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日本教育工学会会長 鈴木克明（熊本大学） 
 

「日本教育工学会の会員三千名を代表して, 年頭のご挨拶を申し上げま

す.」という出だしで書いた年頭のご挨拶を教育家庭新聞に掲載いただいた. 
会員以外が読むことを想定して, 本会への理解を深めてもらうために, 創
立 30 周年記念行事として教育工学選書第１期８巻, 第２期 15 巻を発行し

たこと, 全国大会や研究会など参加の機会があること, SIG からも多様な研

究成果が発信されていること, そして文科省事業 EDU-Port の公認プロジ

ェクトとしてカンボジア教員研修センターとの事業を始めるなど,国際交流

も行っていることを紹介した. 
本会が本年も引き続いて社会に貢献し続けることができるかどうかは, 

会員各位の活躍に委ねられている. 本会の一員として, 学会以外の場で何

かできることはないか. ぜひ周囲を見渡して, チャンスを探りあて, 教育

工学研究の成果を発信ていただくことを願っている. 
本会の活動そのものを充実させることも疎かにしてはなるまい. 大人気

で膨れ上がる一方の３月の研究会を全国大会に格上げし, 同時に秋の全国

大会をスリム化する方策として, 全国大会年２回体制にできないか. 一方で集客に毎年苦慮している６

月の総会・シンポジウムを活性化するためにはどんな打ち手があるか. SIG 活動と研究会活動の有機的

な連携はどう達成すべきか. 若手が交流を深める機会として有効だった泊まり込み合宿を復活すること

はできないか. 執行部としては, 様々な観点から本会の活動を見直し, 新しい方向性を模索している. 
会員各位の積極的な参画を得て, 一人ひとりにとってより親しみが持てる学会に成長できるよう, 年頭

に当たり, 改めてより一層の協力をお願いします. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 34 回全国大会（第一報） 
 
 第 34回全国大会は, 東北大学川内キャンパスにて, 2018 年 09 月 28 日（金）, 30 日（土）, 10 月

01（日）に実施されます. この後, ２月下旬から３月上旬にかけて, web ページにおいて先行して公開

する予定ですので, 今しばらくお待ちください. 次回大会もご参加いただけますようどうぞよろしく

お願いいたします. 
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第34回通常総会およびシンポジウムの開催のお知らせ（第一報） 
日時  2018年06月23日（土）10:00〜16:30（受付09:30から）

会場  東京工業大学 大岡山キャンパス 西９号館 デジタル多目的ホール 

東京都目黒区大岡山 ２-12-１   http://www.titech.ac.jp/
○東急大井町線 大岡山駅 徒歩１分 ○東急目黒線 大岡山駅 徒歩１分

10:00〜11:45 ラウンドテーブル「教育工学の未来を考える」

世界的に進んでいる第４次産業革命の波は教育にも及んでいる. 学習指導要領改訂が改訂さ

れ,STEM教育やプログラミング教育が注目され始めた今日, 本学会への社会的なニーズや期待は年々

大きくなっている. 教育工学はどのように社会に貢献できるのか, 学会全体で情報提供したり, 議論

をしたりする機会を増大していく必要があろう. しかし, 本学会の会員数が多くなるにつれて, 全国

大会や研究会, SIG活動などにおける発表件数が増加し, 効果的な運営が次第に難しくなっている. 本

ラウンドテーブルでは, 教育工学の未来を考えるとともに, 現在, 学会が抱えている課題を抽出し,

これからの学会のあり方について議論を行う.

12:00〜13:00 総会

第１号議案 2017 年度（2017 年 04 月 01 日～2018 年 03 月 31 日）

 事業報告及び収支決算承認の件 

第２号議案 2018 年度（2018 年 04 月 01 日～2019 年 03 月 31 日）

 事業計画案及び収支予算案承認の件 

14:00〜17:00 シンポジウム「教育工学とジェンダー：女性の社会進出に学会ができることは何か」

世界経済フォーラム（World Economic Forum: WEF）が 2017 年 11 月 02 日に発表した「男女格差

報告書（The Global Gender Gap Report）2017」によれば, 日本は, 世界 144 カ国中 114 位と報告さ

れている. 本シンポジウムでは, 日本教育工学会に関わりのある女性研究者らを招き, 本学会におけ

る活動状況, 委員会などの業務上の負担, 職場の労働条件, 研究者としてのキャリア, 家庭での役割

（育児を含む）など, 女性研究者らを取り巻く男女格差問題を明らかにする. そして, 教育工学は, 女

性の社会進出にどのように寄与できるのか討論を行う. 

AECT2017 国際会議 参加報告 

AECT2017 の国際会議がフロリダ州ジャクソンビルにて 2017 年 11 月 07 日（火）から 11 日（土）

に開催され, 日本教育工学会から鈴木会長, 村上 SIG 委員長, 姫野先生, 後藤先生, 合田先生が参加し

た. 日本教育工学会は, 2015 年に米国 AECT（Association for Educational Communications and 
Technology）と学術交流協定を締結し, AECT の国際会議にてセッションを企画し, 日本の教育工学の

研究動向や学会活動を紹介している. 
AECT2017 のテーマは, “Leading Learning for Change”で, 

３つのキーノートスピーチや Presidential session（企画セッ

ション, パネルディスカッション）, 口頭発表やポスター発表

が行われた. 口頭発表は, "Emerging Learning Technology"や
"Teacher Education", "School Media and Technology"といっ

た 13 のテーマによるグループのディビジョンがそれぞれセッ

ションを企画して行われており, オンライン学習や MOOC,
教育データ分析などの研究から, 学校現場でのメディア活用

や高等教育での実践研究など多様な研究発表がなされていた.
初日の夜には, AECT の Affiliate Organizations（連携組織）

として海外から参加している 13 の団体の代表者が集まるレセ

プションが開催され, 鈴木会長と村上 SIG 委員長が参加し, 各学会の紹介を行い, 交流した. また, ３
日目のパネルディスカッション“Globally Leading Learning for Change: International Affiliate
Proposal Process for an International Research Symposium”では, 鈴木会長が登壇し, JSET の活動に

ついて紹介した.
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・Affiliate セッションの報告

Affiliate セッションとして, ”Trends of Educational Technology Research in Japan”を開催した. 村
上 SIG 委員長（京都外国語大学）が導入として学会の紹介をしたあと, 合田先生（熊本大学）が“JSET's 
Roles in International Educational Technology Community”という題目で, JSET の国際交流活動につ

いて紹介した. まず, 学会の国際化を加速させるきっかけとなった, 2014 年に開催された第 30 回全国

大会国際シンポジウムを紹介し, これを機に海外の教育工学関係の学会との協力が強化されたことを説

明した. そして, 2015年にはAECTと, 2017年には中国技術中国教育技術協会と連携締結を行い, KSET
との締結の準備を進めていることを報告した. また, 2005 年から実施している日本中国フォーラム, 
2016 年から新たに参画している, 文部科学省「日本型教育の海外展開推進事業（EDU-Port ニッポン）」

のプロジェクトを紹介した. 
2018 年９月に JSET と AECT が共催する JSET-AECT 2018 Summer International Research 

Symposium について案内した. ” Designing Learning Environments for Creativity: Space, Activity, 
and Community” をテーマに, AECT, KSET, JSET から６名のキーノートがそれぞれの研究テーマを

サブテーマとし, ワークショップ,グループディスカッションなど参加型の活動を多く企画している. 最
後に, Open な学びの場として, 美しいキャンパスを持つ「はこだて未来大学」, 函館の景色と名湯が楽

しめる「湯の川温泉啄木亭」をビデオも交えながら紹介した.
続いて, 姫野先生（北海道教育大学）が, ”Resent Trend of Research on Teacher Education and Lesson 

Study in Japan”という題目で, SIG-02 教師教育・実践研究に関する発表を行った. 板書や掃除といっ

た日本の学校の特徴的な教育活動, 戦前から続く校内授業研究の様子を, 写真を交えて紹介した上で, 
現在世界中から注目を集めている Lesson Study の系譜や教師研究を概説した. また, SIG-02 がどのよ

うな目的意識をもって研究を進めているのか, について, これまでに行った研究会や SIG セッションで

主題としたテーマ, 研究成果を発表した. 最後に, 教師の視線

に焦点を当てた姫野先生自身の研究を取り上げ, 熟達者と初任

者では見ていることは一緒でも, 見えていることが異なること, 
熟達者の見えを共感・共有する東洋型の教師教育を構想したい

といった研究の一端を紹介した. 
最後に, 後藤先生（新潟大学）が ”New Course of Study and 

ICT in Education”という題目で, SIG-04 教育の情報化に関す

る発表を行った. まず, 日本における教育のパラダイムについ

て紹介し, 近年の ICT の普及により，一人一人が自ら考え，課

題を探求し，成果を表現できる学習が可能な環境になってきた

ことを説明した. しかし, 日本においては，一斉指導の学校制度

が導入される以前の寺子屋では一人一人の進度で学習する個別学習のスタイルが確立しており, その意

味で, 一斉指導から個の学習へのパラダイムシフトではなく，本来の個の学習に戻る変革とも言えるこ

と，同時に近代以降染みついた一斉指導の発想を転換することが課題である点について指摘した. 次に，

日本の教育行政と教育における ICT 活用の課題について，カリ

キュラムは全国共通であるにも関わらず, ICT 整備については

自治体の裁量権が大きく，結果として ICT 環境に大きな格差が

生じている点について述べた. 最後に，新しい学習指導要領では

「どのように学ぶか」を強調しており，それには ICT 活用が含

まれること，教育の情報化 SIG ではこのような現場の課題や矛

盾を解決するための実践的な研究や活動を行っている点につい

て報告した. 
今後, セッションの企画・運営に加えて, 会員による AECT 国

際会議での発表の支援などを検討することが, JSET の国際化に

つながっていくのではないか, と思われる. 

Japan Society for Educational Technology
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JSET-AECT 2018 Summer International Research Symposium 

函館のご案内（09 月 07-09 日） 

●日時 ：2018 年 09 月 07 日（金）から 09 月 09 日（日）

●会場 ：公立はこだて未来大学（09 月 07 日 キーノート）

函館湯の川温泉 湯元啄木亭（レセプション，ワークショップ 09 月 07-09 日） 
●テーマ：Designing Learning Environments for Creativity: Space, Activity, and Community
●HP  ： https://www.jset.gr.jp/jset-aect/

日本教育工学会と米国教育コミュニケーション・工学会（ Association for Educational 
Communications and Technology; AECT）の共催, 韓国教育工学会（Korean Society for Educational 
Technology; KSET）の後援で, ９月に国際研究シンポジウムを開催することになりました. このイベン

トは毎年 AECT が米国以外の国で実施しているもので, 研究者どうしの交流を深め, 研究内容を深め広

げていく機会として行われています.
今回は, Designing Learning Environments for Creativity: Space, Activity, and Community という

テーマのもと, 米国, 韓国, 日本から計６名のキーノートスピーカーとして招聘し, この６名がそれぞ

れ掲げるテーマごとにグループを組んで, ディスカッションを行います. ６名による講演はもちろんの

こと, 自分の関心のあるテーマについて, 講演者や参加者とともに議論できる貴重な機会です. 是非こ

の機会を有効に活用してください.

近日中に申込みのホームページが公開される予定です. 
現在は, 上記サイトから事前登録ができるようになっています. 詳細についてご案内いたします. 

国際交流委員会

第 16 回 ICoME2018 のご案内

（韓国清州市 忠北大学 08 月 16 日-18 日） 

●日時 ：2018 年 08 月 16 日（木）から 08 月 18 日（土）

●会場 ：Chungbuk National University (Cheongju, Chungbuk, Korea)
●テーマ：Advancing Learning Experience with Emerging Technologies

昨年度ハワイ大学の開催の後 16 回目 ICoME（International Conference for Media in Education）
はソウル南部（バスにて１時間 40 分）チョンボク大学（チョンジュ）にて開催されます. この国際学会

は日本教育メディア学会（JAEMS）, 日本教育工学会（JSET）, 韓国教育情報メディア学会（KAEIM）, 
中国教育工学会（CAET）, アメリカ TCC（Technology, Colleges and Community）との連携によって

開催されます. 
コンカレントセッションのほか, 学部生, 大学院生の発表交流のためのラウンドテーテーブルセッシ

ョンも準備され, 世界で教育的なテーマを話し合い, 深め, 協働研究へとつながる学会です. オンライ

ン・ジャーナルも年２回発行され研究動向をご覧いただけます.
本会が各国の研究者間で行われる互恵的な意見交換の場となりますよう, 皆さまのご参加を心よりお

待ちしております. 申込みサイトは近日中に公開予定のため, 改めてご案内いたします. 

特徴

・研究者, 院生, 学部生の交流

・英語での発表:コンカレント 大学院生, 学部生の発表と交流会 (RoundTable)
・日中韓, US の交流会 共同研究協議

・英語ジャーナルの発行 (ISSN 1882-2290)
・ジャーナルへのリンク：http://jaems.jp/contents/icomej/icomej.html

国際交流委員会

Japan Society for Educational Technology
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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 プログラミング教育・LA /一般

●日 時：2018 年 03 月 03 日（土） 
●会 場：創価大学

（〒192-8577 東京都八王子市丹木町１丁目 236−１） 
●担 当：山本樹（ ） 

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（中央教育棟 １階），A 会場（AE551），B 会場（AE552），C 会場（AE553），D 会場（AE554），E
会場（AE556），F 会場（AE557），G 会場（AE558），H 会場【シンポジウム会場】（B1F） 
※ 研究会発表会場の変更の可能性がございます．同日は日本教育メディア学会も同時開催されます．

受付時は混雑が予想されますので，時間に余裕をもってお越し下さい．

10:00-10:05 諸連絡 

10:05-12:10 午前の部 

A1）プログラミング的思考の基礎をつくる保育方法の分析 
野口聡（京都外国語大学）, 堀田博史（園田学園女子大学） 

A2) 列車制御システムを題材としたプログラミング教材の検討  
伊藤大河（共栄大学）, 須藤義行（ジェイアール東海情報システム株式会社）,末永貴之（桐朋中

学・高等学校）, 渡邊裕一（学習院大学） 
A3) 小学生への空間把握能力向上を目的としたプログラミング教育について 

大町侑平（九州工業大学大学院／株式会社ロジコモン）,中尾基（九州工業大学／株式会社ロジコ

モン）, 内田新（九州工業大学）

A4) プログラミングワークショップシリーズを対象とした小学生の作品の分析 
遠山紗矢香（静岡大学）

--------------------------------------------------------------------------------------- 
B1) プログラミング的思考に対する学習者の評価－プログラミング的思考の学習場面と活用場の 

比較から－

泰山裕（鳴門教育大学）, 河野麻沙美（上越教育大学大学院）, 君塚裕子（盛岡市立緑が丘小学校） 
B2) 高校における若手教師の成長に関する縦断調査－大学生時代の状況調査－ 

高木まさき, 脇本健弘, 野中陽一, 泉真由子（横浜国立大学） 
B3) 高等学校国語科におけるプログラミング的思考の育成の可能性 

黒田麻衣子, 藤村裕一（鳴門教育大学大学院） 
B4) プログラミング体験授業に参加した生徒の分類に基づく実機導入の効果 

杉原一臣, 恐神正博（福井工業大学）, 大熊一正（岡山理科大学） 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
C1) ティーチャートークの適切さを推定するための指標の検討－日本語教員養成課程において－ 

歌代崇史（北海学園大学）

C2) 遠隔交流支援における分身ロボットの社会的存在感に関する一検討 
西村綾華, 矢野椋介（早稲田大学）, 東海林以展（早稲田大学大学院）, 長濱澄, 森田裕介（早稲

田大学）

C3) 特別支援教育における分身型ロボットを活用した他者との対話に関する事例研究 
久保槙祐野（明治大学）, 時任隼平（関西学院大学）, 植田詩織（大阪府立藤井寺支援学校）, 岸
磨貴子（明治大学）

C4) ICT 等を用いた相互評価システムによる論理的思考能力・論述能力の育成 
長尾桂子, 加藤諒（新居浜工業高等専門学校）, 野田数人（香川高等専門学校）,三井正（新居浜

工業高等専門学校）, 遠藤友樹（大阪産業大学） 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
D1) レイヤーモデルに基づく ID お悩み解決 Q＆A サイトの開発 

高橋暁子（徳島大学）, 市川尚（岩手県立大学）, 根本淳子（愛媛大学）, 竹岡篤永（明石工業高

等専門学校）, 鈴木克明（熊本大学大学院） 
D2) 色彩の心理的作用が学習に与える影響における検討 

市川隆介（香川大学大学院）

研究会 

2018 
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D3) 伝統野菜・果実を活用した高校生による商品再開発による環境保全活動 
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,世良清,
仲卓哉（三重県立津商業高等学校）

D4) 大和言葉の語根から連想する古語学習 
井上麻美子, 藤村裕一, 大平和哉, 竹口幸志（鳴門教育大学大学院） 

D5) 多人数講習会における話し合いの成果を大画面に投影する工夫について－タブレットとプロジェ

クターを活用して－

徳岡慶一（京都教育大学）

--------------------------------------------------------------------------------------- 
E1) 指導者用デジタル教科書の操作ログの分析 

高橋純（東京学芸大学）,三宅智之（教育出版）,石島有剛（内田洋行）,池田勝巳（教育出版）,吉
田茂喜,青木栄太（内田洋行） 

E2) 音声ペンを活用して音声の特徴を考える学習のデザイン 
金子俊明（筑波大学附属聴覚特別支援学校）

E3) ベクトルの内積の導入場面における学習指導の工夫に関する研究 
浅野剛史（横浜国立大学大学院）,清水優菜（慶應義塾大学大学院） 

E4) スマートフォンが文章読解過程に与える影響の検討 
高橋篤生（大阪大学大学院）

E5) 授業における受講者の存在感促進支援ツールの活用に SNS 利用経験が与える影響に関する分 
析

佐藤弘毅（名古屋大学）

--------------------------------------------------------------------------------------- 
F1) 学習支援を目的とした MOOC 学習継続モデルの検討 

森秀樹（東京工業大学）,永嶋知紘（カーネギーメロン大学）,武田俊之（関西学院大学）,林康弘

（帝京平成大学）,金子大輔（北星学園大学）,小島一記（北海道大学）,八木秀文（東北大学）,重
田勝介（北海道大学）

F2) 中学校学校図書館利用者の主体的来館理由の分析 
青山亜希子, 黒田みゆき, 藤村裕一, 大平和哉, 竹口幸志（鳴門教育大学大学院） 

F3) 裁縫の学びと ICT 活用 
黒沼菜奈,中村佐里,遠藤敏喜（自由学園最高学部） 

F4) マンガを用いた教員研修教材の評価と展望－学級力向上プロジェクトを事例として－ 
渡津光司（犬山市立南部中学校）, 磯部征尊（愛知教育大学）, 伊藤大輔（金沢工業大学）,田中

博之（早稲田大学大学院）

F5) 通信制高校と地域を結ぶマインクラフトを用いたまちづくり学習の開発 
田口純子（東京大学大学院）,林憲吾（東京大学） 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
G1) 地域協働学習でリフレクションを促す UR シートの開発 

田中洋一（仁愛女子短期大学）,山川修,谷内眞之助（福井県立大学） 
G2) 教師の見取りの実際 

小川義一, 藤村裕一, 大平和哉, 竹口幸志（鳴門教育大学大学院） 
G3) 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（日本工業大学大学院）, 松田洋（日本工業大学） 
G4) 建築家ならではの創造性育成カリキュラムの実証研究－工業高校建築系学科に焦点を当てて－ 

藏滿和彦,藤村裕一,堀川富美,前田淳司,中井里美,勝見慶子,堀川紘子,黒田みゆき,大平和哉,竹口幸

志（鳴門教育大学大学院）

G5) 複合型学修・コースポートフォリオシステムの開発と実践 
二瓶裕之,西牧可織（北海道医療大学） 

13:05-13:10 委員会挨拶・諸連絡 

13:10-15:15 午後の部① 

A5) 協同プログラミングワークショップにおける個人活動の影響 
安斎勇樹（東京大学大学院）,村田香子,新谷美和,古内美帆,北川美宏（SCSK 株式会社）,安斎利洋,
山内祐平（東京大学大学院）

A6) 文系学生に対するプログラミング学習体験が及ぼす影響について 
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中村佐里（自由学園最高学部／早稲田大学大学院）,波多野和彦（江戸川大学）,三尾忠男（早稲田

大学）

A7) 教職課程でのプログラミング教育実践－2017 年度の社会科教育コースでの取組－ 
藤崎聖也,村松浩幸,島田英昭（信州大学） 

A8) 海外と日本における初等中等教育段階のプログラミング教育の研究に関する傾向の分析 
小田理代,堀田龍也（東北大学大学院） 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
B5) プログラミング学習における児童の自己評価と他者評価 

齋藤ひとみ,梅田恭子,松永豊,磯部征尊（愛知教育大学） 
B6) 項目反応理論に基づき学習者の学習状況を測定・可視化する学習評価支援システムの評価 

蛯名哲也,宮澤芳光（東京学芸大学）,菊地良幸（東京学芸大学附属大泉小学校）,森本康彦（東京

学芸大学）

B7) 指導者用デジタル教科書の操作ログ取得および再現システムの開発 
石島有剛（内田洋行）,三宅智之（教育出版）,吉田茂喜,青木栄太（内田洋行）,池田勝巳（教育出

版）,高橋純（東京学芸大学） 
B8) リベラルアーツ科目としての「情報リテラシー」 

小棹理子,内海太祐,高嶋章雄（ソニー学園湘北短期大学） 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
C5) 主幹教諭を対象としたサーベイフィードバック型研修の開発－校長・副校長・主幹教諭の連携に関

する研修－

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） 
C6) 教科におけるプログラミング分類基準と Scratch の機能拡張の提案 

太田剛（放送大学大学院）,加藤浩, 森本容介（放送大学） 
C7) 高等学校普通科におけるプログラミング教育の批判的考察 

厚地一弘 ,藤村裕一, 大平和哉, 竹口幸志（鳴門教育大学大学院） 
C8) 幼保人材育成課程での学びから見たプログラミング教育にかかわる一考察 

波多野和彦（江戸川大学）,中村佐里（自由学園最高学部）,三尾忠男（早稲田大学） 
C9) R 言語によるデータマイニングの授業実践研究－コンピュテーショナル・シンキングの問題解決法

－

荒巻恵子（帝京大学大学院／早稲田大学高等学院）,武沢護,八百幸大（早稲田大学高等学院） 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
D6) アクティブ・ラーニング型授業における大学生のリフレクションの特徴 

大山牧子,根岸千悠,家島明彦（大阪大学） 
D7) １人１台の情報端末を活用した授業に関する研究の傾向分析 

八木澤史子（大田区立西六郷小学校）,堀田龍也（東北大学大学院） 
D8) テーマが異なる初年次学生レポートのルーブリック評価の検証 

橋本貴宏,仙石昌也,久留友紀子,宮本淳,山森孝彦（愛知医科大学） 
D9) アクティブ・ラーニングの支援に携わる学生スタッフの学習環境に対する認識の変容 

近藤秀樹（九州工業大学）,遠山紗矢香（静岡大学）,大﨑理乃（産業技術大学院大学）,山田雅之

（星槎大学）

--------------------------------------------------------------------------------------- 
E6) 部活動における QC 手法の活用を支援するシステムの開発 

豊田暁洋（麻布大学）

E7) 本質的異文化感受性発達モデル（DMEIS）を用いた判定に関する研究 
    前田淳司,藤村裕一,大平和哉,竹口幸志,藏滿和彦,井上麻美子,村山恭子（鳴門教育大学大学院） 

E8) 医療事務員に求められる多職種連携に関する研究 
中井里美,藤村裕一,大平和哉,竹口幸志（鳴門教育大学大学院） 

E9) 情報活用スキル育成のための放送番組と演習教材の開発 
木村明憲（京都教育大学附属桃山小学校）,高橋純（東京学芸大学）,坂口真,服部里衣子（日本放

送協会）,堀田龍也（東北大学大学院） 
E10) 学修情報の可視化による授業科目連携に関する思考過程の分析 

西牧可織,二瓶裕之（北海道医療大学） 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
F6) 教員の組織社会化とバーンアウトの関係に関する研究 

町支大祐（東京大学）,當山清実（兵庫教育大学） 

Japan Society for Educational Technology
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F7) 中学校意識調査からの「校内研究循環モデル」の提案 
関井隆志,三石初雄,荒巻恵子（帝京大学大学院） 

F8) 学校の日々の情報共有に特化した校務支援システムの運用－教職員の負担軽減に向けて－ 
中川斉史（東みよし町立足代小学校）,中川湧仁（鳴門教育大学大学院）,福原秀伯（株式会社

MetaMoJi） 
F9) 小学校における情報モラル教育教材の提案－情報モラルのモラル性とメディア・リテラシーの 

検討から－

今度珠美（鳥取大学大学院）,芳賀高洋（岐阜聖徳学園大学） 
F10) 情報モラルに関する親子の協働学習を促す指導者の養成法 

玉田和恵（江戸川大学）,松田稔樹（東京工業大学） 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
G6) 学習管理システムの利活用に関する学生の意識調査の試行 

森下孟,谷塚光典,長谷川理,新村正明（信州大学） 
G7) ＩＣＴ活用推進リーダーを対象とした集合研修の設計と評価 

小清水貴子（静岡大学）,藤木卓（長崎大学大学院）,室田真男（東京工業大学） 
G8) 情報教育における重要度の意識調査－高等学校現役情報教員を対象として－ 

神部順子,小原裕二,山口敏和,玉田和恵（江戸川大学）,松田稔樹（東京工業大学） 
G9) 子ども主体の一斉保育における集団内の相互作用 

黒田ゆり,藤村裕一,黒田みゆき,大平和哉,竹口幸志（鳴門教育大学大学院） 
G10) 保育者養成校における情報学演習の取り組み－理解度確保を狙った授業実践－ 

神谷勇毅（鈴鹿大学短期大学部）

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

15:30-17:35 午後の部② 

C10) 教職志望大学生の学習意欲に関する教育学的研究 
小孫康平（皇學館大学）

C11) 大学生における学習レジリエンス尺度の作成 
武井駿人,冨永敦子（公立はこだて未来大学） 

C12) ベクトルの知識と達成目標，エンゲージメント，学習習慣の関連 
清水優菜（慶應義塾大学大学院）,浅野剛史（横浜国立大学大学院） 

C13) 達成動機が学級集団に及ぼす影響－中学校版学級力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）

--------------------------------------------------------------------------------------- 
D10) 情報教育担当指導主事が抱える問題の解決を支援する「教育 ICT 担当者コミュニティサイト」の

開発

北澤武（東京学芸大学）,毛利靖（つくば市総合教育研究所）,伊藤寛（福島県新地町教育

委員会）,渡部昭（墨田区教育委員会）,黒飛雅樹（八千代市教育センター）,渡邊茂一（相模原

市立総合学習センター） ,株木啓子（つくば市総合教育研究所） ,石坂芳実 ,赤堀侃司(ICT 
CONNECT 21） 

D11) タブレット端末を活用した小学校授業における教師の発話の特徴の検討 
遠藤みなみ,佐藤和紀（常葉大学）,安里基子,高橋純（東京学芸大学）,堀田龍也（東北大学大学

院）

D12) 新学習指導要領で想定される学習過程に対応させた教授行動の分類と ICT 活用の対応づけの試み 
中尾教子,井上信介,佐藤喜信（内田洋行）,堀田龍也（東北大学大学院） 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
E11) 回路シミュレータと USB 測定アダプタを利用した電気・電子回路の学習プログラム 

石田雅（鳥取大学）

E12) 状態変化を用いた歴史学習における歴史的事象の因果関係の理解の変容 
徳竹圭太郎（東京工業大学大学院）,小尻智子（関西大学）,室田真男（東京工業大学大学院） 

E13) 工業コースで学ぶ生徒の専門科目の印象付けに効果的な教授法に関する一考察 
塩飽尚道,香川直己（福山大学大学院） 

E14) ３D仮想モデル操作による没入型天体教材の開発と評価 
田尻圭佑,森田裕介（早稲田大学）,瀬戸崎典夫（長崎大学） 

E15) 小・中学校の事例研究に基づく全校での読書教育を推進するアプローチ方法の検討 
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  杉田佳央理,深見俊崇（島根大学） 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
F11) 電子コンテンツ制作を通じたプロジェクト型学習の検討 

菅谷克行（茨城大学）

F12) 美術科におけるモバイル VR 教材の試作 
臼井昭子,佐藤克美,堀田龍也（東北大学大学院） 

F13) クラシック音楽が数学の文章題の解決に及ぼす影響について 
杉浦悟（大阪大学大学院）

F14) 音楽専門教育および音楽科教育に用いられる言語表現の分析と考察－知性ワードと感性ワードに

注目して－

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） 
F15) 合成音声を活用した映像コンテンツの高速提示効果に関する一検討 

長濱澄,牧野将大,森田裕介（早稲田大学） 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
G11) 現職教員を対象とした総合的な学習の時間の単元計画作成演習の試み 

福本徹（国立教育政策研究所）

G12) 学校研究の継続や普及のための教育課程及び教育方法の工夫 
久川慶貴,水谷年孝（春日井市立出川小学校）,佐藤和紀（常葉大学）,高橋純（東京学芸大学）,
堀田龍也（東北大学大学院）

G13) ICT 活用による学びの環境の革新を見据えた教師の力量－ICT 活用指導力の現状と１人１台の情

報端末を用いる学習に向けた課題－

帆刈あゆみ,井上久祥（上越教育大学大学院） 
G14) 中学校において学校全体で授業改善に取り組むための教育課程及び教育方法上の工夫 

田中雅也（春日井市立高森台中学校）,水谷年孝（春日井市立出川小学校）,佐藤和紀（常葉大

学）,高橋純（東京学芸大学）,堀田龍也（東北大学大学院） 
G15) PBL を用いた探究的な授業の提案－中学校「理科」を例として－ 

木村竜也,堂本光子,工藤知草,谷口進一（金沢工業大学） 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
H 会場  シンポジウム: 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？ 
（発表時間は他のセッションと異なり，各 15 分です．討論は最後の総括討議でまとめて行います） 

子供の創造的活動とプログラミング学習                         阿部和広（青山学院大学）
小学校段階におけるプログラミング体験を組み込んだ教科教育のあり方
                                            平井聡一郎（株式会社 情報通信総合研究所）
小学校における教育課程とプログラミング学習                    高橋 純（東京学芸大学）
算数・数学科でプログラミング教育を実施する上での課題             御園真史（島根大学）
プログラミング的思考を働かせるとは？－調理の最適化の事例から－
                                                             久保田善彦（宇都宮大学）

● 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「八王子駅」，京王線「京王八王子駅」からバス約 20 分．「創価大学創大門」または，

「創価大学栄光門」が会場から近いバス停となります．JR 八王子駅は時間帯によってバス乗り場が異

なりますのでご注意ください．

詳しくは，創価大学の「交通アクセス」(https://www.soka.ac.jp/access/)，
西東京バス HP(http://www.nisitokyobus.co.jp/rosen/pocket.html)をご参照ください．なお，お車でお

越しになられる場合，事前にお知らせください．

● 昼食等案内：キャンパス内外合わせて昼食を購入する場所がございません．八王子駅周辺で昼食

を用意してください．また，事前予約とはなりますがお弁当を用意する予定です．予約日時・方法等

は，Web 上でご案内いたします．

Japan Society for Educational Technology

10



12 

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） 
●申込締切：2018 年 03 月 26 日（月）17:00

●会  場：関西大学（担当：岩﨑千晶）

●原稿提出：2018 年 04 月 23 日（月）17:00

●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．

●申込方法：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 17:00”です．ご注意ください．

●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：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）

●発表件数：41 件

●会  場：関西学院大学上ヶ原キャンパス 

●参加者数：90 名（内非会員 34 名）

今回の研究会では，「アクティブラーニング・評価方法」と一般発表を含

め, 計 41 件の発表及び 90 名の参加者がありました. 
幹事校を担当するのが初めてなので受け付け等で至らないこともあった

かと思いますが,皆様に助けられ, 無事にトラブルなく終える事ができまし

た. 駅からのアクセスが悪く, また会場も見つけるのが困難な位置にあり

ましたが,遠路はるばる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. 
担当：時任隼平（関西学院大学） 

シンポジウム

2018 年 03 月 03 日（土）に創価大学（東京都八王子市）で開催される日本教育工学会研究会において，次

のシンポジウムが開催されます（第 33 回全国大会で中止となったシンポジウムの代替措置です）． 

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（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），久保田善彦氏（宇都宮大学）

小学校におけるプログラミング教育で育成すべき「プログラミング的思考力」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し続けることは確実であり，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力」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ます．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，どのようにプログラミング的思考を捉え，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頂き，今

後の教育工学研究の役割を考えます．

Japan Society for Educational Technology
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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(最終報) 

 この研修会は，日本教育工学会がこれまでの知見を活用し，大学教育の授業改善や教員の授業力向

上へ寄与しようと，2008 年度から実施されているものです．大学教員や大学教員を目指す学生などを

対象としています．本研修会の修了要件を満たした方には学会より認定書を発行し，本研修を修了し

たことを証明します．本年度の研修内容は，2011 年度から好評である内容を踏襲し，「大学授業デザ

インの方法－１コマの授業からシラバスまで－」をテーマに開催いたします．今回も事前学習用コン

テンツを用意し，e-ラーニングと対面研修の組み合わせにより行うことで，当日の活動を，ご要望が多

かった，参加度を高めた構成（反転研修）にします．また，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：【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） 

公認ファシリテーター：遠海友紀（東北学院大学），茂野賢治（立命館大学） 
竹岡篤永（明石工業高等専門学校） 
辰巳哲子（お茶の水女子大学），三浦和美（東北福祉大学） 
森 幹彦（法政大学） 

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）．参加者の皆様同士や登壇者との有意義な情報交換や FD セミナーへのご意見・

ご要望などをお聞かせいただく場としてご活用いただければと考えております． 

Japan Society for Educational Technology
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SIG-01 高等教育・FD 第５回ワークショップ 

『どうすれば教育実践事例を論文にできるのか？』開催報告 

●日時：2017 年 12 月 10 日（日曜日）13:30～16:30
●会場：関西大学

●参加者数：30 名

●テーマ：どうすれば教育実践事例を論文にできるのか？

●プログラム：講演 講師：村上正行 教授（京都外国語大学）

  質疑応答，参加者同士によるグループワーク，意見交換会

高等教育では，FD 活動が積極的に行われるようになり，質の高い授業実践事例が蓄積されつつあり

ます．SIG-01 では優れた授業を実践報告レベルにとどめるのではなく，研究の視点を含んだ教育実践

論文として執筆することを目指しています．そこで，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，講師からの話題提供「研究論文のまとめ方と査読のポイントを知る」に

加えて，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した．高等教育における授業実践を

事例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々30 名にご参加いただきました． 
まずは SIG-01 のメンバーでもある講師の村上先生から大学教育を対象とした研究の問題点として

「何がポイントか，という点が不明確」「実践報告レベルのものが多く，研究の視点が含まれていない」

「教育実践の目的と研究の目的が分けられていない」「得られた結果が利用しにくい（一般性が低い）」

といった点が提示されました．これに対して，どういった論文が求められるのかを検討するために，こ

れまで日本教育工学会で掲載された数編の論文を事例に取り上げ，それぞれの研究の目的，研究の方法

について解説が加えられました．論文を執筆する際に新規性，妥当性，有用性に配慮すべきことや，研

究の目的に応じて量的，質的な研究方法のいずれを採択するのが望ましいのかについて説明をいただき

ました．講演を受けての意見交換会では，４人１グループに分かれて，各参加者の教育実践事例に関す

る研究目的，方法，分析考察を記入したワークシートに基づいて議論をしました．リサーチクエスチョ

ンへの切込みや適切な研究方法の選択について積極的に意見が交換されました．

参加者に対するアンケートでは４段階評価（４＝あてはまる～１＝まったくあてはまらない）で，講

演に関する質問項目として「教育実践研究論文を執筆する際に参考になった」（セミナー参加者平均値

3.83）「講演内容を活用して論文を執筆する意欲がわいた」（同 3.57）という結果が得られました．ワー

クショップに関しても，「他人からの意見が参考になった」（同 3.93）「研究計画が明確になった」（同

3.37）で，これらを含む他の評価項目の平均値は 3 を上回り，おおむね高い評価を得ることができまし

た．

今後は， SIG-07 との連携による FD セミナ

ー（2018 年 03 月 05 日（月）東京工業大学大岡

山キャンパス）を実施する予定にしています．

詳細はニューズレターおよび学会ウェブページ

をご覧ください．また SIG-01 ではリサーチク

エスチョンの立て方について検討するセミナー

を企画しております．今後詳細が決まりました

ら，改めて告知いたします．最後になりました

が，今回のセミナーには SIG-01 に所属してい

ない会員，非会員の方からも多数参加いただき

ました．現在企画をしているセミナーにも奮っ

てご参加ください．

文責：岩﨑千晶（関西大学）

Japan Society for Educational Technology
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SIG-05 ゲーム学習・オープンエデュケーション, SIG-06 協調学習・学習科学 
共同国際ワークショップ 

『Epistemic Game と Quantitative Ethnography』開催報告 

●日時：2017 年 12 月 17 日（日）10:00～17:30
●会場：専修大学 神田キャンパス ５号館 571 教室

●参加者数：41 名

●テーマ：Epistemic Game と Quantitative Ethnography
●プログラム：

１．講演：「Tools for Teaching and Assessing Collaborative Problem Solving」
David W. Shaffer（ウィスコンシン大学マディソン校），要約通訳：大島純（静岡大学） 

２．Epistemic Network Analysis Workshop 
（実際の研究事例のデータを用いた Epistemic Network Analysis による再吟味ワークショップ） 
・Brendan Eagan（ウィスコンシン大学マディソン校）「Epistemic Network Analysis Tool 解説」

・池尻良平「歴史の因果関係を現代に応用する力を育成するカードゲーム教材のデザインと評価」

・安斎勇樹「創発的コラボレーションを促すワークショップデザイン」

・望月俊男・北澤武・大島純・鈴木栄幸・舟生日出男「Enhancing Online Structured Dialogue During
Teaching Internships Through Digital Storytelling to Promote Professional Socialization」 

 本ワークショップは，学習者の発話分析による学びの評価方法の一つとして提案されている

「Epistemic Network Analysis(ENA)」を開発したウィスコンシン大学マディソン校教授の David W. 
Shaffer 氏の来日に合わせて，SIG-05, SIG-06, 静岡大

学学習科学研究教育センターの共催により開催された． 
Shaffer 氏は，同大学で Epistemic Games グループ

の代表として，NSF 等からの助成を受けた大型研究プ

ロジェクトを推進しており，近年 ENA を用いて定量的

データ分析にエスノグラフィーを取り入れた方法論

「Quantitative Ethnography」を提案している．ENA
は，社会ネットワーク分析（Social Network Analysis: 
SNA）に近い計量的な手法を用いて，大量の発話データ

の分析に対応できるところに特徴がある．

今回の研究会では，まずコーディネータの大島より開

催趣旨説明と Shaffer 氏の紹介が行われた．Shaffer 氏

の講演では，まず Epistemic Game の研究アプローチの

理論的なベースとなる Epistemic Frame 理論について

の解説があり，プロジェクトの代表例として Virtual 
Internship の事例紹介が行われた．定量的な分析方法で

ある ENA の開発から Quantitative Ethnography の方

法論に展開する流れで進められた．講演は英語で行わ

れ，コーディネータの大島による逐次通訳を入れながら

進められた．質疑応答では大量の定量的データを対象に

エスノグラフィーの手法を取り入れることへの疑問点

や，実践上考慮すべき点などの活発な議論が行われた． 
午後のセッションでは，Epistemic Games グループ研究員の Brendan Eagan 氏より，コーディング

されたサンプルデータセットを実例に，ENA ツールを用いた実際の分析の進め方の説明があった．こ

の ENA ツールは日本語のデータセットも処理でき，日本の研究者の利用を積極的にサポートするとの

ことである．続いて，３件の研究事例について，実際に集めた発話データについて，ENA ツールを用い

て試行的に分析を行い，分析結果を検討するセッションが行われた．大浦弘樹（東京工業大学）の通訳

と進行で，質疑応答と Shaffer 氏と Eagan 氏から詳細なフィードバックを受けてさらに考察を深める

密度の濃い議論となった．セッション後の懇親会の場でも，参加者同士で ENA を用いた研究や今後の

連携の可能性について議論が続いた．当日のセッションのビデオとスライド資料は，SIG-06のFacebook
ページに掲載されている（http://bit.ly/2DsQHFk）． 文責：藤本徹（東京大学） 
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SIG研究会の開催報告 SIG-03教育・学習支援システムの開発・実践 第８回研究会 

『論文誌への執筆・投稿合宿研究会』開催報告

●日時：2018 年 01 月 20 日（土）13:00～01 月 21 日（日）12:00
●会場：国民宿舎レインボー桜島（鹿児島県鹿児島市）

●参加者数：６名

●プログラム：

2018 年 01 月 20 日（土）

13:00 開場 
13:00-18:00 プレワークセッション・メインワークセッション 
18:00-20:00 夕食 
20:00-22:00 メインワークセッション・情報交換会 

2018 年 01 月 21 日(日) 
09:00-12:00 ポストワークセッション 
12:00 解散 

SIG-03「教育・学習支援システムの開発・実践」

は，合宿形式の SIG 研究会を開催しました．今回は

年度末を迎えるに当たり，研究成果を公開していく

時期であるため，2016 年 12 月に実施した研究会と

同様に「論文誌への執筆・投稿」をテーマとして，

参加者全員で研究発表や相談を行うメインセッショ

ンと，その前後に各自の研究について紹介し，論文

や国際会議原稿の筋に関する説明するプレセッショ

ン，本研究会の成果について説明をするポストセッ

ションの編成としました．

ここ数年，世界的に教育工学関連の論文誌への投

稿数を向上させることが課題となっていますが，国

内外の学会において，論文誌の査読の方針，論文の

執筆方法や研究手法に関するワークショップが開催

されています．今回の SIG 研究会では，2016 年と

同様に自身の研究データを持ち寄り，論文や国際会

議投稿を目指す合同研究会を開催しました．

大学入試センター試験が開催された週では全国的

に冷え込みましたが，その翌週は冷え込みが落ち着

き，開催地の鹿児島は暖かい陽気に包まれ，雲一つ

ない空で桜島が映える中，合宿研究会が開催されま

した．今回は開催時期が悪く，少数の参加でしたが，

それぞれが研究テーマを紹介し，研究の筋道につい

て議論を行い，参加者全員が自身の研究成果をまと

め，論文や国際会議の原稿を仕上げていきました．また研究デザイン，データ分析手法，これから注目

すべき論文誌や国際会議などの有用な情報交換も行われ，参加者にとって有意義な場となりました．

教育工学研究領域においても研究成果が論文や国際会議等へインパクトのある形で公開が求められ

ており，本 SIG ではこのような研究成果を具体的な形に落としていく研究会はこれからも続けていき，

教育工学研究領域の発展に寄与していきたいと思います．是非次回以降の研究会にご参加ください．

文責：山田政寛（九州大学）
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SIG-11 情報教育 第 11 回研究会 

『モンテッソーリの理念に立脚したロボットプログラミング』 

開催案内 

●日時：2018 年 02 月 10 日（土曜日）10:00～14:00
●会場：東京工業大学キャンパス・イノベーションセンター 501 号室

（〒108-0023 東京都港区芝浦３－３－６） 
●参加者数：70 名 ●申し込み https://connpass.com/event/74759/
●テーマ：モンテッソーリの理念に立脚したロボットプログラミング
●プログラム：

09:00 会場（会場の準備開始）

10:00 講義:どうしてプログラミングなの？ 
10:15 グループごとにロボットプログラミング開始

11:45 今日学んだことを振り返ろう

12:00 子供たちは解散 会場の片付け

12:30～14:00 小学校でのプログラミング教育に関する懇談会 
司会：野崎浩成 (愛知教育大学) 
講師：加納寛子 (山形大学) 
グループワークコーディネーター：佐々木弘記 (中国学園大学) 
（ここから本文）○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

SIG-03 教育・学習支援システムの開発・実践 第９回研究会 

『教育システム研究ワークショップ』開催案内 
●日時：2018 年 03 月 22 日（木）10:00～12:00
●会場：京都大学 吉田キャンパス（京都府京都市左京区吉田本町）

●参加費：無料

●参加申込：日本教育工学会 Web ページからお申し込みください．

http://www.jset.gr.jp/sig/sig03.html 
当日参加も可能ですが，全員が登壇またはディスカッションに参加するワークショップ

ですので，研究発表／研究相談の資料をご準備のうえお越しください．

SIG-03「教育・学習支援システムの開発・実践」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ます．情報工学的なモデルや技術を基盤としたシステム開発の研究

と，教育実践の場のニーズとをマッチングさせて共同研究につなげること，理論とうまく結びつい

たシステム開発と評価および論文化するまでの道筋や工夫などを共有する場となることを目指し

ています．

これまでに，合宿形式の研究会および全国大会の SIG セッションで研究ディスカッションと交

流の活動を続けてきました．今回は，参加者全員が登壇して短い研究発表または研究相談を行った

上で，ディスカッションの時間を取る形式での研究会を開催いたします．当日参加も受け付けてお

りますので，最近の研究成果や研究実施上の悩み，実現したいアイディアなどの簡単なスライド資

料をお持ちのうえ，ご参加ください．
本研究会と同時期に，京都大学吉田キャンパスにおいて情報処理学会教育学習支援情報システム

(CLE)研究会，教育システム情報学会 Learning Analytics 部会，学習分析学会のシンポジウムおよび研

究発表が開催されます．これまでご参加の機会がなかった皆様にも，ぜひ足を運んでいただけますと幸

いです．

担当：江木啓訓（電気通信大学） -

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

＜冬合宿研究会全体の概要＞

2018 年 01 月 27 日（土）・28 日（日）に公立大学法人首都大学東京 産業技術大学院大学にて，

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」を開催しました．

１日目は，フィールドフォーラムという形で開催しました．40 名を超える参加者がウェアラブルセ

ンサを装着してフットサルを行い，スポーツにおけるサイエンスやテクノロジーの事例を体験しまし

た．また，その体験を踏まえ，サイエンスやテクノロジーの教育場面での活用方法について検討しま

した．

 ２日目は，アテネオリンピック・ハンマー投げ日本代表の室伏由佳氏をはじめ，男子アイスホッケ

ー日本代表コーチの大北照彦氏，リオパラリンピック・ゴールボール日本代表の若杉遥氏，公立はこ

だて未来大学特別研究員の金森晶作氏をお招きし，アクティビティを交えたご講演やワークショップ

を実施しました．

上段左から，室田理事ごあいさつ，フィールドワークの様子（2 枚）， 
室伏氏ご講演とアクティビティ

下段左から，金森氏ご講演，大北氏ご講演，若杉氏とゴールボール体験，山田氏ご講演

＜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．また，講演者の充実や体験の実施によって，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，体験によって具体的な実践への示唆が得られたとい

う意見等が見られました．

【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（20 名），そう思う（９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（23 名），そう思う（６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（20 名），そう思う（８名），どちらともいえない（１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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2017 年度	 日本教育工学会・産学協同セミナー（最終報）	

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初等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。	

■日時：2018 年 3 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：下記にある申込みフォームよりお申し込み下さい．

http://www.uchida.co.jp/seminar/180310/index.php 
■セミナープログラム			13:00	開場	 13:30	開始	 17:30	 終了

第一部

１．趣旨説明	企画委員会

２．講演Ⅰ：新学習指導要領でのプログラミング教育について

梅村	 研	 氏	 文部科学省生涯学習政策局情報教育課課長	

３．講演Ⅱ：プログラミング的思考等を育む学習活動の実施に関する学校・教育委員会支援について	

片岡	 靖	 氏	 ICT	CONNECT	21	常務理事・事務局長	

４．講演Ⅲ：新学習指導要領でのプログラミング教育の位置づけと実施の考え方	

			高橋	 純	 氏	 東京学芸大学教育学部総合教育科学系教育学講座准教授	

５. 講演Ⅳ：プログラミング教育の実践とその周縁の条件整備

～プログラミングを用いた理科教育実践による小学生の理解増進の事例から～	

			齊藤貴浩	 氏	 大阪大学経営企画オフィス教授		兼	大学院人間科学研究科	

(東京工業大学プログラミング教育研究開発グループ)	

第二部	

第一部でのプログラミング教育に関する様々な角度からの講演をうけて、新学習指導要領でのプログラミ

ング教育の位置付けと意義の共有と、現時点での課題を明らかにし、学校でのプログラミング教育の普及・

推進のための方策を、産官学それぞれの立場から幅広く議論を重ねる。	

コーディネータ:		高橋	 純	 氏		東京学芸大学教育学部総合教育科学系教育学講座准教授

	パネリスト:			 	 梅村	 研	 氏	 文部科学省生涯学習政策局情報教育課課長	

片岡	 靖	 氏	 ICT	CONNECT	21	常務理事・事務局長	

齊藤貴浩	 氏	 大阪大学経営企画オフィス教授	兼・大学院人間科学研究科	

（東京工業大学プログラミング教育研究開発グループ）	

■問い合わせ先	 産学協同セミナー事務局（株式会社内田洋行内）

Email: kyouiku2@uchida.co.jp	

Japan Society for Educational Technology
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ショートレター増刊号論文募集のお知らせ（最終報）
日本教育工学会論文誌 vol.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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本学会の論文誌，英文誌に投稿されました論文の数と採択率を以下に示します．

ただし，2017 年度は，2017 年 04 月から 12 月までに投稿された数となります． 
編集長 加藤 浩

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

2015 年度 

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

2016 年度 

論文 31 12 17 2 39 
教育システム開発論文 3 2 1 67 
教育実践研究論文 31 8 20 3 26 
資料 11 5 5 1 45 

2017 年度 

論文 32 3 10 2 17 9 
教育システム開発論文 5 1 4 0 
教育実践研究論文 18 2 1 2 13 11 
資料 3 1 2 0 

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

2015 年度 

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

2016 年度 

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

2017 年度 

論文 11 4 6 1 36 
教育システム開発論文 1 1 0 
教育実践研究論文 5 4 1 0 
資料 7 3 3 1 43 
巻頭言・総説・展望 5 5 100 

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

2015 年度 ショート 95 34 58 3 36 
2016 年度 ショート 125 55 65 5 44 
2014 年度 ショート 119 58 58 3 49 
英文誌
投稿年度 種別 投稿数 採択 返戻 取り下げ 査読中 採択率％

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

2016 年度 

Paper 1 1 100 
Paper on Educational Practice 
Research 

1 1 0 

Translation 12 10 2 83 

2017 年度 

Paper 2 1 1 0 
Paper on Educational Practice 
Research 

1 1 0 

Translation 10 4 1 5 40 

最近の論文投稿数と採択率 
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日本教育工学会第17期第５回理事会議事録

日時：平成29年11月18日（土）  
場所：JAPET&CEC 会議室  
出席：理事 鈴木 克明 会長，堀田 龍也 副会長，美馬 のゆり 副会長，新井 健一，

稲垣 忠， 影戸 誠，久保田 賢一，黒田 卓，根本 淳子，姫野 完治，益子 典文，

室田 真男，森田 裕介

委任状：理事 加藤 浩 副会長，赤倉 貴子，小柳 和喜雄，木原 俊行，向後 千春，

 寺嶋 浩介，永田 智子，光原 弘幸，村上 正行，山内 祐平，山田 政寛

総務委員会：北澤 武   事務局長：赤松 伊佐代              (合計 26名) 

１．前回の理事・評議員会（合同）議事録の承認について

第17期第４回理事・評議員会（合同）開催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．2017年11月18日現在の総会員数は，3,023
名である．

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，「教育工学英文誌活性化の一案」について議論がなされた．

（２）研究会委員会

 研究会の開催報告と今後の予定が提示され，承認した．

（３）企画委員会

冬の合宿研究会および産学共同セミナー案を承認した．シンポジウムおよび夏の合宿研究会

について，検討状況が報告された．

（４）大会企画委員会

第33回全国大会の報告と委員会の新体制について，報告があった． 
（５）顕彰委員会

  顕彰委員会の委員の交代について，承認した．

（６）国際交流

韓国教育工学会との学術交流協定の締結について，承認した．文部科学省EDU-PORTのプ

ロジェクト採択等の報告があった．

（７）広報委員会

ニューズレター226号（締切02月01日）の台割案について，承認した．

（８）SIG委員会

来年度SIGは，05月理事会で承認することを承認した．

４. 総務・会計

日本学術会議・学会名鑑について，内容の確認を行った．

５. 今後の学会の活動について

今後の全国大会のあり方について意見交換した． 2018 Summer International Research
Symposium（JSET-AECT共催）を承認した．

６. その他

（１）カシオ科学振興財団から教育工学分野の選考委員の推薦者を承認した．

（２）以下の協賛依頼を承認した．

・シンポジウム「モバイル’18」協賛依頼 （特定非営利活動法人 モバイル学会 より）

・高校教科「情報」シンポジウムに係る協賛名義使用依頼 （情報処理学会情報処理教育委員会

より）

・平成29年度教育の情報化推進フォーラム後援名義使用許可申請 （一般社団法人 日本教育情報

化振興会より）

（３）報告事項・郵送物を確認した．

（４）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６回理事会議事録 

日時：平成 30 年 01 月 13 日（土）～ 20 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 5 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．2018 年 01 月 20 日現在の総会員数は 3,039 名

となった．

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．

（２）研究会委員会

 研究会の開催状況，今後の研究会開催予定について報告があった．

（３）大会企画委員会

 委員の決定報告があり，承認した．

（４）国際交流委員会

全国大会 International Session 実施内容の改定案が提示された．SET-AECT 2018 Summer 
International Research Symposium の案を承認した． 

（５）広報委員会

担当理事より，資料 7 に基づきニューズレターVol226 台割り案が示され，承認した． 
（６）SIG 委員会

SIG 継続審査に関する評価の手続き等の原案が提示され，承認した．

４．総務・会計

名誉会員候補者選考委員会の設置を承認した．

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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本学会の年度会費は前納となっています

（定款第８条）．２月下旬に，2018 年度

（2018 年 04 月 01 日～2019 年 03 月 31
日）の会費請求書をお送りします．クレジ

ットカード支払い，郵便局からの払込み，

または，会費請求書内面のコンビニエンス

ストア払込票により年会費をご送金下さる

ようお願いいたします（コンビニ決済以外

での支払い方法については学会 Web でご

確認下さい）．

年会費の年額は右記のとおりです．

本学会では，年会費を納入した会員のみ

に論文誌を発送しています．2017 年度会費

未納の会員が会費を送金された場合には後

日まとめて発送します．

◆学生会員について

l 学生会員は正規の入学者で，研究生は該当しません．

l 学生会員の所属機関は，必ず大学名となります．所属機関が大学以外の場合には，正会員または

准会員となります．

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

必ず連絡して下さい．

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

ず准会員に変更させていただいております．

2018 年度研究報告集の予約購読(年額 3,500 円)について 
本学会では，研究会を５回開催し，研究報告集を発行しております．この研究報告集は事前に代金

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

送金いただいた場合は，次に開催される研究会終了後に，それ以前の報告集を郵送します．

代金後納の場合と非会員の場合は，以下に販売を委託しています．代金：5,000 円 
・株式会社毎日学術フォーラム 販売業務課 小田

・〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋 1-1-1 パレスサイドビル９階

・TEL. 03-6267-4550 FAX. 03-6267-4555 E-mail.

第 33 回全国大会講演論文集の購入について
昨年 9 月に島根大学で開催された第 33 回全国大会の論文集に残部があります．購入をご希望の方

は，学会事務局（ ）にメールで在庫を確認の上，以下の金額をご送金下さい．ご入金を

確認後お送りいたします．

郵便振込用紙の通信欄に「第 33 回全国大会講演論文集」とご明記下さい．特にご要望がない場合，

請求書・領収証等を発行しておりませんので，必要な方はその旨ご記入下さい．

・ 第 33 回全国大会講演論文集冊子 1 部 9,000 円（論文集冊子代 8,000 円＋送料 1,000 円）

・ 第 33 回全国大会講演論文集 USB メモリ

1 部 4,500 円（論文集 USB メモリ代 4,000 円＋送料 500 円）

・ 第 33 回全国大会講演論文集冊子と USB メモリセット

1部 11,000 円（論文集冊子と USB メモリ代 10,000 円＋送料 1,000 円））

口座番号：00180-2-539055  加入者名：日本教育工学会 
代金後納の場合は，上記の研究会報告集と同様に（株）毎日学術フォーラムに販売を委託しています．

代金は，論文集冊子 10,000 円+送料，論文集 USB メモリ 5,000 円+送料，論文集冊子と USB メモリセッ

ト 12,000 円+送料となります．

2018 年度会費納入のお願い 

◆会員種別と年会費・受けるサービス

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

（注）論文誌：和文/年４回発行 
増刊号：ショートレター特集/年１回発行 
英文誌：英文/年１回発行 
JSET ： ニューズレター/年６回発行 
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28 

新入会員 
（2017 年 08 月 27 日～2018 年 01 月 08 日） 

50 名（正会員：33 名，准会員：７名，学生会員：10 名） 

■正会員（33 名）
高池宣彦 (千葉工業大学) 
二木恵 (金沢大学) 
児玉典子 (神戸薬科大学) 
小田切歩 (日本学術振興会) 
清水秀夫 (共立女子大学) 
古屋栄彦 (金沢工業大学) 
江原康生 (京都大学) 
宮本反介

中山祐貴 (早稲田大学) 
瀬尾匡輝 (茨城大学) 
瀬田広明 (鳥羽商船高等専門学校) 
西村華奈

(千葉県立千葉工業高等学校) 
岡田悠佑 (大阪大学) 
久我直人 (鳴門教育大学大学院) 
西田寛子 (赤磐市立吉井中学校，

兵庫教育大学大学院) 
飯田洋市 (諏訪東京理科大学) 
林良雄 (秋田大学) 
平川幹和子 (九州産業大学) 
大谷碧 (コンサルタント, 株式会

社レイヤーズ・コンサル

ティング)
福島海

 (東京電機大学科目等履修生) 
小川達也 (岐阜市立島中学校) 
石川卓弥 (青山学院大学) 
中尾基 (九州工業大学) 
小田理代

 ((株)ベネッセコーポレーション) 
道幸俊也 (関東学院大学) 
伊勢坊綾 (東京大学) 
江﨑誠治 (大阪大谷大学) 
垣内康孝 (金沢大学) 
浅子秀樹 (LINE 株式会社) 
鵜瀬亮一 (新潟医療福祉大学) 
山本大介 (北里大学薬学部) 
榊原範久 (知多市立八幡中学校) 
林浩一 (ピースミール・テクノロ

ジー株式会社) 

■准会員（７名）
樋口隆史 (久留米大学) 
新原俊樹 (九州大学大学院) 
佐々木務行 (北海道稚内高等学校) 
石谷優行

(神奈川県立横浜平沼高等学校) 
岡山咲子 (千葉大学) 
木村初美 (京都仏眼医療専門学校) 
小林裕子 (岩国看護学校) 

■学生会員（10 名）
井芹俊太郎 (東京大学大学院) 
松井佑太郎

(上越教育大学, 学校教育学部) 
中嶋瑞希 (東京学芸大学大学院) 
河村研 (早稲田大学大学院) 
南方美紀

(早稲田大学(通信教育課程) ) 
藪中孝太朗 (大阪大学大学院) 橋
本泰介 (奈良教育大学大学院) 長
沼祥太郎 (京都大学大学院) 大町

侑平 (九州工業大学大学院) 
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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
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◎学会日誌
２０１８年
・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０３月２２日（木）
SIG-03 教育・学習支援システムの開発・実践　第 9 回
研究会「教育システム研究ワークショップ」（京都大学）

・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
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)
・ICET 2018
 http://icet.or.kr/
 (5/25 - 26, Seoul, Korea)
・EdMedia 2018
 http://www.aace.org/conf/edmedia/
 (6/25 – 29, Amsterdam, the Nederlands)
・ICBL 2018
 http://www.aimtech.cityu.edu.hk/icbl2018/
 (7/31 – 8/2, Osaka, Japan)
・ISET 2018
 http://www.aimtech.cityu.edu.hk/iset2018/
 (7/31 – 8/2, Osaka, Japan)
・ICoME 2018
 (8/16 – 8/18, Cheongju, Korea)
・ JSET-AECT 2018 Summer International Research 

Symposium Hakodate
 http://www.jset.gr.jp/jset-aect/
 (9/7 – 9/9, Hakodate, Japan)
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