感謝申し上げます． 
 来年度の開催地は，東北大学であると堀田龍也先生からご挨拶がありました．来年も宮城県仙台市の

地において，第 34 回全国大会が盛会に行われますことを祈念して，御礼の挨拶とさせていただきます． 
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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 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） 
●会  場：明石工業高等専門学校 

（〒674-8501 兵庫県明石市魚住町西岡 679-3） 
●担  当：竹岡篤永（ ） 

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（共同学習センター入口），A 会場（共同学習センター ルーム D），B 会場（共同学習センター 視
聴覚教室），C 会場（本館 合併教室） 
 

10:00-10:05 諸連絡 

10:05-12:10 午前の部 

 

A1）オンライン大学院におけるコンピテンシーに基づく e ポートフォリオの量的な分析 
   高橋暁子（徳島大学），竹岡篤永（明石工業高等専門学校），根本淳子（愛媛大学）， 

久保田真一郎，鈴木克明（熊本大学大学院） 
A2) 赴任１年目の教師による省察の実践的研究－コーディネーターの役割に焦点を当てて－ 
   栫井大輔（プール学院大学） 
A3) アクティブラーナー水準アセスメントを活用した学生のエンパワーメント 
   藤田大雪，酒井浩二，阿部一晴（京都光華女子大学） 
A4) 中堅社員を対象とした経験学習における仕事観・信念の形成プロセスに関する質的研究 
    廣松ちあき（早稲田大学大学院），尾澤重知（早稲田大学） 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B1) 地域活性化と市民情報交流の現状 
   武田亘明（札幌市立大学） 
B2) 非認知的スキルがオンライン大学の学生の自己調整学習方略の使用に及ぼす影響 
   石川奈保子（早稲田大学大学院），向後千春（早稲田大学） 
B3) 協調学習における教材と学習の機能機構階層図による分析 
   大崎理乃（産業技術大学院大学），山田雅之（星槎大学大学院） 
B4) チームで行うメンタリングによる管理職・ミドルリーダーの関わり方の分類と効果に関する調査 
   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） 
B5) 文間類似度グラフに基づく論文内容の整合性に関する比較分析と文章評価尺度の提案 
   庵愛（公立はこだて未来大学大学院），冨永敦子，竹川佳成，平田圭二（公立はこだて未来大学）

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

13:05-13:10 委員会挨拶・諸連絡 

13:10-15:15 午後の部① 
 
A5) 教員養成初期段階の教育実習関連科目における教育実習授業参観のリフレクションの実習校による

違い 
   谷塚光典，森下孟，市川公明，油井幸樹（信州大学） 
A6) 机上授業シミュレーションを用いた教師の行為の中の省察に関する事例研究 
   中村駿（早稲田大学大学院），浅田匡（早稲田大学） 
A7) 大学における「日本語授業ボランティア」の協働省察の可能性－インタビュー調査からの一考察－

   佐野香織（早稲田大学） 
A8) 「ビブリオ・トーナメント」における学習者の振り返りレポートの探究 
   後藤隆昭（静岡県立大学） 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B6) 高等専門学校における学科・学年横断形式のアクティブラーニング型授業に関する実践研究 
   時任隼平（関西学院大学），大崎理乃（産業技術大学院大学） 
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B7) 小学校理科におけるプログラミング教育の効果の分析－第５学年「ふりこのきまり」を事例として

－ 
   佐藤和紀（東北大学大学院／常葉大学），荒木貴之（東北大学大学院／武蔵野大学），板垣翔大，

斎藤玲，堀田龍也（東北大学大学院） 
B8) 社会人学生の「弱み」となる特徴 
   中村康則（早稲田大学大学院），向後千春（早稲田大学） 
B9) アクティブラーニングを意識した情報リテラシー基礎科目授業運用の取り組み 
   阿部一晴，酒井浩二，藤田大雪（京都光華女子大学） 
B10) 初修フランス語教科書に対応の学習サポートデジタル教材－学習コンテンツ“総合問題”のリス

ニング－ 
   有富智世，喜久川功（常葉大学） 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SIG-07「インストラクショナルデザイン」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） 
 
C1) 情報セキュリティ教育の e ラーニング教材改善とその評価 
   天野由貴，隅谷孝洋（広島大学） 
C2) ARCS モデルに基づくワークシート法の評価 
   石谷康人（高知工科大学） 
C3) Parrish の学習経験の質モデルの学習者要因に着目した授業改善ヒント集の開発 
   仲道雅輝，根本淳子（愛媛大学），竹岡篤永（明石工業高等専門学校），高橋暁子（徳島大学），

鈴木克明（熊本大学大学院） 
 

  総括討議  コーディネータ：市川尚（岩手県立大学） 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

15:30-17:35 午後の部② 
 
A9) 自己調整学習に関する内省・概念化を促す授業における学習者の意識変化 
   仲林清（千葉工業大学） 
A10) 汎用的技能養成を目指した学修支援実践 
   横山真衣，土川忠浩（兵庫県立大学） 
A11) 教員の Technological Content Knowledge を育成するプログラムの開発研究 
      小柳和喜雄（奈良教育大学大学院） 
A12) リフレクションの工夫－科学工学系学生を対象としたデザイン思考教育の実践から－ 
    川瀬真弓，森部詢嗣，尾関智恵（岐阜大学） 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 B11) シンキングツール活用による授業設計の変容－複線径路・等至性アプローチからの考察－ 
   三宅貴久子（関西大学大学院），岸磨貴子（明治大学），久保田賢一（関西大学） 
B12) インターネット投票による各種試験の答案作成ツールの開発 
   新原俊樹（九州大学大学院） 
B13) 教員養成課程における学生の情報モラルの指導内容に関する知識の調査 
   安里基子（東京学芸大学），佐藤和紀（常葉大学），高橋純（東京学芸大学） 

 B14) 教学 IRのための学生支援モデルの試作－学習スタイルと性格特性のクラスタリングを活用して－

   片瀬拓弥（清泉女学院短期大学） 
 B15) TBL(Team-Based Learning)と PBL(Problem-Based Learning)の違い 
   川上祐子（早稲田大学大学院），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．  
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● 交通案内：JR「魚住駅」から徒歩約５分．または，山陽電鉄「山陽魚住駅」から徒歩約 10 分です．詳

しくは，国立明石工業高等専門学校 Web サイトの「交通アクセス・キャンパスマップ」

(http://www.akashi.ac.jp/access)をご参照下さい．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：研究会当日の食堂営業はありません．周辺には定食屋・コンビニなどがありますので，

昼食についてはご都合にあわせて各自ご準備下さい． 

研究会の予定 テーマ：アクティブラーニング・評価方法／一般 
●日  時：2017 年 12 月 09 日（土） 
●申込締切：申込みは終了しました 

●会  場：関西学院大学（担当：時任隼平） 
●原稿提出：2017 年 11 月 06 日（月）17:00 

●募集内容： 
近年の学校教育において，教師が単に知識を伝達する授業

形式だけでなく，学習者の主体的・対話的で深い学びを意図

したアクティブラーニング型の授業の実施とその評価方法が

重要なキーワードになってきたと言えます． 
アクティブラーニング型の授業では学習者同士や学習者と

教授者の様々な相互作用が起こり，学習活動がより複雑化す

る傾向にあります．また，それに伴い教師の評価観点・規準・

基準もより細分化されると考えられ，今後はそれらの実践や

適切な評価等に関する知見がこれまで以上に求められます．

これらの背景から，本究会ではこれらアクティブラーニング

に関する研究やその評価方法に関する研究報告を募集しま

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． 

●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． 

研究会の発表募集  テーマ：プログラミング教育・LA／一般 

●日  時：2018 年 03 月 03 日（土） 
●申込締切：2018 年 01 月 09 日（火）17:00 

●会  場：創価大学（予定）（担当：山本樹） 
●原稿提出：2018 年 02 月 05 日（月）17:00 

●募集内容： 
新学習指導要領が，小学校は 2020 年度，中学校は 2021 年

度から，高等学校は 2022 年度から実施されます．今回の改

訂の重要事項の一つとして，小学校においてプログラミング

教育が導入されました．総合的な学習の時間や，様々な教科

の中で，プログラミング的思考を身につけることを目的に実

施されることになります．そこで，小学校におけるプログラ

ミング教育をはじめ，中・高等学校におけるプログラミング

教育，プログラミング的思考やコンピューテショナル・シン

キングを育成するための教育方法・学習内容・学習教材開発，

これまでに多くの研究実績のある大学におけるプログラミン

グ教育などプログラミング教育に関する報告を募集します．

また，もう一つのテーマとして，ラーニング・アナリティ

クス（LA）に関する理論や技術などの報告も募集します．LA
は，大規模な学習履歴などから，学習者の学習過程のみなら

ず思考過程，心的状態をも把握できる可能性に期待が寄せら

れています．評価の観点からは学習プロセスに関する評価の

可能性への期待も高まっています． 
この他にも，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，3 月の研究会は日本教育メディア学会研究会との共

催です． 

●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． 

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． 
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日本教育工学会論文誌 特集号 論文募集（第三報） 

「特集：アクティブラーニングのデザイン・実践・評価」 
  
これまでのニューズレターでもお知らせいたしました通り，2018 年 11 月に発行を予定している特集

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いたします．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．今

回の特集号のテーマには，「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・システム開発・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．投稿論文としては，理論研究以外において

は，アクティブラーニングの導入が広がるにつれて課題となっている「評価」までを行った研究論文の

投稿を想定しています．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．ふるってご投稿下さい． 
 
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． 
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３．論文投稿締め切り日（2018 年 11 月発行予定） 
 
投稿原稿を 2018 年 02 月 08 日（木）17:00 までに電子投稿して下さい．ただし，02 月 15 日（木）

17:00 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． 
 

 投稿原稿提出締切（電子投稿）：2018 年 02 月 08 日（木）17:00 
 最終原稿提出締切（電子投稿）：2018 年 02 月 15 日（木）17:00 
 
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． 
 
５．問い合わせ先 
 
日本教育工学会事務局 
Tel/Fax：03-5549-2263    電子メール：

 
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） 
幹事  大山牧子（大阪大学）    福山佑樹（東京大学） 
委員（50 音順） 荒木淳子（産業能率大学）  市川 尚（岩手県立大学） 

梅本貴豊（九州女子大学） 笠井俊信（岡山大学） 
澤邉 潤（新潟大学）  重田勝介（北海道大学） 
瀬戸崎典夫（長崎大学）  泰山 裕（鳴門教育大学） 
高橋 純（東京学芸大学） 田口真奈（京都大学） 
舘野泰一（立教大学）   寺嶋浩介（大阪教育大学） 
中澤明子（東京大学）  永田智子（兵庫教育大学） 
西森年寿（大阪大学）  姫野完治（北海道教育大学） 
深見俊崇（島根大学）  伏木田稚子（首都大学東京） 
舟生日出男（創価大学）  見舘好隆（北九州市立大学） 
村上正行（京都外国語大学） 望月俊男（専修大学） 
森 朋子（関西大学）   山森光陽（国立教育政策研究所） 
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ショートレター増刊号論文募集のお知らせ（第一報）

日本教育工学会論文誌 vol.42, Suppl.の発行 
論文受付締切： 2018 年 04 月 02 日（月）17:00 

日本教育工学会論文誌 vol.42, 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． 
４．2018 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

（2018 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： 03-5549-2263 

Japan Society for Educational Technology
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日本教育工学会 夏の合宿研究会開催報告 

＜夏の合宿研究会全体の概要＞

2017 年 07 月 29 日（土）・30 日（日）に長崎大学文教地区キャンパスにて，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－」を開催しました．静岡

大学の熊野善介先生に講師としてお越しいただき，「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－」をテーマにご講演をいただきました．また事例紹介「理系科目から見た STEM 教育の

事例」として５名の先生にご講演をいただいた上で，グループワーク「“わたしたち”が作る STEM 教
育の授業案」についてディスカッションを通じて，約 30 名の参加者が STEM 教育に関しての学びを深

めました．

写真 1 熊野先生のご講演 写真２ グループワークの様子

＜アンケート結果より＞

 参加者を対象にして行った事後アンケートの結果，講師陣の講義内容に対する満足度が高かったこと

が確認されました．他にも，講演者の充実やグループワークの実施によって，プログラム全体に対する

評価が高くなったと考えられます．自由記述においては，STEM 教育の背景や今後の実践への示唆が得

られたという意見が多数見られました．

【問１】今回の合宿プログラムの内容は満足のいくものでしたか？
とてもそう思う（14 名），そう思う（７名），どちらともいえない（２名）， そう思わない（０名）， 
全くそう思わない（０名）

【問２】今回の合宿プログラムはテーマに即したものでしたか？
とてもそう思う（16 名），そう思う（７名），どちらともいえない（０名），そう思わない（０名）， 
全くそう思わない（０名）

【問３】本研究会に参加したことが，今後の研究活動・教育活動・業務など，皆様の生活やお仕事に役

立ちそうですか？
とてもそう思う（13 名），そう思う（８名），どちらともいえない（２名），そう思わない（０名）， 
全くそう思わない（０名）

報告：山田雅之（星槎大学）
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SIG-01 高等教育・FD/SIG-07 インストラクショナルデザイン企画 

『大学教員のための FD 研修会（ワークショップ）』 

開催案内(第一報) 

●日時：2018 年 03 月 05 日（月）13:00～17:45 〔FD 研修〕

●会場：東京工業大学大岡山キャンパス（東急目黒線，大井町線「大岡山」より徒歩１分）

●監修：鈴木克明（熊本大学教授システム学専攻教授・日本教育工学会会長）

●お問い合わせ： （担当：勝又あずさ 関西学院大学）

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．

※お申し込み方法等につきましては，第二報でご案内いたします．

文責：勝又あずさ（関西学院大学）

SIG-01 高等教育・FD 第４回研究会 

『ツールに頼りすぎないテキストデータの分析 

－もう一工夫して論文を書こう－』開催報告 

●日時：2017 年 09 月 08 日（金）13:30～17:30
●会場：東北大学

●参加者数：21 名

●プログラム：

・趣旨説明

・椿本弥生先生（東京大学）による講演

・松河秀哉（東北大学）による事例紹介

・テキストの形態素解析とカイ二乗検定・残差分析ワークショップ

2017 年 09 月 08 日(金)に，東北大学で日本教育工学会 SIG-01(高等教育・FD)第４回セミナー「ツー

ルに頼りすぎないテキストデータの分析－もう一工夫して論文を書こう－」を開催しました．

研究会は，東京大学の椿本弥生先生の講演，SIG-01 代表の松河からの話題提供，ワークショップと

いう構成でした．椿本先生には，テキストマイニングについての幅広い解説やテキストマイニングをつ

かった研究をする場合の注意点を，ご自身の研究事例も交えながら，大変わかりやすくお話しいただき

ました．松河からは，カイ二乗検定と残差分析の仕組みの説明と，それを使った研究事例の紹介をしま

した．ワークショップでは，過去６年間の教育工学会の論文誌に掲載された論文，資料，教育システム

開発論文，教育実践論文の要旨を使って，論文種別によって出現する単語の割合にどのような差がある

かを確認しました．作業内容は，カイ二乗検定及び残差分析の数式をあらかじめ仕込んだ Excel ワーク

シートを事前に配布し，オンラインの Mecab を利用して，その場で形態素解析や，単語の出現頻度の

集計を行いながら，１ステップずつ分析を進めていくというものでした．21 名の参加者の皆さんには，

分析したデータをグループで検討していただき，どんなことが言えそうか，発表してもらいました．

研究会後の事後アンケートでは，特に椿本先生の講演に非常に高い評価が寄せられました．その他の

講演内容や，テキストマイニングへの理解，論文執筆への意欲向上など多くの観点においても，おおむ

ね好評をいただきました．ただ，ワークショップの時間不足を指摘する声も一部寄せられたため，今後

の研究会で改善していきたいと思います．

今回の研究会は，ツールによる単純な可視化を越えた研究を増やしたいというコンセプトに沿って，

数値データを用いた研究における，t 検定や分散分析に相当するような，シンプルでありながら力強い

分析の枠組みを例示できたのではないかと思います．これを契機に，教育工学領域での研究におけるテ

キストデータの活用がより広がることを期待しています．        文責：松河秀哉（東北大学）
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SIG-08 メディア・リテラシー，メディア教育 第８回研究会 

『参加型メディアにおける映像と言葉の教育』開催報告 
 
●日時：2017 年 09 月 13 日（水）18 時 00 分～20 時 40 分 
●会場：日本体育大学 
●参加者数：35 名 
●プログラム： 
第１部 報告者：森本洋介（弘前大学），岩田晴之（神奈川県立横浜国際高等学校），Andrew Burn
（University College London） 
第２部 指定討論者：Andrew Burn（University College London），松田結貴（University of Memphis），
鈴木二正（慶応義塾幼稚舎） 司会：奥泉 香（日本体育大学） 
今回は University College London から Andrew Burn 氏をゲストとしてお迎えし，Burn 氏が実践さ

れている，参加型メディアとゲーム制作を活用して古典文学を生徒が主体的に解釈するメディア教育を

全体的なテーマとして設定しました．第１部の報告セッションでは，まず森本洋介氏（弘前大学）から

Burn 氏の研究背景（カルチュラルスタディーズと記号論，口承の文化，言語教育・芸術教育などの融

合）について紹介がありました．続いて岩田晴之氏（神奈川県立横浜国際高等学校）から，夏目漱石の

『こころ』の小説と漫画版を総合的に考察するご自身の実践などの説明がなされました．そして Burn
氏から，ご自身のゲーム制作を通したメディア教育の取り組みの内容

やその基本的な理念についての講演がなされました．また制作物をど

のように教師が評価するのかということに関して，ルーブリック（評

価基準表）を用いた４段階の評価の視点の説明がなされました． 
 第２部のパネルディスカッションにおいては，まず第１部を受けて

フロアから Burn 氏になされた質問に対し，Burn 氏が答えました．岩

田氏の実践とBurn氏の実践の類似点や相違点についてBurn氏の見解

を問う質問などがなされました．続いて指定討論者である松田結貴氏

（University of Memphis）から Burn 氏に対して，「オンラインを

通じて日本の英語学習者と英国の日本語学習者が協働でマルチモ

ーダルに学ぶことは可能か？」といった質問がなされました．Burn
氏は以前に英国の生徒とオーストラリアの生徒がオンラインで作

品のやりとりをした実践について説明しました．次の指定討論者の

鈴木二正氏（慶応義塾幼稚舎）からは，2020 年から日本の小学校

でプログラミング教育が導入されることを踏まえ，ゲーム制作を授

業に導入することの意義などを質問しました．Burn 氏はゲーム制

作にはさまざまな作業が含まれており，協働的にプログラムを理解

する実践として最適だと答えました． 
今回の研究会は言語学や芸術，コンピュータサイエンスの分野も含めたメディア・リテラシー，メデ

ィア教育について，日本の実践者と英国の研究者が意見交流するという学際的な内容であり，本分野に

おける研究の地平を広げる示唆が得られました． 
文責：森本洋介（弘前大学） 
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SIG-11 情報教育 第８回情報教育研究会 

『コンピュータを使わないプログラミング教育』開催報告 
 
●日時：2017 年 08 月 28 日（月）10:00～12:00 
●会場：中国学園大学 12 号館 M405 
●参加者数：15 名 

次期小学校学習指導要領に導入されるプログラミング教育では，プログラミング的思考を育成するこ

とが主なねらいであり，コーディングを覚えることが目的ではない，とされている．そこで，SIG-11
では，プログラミング的思考とは何か，また，コンピュータを使わず，紙と鉛筆を使った指導にはどの

ような指導があるのか，をテーマとして研究会を開催した． 
研究会では，第１部として，佐々木弘記（中国学園大学）が「コンピュータを使わないプログラミン

グ教育」と題する講義を行った．その中で，イングランドの学習指導要領の中の教科「コンピューティ

ング」に見られる「コンピュテーショナル・シンキング」に言及しながらプログラミング的思考につい

て説明した．第２部では，シャープ株式会社のロボホンのデモンストレーションが行われ，スクラッチ

を用いてロボホンの動作をプログラミングできることが紹介された．第３部では，再び佐々木が，イギ

リスにおいて，コンピューティングを支援するサイトである「ベアーフット」を紹介し，アンプラグド

コンピューティング，すなわち，コンピュータを使わずに紙と鉛筆

を使った指導についてワークショップを行った．自分のオリジナル

キャラクターを描き，その描き方をアルゴリズムで記述し，他の人

に伝えるという「クレージー・キャラクター」，方陣の中の数字を

推論する「Sudoku（数独）」などのワークショップを実際に参加者

に体験してもらいながら紹介した． 
参加者の小学校校長からは，新学習指導要領で導入される小学校

でのプログラミング教育の実施へ向けて準備をするための参考に

なった，との声が聞かれた． 
文責：佐々木弘記（中国学園大学） 

 
SIG-11 情報教育 第９回情報教育研究会 

『はじめようロボットプログラミング』開催報告 
 
●日時：2017 年 08 月 29 日（火）16:30～18:30，30 日（水）18:30～20:00，31 日（木）13:30～15:00 
●会場：情報通信交流館 e-とぴあ・かがわ 
●参加者数：160 名  
小学校におけるプログラミング教育の導入を控え，プログラミング教育が注目されているが，教育内

容がわからずに，不安を抱いている保護者も少なくないと思われる．そこで，SIG-11 では，小学生と

保護者が一緒に楽しみながらプログラミングとはどのようなものかを体験できる，プログラミング教室

を開催した．まず，SIG 代表の加納寛子氏(山形大学)が，ロボットの実演を行った後，本イベントの趣

旨説明と，参加者の自己紹介がなされた．趣旨説明の中で，「ネットいじめには悪意のある場合とそう

でない場合があり，後者は自分の発言によって起こりうる状況が推察できないために起きる．プログラ

ミング的な思考を育てていくことにより，自分の行為によって起きうる状況を考える力が育ち，ネット

いじめの減少につながるのではないかという仮説のもとに実施している」という趣旨が述べられた． 
本プログラムは，映画「スターウォーズ／フォースの覚醒」に登場した BB-8 を再現したトイロボッ

トを用いて行った．プログラミングには，ビジュアルプログ

ラミングが可能な，SpheroEdu を使い，タブレット上で作

成した．コントローラを使ったロボットの実演では，BB-8
のかわいらしい動きに，小学生のみではなく保護者も魅了さ

れていた．プログラミングの作成の仕方を説明した後，学年

の異なる２～４名のグループに分かれ，タブレットによるプ

ログラミングの作成を行い，できたグループからロボットと

接続し実際に動かした．高学年の児童が中心となってはいた

が，低学年の児童も一緒にプログラミングを楽しんでいた．

保護者もアドバイスをするなど，積極的に参加していた．       文責：丸山有紀子（東海大学） 

Japan Society for Educational Technology

12



 

13

日本教育工学会第 17 期第３回理事会議事録 
 
日時：平成 29 年 09 月 02 日（土）～09 日（土） 
場所：電子メールによる 
出席：理事 鈴木 克明 会長，加藤 浩 副会長，堀田 龍也 副会長，美馬 のゆり 副会長， 

赤倉 貴子，新井 健一，稲垣 忠，小柳 和喜雄，影戸 誠，木原 俊行， 
久保田 賢一，黒田 卓，向後 千春，寺嶋 浩介，永田 智子，根本 淳子， 
姫野 完治，平嶋 宗，益子 典文，光原 弘幸，村上 正行，室田 真男， 
森田 裕介，山内 祐平，山田 政寛 

監事 赤堀 侃司，山西 潤一 
 (合計 27 名） 

１．前回の理事会議事録の承認について 
第 17 期第２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 
会員の移動状況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があった．編集委員の交代について承認した． 
 （２）広報委員会 

   ニューズレター224 号（締切 09 月 21 日）の台割案を承認した． 
４．総務・会計 

助成研究の募集について説明があった． 
５．その他 
 （１）郵送物を確認した． 
 （２）今後の理事会日程を確認した． 
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日本教育工学会第 17 期第４回理事・評議員会（合同）議事録 
 
日時：平成 29 年 09 月 16 日（土）12:40～13:25 
場所：島根大学松江キャンパス教養講義室棟２号館 404 教室 
出席：理事 鈴木 克明 会長，加藤 浩 副会長，堀田 龍也 副会長，美馬 のゆり 副会長，赤倉 貴子，

新井 健一，稲垣 忠，小柳 和喜雄，木原 俊行，黒田 卓，寺嶋 浩介， 
          永田 智子，根本 淳子，姫野 完治，平嶋 宗，益子 典文，光原 弘幸，村上 正行， 
          室田 真男，森田 裕介，山内 祐平，山田 政寛 

評議員 大久保 昇，北澤 武，岸 磨貴子，佐々木 整，重田 勝介，新地 辰朗，西森 年寿， 
野中 陽一，東原 義訓，深見 俊崇，藤本 徹，益川 弘如，松田 岳士，望月 俊男， 

       森本 康彦，渡辺 雄貴 
監事 赤堀 侃司，山西 潤一   総務委員会 高橋 純   事務局長 赤松 伊佐代 

（合計 42 名） 
 
１．前回の理事会議事録の承認について 
第 17 期第３回理事会議事録について原案が提示され，承認した． 

２．各種委員会から 
 （１）顕彰委員会 
   研究奨励賞推薦依頼書と推薦書が配布された． 
 （２）SIG 委員会 
   SIG-02 教師教育・実践研究レポートの回覧があった．SIG の継続手続きの検討について報告が 
  あった． 

 （３）大会企画委員会 
   大会の参加者数及び台風による中止の判断について報告があった． 
３．総務・会計 
 日本工学教育協会の本学会選出委員の交代を承認した． 
４．今後の学会の活動について 
 評議員より，学会活動に関する様々な意見をいただいた．  
５．その他 
 （１）以下の協賛依頼を承認した． 

 ●第 28 回教育システム若手の会後援依頼（教育・学習支援システム若手の会 より） 
 ●平成 29 年度工学教育調査研究連合委員会企画シンポジウム共催依頼（公益社団法人 日本工学

教育協会 より） 
 ●平成 29 年度「学術講演会」後援依頼（特定非営利活動法人 日本 e-Learning 学会 より） 

 （２）報告事項・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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日本教育工学会 冬の合宿研究会の開催案内（第二報） 
 
テーマ：スポーツ，サイエンス，テクノロジー，そして教育へ 
 
 日本教育工学会 冬の合宿研究会では，スポーツをテーマに，サイエンスとテクノロジーをいかに活

用していくかについて，教育工学の視点から検討していきます．１日目にはスポーツでのテクノロジー

利用を参加者が体験する，フィールドフォーラムという新しい形での研究会を実施予定です．学会員は

もちろん，会員以外の教育関係者の他，スポーツに関わる多くの方にご参加いただける研究会を企画し

ております．  
 
■日程：2018 年 01 月 27 日（土）～01 月 28 日（日） 
■場所：東京 23 区内 
 ※27 日は，23 区内の運動場でフィールドフォーラムを企画しています． 
 ※28 日は，品川区内の会場で，講演会，パネルディスカッション，ワークショップを企画しています． 
■宿泊：各自で手配していただきます． 
■情報交換会：実施予定（任意参加） 
■その他：情報の更新があり次第，学会 Web サイトの案内を更新する予定です． 
■担当：山田雅之（星槎大学），大﨑理乃（産業技術大学院大学） 

以上 
 

 

 

 

 

 

■正会員（20 名）  
圖左篤樹 (京都西山短期大学) 

小田哲志 (愛媛大学) 

矢島孔明 (人間総合科学大学) 

片岡竜太 (昭和大学) 

宮錦三樹 (立教大学) 

藤崎聖也 (信州大学) 

山田雅彦 (東京学芸大学) 

大谷 崇 (東京福祉大学) 

奥田玲子 (鳥取大学) 

松井晋作 (多摩大学目黒高等学校) 

上田愛子 (藍野大学短期大学部) 

高畑貴志 (湊川短期大学) 

深田美香 (鳥取大学) 

辻 晶子 (大阪電気通信大学) 

岡嶋裕子 (大阪大学) 

寺田正嗣 (ことのば) 

和田重雄 (奥羽大学) 

雙知延行 (弓削商船高等専門学校) 

関戸 大 (仙台高等専門学校) 

國弘保明 (川崎医療福祉大学) 

 

■准会員（３名）  

狩野悠也 (群馬県立尾瀬高等学校) 

二口和紀子 (開智国際大学) 

小田桐敬 (青森県立青森第一養護学

校, 中学部) 

 
■学生会員（14 名） 
寺本洋次郎 (早稲田大学大学院) 

SATO Fred (横浜国立大学大学院) 

間渕皓介 (東京学芸大学教育学部) 

蛯名哲也 (東京学芸大学教育学部) 

越馨志郎 (拓殖大学工学部) 

羽野歩夢 (拓殖大学工学部) 

中原 翼 (公立はこだて未来大学大

学院) 

高橋紳太郎 (上越教育大学大学院) 

松田弘樹 (日本工業大学, 電子情報

メディア工学専攻) 

中井咲織 (東京大学大学院) 

加藤 司 (琉球大学, 理工学研究科) 

楠見友輔 (東京大学大学院) 

小林いずみ (大阪教育大学大学院) 

青山亜希子 (鳴門教育大学大学院) 

以上

新入会員 
（2017 年 07 月 06 日～2017 年 08 月 26 日） 

37 名（正会員：20 名，准会員：３名，学生会員：14 名） 
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担当副会長　：堀田 龍也（東北大学）

広報副委員長：光原 弘幸（徳島大学）
広報委員長　：小柳和喜雄（奈良教育大学）

　幹事：深見 俊崇（島根大学）
　幹事：脇本 健弘（横浜国立大学）
 
 
　委員：石塚 丈晴（福岡工業大学短期大学部）

島田 希（大阪市立大学）
中村 恵（畿央大学）

会長 鈴木 克明（熊本大学）

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／一般」（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／一般」（関西学院大学）

２０１８年
・２０１８年０１月２７日（土）～２８日（日）
　冬の合宿研究会「スポーツ，サイエンス，テクノロジー，
　そして教育へ」（東京 23 区内）
・２０１８年０３月０３日（土）
　研究会「プログラミング教育・LA ／一般」（創価大学：予定）
・２０１８年０３月０５日（月）
　SIG-01 高等教育・FD/SIG-07 インストラクショナルデザイン
　「大学教員のためのＦＤ研修会（ワークショップ）」（東京工業大学）
・２０１８年０５月２７日（日）

研究会「高等教育における学習支援・学習環境・FD・
SD／一般」（関西大学）

・２０１８年０９月２８日（金）～３０日（日）
　第３４回全国大会（東北大学）

◎国際会議の案内
２０１７年
・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
・eLmL 2018
 http://www.iaria.org/conferences2018/eLmL18.html
 (3/25 - 29, Rome, Italy)
・ACHI 2018
 http://www.iaria.org/conferences2018/ACHI18.html
 (3/25 - 29, Rome, Italy)
・SITE 2018
 http://site.aace.org/
 (3/26 – 30, Washington, DC, USA)
・Global Learn 2018
 https://www.aace.org/conf/glearn/
 (4/17 – 18, Orlando, USA)
・EdMedia 2018
 http://www.aace.org/conf/edmedia/
 (6/25 – 29, Amsterdam, the Nederlands)

２24
２０１7年 10月6日


