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日本教育工学会第 33回全国大会の報告 
大会企画委員会委員長 寺嶋浩介（大阪教育大学） 

 
 日本教育工学会第 33 回全国大会は，09 月 15 日（金）のワークショップに始まり，18 日（月・祝）ま

での計４日間，開催されました．多くの方の御存知の通り，09 月 17 日（日）については台風による暴風

警報発令のため，残念ながら終日中止となってしまいました．中止になった分も発表として認められます

が，それを含めて全体の発表件数は 476 件（シンポジウム４件， SIG セッション 11 件，一般研究（口

頭）251 件，一般研究（ポスター）206 件，International Session 15 件），チュートリアルセッション２

件，ワークショップ６件という規模の大会でした．タイムスケジュールにつきましてはこれまでとほぼ同

様の編成としましたが，昨年度から実施したチュートリアルセッションについては編集委員会による論文

執筆に関するテーマのものも含めました．この取り組みについては，かなりの評価の声をいただきました． 

 判断することの難しさが問われた大会となりました．それでもなお，過去の長崎大会の取り組みを経験

した者として，その反省を踏まえ，指針を設けておりました．課題ももちろんありますが，今回ある程度

改善できたとすれば，大会の運営も教育工学的にできたということになるかもしれません． 

 中止となった３日目には，それ以降の対応をするために色々なことが議論されました．全体会のために

お越しいただいた国内外の来賓の先生方のご挨拶，晴れの舞台の表彰式，その後のシンポジウムをどうす

るかなど色々とでてきました．全国大会が抱えている大きさを改めて実感しました．最終日朝の全体会で

の実施という新しい案はそこから生み出されたのですが，多くの人で議論をし，新しいものを生み出して

いく過程に立ち会え，今後の可能性に希望を持ちました．中止に伴う運営に関しては様々なご意見がある

かと思いますし，私も色々とご意見いただいたり，ネット上で目にしたりしています．それは新しい改善

の提案として受け止めたいと思っています．今後，本大会のフォローがどういう形で行えるかを考え，一

部については進めております．とはいえ，学会というものは会員で作り上げていくものだとも思っていま

す．会員全体でよりよい学会とするために，今後も色々議論をしながら改善できればと考えています．私

もその議論の中でよりよくするために知恵を出して考えていきたいと思っています． 

 なお，開催にあたりましては，深見俊崇実行委員長をはじめとし，お忙しい中多くのスタッフの方々に

大変お世話になりました．非常に難しい判断や対応を迫られ，大変な中でもスタッフのみなさんが笑顔で

対応されていたのが印象的でした． 

 次回東北大学川内キャンパスでの全国大会は，2018 年 09 月 28 日（金），29 日（土），30 日（日）に堀

田龍也実行委員長を中心として開催される予定です（ワークショップの開催やそれを 27 日に実施するか

は現在検討中です）．ぜひ日程を確保の上，ご参加ください．参加者が笑顔で，深く研究について議論がも

てる場作りを進めたいと思います． 

 以下に，大会の概要について報告をします． 
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ワークショップ 

  
ワークショップは，主催者が設定した教育工学に関連するテーマについて，口頭・ポスター発表とは違

った形でインフォーマルに語りあう場であり，実践は進んでいるものの研究として認識されていない問題

や，新しい情報技術の教育利用などの萌芽的な研究について議論を行っている． 

 今年度の全国大会においては，大会初日の 09 月 15 日（金）16:00～18:00 の時間帯が割り当てられた．

今回はワークショップの募集に対して６件の応募があり，大会企画委員会での審査を経て，以下の６件の

ワークショップが実施された． 

（１）ゲーミフィケーションとケアとの対話 

（２）高等教育における学びのユニバーサルデザインの実践と課題 

（３）「重力場で創発したいのち(細胞)が生み出すリアルな身体」・「立ち居振る舞う身体」から，自発性と

健康を育む身心にどうつなげるか，教育にどう組み込むか 

（４）チャットボットでのインタラクションの教育応用例と可能性 

（５）マインドフルネスを教育にどう活かすか 

（６）安全・安心分野における教育システム構築のこれからを考える 

 台風の接近により開催が危ぶまれていた中，１ワークショップあたり２名から 16 名の参加があり，全

体では 56 名が参加した．参加人数の多寡にかかわらず，どのワークショップも主催者の創意工夫に富ん

だ企画により，参加者からは大変な熱気が感じられた． 

なお，ワークショップは非会員や大会２日目以降の参加者以外にも無償での参加を認めることで，会員

の交流の幅を広げる場としても機能しており，今年度は４割弱の参加者が非会員であった．  

文責：古田（望月）紫帆（奈良教育大学） 
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チュートリアルセッション 
  
チュートリアルセッションは，本学会に入会して間もない，あるいは全国大会に初めて参加する方を対

象とし，日本教育工学会の活動をわかりやすく紹介，解説を行うことにより，積極的に学会活動に参加し

てもらうことを狙ったセッションである. 

初めての試みであった昨年度同様，日本教育工学会長および SIG（Special Interest Group）委員長か

らの学会の活動紹介を行うセッションに加えて，今年度からは編集委員会と連動した採択率向上に向けた

論文執筆のまとめ方やコツを紹介するセッションを追加し，初日の午前と午後に２つのチュートリアルセ

ッションを実施した． 

大会２日目 09 月 16 日（土）の午前 09：00 から実施されたセッション 1 は朝一番のプログラムにも関

わらず，会場定員に近い約 110 名の参加者があり，「論文採択率向上」というセッションテーマに対する

ニーズの高さが伺えた．まず現編集長である加藤浩先生（放送大学）より「査読者が落としにくい論文と

は」と題し，査読者が査読を行う際にどのような態度で臨んでいるかについて“査読者の心得”として披

露いただき，次にそうして臨む査読において“落としにくい論文の特徴”が４点にまとめて解説された．

続いて元編集長である清水康敬先生（東京工業大学）より直近で編集長を務められていた 2005 年～2013

年の間のデータを元に，論文種別ごとの採択率や返戻論文数の推移，その返戻理由に含まれる単語の形態

素解析の結果などから，「返戻された論文の特徴」について非常に具体的で示唆に富む報告が行われた． 

同日午後に会長の鈴木克明先生（熊本大学）のウェルカムメッセージから始まったセッション２にも 80

名を超える参加者が集まった．まず日本教育工学会とはどんなところかについて，会員数の推移を示し，

教育活動に関するノウハウとその行為を裏付けをもって一般化するのが教育工学だとした上で，多様な教

育工学の定義や教育工学的思考・視点が紹介された．最後に様々な調査，研究について，その背景に起こ

っていることに思いを馳せながら自分の実践に引き付ける教育工学的思考の重要性を訴え，大会に参加し

たからには明日から使えるお土産を沢山持って帰ってほしいと締めくくられた．続いて SIG 委員長の村上

正行先生（京都外国語大学）より 2014 年度に６つの SIG でスタートしたが，現在では 11 の SIG が活動

していること，それらの SIG が現在どのような活動に取り組んでいるかの紹介がなされた．研究会，研修

会，合宿，SIG レポートの作成など多岐にわたる活動の内容が示され，具体的な活動は大会期間中に掲示

されているポスターで確認できることを伝えるとともに誰でも ML 登録によりメンバーになれること，複

数の SIG への登録が可能なことなどが説明された．最後に大会中の SIG セッションの案内と新規会員の

皆さんの「当事者」としての積極的な参加が呼びかけられた． 

いずれのセッションも多くの参加者を得て，大変盛況であったことから来年度も同様の構成にて実施の

検討を行いたいと考えている． 

文責：川面きよ（東北大学） 
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研究奨励賞，論文賞の受賞について 
 
 第 33 回全国大会の全体会において，研究奨励賞，論文賞の授賞式がありました． 

 

研究奨励賞 

 第 32 回全国大会（大阪大学）での研究発表登壇者の中で，優れた発表を行った若手研究者の中から，

これまでの研究業績を加味して判断され，以下の 2 名の方が表彰されました． 

 

・江木啓訓(電気通信大学) 

・脇本健弘(横浜国立大学) 

 

論文賞 

 前年度に掲載された論文の中から，特に優れた以下の論文の著者に対し，表彰されました． 

 

瀬戸崎典夫，鈴木滉平，岩崎勤，森田裕介（2017）タンジブル天体学習用 AR 教材の開発および協調学習

における有用性の評価（第 40 巻４号 pp.253-263.） 

＜論文要旨＞ 

 本研究は，TUI を有するタンジブル天体学習用 AR 教材を開発した．また，開発したタンジブル天体学

習用 AR 教材の教育現場における教材としての適性およびインタフェースについて評価した．次に，協同

作業における学習者特性を観点として教材を評価した．さらに，本教材を使った協調学習における発話を

分析することで，本教材の利点および改善点を明らかにし，本教材を用いた授業実践に向けての示唆を得

ることを目的とした．その結果，本教材は学習者の興味を引きつけるとともに，月の満ち欠けのしくみの

理解を促し得ることが示された．また，学習意欲を高める上で有用であることが示唆された．さらに，協

同作業に対する意識が低い被験者においても協調学習を支援する教材として有用である可能性が示された．

発話分析の結果，TUI や AR を実装することにより，仮想環境内で現実環境のオブジェクトを関連付ける

ことができ，学習者間の知識共有に有用であることが明らかになった． 

＜受賞のことば＞ 

 今回は，私どもの論文を評価していただき，論文賞という大変名誉な賞をいただいたことに，誠に感謝

しております．本論文は，TUI および AR の技術を実装した天体学習用教材の開発ということで，当時の

私どもの最善の技術を投じた研究でした．また，地球模型に無線カメラを設置するという着想は，私が学

部生時代の卒業論文において開発した天体教材がもとになっております．情報技術の進歩にともないまし

て，当時の教材にどのような機能を加えれば，より効果的な教材となり得るかを考え続け，本研究に至り

ました．その間，およそ 10 年の歳月をかけて開発および評価をしたと言っても過言ではありません．そ

のような経緯もございまして，今回のように評価していただいたことを大変喜ばしく思っております． 

 今回の賞を糧にしつつ，教育工学研究の進展に微力ながら尽力できるよう，邁進いたす所存でございま

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

岩崎千晶（関西大学），村上正行（京都外国語大学） 参加者：49 名 
09 月 16 日の 15:30 から島根大学の 503 教室において，SIG-01 の SIG セッションが開催された．まず

SIG 代表の松河氏（東北大学）から，SIG のこれまでの活動が紹介され，続いて FD，LA，IR に関連した

３件の発表を手がかりに，参加者が自身の研究について考えるという今回の SIG セッションの趣旨が説明

された．SIG セッションではまず，参加者全員がワークシートを使って，自分自身の研究の関心，研究上

の問い，研究上の立場，抱えている問題点の４点について 10 分間で整理することで，自分の研究が３人の

どの発表者の研究と共通点が多いかを意識化することが目指された．その上で，早稲田大学の森田氏から

は，「実践共同体の形成を目指したファカルティベロップメント：早稲田大学の事例」と題して，早稲田大

学で実施されている FD プログラムの内容や課題が報告された．次に，岩手大学の江本氏からは「複数の

システムを組み合わせた e ポートフォリオシステムの開発における考察」と題して，岩手大学で使用され

ている e ポートフォリオシステムの開発の経緯や概要が報告された．最後に京都外国語大学の村上氏から

は，「大学における学修成果の可視化に関する実践と検討」と題して，学修成果を可視化する意義や，学生

サポートシステム，自己分析システム，モニタリングシステムといった，学習の様々な側面の可視化を実

現するシステムの紹介，卒業生や企業を対象とした調査結果などが報告された．各発表のあとには事実確

認的なものに限って質疑を行った．３件の発表後は，各発表者をグループリーダとして，研究上の感心が

近い参加者で３つのグループを作成し，参加者間で研究上の問題を共有したうえで，問題点をどのように

研究上の問いに昇華できるかについて考えるグループワークをおこなった．時間の関係上，どのグループ

も具体的な研究上の問の明確化に至るのは難しかったと思われるが，問題を共有する参加者の間での活発

な議論をとおして，各自の問題点が整理されるなど，今後の研究に繋がる成果があったと思われる．今回

の SIG セッションでの学びや出会いをきっかけに，高等教育・FD 領域の研究が一層発展することが期待

される． 
文責：松河秀哉（東北大学） 

 

SIG-02 教師教育・実践研究 
 
 本 SIG セッションは２部構成で行った（参加人数 34 名）．前半は「教師教育研究・実践研究への新しい

風」と題し，挑戦的・萌芽的な研究を公募し，次の２件の研究発表が行われた． 
 ・田中眞帆ほか「子どもの思考を把握するための実践論文を用いた訓練教材の開発」 
 ・中西千春ほか「演奏教育の目標と評価の一貫性を ICE モデルの活用で可視化する」 
 田中は，教員養成における授業の洞察力を育成するための訓練教材を提案した．その方法は，授業記録

を用いた実践論文中の子どもの発言を用いて，その発言の背後にある思考や心情を推測し記述するもので

あるが，この方法が授業の洞察力を育成することに寄与するかどうかについて検証した結果を報告した．

中西は，演奏試験における評価の公平性及び教育目標と評価の一貫性を保障する試みとして，ICE モデル

を用いて，学びと評価のフェーズを整理し，各フェーズにおける評価指標（チェックリスト）を作成し，

そのチェックリストを用いた演奏試験の結果を報告した．２つの研究発表を受けて，コーディネーターの

坂本（名古屋大学）が，２つの研究の整理を行った上で，研究の共通点として「評価」（授業研究における

評価．力量に焦点を当てた評価），「視覚化」（自分／他者との対話のために）の２点を挙げた． 
 後半では，報告された２つの研究の共通点に注目し，「みなさんは，どのように評価や視覚化を行ってい

るか？」「評価や視覚化する際に，どのような点に留意しているか？」というテーマで，SIG セッション参

加者が４つのグループに分かれて，意見交換を行い，その後全体で共有した．全体交流で出されたグルー

プの意見としては，「モデルを使って評価することは，評価者自身が自分の行っている評価を納得するため

である」「評価される側にどのように評価結果を納得させるかが必要」「３レクト（コレクト，セレクト，

リフレクト）によって構造化していく評価が大切」「評価視点を出す難しさ」などがあった．実践を評価す

ることに関しては，各参加者が常日頃考えていること，感じていることが多くあったようで，グループで

の意見交換は予定時間を延長して続けられた． 
 最後に，今後の SIG-02 の活動について，来年度以降も継続して行うことが参加者全員で確認され，継

続申請を行うことになった． 加えて，02 月 10 日〜11 日開催の第６回研究会の告知がなされた． 
文責：今井亜湖（岐阜大学） 
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SIG-03 教育・学習支援システムの開発・実践 

本 SIG は，教育・学習活動を支援する情報システムの開発や実践をテーマに掲げている．本 SIG が今年

度で設置期限を迎えることから，今回は今後の SIG の継続の是非の確認と，活動内容について議論した．

また，この研究分野に関心を持つ研究者の育成を目的として，現在活躍中の学生，教員などから話題提供

を受けた．セッションへの参加人数は 41 名であった． 
今回はグループワークの形をとり，参加者をそれぞれの研究への関わり方の立場が偏らないように５～

６名程度のグループに分けた．まず，平嶋宗（広島大学），室田真男（東京工業大学），山田政寛（九州大

学），永岡慶三（早稲田大学），瀬戸崎典夫（長崎大学），仲谷佳恵（東京工業大学），飛弾信崇（ベネッセ

コーポレーション）が登壇し，全員に向けて話題提供を行った．研究室を運営する者，研究室に参加する

学生，研究室以外で研究分野に関わる者といった異なる立場から研究者を育成するために取り組んでいる

こと，環境の作り方，研究への関わり方等を語った．その後，各グループに登壇者が散らばりつつ，グル

ープ内で各自の研究内容や，その中で抱えている課題などを共有し，議論した．議論の内容は全体で共有

し，SIG としてそれらの課題解決に向けて資することができそうなことはないかを議論した． 
その後，山田政寛（九州大学）を中心に，今後の SIG-03 のあり方についての提案があった．これまで

の活動の中で異分野・異業種の者が繋がり，論文という成果が出ていることが報告された．そこで，今後

も合宿形式の研究会は継続し，「アウトプット指向の研究会」「ネットワーキング指向の研究会」「全国大会

SIG セッション」の３本柱で活動する提案がなされた．その際に，あくまでも共同研究が起こる場となる

ことを指向し，受け身になりがちな講習会のような性質にならないことを留意することとし，参加者から

の賛同を得た．

文責：飛弾信崇（ベネッセコーポレーション）

SIG-04  教育の情報化 

新しい指導要領では，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．

日本教育工学会第 33 回全国大会 SIG-04 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を取り上げた（参加

者 70 名）． 
まず，「教育の情報化の取り組みと SIG セッションの概要」と題して，豊田充崇氏（和歌山大学）から

これまでの SIG の取り組みとセッションの趣旨説明があった． 
次に，研究発表が４件報告された．まず，今度珠美氏（鳥取大学大学院）から「系統的に意欲的な学び

を導く情報モラル教育の提案と課題」と題して発表があり，開発した情報モラル教育教材の成果と課題の

報告，情報モラル教育への提案がなされた．次に，泰山裕氏（鳴門教育大学）からは「情報活用能力を構

成する資質・能力の整理についての中間報告-情報通信技術を活用した『教育振興事業情報教育推進校

（IE-School）』調査研究より-」と題して，情報活用能力を各教科等の学習と効果的に関連付けて育成する

ためのカリキュラム・マネジメントの在り方に関する調査研究の中間報告があった．次に，磯田哲郎氏（福

岡教育大学附属久留米小学校）からは「情報活用能力に関するカリキュラム」と題して文部科学省開発学

校指定を受けて開発した教科「情報科」にプログラムミング的思考や情報セキュリティを組み入れた取り

組みの報告があった．最後に，稲垣忠氏（東北学院大学）らからは「情報活用能力を育成するプロジェク

ト型の単元設計を支援する教員研修プログラムの開発」と題して学びの質ルーブリック，単元デザインキ

ット，学習活動カード，単元デザインシート等を活用した教員研修プログラムの成果と課題について報告

があった．

研究発表に対する質疑と ICT を活用したグループ討議が行われ，まとめとして藤川大祐氏（千葉大学），

後藤康志氏（新潟大学）から今後の SIG 活動に向けての方向性を含めたコメントがあった．また，2017
年 11 月に開催される AECT に，教育の情報化 SIG の活動について発表する旨，報告があった．  

文責：後藤康志（新潟大学）
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SIG-05 ゲーム学習・オープンエデュケーション 
 
コーディネーター： 藤本徹（東京大学），重田勝介（北海道大学），池尻良平（東京大学） 

福山佑樹（東京大学） 
本 SIG は，ゲーム学習とオープンエデュケーションの国内における研究を活性化し，国際的に評価され

る優れた研究成果を発信していくことを目的として活動している．ゲーム学習とオープンエデュケーショ

ンの両分野の最新動向と研究の可能性を探るため，昨年度に引き続き国内外の先端事例のレビューと調査

分析をとりあげた「SIG レポート」を発行し，冊子を全国大会会場で配布するとともに， PDF 版をオン

ラインで公開した．冊子は 180 部を配布し，PDF 版は 10 月 17 日時点までに 460 部がダウンロードされ

た． 
全国大会３日目に開催された SIG セッションには 36 名が参加し，活発な議論が行われた．まずコーデ

ィネーターの藤本より趣旨説明を行い， SIG レポートの各執筆者から，担当章の内容について，以下の６

件の発表があった．（１）早稲田大学における MOOC を用いた教育内容の公開（渡邉文枝・石井雄隆（早

稲田大学）），（２）世界におけるオープンエデュケーションの動向：Open Textbook の普及と Open 
Pedagogy の提案に着目して（重田勝介（北海道大学）），（３）学習ゲーム制作を題材とした産学連携によ

る教員養成教育の試み（阿部学（敬愛大学）），（４）学習ゲームにおけるログデータの利用動向（池尻良平

（東京大学）），（５）高等教育におけるゲーム学習の動向（福山佑樹（東京大学）），（６）デジタルバッジ

研究の動向（藤本徹（東京大学））． 
セッション後半は，参加者がグループに分かれ，主に自分の組織でゲーム教材やオープン教材活用を進

めるためのアイデアに関するディスカッションを行った．MOOC とゲームを組み合わせた研究アイデアに

関する意見も見られ，参加者全体で今後の研究テーマや SIG の方向性について議論を行うことができた． 
本 SIG では引き続き，来年度の SIG レポート 2018 の発行に向け， SIG 参加者対象の勉強会や，他の

SIG と連携した合同研究会の場を提供しながら，執筆内容の検討や執筆のための情報共有を行う計画であ

る． 
〇SIG レポート PDF 版ダウンロード URL：https://goo.gl/NwFcWa 

文責：福山佑樹（東京大学） 
 

SIG-06 協調学習・学習科学 
 
●テーマ：学習科学研究の最先端を知る 
●コーディネーター：大島純（静岡大学），北澤武（東京学芸大学），益川弘如（聖心女子大学）， 

望月俊男（専修大学），大浦弘樹（東京工業大学），舘野泰一（立教大学）， 
安斎勇樹（東京大学大学院），奥本素子（北海道大学） 

本 SIG セッションでは，静岡大学学習科学研究教育セン

ターと共催で，学習科学の基礎と最先端の知見を理解するた

めに，国際学習科学会の機関誌の一つである Journal of the 
Learning Sciences の編集長を務める Jan van Aalst 氏（香

港大学）を迎えて講演を行った．講演の中では，理解，構造，

複雑系の学習の捉え方や，学習科学の研究のタイプとして，

デザイン研究，エスノグラフィ，事例研究，準実験が紹介さ

れた．学習科学の特徴として，事前事後比較の研究だけでは

なく，なぜ効果が出たのか，何が加わったのかを質と量の両

方の分析結果から示すことが重視されているという報告が

あった．学習科学に焦点を置く研究として，協調の中でダイナミクスを明らかにしていく研究，

STEM/STEAM 教育が挙げられた．講演後は，ディスカッションと質疑応答が活発に行われた． 
なお，当日の配布資料や講演ビデオが静岡大学学習科学研究教育センター（短縮 URL: 

https://goo.gl/KnE5HK）に公開されている． 
 

文責：北澤武（東京学芸大学），望月俊男（専修大学），大浦弘樹（東京工業大学） 
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SIG-07 インストラクショナルデザイン 

コーディネーター：高橋暁子（徳島大学），甲斐晶子（桜美林大学），平岡斉士（熊本大学），

鈴木伸子（早稲田大学），冨永敦子（公立はこだて未来大学），

市川尚（岩手県立大学），向後千春（早稲田大学）

SIG-07「インストラクショナルデザイン（ID）」では，昨年の全国大会に引き続き，今年度も SIG
セッションとしてワークショップを行った．今年度は「その学習目標をそのテストできちんと評価でき

ていますか？」をテーマに，FD 研修会でも受講者が問題を抱えていることの多い，学習目標と評価につ

いて検討した．前日の台風の影響と，最終日の最終セッションだったためか，参加者は 31 名と少なかった

が，これまで以上に大学教員以外の参加者も多く，多様な議論が交わされた．

ワークショップでは，まず ID の学習成果（目標）の分類の練習問題に取り組んでもらい，事例を交えて

解説した．その後，参加者自身が携わっている授業・研修の目標について，ID の分類に当てはめるワーク

を行った．ここではコーディネーター陣も加わって白熱した議論となり，全体での質疑応答へ発展した．

さらに評価方法を検討するワークの後，高次の知的技能や認知的方略といった評価が難しい目標について

いくつか事例を紹介した．最後にリフレクションの時間をとり，閉会となった．

参加者によるアンケートでは，昨年同様 ID の代表的な学習意欲に関する理論である ARCS モデルに

基づいて，SIG セッションへの参加意欲を５件法（５が高い）で尋ねた．４項目すべて平均４を超えてお

り，意欲の高さが伺えた．自由記述では，良かった点として「学習目標の書き方が実践的にわかった」

「ちょうど評価について考えていたので目標に合わせた評価方法をすっきり整理できてよかったです」

「具体的な実践にすぐ活かせそう」のように，狙い通りの意見を得ることができた．一方で，「時間が

もう少しあればな～，と思いました」「前準備の予告があるともっとよかった」といった過去にもいた

だいた改善意見があったので，今後のワークショップ運営に活かしたい．今後も初心者向けのワークシ

ョップで裾野を広げる一方で，研究者間の交流の場を提供していきたい．

文責：高橋暁子（徳島大学）

SIG-08  メディア・リテラシー，メディア教育 

2017 年 09 月 18 日（月）に島根大学で行われた日本教育工学会第 33 回全国大会において SIG08
のセッションが行われ，52 名の参加があった．このセッションは，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することであった．

まず最初に，中橋雄氏（武蔵大学）からこの SIG セッションの趣旨説明，設立の背景，研究会の開

催実績，本日の趣旨などについて説明があった．

次に，本 SIG アドバイザーの堀田龍也氏（東北大学）から「次期学習指導要領におけるメディア・

リテラシー教育」について講演をいただいた．講演では，次期学習指導要領の特徴や，次期学習指導

要領における主たるメディア・リテラシーに関連する記述，次期学習指導要領におけるメディア・リ

テラシー教育の課題などについて述べられた．

その後，堀田氏の講演を踏まえて，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することを目的として，中村純子

氏（東京学芸大学），土屋祐子氏（広島経済大学），森本洋介氏（弘前大学），宇治橋祐之氏（NHK 放

送文化研究所）からこれまでの取り組みと今後の展望について提案がなされた．中村氏からは「国語

科教育史におけるメディア・リテラシーの位置」という観点から，土屋氏からは「大学におけるメデ

ィア・リテラシー～MELL プロジェクトを振り返る～」という観点から，森本氏からは「市民活動に

かかわる立場：FCT を中心に」という観点から，最後に宇治橋氏からは「メディアに関わる立場」か

ら提案がなされた．

以上の提案を踏まえて，最後に中橋氏から今回のまとめと今後の SIG-08 の展望について説明がな

された．今回のセッションを通して，より一層この SIG-08 が活性化していくよう，また「知と知を

つなぎあわせて，新しい知を創造する」ために，これからも研究交流を推進させていきたいと考えて

いる．
文責：鶴田利郎（首都大学東京）
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SIG-09 質的研究 
●テーマ：研究の開始・データ収集までを考える

●発表者：三宅貴久子（関西学院大学大学院），森朋子（関西大学）

●コーディネーター：杉原真晃（聖心女子大学），岸磨貴子（明治大学），時任隼平（関西学院大学），�

山本良太（東京大学），金子大輔（北星学園大学），小高さほみ（上越教育大学）

本セッションでは，前半に，教育工学会または近接する領域の

学会で採録された，教育工学に関する質的研究論文を 2 点取り上

げ，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（理論化）など，論

文執筆時の一連の手続きについて発表していただきました．そし

てセッション後半では，参加者によるペアワークを通して出され

た質的研究に関する質問について，論文著者を交えたディスカッ

ションを行いました．ディスカッションでは，たとえば，研究者

の主観性・バイアスというテーマについては，主観・バイアスは

排除できない，それと批判的に向き合うことが大切である，間主

観性が大切である等が議論されました．そして，現場実践の変革というテーマについては，質的研究

にかかるどういった認識論に拠って立つのか，実践者と研究者との関係性が大切である等が議論され

ました．また，データ収集・分析の方法の選択というテーマについては，見たいものに合わせて選択

する，1 つの方法を熟達化させるには時間がかかる等が議論されました．さらには，得られた知見の

一般化というテーマについては，質的・個別研究が量的な研究と共同する，一般化ではなく比較可能

性として価値づける等が議論されました．

このように，発表者と多くの参加者とともに有意義な意見交換が行われました．今後，教育工学に

おいて質的研究をますます発展させていこうとする熱気が会場には生成されていました．
文責：杉原真晃（聖心女子大学）

SIG-10 コンピテンシースタンダードと能力評価手法の開発 

本 SIG は，学習指導要領改訂などに役立つカリキュラム設計・運用の方法論や，それを実現する授

業・教材設計の方法論を研究することを目的としている．特に，最新の学習指導要領改訂の議論は，

要素論の皮を被った段階論の学力観に立脚しており，結果的に，文脈重視の旗の下で，「やらせている

うちにできるようになる」という行動主義的な教育観に陥る可能性がないか，危惧している．

以上の問題意識の下，今年の大会セッションは，「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」をテーマに，岡田（芝浦工大）の司会で， 26
名の方の参加を得て，最終日の午後に開催された．最初に，「『縦糸・横糸モデル』に基づくカリキュ

ラム・マネジメント方法論」という表題で，修得すべき能力を認知モデルとして記述し，それをベー

スにカリキュラムを設計したり，運用・改善を図る方法論が松田（東工大）から提案された．その後，

この提案を具現化しようとする３つの事例について，以下のように発表と討議がされた．

・縦糸・横糸モデルに基づく教職履修カルテとカリキュラム・マネジメント：松田稔樹（東工大）

・私情協のガイドラインを考慮したカリキュラムの開発：神部順子（江戸川大）

・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：遠藤信一（東工大附属科技高）

松田は，大学の教職課程のカリキュラム・マネジメントの事例として．縦糸・横糸モデルに基づく

e-portfolio システムを開発し，教材データやテスト問題，調査研究活動のテーマ等を教職スタッフの

FD 研修と結びつけて議論・改善する試みを報告した．神部は，連名発表者の玉田が関わっている私

情協の「ICT 問題解決力育成モデルカリキュラム」事業の実践事例として，江戸川大学情報文化学科

で検討している縦糸・横糸モデルに基づくカリキュラム再編案を報告した．遠藤は，高校の教育課程

編成において，縦糸・横糸モデルに基づくカリキュラム設計や ICT ゲーミング教材を用いた学習評価

導入の可能性について，自身の実践等をふまえた提案を行った．

最後に，今後の本 SIG の継続のあり方も含め，意見交換や総合討論を行った． 
文責：松田稔樹（東京工業大学）
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SIG-11 情報教育 
SIG セッションは，テーマ「プログラミング教育の現状と課題」と題し，2017 年 09 月 16 日(土曜

日)15:30～17:30 の時間帯に，島根大学 1 号館 102 教室において行われた．参加者は 70 名であった．

冒頭では，タブレットによるロボットプログラミングの実演を丸山有紀子氏（東海大学），佐々木弘記

氏（中国学園大学），加納寛子氏(山形大学)が実施した．続いて，SIG11 の取り組みと SIG セッショ

ンの概要説明が行われたのち，プログラミング教育の現状と課題に関して，４件の研究発表とディス

カッションが行われた． 
「ビジュアルプログラミング言語によるロボットプログラミング教育の実践」加納寛子氏(山形大

学)では，小学生に対するビジュアルプログラミング言語によるロボットプログラミングの理解度や意

欲を測定した結果が報告された．ロボット作成に対する意欲・理解度，プログラミングに対する意欲・

理解度ともに高い値を示し，発達段階として導入可能であることが実証報告された． 
「小学校プログラミング学習での段階的な課題設定の一考察」山本朋弘氏(鹿児島大学大学院)，薮

田挙美氏(高森町立高森中学校)では，小学生に対するプログラミング学習において段階的な課題設定

の必要性が提案された． 
「中学校における教科横断型情報教育の学習時間の創設」，安谷元伸氏（滋賀大学教育学部附属中学

校・四條畷学園短期大学）では，「情報の時間」開設に至る経緯，特定教科の教員だけが担当するもの

ではなく，学校体制で全教科教員がかかわる教科横型の学習時間として設定している点などの特徴が

報告された． 
「プログラミング言語の進化と新しいプログラミングリテラシー」原田康徳氏(デジタルポケット)

では，ビスケットによるテロリストのブロックを回転させるプログラムなどの具体的なアプリケーシ

ョンの実演も含め，実践的な報告が行われた． 
最後に，冒頭で実演したタブレットによるロボットプログラミングに関心を持った参加者に，ロボ

ットプログラミングを体験していただいた． 
文責：加納寛子（山形大学） 

 

SIG活動のご案内 
SIG-01 第５回研究会「どうすれば教育実践事例を論文にできるのか？」（詳細は学会 HP参照） 

■日時：2017 年 12 月 10 日（日）13:30〜17:00 場所：関西大学梅田キャンパス 
本ワークショップは，学会誌に教育実践論文としての採録を目指す方を対象に，明確なリサーチクエス

チョンをもって教育実践論文を執筆するための方法について皆で議論します．次のステップとして学会誌

への掲載に取り組みたいと考えておられる方はぜひご参加下さい．講師からの話題提供に加えて，みなさ

んが書こうとしている論文をもとに皆で議論をして，論文採択を目指します！ 

SIG-02 教師教育・実践研究 第６回研究会のお誘い（要申込・詳細は学会 HP参照） 

■日時：2018 年 02 月 10 日（土）13:00～11 日（日）12:30 場所：名古屋大学 
02 月 10 日（土）『教師の学びを考える』：パネルディスカッション「教師の学びを支える環境・方法の

デザイン」，講演「教師が育つ条件と教師教育」今津孝次郎（愛知東邦大学）など． 
02 月 11 日（日）『教育実践研究の方法論を考える』：「教育実践研究を進める上で直面している課題」の交

流，講演「教育実践研究へのアプローチ」益子典文（岐阜大学）など． 
SIG-05＆SIG-06 共同研究会：国際ワークショップ「Epistemic Gameと Quantitative Ethnography」 

■日時：2017 年 12 月 17 日（日） 場所：専修大学神田キャンパス 5 号館 571 教室 費用：無料 
午前（10:00〜12:00）：講演会（要約通訳付） 午後の部（13:30〜）ENA による分析 WS 
ゲームの学習への応用研究や，学習場面の発話の計量的分析方法 Epistemic Network Analysis の開発を

推進するウィスコンシン大学マディソン校の David Shaffer 氏を迎えて研究会を行います． 
★SIG-06 の Facebook ページができました！ 上記詳細は⇒http://www.facebook.com/JSETsig06/ 
SIG-09 質的研究のための理論に関するセミナー 

1 月に明治大学にて質的研究の理論に関するセミナーを実施します．文献は「質的研究のための理論入

門―ポスト実証主義の諸系譜」（監訳：箕浦康子，近日刊行）を用います．著書の箕浦康子先生ほか 1 名を

講師としてお招きする予定です．インタビューの逐語記録などの質的なデータを分析することのみが質的

研究というわけではありません．研究のプロセスや結果などで，理論と関連させながら考察をし続ける必

要があります．詳細につきましては，ウェブにてご案内いたします． 
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SIG-03 教育・学習支援システムの開発・実践 第 7回研究会 

『教育システム研究の発表および交流』開催報告 
 
●日時：2017 年 09 月 15 日（金）14:00～22:00 
●会場：松江しんじ湖温泉 すいてんかく 
●参加者数：12 名 
●テーマ：教育システム研究の発表及び交流 
●プログラム： 
 ▽09 月 15 日（金） 

 ディスカッション：各参加者の研究発表／相談 

 ナイトセッション：各参加者の研究発表／相談，および研究交流 

 
SIG-03「教育・学習支援システムの開発・実践」

の第７回 SIG 研究会を，第 33 回全国大会が開催さ

れた島根県松江市にて開催しました．全国大会は年

に一度，多くの会員が研究成果を持ち寄る場ですが，

近年の発表件数および参加者の増加に伴って，研究

の議論や交流を深める時間を必ずしも十分に取れて

いないという現状があります． 

そこで，SIG-03 では研究内容を持ち寄って議論す

るとともに，合宿形式での研究交流をはかりました．

今回は初めて，全国大会の時期に開催することを試

みました．台風が接近するあいにくの天候の中です

が，滞りなく開催することができました． 

SIG-03 では，これまでも参加者全員が登壇して研

究発表と交流を行う形態の研究会を開催してきまし

た．今回も同様に，一人あたり 30 分程度で研究発表

または研究相談の説明と議論を行うこととしました．

既にシステム開発を行ったものをどのように実践評価を進めていくか，実践評価まで行ったものをどのよ

うに成果発表としてまとめていくか，あるいは成果発表の目処がついたものをさらに発展させていくには

どのような方針で進めるか，といった点について議論する時間を取りました．他の参加者からの意見や議

論で白熱し，結果的に夕食後のセッションの時間も使って，全ての参加者の発表と議論を終えました． 

SIG-03 は発足してから３年に渡り継続的に活動してきました．全国大会の SIG-03 セッションでは，早

稲田大学の永岡慶三先生から「大学は大教室の講義ではなく，e ラーニングとゼミのみで構成できる」と

いう旨のご発言がありました．本 SIG は，様々な世代や立場の研究者が集まって闊達に議論する，いわば

「大人のゼミ」の場を指向しているとも言えます．今年度中には 2018 年 01 月 20 日(金)～21 日(土)(予定)

に鹿児島で合宿形式の研究会と，2018 年 03 月 21 日(水)～22 日(木)に京都で他学会のシステム開発系研究

会と同時開催の研究会を計画しています．ぜひ参加を検討いただけますと幸いです． 

文責：江木啓訓（電気通信大学）  
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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

『大学教員のための FD研修会(ワークショップ)』開催案内(第二報)

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，前年度までの 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：2018 年 03 月 05 日（月） 13:00～17:45：FD 研修

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

会場：東京工業大学大岡山キャンパス 西９号館２階コラボレーションルーム

（東急目黒線，大井町線「大岡山」より徒歩１分（会場までは５分程度））

※ファシリテーター研修の会場は別途連絡

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：【SIG-01】岩崎千晶（関西大学），勝又あずさ（関西学院大学），

根本淳子（愛媛大学），松河秀哉（東北大学），

村上正行（京都外国語大学），渡辺雄貴（東京工業大学）

【SIG-07】市川尚（岩手県立大学），甲斐晶子（桜美林大学），

柴田喜幸（産業医科大学），鈴木伸子（早稲田大学），

高橋暁子（徳島大学），冨永敦子（はこだて未来大学）

監修：鈴木克明（熊本大学）

幹事：勝又あずさ（関西学院大学），渡辺雄貴（東京工業大学）

申し込み：https://www.jset.gr.jp/work/work180305.html にアクセスし，お申し込みください．

◆【お問合せ先】 勝又あずさ E-mail：

○準備物：高等教育機関において授業実践を行っている参加者は，自分の授業のシラバス，授業資料（ス

ライド，プリント，板書ノートなど）など，授業に関する資料を６部持参してください．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部持参してください．

○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（会費：一律 3,000 円）．

参加者のみなさま同士や登壇者との有意義な情報交換やFD セミナーへのご意見・ご要望

などをお聞かせいただく場としてご活用いただければと考えております．
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International Session

International Sessionは大会3日目および4日目に

計画された．大会 3 日目には 6 件の発表が予定され, 

KSET（Korean Society for Educational Technology）

会長による講演「ICT Education in Korea」および

中国教育技術協会会員による講演が計画されていた．

しかし，台風の影響により大会 3 日目の講演および発

表がキャンセルとなった．

大会 4 日目のセッションでは，6 件の発表があった．

発表のテーマでは，論理的思考の育成やピアアセスメ

ントの充実に向けたシステムの開発などがあった．また特に注目したい点として，マラウィや中国，フィ

ジーからの留学生が自国をフィールドにして実践，研究した発表が見られたことである．日本教育工学会

では，EDU-Port：日本型教育の海外展開事業に向けた準備を進めており，その方向と合致するものである

と思われる．今後，日本の教育経験を国外に移転する実践や研究が多く International Session にて報告さ

れ，様々な視点から議論されることが期待される．

文責：山本良太（東京大学）

ランチョンセミナー

大会 4 日目の昼食時には, 昨年に引き続き AECT 

（Association for Educational Communications & 

Technology）関係者によるランチョンセミナーが開催

された．今年度は， ” Redefining Learning: A 

Neuro-Cognitive Approach”と題して AECT 事務局長

の Phillip Harris 先 生 よ り 発 表 が あ っ た ．

Neuro-cognitive （神経認知的）アプローチを用い，学

びを再定義しようとする試みについて紹介された．こ

れまでの学びの概念や定義では捉えられてこなかった

「学びの多様性」，そしてそれを測定する「評価法の開発」の重要性と意義が強調された．参加者は 30 名

を超え．「学びとは」と言う問いに対し，活発に意見交換が行われた．

文責：合田美子(熊本大学) 

International Session 

 

 International Sessionは大会3日目および4日目に

計画された．大会 3 日目には 6 件の発表が予定され, 
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ントの充実に向けたシステムの開発などがあった．また特に注目したい点として，マラウィや中国，フィ

ジーからの留学生が自国をフィールドにして実践，研究した発表が見られたことである．日本教育工学会

では，EDU-Port：日本型教育の海外展開事業に向けた準備を進めており，その方向と合致するものである

と思われる．今後，日本の教育経験を国外に移転する実践や研究が多く International Session にて報告さ

れ，様々な視点から議論されることが期待される． 

文責：山本良太（東京大学） 
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（Association for Educational Communications & 
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された．今年度は， ” Redefining Learning: A 

Neuro-Cognitive Approach”と題して AECT 事務局長

の Phillip Harris 先 生 よ り 発 表 が あ っ た ．

Neuro-cognitive （神経認知的）アプローチを用い，学

びを再定義しようとする試みについて紹介された．こ

れまでの学びの概念や定義では捉えられてこなかった

「学びの多様性」，そしてそれを測定する「評価法の開発」の重要性と意義が強調された．参加者は 30 名

を超え．「学びとは」と言う問いに対し，活発に意見交換が行われた． 

文責：合田美子(熊本大学) 
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日中教育工学セミナー 

第 6回 日中教育工学研究交流フォーラム ２日間の開催 

 島根大学での全国大会で日本教育工学会と協定書交換を行った中国教育技術協会の一行は大阪に移動し，

第 6 回日中教育工学研究交流フォーラムに参加した. 

09 月 19 日（月）20 日（火）の日程で関西大学梅田キャンパスにて開催され，関西大学黒上晴夫教授を

中心とした実行委員会が対応した. 

 鈴木克明・日本教育工学会長，丁新・中国教育技術協会副会長兼秘書長のこれまでの歴史と今後の連携

強化に向けての挨拶のあと，6 会場に分かれ，熱心の討論が展開された. 

テーマとしては，「協調学習」「国際連携プロジェクト」「k-12 での情報教育」「情報教育政策」など多岐

にわたった．全体会では企業セッションも展開され教育工学展開の全体像も垣間見ることができた. 

大会 2 日目には，日本での国際教育，科学教育推進パイロット校，立命館中学高等学校などを訪問し，

高校生の活動を見学し，教員との交流を行った．特色ある授業デザイン，高大連携，学校経営について，

堀江代表校長はじめ多くの教員との長時間にわたり話し合った．

文責： 影戸 誠（日本福祉大学）
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JSET共催 国際会議のご案内

教育工学関連の二つの国際会議が，大阪・関西大学で同時開催される．

11th International Conference on Blended Learning 2018 (ICBL)

４th International Symposium on Educational Technology 2018 (ISET)

場所：関西大学百周年記念会館

日時：2018 年 07 月 31 日から 08 月 02 日

論文提出締め切り：2018 年 01 月 31 日

ICBL2018 においては，ブレンド型学習をテーマに論文を

募集する．論文に対して審査が行われ，論文集は，Springer

から the Lecture Notes in Computer Science Seriesとして

出版される予定．また優秀論文は International Journal of 

Innovation and Learning に推薦される予定．

論文提出：(http://www.aimtech.cityu.edu.hk/icbl2018) 

(http://www.aimtech.cityu.edu.hk/iset2018)

問合せ：英語：

日本語：関西大学・久保田賢一 まで．

ISET2018 においては，教育工学に関連する論文を募集する．論文は the IEEE Xplore, IEEE Computer 

Society Digital Library から発行される．優秀論文は International Journal of Innovation and Learning

に推薦される予定．

文責：久保田 賢一（関西大学）

Japan Society for Educational Technology

16



日本教育工学会 EDU-PORTの採択 

文部科学省 EDU-Port  

https://www.eduport.mext.go.jp/html/programs/pilot.html 

 

 2017 年 10 月，日本教育工学会の提案が公認プロジェクトして採用された. 今年度の応募は 21 機関から

あり，その中で，公認 3 企画（予算あり），応援 9 企画（予算なし）となった. 

 

テーマ：カンボジア教員研修センターと日本をつなぐ，日本開発デジタル教材を活用した小学校英語研修

と遠隔サポート  

 

概要：ICT 教育の知見を有する日本教育工学会と内田洋行の ICT 教育環境整備力の産学連携体制で取り組

む.シェリムアップ国立教員研修センターにおいて，日本の教育資源であるデジタル英語教材を活用し小学

校英語の指導法研修を行う．動画とリズムある教材で都市に比べ大変遅れている農村部の小学校英語をネ

ットワークも活用しサポートする．本研修を通して，見せる，聞かせる，拡大する，比較するなどの情報

機器の活用方法を定着させる. 

 10 月に準備として現地訪問，11 月 06 日より 15 日まで第 2 回現地訪問する．その間，日本との Skype

を活用したインストラクショナルデザインの質疑や，インタラクティブな場面での情報機器活用の研修を

行う. 

文責：影戸 誠（日本福祉大学） 
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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 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） 
●会  場：関西学院大学 西宮上ヶ原キャンパス G 号館 

（〒662-8501 兵庫県西宮市上ケ原一番町 1-155） 
●担  当：時任隼平（ ）

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（G 号館内 教室 108 前），A 会場（G 号館内 教室 105），B 会場（G 号館内 教室 104）， 
C 会場（G 号館内 教室 103） 

10:00～10:05 諸連絡 

10:05～12:10 午前の部

A1）作業課題を思考のアクティブ化に結びつけるための試み 
波多野和彦（江戸川大学）, 中村佐里（自由学園）, 三尾忠男（早稲田大学） 

A2) 高校生を対象とした学習プログラム「仕事体験学習」の構想 
高橋朋子（大和大学）, 福田美誉（株式会社ワークアカデミー） 

A3) 大学授業における演習課題のライティングプロセスに関する研究  
森裕生（鹿児島大学）, 網岡敬之（早稲田大学大学院）, 江木啓訓（電気通信大学大学院）, 
尾澤重知（早稲田大学）

A4) 高等学校における RESAS（地域経済分析システム）を用いた統計教育プログラムの開発 
光永文彦（西大和学園中学校・高等学校 / 東京理科大学大学院）, 
松浦義昭, 森祥寛（金沢大学） 

A5) モンスターペアレント対応ゲームの提案と試遊実験 
竹内俊彦（東京福祉大学 / 教育テスト研究センター） 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
B1) 授業目標の階層構造表現による教員研修支援の試み 

－知識構成型ジグソー法を組み込んだ授業設計を題材に－

笠井俊信（岡山大学）, 遠藤育男（静岡大学）, 大崎理乃（産業技術大学院大学）, 
林雄介（広島大学大学院）, 益川弘如, 永野和男（聖心女子大学）,  
平嶋宗（広島大学大学院）, 溝口理一郎（北陸先端科学技術大学院大学） 

B2) 学習者のパフォーマンスを評価する練習ノートシステムの開発 
吉見彩加里, 森本康彦, 塩川水月（東京学芸大学）, 
早川楽（アンザスインターナショナル株式会社）

B3) 中学校技術科「生物育成」における栽培実習共有システムの開発 
小西大気, 松田洋（日本工業大学） 

B4) イグ・ノーベル賞の分析と考察  
北垣郁雄

B5) 初等中等教育の ICT を活用したものづくり実習における疲労感を軽減するための画面操作用イ

ンタフェースの開発

狹間浩史（学校法人浪工学園星翔高等学校）, 江原康生（京都大学）, 
小笠原司（奈良先端科学技術大学院大学）

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C1) タブレット端末持ち帰りによる家庭学習に関する保護者向け意識調査の分析 

山本朋弘（鹿児島大学）

C2) プレFD プログラムにおける授業検討会が大学初任教員の授業改善に与える影響－談話内容の変

化と授業実践への反映に着目して－

香西佳美（京都大学大学院）, 田口真奈（京都大学） 

研究会 

2017 
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C3) 大学エクステンション講座受講生の受講動機に関する調査 
向後千春, 伊澤幸代, 堂坂更夜香, 多喜翠（早稲田大学） 

C4) オンライン大学の学生のメンターに対する学業的援助要請態度とつまずき対処方略 
石川奈保子（早稲田大学大学院）, 向後千春（早稲田大学） 

C5) 英語自律学習者の学習リソース選択根拠の調査 
阿部真由美（早稲田大学大学院）, 向後千春（早稲田大学） 

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

13:05～13:10 委員会挨拶・諸連絡 

13:10～15:15 午後の部① 
 
A6) アクティブ・ラーニングと遊びの経験との関連性に関する教育方法学的研究 

小孫康平（皇學館大学） 
A7) 児童の自己評価能力を測定する項目の作成の試み（４）－ルーブリックの継続使用が「中学年」

の児童の評定結果に及ぼす影響についての検討－ 
梶井芳明, 宮澤芳光（東京学芸大学） 

A8) 工学系大学の数学基礎教育に対するオンラインテストの活用について－教室外のアクティブラ

ーニング－ 
亀田真澄（山口東京理科大学）, 宇田川暢（山口県立大学） 

A9) アクティブラーニング導入による学生アセスメント体系と大学組織の変革 
酒井浩二, 藤田大雪, 阿部一晴, 乾明紀, 吉田咲子（京都光華女子大学） 

A10) 日々の学びの成長を見える化する Web アプリケーションの開発 
泉澤惇（東京学芸大学）, 富永健斗（株式会社ネットラーニングホールディングス）,  
宮寺庸造, 森本康彦（東京学芸大学） 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
B6) 高等教育におけるアクティブラーニング研究の動向 

－育成したい能力・知識，デザイン，評価の観点から－ 
福山佑樹（東京大学）, 大山牧子（大阪大学）, 山田政寛（九州大学）,  
松田岳士（首都大学東京） 

B7) Engaging Students through Project Design (PD) Education at Kanazawa Institute of 
Technology  
Boon Chye Rudy Ang（Kanazawa Institute of Technology / Singapore Polytechnic）, Taufiq 
Ilham Maulana（Kanazawa Institute of Technology / Universitas of Muhammadiyah 
Yogyakarta）, Azilah Saparon（Kanazawa Institute of Technology / Universiti Teknologi 
Mara）, Hung Xuan Nguyen, Shigeo Matsumoto（Kanazawa Institute of Technology） 

B8) ディベート学習による汎用的技能向上の効果の検討 
横山真衣, 木村玲欧, 安枝英俊, 井関崇博, 中嶌一憲, 土川忠浩, 山村充（兵庫県立大学） 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C6) 社会的存在感を示す態度を育む分身型ロボット活用の実践事例研究－特別支援学校におけるコ

ミュニケーションのルール作りの実践から－ 
佐藤瑛子（明治大学）, 山本良太（東京大学大学院）, 植田詩織（府立藤井寺支援学校）,  
岸磨貴子（明治大学） 

C7) MOOC 教材とビデオ視聴行動の関連の視覚化に関する検討 
武田俊之（関西学院大学）, 林康弘（帝京平成大学）, 重田勝介（北海道大学）,  
森秀樹（東京工業大学）, 金子大輔（北星学園大学）, 八木秀文（東北大学）,  
永嶋知紘（カーネギーメロン大学） 

C8) Google Apps を用いた技術科教員の指導力向上の検証と考察 
伊藤寛幸（愛知教育大学大学院）, 渡津光司（犬山市立南部中学校）,  
小出邦博（犬山市立城東中学校）, 保坂恵（新潟大学教育学部附属長岡中学校）,  
伊藤大輔（金沢工業大学）, 磯部征尊（愛知教育大学） 

C9) 小学校教師の保護者対応における変容プロセスと世代継承 
植木克美（北海道教育大学大学院）, 渡部信一（東北大学大学院）, 川端愛子,  
後藤守（北海道文教大学） 
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15:30～17:35 午後の部② 
 
A11) 高等学校インターンシップがキャリア形成や学び・受入先の印象にもたらす効果とその規定要

因 
見舘好隆（北九州市立大学） 

A12) 特別の教科道徳における ICT 活用－「考え議論する」指導方法の検証－ 
森口智貴（関西大学大学院）, 黒上晴夫（関西大学） 

A13) FishWatchr を利用した日本語授業評価による評価観点の多様化 
西谷まり（一橋大学） 

A14) 分身型ロボットを媒介した新しいパフォーマンスの創出－特別支援学校の生徒の学習・発達－ 
緒方日菜子（明治大学）, 植田詩織（府立藤井寺特別支援学校）, 岸磨貴子（明治大学） 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
B9) グローバル MOOC における修了率と動画再生ログの分析 

石井雄隆, アダムゴードン, 平賀純, 永間広宣, 森田裕介, 山名早人（早稲田大学） 
B10) 地域活性化に向けた地域団体商標の状況調査と活用提案 

世良清, 仲卓哉, 大森凪紗, 小川純菜, 小辻愛佳, 恒川なつき, 内藤咲蘭, 原田真優,  
廣江実季, 矢橋彩里（三重県立津商業高等学校） 

B11) 内的・外的統制型と大学生のコピペ行為の捉え方の関係 
根本悠佑（青山学院大学）, 東るみ子（日本大学）, 勝谷紀子, 稲積宏誠（青山学院大学） 

B12) 学級力向上プロジェクトの学習指導に関する一考察 
－中学校版学級力アンケートの分析を手がかりとして－ 
伊藤大輔（金沢工業大学）, 渡津光司（犬山市立南部中学校）, 磯部征尊（愛知教育大学）, 
田中博之（早稲田大学） 

B13) 大学生の情報リテラシーと情報端末の画面サイズとの関連における一考察 
河村研, 中村佐里, 濱中征司（早稲田大学大学院）, 三尾忠男（早稲田大学） 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C10) 困難な課題が出された場合における学習用 SNS 上の学習の調整に関する分析 

荒木貴之（武蔵野大学）, 江藤由布（近畿大学附属高等学校）, 堀田龍也（東北大学大学院） 
C11) 社会人学生向けセルフ・ハンディキャッピング尺度の検討 

中村康則（早稲田大学大学院）, 向後千春（早稲田大学） 
C12) マルチメディアラーニングの考え方と学習者による情報発信型学習 

須曽野仁志, 二宮眞帆, 趙艶（三重大学大学院） 
C13) マルチメディアラーニングに着目した中国人日本語学習者によるデジタルストーリーテリング

実践 
趙艶, 須曽野仁志（三重大学大学院） 

C14) 看護基礎教育におけるオンラインによる事前ビデオ学習が学習指向と ARCS(CIS)に与える影

響 
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ください（ただし，本研究会受付時

に年間予約購読代金の支払済みが確認できない場合には，当日受付にて年間予約購読分の報告集をお

渡しすることができませんのでご了承ください）．また，当日受付にて年間予約購読の申し込みも可

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：阪急「甲東園駅」から徒歩約 12 分（バス約 5 分）．または，ＪＲ西宮駅からバス約 15
分です．詳しくは，関西学院大学上ヶ原キャンパスの「交通アクセスのご案内」

(https://www.kwansei.ac.jp/pr/pr_000374.html)をご参照ください．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：キャンパス内外にコンビニエンスストアがあります．また，お昼の時間帯は食堂が利用

可能です．ご都合にあわせて各自ご利用ください． 
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研究会の予定 テーマ： プログラミング教育・LA /一般 
●日  時：2018 年 03 月 03 日（土） 
●申し込み締切：2018 年 01 月 09 日（火）17時 

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

●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,さまざ

まな教科の中で，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． 
 

●申し込み方法： 
研究会 Web ページよりお申し込みくだ

さい．なお，締切日時は“平日 17 時”で

す．ご注意ください． 
●原稿執筆： 
締切後１週間以内に，申し込み時に登録

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いたします． 
●原稿提出：  
原稿の提出は PDF 形式で，研究会 Web 

ページの「発表申し込みフォーム」より，

発表申し込み時に発行された「受付キー」

を使用してご登録ください．なお，期限ま

でにご提出いただけない場合は，自動的に

発表取消となりますのでご注意ください． 

研究会の発表募集  テーマ：高等教育における学習支援・学習環境・FD・SD／一般 

●日  時：2018 年 05 月 27 日（日） 
●申し込み締切：2018 年 03 月 26 日（月）17時 

●会  場：関西大学（担当：岩﨑千晶） 
●原稿提出：2018 年 04 月 23 日（月）17時 

●募集内容： 
高等教育においてアクティブ・ラーニングが推進され，

各大学は，学生が主体的に学ぶために必要な「情報や学習

の機会を提供する」学習支援を展開したり，授業内外にお

いて学生が学びに従事しやすい学習環境として，アクティ

ブ・ラーニング型の教室やラーニングコモンズ等を構築し

たりしています．これらの背景から，本研究会では，学習

支援やラーニングコモンズにおける学びの効果検証など，

高等教育における学習支援・学習環境に関する研究報告を

広く募集します． 
また 2017 年に SD（Staff Development）が義務化され，

各大学は SD プログラムの実施に取り組んでいます．そこ

で Staff に求められる資質分析や SD プログラムの開発・評

価など SD に関する発表，ならびに高等教育分野における

FD に関する発表も募集します． 
従来どおり，教育工学一般に関する発表も募集します． 
 
 
 
 
 

  

●申し込み方法： 
研究会 Web ページよりお申し込みくだ

さい．なお，締切日時は“平日 17 時”で

す．ご注意ください． 
●原稿執筆： 
締切後１週間以内に，申し込み時に登録

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いたします． 
●原稿提出：  
原稿の提出は PDF 形式で，研究会 Web 

ページの「発表申し込みフォーム」より，

発表申し込み時に発行された「受付キー」

を使用してご登録ください．なお，期限ま

でにご提出いただけない場合は，自動的に

発表取消となりますのでご注意ください． 
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●日  時：2018 年 03 月 03 日（土） 
●申し込み締切：2018 年 01 月 09 日（火）17時 

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

●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,さまざ

まな教科の中で，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． 

●申し込み方法： 
研究会 Web ページよりお申し込みくだ

さい．なお，締切日時は“平日 17 時”で

す．ご注意ください． 
●原稿執筆： 
締切後１週間以内に，申し込み時に登録

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いたします． 
●原稿提出：  
原稿の提出は PDF 形式で，研究会 Web 

ページの「発表申し込みフォーム」より，

発表申し込み時に発行された「受付キー」

を使用してご登録ください．なお，期限ま

でにご提出いただけない場合は，自動的に

発表取消となりますのでご注意ください． 

研究会の発表募集  テーマ：高等教育における学習支援・学習環境・FD・SD／一般 

●日  時：2018 年 05 月 27 日（日） 
●申し込み締切：2018 年 03 月 26 日（月）17時 

●会  場：関西大学（担当：岩﨑千晶） 
●原稿提出：2018 年 04 月 23 日（月）17時 

●募集内容： 
高等教育においてアクティブ・ラーニングが推進され，

各大学は，学生が主体的に学ぶために必要な「情報や学習

の機会を提供する」学習支援を展開したり，授業内外にお

いて学生が学びに従事しやすい学習環境として，アクティ

ブ・ラーニング型の教室やラーニングコモンズ等を構築し

たりしています．これらの背景から，本研究会では，学習

支援やラーニングコモンズにおける学びの効果検証など，

高等教育における学習支援・学習環境に関する研究報告を

広く募集します． 
また 2017 年に SD（Staff Development）が義務化され，

各大学は SD プログラムの実施に取り組んでいます．そこ

で Staff に求められる資質分析や SD プログラムの開発・評

価など SD に関する発表，ならびに高等教育分野における

FD に関する発表も募集します． 
従来どおり，教育工学一般に関する発表も募集します．  

●申し込み方法： 
研究会 Web ページよりお申し込みくだ

さい．なお，締切日時は“平日 17 時”で

す．ご注意ください． 
●原稿執筆： 
締切後１週間以内に，申し込み時に登録

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いたします． 
●原稿提出：  
原稿の提出は PDF 形式で，研究会 Web 

ページの「発表申し込みフォーム」より，

発表申し込み時に発行された「受付キー」

を使用してご登録ください．なお，期限ま

でにご提出いただけない場合は，自動的に

発表取消となりますのでご注意ください． 
 

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  テーマ：リフレクション活動の支援／一般   

●日  時：2017 年 10 月 21 日 
●発表件数：29 件 

●会  場：明石工業高等専門学校 
●参加者数：56 名（内非会員 11 名） 

「リフレクション活動の支援」をメインテーマに，また，

SIG07「インストラクショナルデザイン」と連携し，一般

発表を交え,29 件の発表がありました．特に，「リフレクシ

ョン活動の支援」は本校のアクティブラーニング室（上の

写真）で行ないました．テーブル配置などを活かした発表

とはなりませんでしたが，自己調整学習も含め，リフレク

ションをめぐる活発な研究発表ができました. 
担当者が研究室を持っていない，また，開催校が高専で

あるという関係から，本研究会はアルバイトなしで行ない

ました．受付等で手が離せないときなどに会員のみなさま

からのさりげないご支援があり，無事に開催することがで

きました．研究会にご参加いただいたみなさまを含め，来

ていただいたみなさまに深くお礼を申し上げます．ほんと

うにありがとうございました．

文責：竹岡篤永（明石工業高等専門学校） 

冬の合宿研究会の開催案内（最終報） 

・テーマ：スポーツ，サイエンス，テクノロジー，そして教育へ
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冬の合宿研究会の開催案内（第三報）

・テーマ：スポーツ，サイエンス，テクノロジー，そして教育へ

・概要：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等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）15:00〜17:30

2018 年 01 月 28 日（日）10:30〜17:30

・会場：公立大学法人首都大学東京 産業技術大学院大学（品川区東大井１－10－40）

・宿泊：各自で手配していただきます.

・申込み方法：JSET 合宿研究会 Web サイト（https://www.jset.gr.jp/study2/20180127.html）から申し込

みください．

※募集開始は 11 月中旬を予定しております．また，定員になり次第，募集を終了いたします.

・プログラム（予定）

01 月 27 日（土）フィールドフォーラム

01 月 28 日（日）シンポジウム

-講演① 室伏由佳氏（アテネオリンピック・ハンマー投げ日本代表）

-ワークショップ 若杉遥氏（リオパラリンピック・ゴールボール日本代表）

-講演② 金森晶作氏（公立はこだて未来大学 特別研究員）

-講演③ 大北照彦氏（男子アイスホッケー日本代表コーチ）

-講演④ 山田雅之氏（星槎大学 准教授）

・その他連絡事項：

-今回の合宿研究会は，２日目のシンポジウムのみの参加も可能です．１日目のフィールドフォーラムに

参加される場合は両日参加としてお申込みください．

-１日目はフットサル，２日目は簡単なアクティビティやゴールボールの体験を予定しております．活動

に参加される場合は，動きやすい服装でお越しください．

-詳細な内容や最新情報は，JSET 合宿研究会 Web サイトの案内をご確認ください．

・担当：山田雅之（星槎大学），大﨑理乃（産業技術大学院大学）

※問い合わせ先は， （山田）までお願いします.

以上

「リフレクション活動の支援」をメインテーマに，また，

SIG07「インストラクショナルデザイン」と連携し，一般

発表を交え,29 件の発表がありました．特に，「リフレクシ

ョン活動の支援」は本校のアクティブラーニング室（上の

写真）で行ないました．テーブル配置などを活かした発表

とはなりませんでしたが，自己調整学習も含め，リフレク

ションをめぐる活発な研究発表ができました. 
担当者が研究室を持っていない，また，開催校が高専で

あるという関係から，本研究会はアルバイトなしで行ない

ました．受付等で手が離せないときなどに会員のみなさま

からのさりげないご支援があり，無事に開催することがで

きました．研究会にご参加いただいたみなさまを含め，来

ていただいたみなさまに深くお礼を申し上げます．ほんと

うにありがとうございました．

文責：竹岡篤永（明石工業高等専門学校） 

冬の合宿研究会の開催案内（最終報） 

・テーマ：スポーツ，サイエンス，テクノロジー，そして教育へ
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2017年度 産学協同セミナーのお知らせ（第一報） 
新学習指導要領でのプログラミング教育の実現に向けて 
～教育工学の立場からプログラミング教育を考える～ 

AI や IoT による大きな社会変革の時代を見据え，新たな時代に対応した情報活用能力の育成が国民的課

題となっています．身近に押し寄せる高度な道具の動作原理を理解し，効果的に活用し，これからの社会

を生き抜くための知識と知恵の育成が義務教育段階から求められます．新学習指導要領では，小学校での

情報活用能力の育成とプログラミング教育が大きく取り上げられています．これにより，中学校・高校の

情報教育も大きく変わると考えます． 

本セミナーでは，新学習指導要領での情報活用能力育成とプログラミング的思考の位置付けを理解し，

学校現場での貴重な実践に学び，地域や民間等との連携や諸外国での動向を含め，今後の進め方を考え議

論したいと思います． 

こうしたテーマに関心を抱く，多くの方のご参加をお待ちしていますので，まずは日程のご案内をさせ

ていただきます. 

 

■日時：   2018 年 03 月 10 日（土）開始 13:30～17:30 （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頂きます. 

■主催：      日本教育工学会 企画委員会 

■お申し込み方法：WEB による申し込み （2018 年 1 月から受付開始予定） 

 

なお，詳細については日本教育工学会の Web をご参照下さい. 
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日本教育工学会論文誌 特集号 論文募集（最終報） 

「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とおり，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．今回が最終のご案内となります，ぜひふるってご投稿くだ

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，投稿規定をご覧ください．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，ご注意く

ださい．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，あらかじめご了承ください． 
 
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． 
 

日本教育工学会論文誌 特集号 論文募集（最終報） 

「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とおり，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．今回が最終のご案内となります，ぜひふるってご投稿くだ

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，投稿規定をご覧ください．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，ご注意く

ださい．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，あらかじめご了承ください． 
 
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． 
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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）

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（第二報）

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:03-5549-2263／FAX：03-5575-5366
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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）

8

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」（産業技術大学院大学）
・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）
・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０３月１０日（土）

産学協同セミナー
「新学習指導要領でのプログラミング教育の実現に向けて」
（内田洋行　新川オフィス）

・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
・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
 (03/25 - 29, Rome, Italy)
・ACHI 2018
 http://www.iaria.org/conferences2018/ACHI18.html
 (03/25 - 29, Rome, Italy)
・SITE 2018
 http://site.aace.org/
 (03/26 – 30, Washington, DC, USA)
・Global Learn 2018
 https://www.aace.org/conf/glearn/
 (04/17 – 18, Orlando, USA)
・EdMedia 2018
 http://www.aace.org/conf/edmedia/
 (06/25 – 29, Amsterdam, the Nederlands)
・ICBL 2018
 http://www.aimtech.cityu.edu.hk/icbl2018/
 (07/31 – 08/2, Osaka, Japan)
・ISET 2018
 http://www.aimtech.cityu.edu.hk/iset2018/
 (07/31 – 08/02, Osaka, Japan)
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