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第34回通常総会ならびにシンポジウム開催のお知らせ（第二報） 

日時  2018年06月23日（土）10:00〜16:00（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/ 
〇東急大井町線 大岡山駅 徒歩１分 〇東急目黒線 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．

進行役：堀田龍也（東北大学 副会長）

登壇者：

永田智子（兵庫教育大学）

  根本淳子（明治学院大学）

瀬戸崎典夫（長崎大学）

村上正行（京都外国語大学）

  森田裕介（早稲田大学）

指定討論者：加藤浩（放送大学）

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

第３号議案 名誉会員推薦の件

14:00〜16:00 シンポジウム「SDGs時代の教育工学者：2030年の教育と研究を考える」 
国連が提唱した「持続可能な開発目標：SDGs （Sustainable Development Goals）」は，先進国を含む国際社

会全体が2030年までに達成すべき目標を掲げたものである．17の目標のうち，今回のパネルディスカッション

では，「５. ジェンダー平等を実現しょう」に着目し，社会人（企業）や研究者としてのライフステージを想定し，

キャリア形成や家庭での役割（育児を含む）などにおける男女格差の現状について，学会での活動，職場の労働

条件などの観点から検証を行う．そして，本学会として，人生のステージに合わせた研究者の研究活動をどのよ

うに支援できるのか，討論を行う．

１. 趣旨説明：美馬のゆり（公立はこだて未来大学 副会長）

２. パネルディスカッション

進行役：鈴木克明（熊本大学 会長）

登壇者：

  田口真奈（京都大学）

  遠山紗矢香（静岡大学）

  中尾教子（内田洋行）

  谷塚光典（信州大学）
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第 34回全国大会のお知らせ（第二報） 
大会 Webサイト：https://www.jset.gr.jp/taikai34/ 

 
 日本教育工学会第 34 回全国大会を，下記のように東北大学川内キャンパスにおいて開催します．多くの方々

のご参加をお待ちしています．また，研究発表にも奮ってご応募下さい． 
 
１. 開催期日・会場 

期日：2018年09月28日（金）～30日（日） 
会場：東北大学川内キャンパス 〒980-8576 宮城県仙台市青葉区川内41 
      https://www.tohoku.ac.jp/ 
     （会場までのアクセス：https://www.tohoku.ac.jp/japanese/profile/campus/01/kawauchi/） 

 
最寄り駅は仙台市地下鉄東西線 川内駅（キャンパス直結）です．自家用車でのご来場には対応できません．

なお，宿泊については「16. 宿泊について」をご参照の上，ホテルの確保にご注意下さい． 
 
２. 大会日程 

１日目 ２日目 ３日目 
09月28日（金） 09月29日（土） 09月30日（日） 

08:15～17:00 受付 
09:00～10:20  

一般研究発表１ 
（ポスター発表） 

09:00～09:30 
チュートリアルセッション１ 

10:30～12:30  
一般研究発表２ 
（口頭発表） 

International Session１ 
（口頭発表） 

12:30～14:00 昼食，理事会 
企業ランチセッション 

14:00～15:20  
一般研究発表３ 

（ポスター発表） 
International Session２ 

（口頭発表） 
14:00～14:30 

チュートリアルセッション２ 
15:30～17:30  

SIGセッション１ 

08:30～17:00 受付 
09:00～10:20  

一般研究発表４ 
（ポスター発表） 

（ポスター発表：日英併記） 
 
10:30～13:10  

一般研究発表５ 
（口頭発表） 

President Talk 
 
13:10～14:10  

昼食，各種委員会 
 
14:10～15:10 全体会 

（表彰，会長講演） 
15:10～17:40 シンポジウム 
 
18:00～20:00 懇親会 

08:30～15:00 受付 
09:00～11:00  

一般研究発表６ 
（口頭発表） 

11:10～13:10  
一般研究発表７ 
（口頭発表） 

 
13:10～14:10 昼食 
 
14:10～16:10  

SIGセッション２ 
 
 

 

09:00～16:00 企業展示  08:30～14:10 企業展示  
＊ プログラム編成によっては，時間帯が若干変わることもあります． 
＊ 企業展示が大会１日目，２日目に開催されます．ぜひ見学にお立ち寄り下さい． 
＊ 初日昼休みには，無料ランチ付きの企業ランチセッションを開催します． 
＊ 今大会より，ポスターセッションのポスターは，日本語と英語の併記で作成することもできるよ

うになりました．従来通り日本語のみで作成することもできます． 
＊ ワークショップについては日程等の都合により，今大会では開催しません． 

 
託児所の提供について 
 大会期間中，託児所を提供する予定です．料金等，詳細が決まり次第，大会 Web サイト，ニューズレター等

でお知らせいたします． 
 
昼食について 
 大会期間中は学内食堂（川内の杜ダイニング）が営業しています． 
 売店については28日（金）・29日（土）のみの営業となります． 
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３. 今大会での注目点・注意点 
・ 前回大会に引き続き， “現代的教育課題に対するSIG（Special Interest Group）セッション”を開催します．

今大会では，１日目の午後と３日目の午後に分けて行います． 
・ また，今大会でも２回のチュートリアルセッションを開催します．１日目の午前は本学会に初めて参加する

方を主な対象としたセッション，午後は本学会論文誌における査読者の心得に関して，編集委員会が主催す

るセッションを行います． 
・ 今大会より，国際交流委員会による「President Talk」を実施します．本セッションは，本学会と交流のあ

る海外の学会から来賓をお迎えして，海外の研究の最新の動向について話題提供していただきます． 
・ 今大会より，一般研究発表（ポスター発表）のポスターは日本語と英語の併記で作成することもできるよう

になりました（従来通り日本語のみで作成することもできます）． 
・ 講演論文集は前回大会に引き続き，USBメモリ版になります． 
・ 参加費は，USBメモリ版の講演論文集込みの価格となります． 
・ 企業ランチセッションが 28 日（金）の 12:30 から行われます．企業ブースへの出展企業から各８分程度の

プレゼンテーションをして頂きます．参加者には，先着150名分（３会場合計）のランチ（お弁当）を無償

提供いたします． 
 
４. シンポジウム 

 大会２日目の午後には「EdTech：未来の教育を創る教育工学（仮）」のテーマのもとシンポジウムが開催され

ます．詳細は後日お知らせいたします． 
 

テーマ 「EdTech：未来の教育を創る教育工学（仮）」 

基調講演者 浅野 大介 氏（経済産業省） 

司 会 山田 政寛 氏（九州大学） 

指定討論者 山内 祐平 氏（東京大学） 

パネラー 斎藤 俊則 氏（星槎大学），佐藤 昌宏 氏（デジタルハリウッド大学大学院），他 
 
内容：近年，１人１台端末，デジタル教科書，MOOC，IoTといった情報通信技術を活用した教育環境が広まる

につれ，国際的にEdTechという言葉が使われるようになった．政府関係でも，経済産業省ではEdTechに関す

る委員会も作られ，未来の教育と情報工学の関係について検討が進められている．EdTech はその名からもわか

るとおり，Educational と Technology が組み合わされた言葉であり，まさに教育工学そのものを意味するが，

情報工学の知見を教育に適用し，未来の教育を検討することに対して，教育工学研究の果たす役割は大きいであ

ろう．本シンポジウムではEdTechというキーワードのもと進められている議論とこれまでの教育工学研究の知

見を振り返りながら，教育工学が創る未来の教育について議論していく． 
 
５. チュートリアルセッション 

 本学会にはじめて参加する方のために，１日目にチュートリアルセッションを行う予定です．午前のセッショ

ン１では，本学会の活動内容について，たとえば教育工学選書やSIG活動などの紹介を通して，本学会が対象と

する学術分野や研究のテーマ，これまでの研究知見の概要を会長および SIG 委員長が説明します．午後のセッ

ション２では，本学会論文誌「日本教育工学論文誌」における査読者の心得について，編集委員会からお話いた

だきます． 
 いずれのセッションも大学院生や現職教員，教育工学に関する研究に取り組もうとする研究者の方々を対象と

します． 
 
６. SIGセッション 

 SIGは，年間を通じて現代的教育課題に対する研究を深める時限付きのグループです．今大会では，大会１日

目と３日目の午後に，SIGセッションを開催します．ただし，SIGが発足して３年が経過し，現在継続申請の審

査中であるため，SIG セッションの詳しい内容は，その審査が終了次第大会 Web サイトにて順次案内いたしま

す．次号のニューズレターにも掲載します．なお，このように各SIGの新しい体制が不確定なことから，今大会

のSIGセッションは，一般からの発表申し込み等を行いません． 
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７. 一般研究（口頭発表とポスター発表） 
 一般研究発表は，口頭発表とポスター発表に分かれます．どちらの発表も同じ一般研究発表であり，口頭発表

とポスター発表に質的な優劣はありません．発表目的に合わせてご選択下さい．なお，プログラム編成の都合上，

口頭発表とポスター発表の発表形式のご希望に添えない場合があるかもしれません．ポスター発表の枠を増やし

た場合，口頭発表で申し込まれていてもポスター発表になる場合もあります．あらかじめご了承下さい．ポスタ

ー発表者は，発表セッションの時間帯は，ポスター前で説明及び討論に従事しなければなりません．また，今大

会よりポスターは日本語と英語の併記で作成することもできるようになりました．従来通り日本語のみで作成す

ることもできます．ただし，日本語と英語の併記で作成したポスターの内容を発表する場合は，発表日は 09 月

29日（土）の一般研究発表４の時間帯に限られますので，ご注意下さい． 
 開催予定のセッションは以下の通りです． 
 （１）高等教育の教育方法 （２）FD，IR （３）教師教育 （４）授業研究 （５）教育・学習支援システ

ムの開発・実践 （６）学習コンテンツ開発・評価 （７）遠隔教育，遠隔学習 （８）反転授業 （９）e ポ

ートフォリオ （10）情報教育 （11）情報モラル （12）教科指導における ICT活用 （13）メディア・リ

テラシー，メディア教育 （14）e-Learning （15）ゲーム学習 （16）オープンエデュケーション （17）認

知と学習 （18）協調学習，学習科学 （19）教育評価，データ解析 （20）授業設計，授業実践 （21）イン

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

 
８. International Session 
 昨年度に引き続き，International Sessionは全国大会中に国際交流委員会を中心として実施・運営し，充実さ

せる方向を目指します． 
 本セッションでの発表および質疑応答は，英語で行われます．本セッションは，教育工学研究の国際化に対応

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

機会でもあります． 
 発表は，大会１日目に一般研究発表２および３と同じ時間帯で行われます．本セッションは下記の２つのテー

マで実施されます． 
 

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

 
We would like to invite you to the International Session which will be held on the first day of the annual 

conference.  
The purpose of this session is to provide an opportunity to present papers and engage in scholarly 

discussions in English, and thus promote internationalization of the JSET community. 
This International Session will be run in parallel with the presentation session (一般研究発表 2 and 3). 

Young scholars as well as experienced researchers are all welcome. Papers related to the following topics are 
invited to the Session. 
 

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

 
９. 発表時間 

 発表時間は以下の予定です（発表件数に応じて変わる場合があります）． 
 [一般研究] ＜口頭発表＞発表14分 質疑応答５分（昨年と同じです） 

＜ポスター発表＞80分（昨年と同じです） 
 

10. 発表内容の撮影，録音，録画等について 

 発表者，参加者の双方に次のことをお願いいたします． 
１．発表者は参加者が発表内容を撮影，録音，録画する可能性のあることを承知の上で発表して下さい．参

加者に記録されると問題が生じる可能性がある場合には，発表者自身が参加者に記録しないよう指示し

て下さい． 
２．撮影，録音，録画したものについて，日本国の著作権法が規定している範囲以外で利用される場合は，

発表者の許可をとって下さい． 

３. 今大会での注目点・注意点 
・ 前回大会に引き続き， “現代的教育課題に対するSIG（Special Interest Group）セッション”を開催します．

今大会では，１日目の午後と３日目の午後に分けて行います． 
・ また，今大会でも２回のチュートリアルセッションを開催します．１日目の午前は本学会に初めて参加する

方を主な対象としたセッション，午後は本学会論文誌における査読者の心得に関して，編集委員会が主催す

るセッションを行います． 
・ 今大会より，国際交流委員会による「President Talk」を実施します．本セッションは，本学会と交流のあ

る海外の学会から来賓をお迎えして，海外の研究の最新の動向について話題提供していただきます． 
・ 今大会より，一般研究発表（ポスター発表）のポスターは日本語と英語の併記で作成することもできるよう

になりました（従来通り日本語のみで作成することもできます）． 
・ 講演論文集は前回大会に引き続き，USBメモリ版になります． 
・ 参加費は，USBメモリ版の講演論文集込みの価格となります． 
・ 企業ランチセッションが 28 日（金）の 12:30 から行われます．企業ブースへの出展企業から各８分程度の

プレゼンテーションをして頂きます．参加者には，先着150名分（３会場合計）のランチ（お弁当）を無償

提供いたします． 
 
４. シンポジウム 

 大会２日目の午後には「EdTech：未来の教育を創る教育工学（仮）」のテーマのもとシンポジウムが開催され

ます．詳細は後日お知らせいたします． 
 

テーマ 「EdTech：未来の教育を創る教育工学（仮）」 

基調講演者 浅野 大介 氏（経済産業省） 

司 会 山田 政寛 氏（九州大学） 

指定討論者 山内 祐平 氏（東京大学） 

パネラー 斎藤 俊則 氏（星槎大学），佐藤 昌宏 氏（デジタルハリウッド大学大学院），他 
 
内容：近年，１人１台端末，デジタル教科書，MOOC，IoTといった情報通信技術を活用した教育環境が広まる

につれ，国際的にEdTechという言葉が使われるようになった．政府関係でも，経済産業省ではEdTechに関す

る委員会も作られ，未来の教育と情報工学の関係について検討が進められている．EdTech はその名からもわか

るとおり，Educational と Technology が組み合わされた言葉であり，まさに教育工学そのものを意味するが，

情報工学の知見を教育に適用し，未来の教育を検討することに対して，教育工学研究の果たす役割は大きいであ

ろう．本シンポジウムではEdTechというキーワードのもと進められている議論とこれまでの教育工学研究の知

見を振り返りながら，教育工学が創る未来の教育について議論していく． 
 
５. チュートリアルセッション 

 本学会にはじめて参加する方のために，１日目にチュートリアルセッションを行う予定です．午前のセッショ

ン１では，本学会の活動内容について，たとえば教育工学選書やSIG活動などの紹介を通して，本学会が対象と

する学術分野や研究のテーマ，これまでの研究知見の概要を会長および SIG 委員長が説明します．午後のセッ

ション２では，本学会論文誌「日本教育工学論文誌」における査読者の心得について，編集委員会からお話いた

だきます． 
 いずれのセッションも大学院生や現職教員，教育工学に関する研究に取り組もうとする研究者の方々を対象と

します． 
 
６. SIGセッション 

 SIGは，年間を通じて現代的教育課題に対する研究を深める時限付きのグループです．今大会では，大会１日

目と３日目の午後に，SIGセッションを開催します．ただし，SIGが発足して３年が経過し，現在継続申請の審

査中であるため，SIG セッションの詳しい内容は，その審査が終了次第大会 Web サイトにて順次案内いたしま

す．次号のニューズレターにも掲載します．なお，このように各SIGの新しい体制が不確定なことから，今大会

のSIGセッションは，一般からの発表申し込み等を行いません． 
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３．大会スタッフが記録用写真やニューズレター用写真を撮影します．撮影を拒否される方は，記録係のス

タッフに撮影しないようお伝え下さい． 
 

11. 大会までのスケジュール 

06月01日 金 一般研究発表／International Session申込・原稿（２ページ）提出開始 
参加費事前送金開始 

07月10日17:00 火 一般研究発表／International Session申込・原稿（２ページ）提出締切 
※17:00が最終締切時刻となります． 

07月17日17:00 火 発表者の参加費等事前送金締切（クレジットカード払い，振込・振替共に） 
08月21日 火 発表者以外の参加費等事前送金期限（クレジットカード払い，振込・振替共に） 

 ＊提出原稿の差し替え期間を廃止しました． 
 ＊SIGセッションの発表原稿は公募しません． 
 
12. 発表申込等 

（１） 発表者の資格 
・ [発表者]は，本学会の会員に限ります．ただし，会員以外が連名者となることは，差し支えありません．こ

こでいう[発表者]とは，ファースト・オーサーあるいは連名者という意味ではなく，大会当日発表される方

です． 
・ [発表者]が年会費を納入されていない場合は，発表申し込みを行えません．また，[発表者]には，事前に大会

参加費を送金して頂くことになっております．なお，大会企画委員会が特に発表を依頼した場合はこの限り

ではありません． 
・ 維持会員に所属する方は，個人会員として入会していなくても最大３名まで発表ができます．ただし，大会

参加費はお支払い頂きます．該当する発表者は，06月28日（木）までに大会企画委員会

（ ）にご連絡下さい．この期限を過ぎた後の受付はできませんので，ご注意下さい． 
 

（２）発表申込件数の制限 
・ 会員は，一般研究で１件，International Sessionで１件を発表者として申し込むことができます． 
・ 発表者でない連名者の件数には，制限はありません． 

 
（３）一般研究／International Sessionの発表申込方法  
・ 大会Webサイトの案内に従って，発表申し込み，原稿提出を行って下さい．原稿の提出締切は，07月10日

（火）17:00です． 
・ 発表日時の希望には応じられません． 
 
（４）原稿ファイルの作成と提出 
・ 書式は，大会Webサイトに掲載されるテンプレートをご参照下さい．原稿は，A4サイズで２ページです．

１ページや３ページ以上のものは受け付けません． 
・ 講演論文集の電子ファイルは，本文中の文字列が検索できる方法で製作します．そのため，原稿ファイルは

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

１．冊子体では，A4をB5に縮小して印刷します．細い線が消えてしまう場合がありますので，細すぎない

ように注意して下さい． 
２．PDF作成時に，図表やキャプションの位置が意図しない場所に移動することがあります．作成した

PDFを印刷してチェックしたのち，投稿して下さい． 
３．PDFにフォントが埋め込まれているか自信がない場合には，一般的なフォント，文字コードを利用して

下さい．文字コードによっては，検索できない場合もあります． 
４．提出して頂いたファイルの書式や文字化け等のチェック作業は，大会企画委員会では行いません． 

 
（５）その他，発表に関するお願いや注意点 
・ 原稿は，あるレベルで完結した内容であることを求めます．「結果は当日会場で発表する」等の書き方はしな

いで下さい．大会企画委員会で判断し，修正を求める場合があります． 
・ 類似の内容，シリーズ的な内容を複数の発表者に分割して申し込むことはできません． 
・ 発表者及び連名者には，大会企画委員会より「座長」の依頼を受けた場合には，それをご担当頂きますの
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で，予めご了承下さい． 
・ 講演論文集の発行日は，事前申込者がダウンロード可能になる日です． 
・ 提出された原稿は，学会がWebサイト等に掲載することを許諾して頂きます． 
 
13. 大会の参加申込及び受付等について 
 大会に参加を希望される方は，以下の手順に従って申し込みをお願いします． 
（１）参加費等について 
 参加費は，以下のとおりです．発表者の事前支払期限は，クレジットカード払いの場合も払込・振替の場合も

07月17日（火）17:00です．発表者以外の方の事前支払期限は，クレジットカード払いの場合も払込・振替の

場合も08月21日（火）です． 
参加費 正・准会員（名誉会員は無料） 8,000 円（当日は10,000円） 

学生会員    2,000 円（当日は4,000円） 
非会員    9,000 円（当日は12,000円） 
非会員の学生          4,000 円（当日は6,000円） 

懇親会費     4,000 円（当日は5,000円） 
講演論文集代（予定）：冊子体8,000円，USBメモリ版のみ4,000円，両方10,000円 
 

 参加費には，プログラム冊子およびUSB メモリ版講演論文集代を含みます．参加費には，昼食費等の食事代

は含まれておりません．企業ランチセッションは，企業からの協賛費用から先着150名分（３会場合計）のお弁

当を提供するもので，参加費とは無関係です． 
 事前支払期限以降に送金された場合は，当日参加の場合との差額を会場でお支払い頂きます．なお，事前支払

期限までに発表者の参加費の納入が確認できない場合は，発表取り消しとなりますので，ご注意下さい． 
 お支払い後，08 月 21 日（火）までのキャンセルについては，大会企画委員会（ ）まで

ご連絡下さい．送金なさった分を次年度の年会費に振り替えることができます．返金はできません．非会員の場

合は入会をして頂くことになります．この日以降は，ご連絡頂いても，原則として振替等ができないことをご了

解下さい． 
 大会参加費を事前に送金し，学会事務局に連絡することなく，大会に参加されなかった場合には，その旨を大

会企画委員会（ ）までご連絡下さい．プログラム冊子とUSBメモリ版講演論文集をお送り

します． 
 卒業見込み年月が過ぎた学生会員で継続の連絡がない場合は，「准会員」に会員種別が変更されています．学

生会員としての特典はありませんので，ご注意下さい． 
 

（２）事前の送金と参加登録について 
 講演申し込み，事前参加申し込みのシステムには，大会 Web サイト（https://www.jset.gr.jp/taikai34/）から

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

選択できます． 
 

①クレジットカードによる支払い 
・ 申し込み後に，クレジットカードの情報を入力する画面に進めます． 
②払込・振替 
・ 申し込み時に表示される金額と送金内容を，学会からニューズレターと一緒にお送りする払込取扱票に記入

して，郵便局の窓口から送金して下さい．必ず会員番号をご記入下さい． 
③当日現金で支払い 
・ クレジットカード，振込・振替による事前送金を締め切った後に選択できるようになります． 
・ 事前参加登録をして頂きますと，会場での受付が簡便になります． 
・ 登録内容が記入された電子メールが届きますので，それを印刷して，当日，会場受付にお出し下さい．この場

合，当日参加票に記入する必要はありません． 
 

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

参加証（名札用）」，「領収書」をお渡しします．電子メールでの送付はありませんので，ご注意下さい． 
 
 
（４）講演論文集のダウンロードについて 

３．大会スタッフが記録用写真やニューズレター用写真を撮影します．撮影を拒否される方は，記録係のス

タッフに撮影しないようお伝え下さい． 
 

11. 大会までのスケジュール 

06月01日 金 一般研究発表／International Session申込・原稿（２ページ）提出開始 
参加費事前送金開始 

07月10日17:00 火 一般研究発表／International Session申込・原稿（２ページ）提出締切 
※17:00が最終締切時刻となります． 

07月17日17:00 火 発表者の参加費等事前送金締切（クレジットカード払い，振込・振替共に） 
08月21日 火 発表者以外の参加費等事前送金期限（クレジットカード払い，振込・振替共に） 

 ＊提出原稿の差し替え期間を廃止しました． 
 ＊SIGセッションの発表原稿は公募しません． 
 
12. 発表申込等 

（１） 発表者の資格 
・ [発表者]は，本学会の会員に限ります．ただし，会員以外が連名者となることは，差し支えありません．こ

こでいう[発表者]とは，ファースト・オーサーあるいは連名者という意味ではなく，大会当日発表される方

です． 
・ [発表者]が年会費を納入されていない場合は，発表申し込みを行えません．また，[発表者]には，事前に大会

参加費を送金して頂くことになっております．なお，大会企画委員会が特に発表を依頼した場合はこの限り

ではありません． 
・ 維持会員に所属する方は，個人会員として入会していなくても最大３名まで発表ができます．ただし，大会

参加費はお支払い頂きます．該当する発表者は，06月28日（木）までに大会企画委員会

（ ）にご連絡下さい．この期限を過ぎた後の受付はできませんので，ご注意下さい． 
 

（２）発表申込件数の制限 
・ 会員は，一般研究で１件，International Sessionで１件を発表者として申し込むことができます． 
・ 発表者でない連名者の件数には，制限はありません． 

 
（３）一般研究／International Sessionの発表申込方法  
・ 大会Webサイトの案内に従って，発表申し込み，原稿提出を行って下さい．原稿の提出締切は，07月10日

（火）17:00です． 
・ 発表日時の希望には応じられません． 
 
（４）原稿ファイルの作成と提出 
・ 書式は，大会Webサイトに掲載されるテンプレートをご参照下さい．原稿は，A4サイズで２ページです．

１ページや３ページ以上のものは受け付けません． 
・ 講演論文集の電子ファイルは，本文中の文字列が検索できる方法で製作します．そのため，原稿ファイルは

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

１．冊子体では，A4をB5に縮小して印刷します．細い線が消えてしまう場合がありますので，細すぎない

ように注意して下さい． 
２．PDF作成時に，図表やキャプションの位置が意図しない場所に移動することがあります．作成した

PDFを印刷してチェックしたのち，投稿して下さい． 
３．PDFにフォントが埋め込まれているか自信がない場合には，一般的なフォント，文字コードを利用して

下さい．文字コードによっては，検索できない場合もあります． 
４．提出して頂いたファイルの書式や文字化け等のチェック作業は，大会企画委員会では行いません． 

 
（５）その他，発表に関するお願いや注意点 
・ 原稿は，あるレベルで完結した内容であることを求めます．「結果は当日会場で発表する」等の書き方はしな

いで下さい．大会企画委員会で判断し，修正を求める場合があります． 
・ 類似の内容，シリーズ的な内容を複数の発表者に分割して申し込むことはできません． 
・ 発表者及び連名者には，大会企画委員会より「座長」の依頼を受けた場合には，それをご担当頂きますの
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・ 事前申し込みされた方は，大会初日の約 1 週間前（09 月 20 日（木）を予定）から講演論文集をダウンロー

ドしていただけるようになります． 
 
14. 会場の設備について 

 口頭発表のすべての会場で，コンピュータの画面を投影できる設備（プロジェクタまたはモニタ）とスピー

カーが利用可能です．ただし，機器の接続確認は，当該の発表セッション開始５分前までに発表者の責任で完

了して下さい．接続端子については，VGA / HDMI共に利用できます．なお，貸出用コンピュータやOHPは用

意されません． 
 ポスター発表の会場では，幅90cm・高さ210cm程度のポスター掲示用パネルを用意する予定です．またパネ

ル前に机を用意しますので配布資料やデモンストレーション用のパソコンを置くことが可能です．電源は用意

されませんので，それを前提にした発表準備をお願いいたします． 
 口頭発表，ポスター発表の会場とも無線（Wi-Fi）によるインターネット接続環境を準備する予定です． 
 
15. 企業の展示について 

 大会期間中の28日（金），29日（土）の２日間，会場内展示ブースにて企業展示を行います．また，28日
（金）の12:30からは，出展企業による企業ランチセッションも行います．出展企業による各８分程度のプレゼ

ンテーションを行い，参加者には，先着150名分（３会場合計）のランチ（お弁当）を無償提供いたします．出

展，ならびに大会プログラム等への広告協賛を募集いたしますので，ご希望の方は大会企画委員会企業展示ワ

ーキンググループ（ 8 ）へお問い合わせ下さい．なお，出展・広告申込の第１次締切は，05
月31日（木）です． 
 

16. 宿泊について 

 大会期間中の宿泊施設の斡旋はいたしません．各自でホテルのご予約をお願いいたします． 
なお，週末は通常期でも混雑するため，お早めに部屋を確保されることをおすすめします． 
 
17. 問い合わせ先 

 大会全般に関しては以下にお問い合わせ下さい．  
 大会企画委員会  問い合わせ用電子メールアドレス：   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

委員長 寺嶋 浩介(大阪教育大学) 
副委員長 
(五十音順，以下同様) 

姫野 完治(北海道教育大学) 
山田 政寛(九州大学) 

委員 川面 きよ(東北大学) 
小林 由昭(内田洋行) 
島田 英昭(信州大学) 
瀬戸崎 典夫(長崎大学) 
椿本 弥生(東京大学) 
古田 紫帆(大手前大学) 
森下 孟(信州大学) 
森本 容介(放送大学) 
渡邉 文枝(東北大学) 

担当副会長 美馬 のゆり(公立はこだて未来大学) 
アドバイザ 鈴木 克明(熊本大学) 
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委員長	 寺嶋	浩介（大阪教育大学）
副委員長	 姫野	完治（北海道教育大学）
（五十音順，以下同様）	 山田	政寛（九州大学）
委員	 川面	きよ（東北大学）
	 小林	由昭（内田洋行）
	 島田	英昭（信州大学）
	 瀬戸崎	典夫（長崎大学）
	 椿本	弥生（東京大学）
	 古田	紫帆（大手前大学）
	 森下	孟（信州大学）
	 森本	容介（放送大学）
	 渡邉	文枝（東北大学）
担当副会長	 美馬	のゆり（公立はこだて未来大学）
アドバイザ	 鈴木	克明（熊本大学）



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，

09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，研究者同士の交流を深め，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
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神のもと2000年に開学された大学です．創造性あふれる人材育成を目指し，空間的・心理的に開かれた学習環
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ンプランを作成することです．本シンポジウムの基調講演，議論，グループ毎の研究計画などは，AECTのbooklet
として出版を予定しています．みなさまの積極的なご参加をお待ちしております． 
詳細・参加申込については，https://www.jset.gr.jp/jset-aect/index.htmlよりご確認下さい． 

 
基調講演： 

- Prof. Stephen W. Harmon (Past AECT President, Georgia Tech), Creating the Next in Higher Education: 
Scalable Advanced Learning Ecosystems 

- Prof. J. Ana Donaldson (Past AECT President, University of Northern Iowa – Retired), If I'm having fun 
then I know you are learning: Creating Activity-Focused Learning Environments 

- Prof. Brad Hokanson (Mertie Buckman Professor of Design Education University of Minnesota, Immediate 
AECT Past President 2018), Creativity: Connection, engagement and technologies 

- Prof. Cheolil Lim (Korean Society for Educational Technology (KSET) President, Seoul National University), 
How can you support creative activities in the educational setting through online system? 

- Prof. Noyuri Mima (Future University Hakodate), Open Space, Open mind: the Challenge for Higher 
Education Reform in Japan 

- Prof. Tsukasa Hirashima (Hiroshima University), Design of Meta-Problem to Promote Meta-Cognition and 
Relational Comprehension 

 
国際交流委員会 

  

・ 事前申し込みされた方は，大会初日の約 1 週間前（09 月 20 日（木）を予定）から講演論文集をダウンロー

ドしていただけるようになります． 
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ル前に机を用意しますので配布資料やデモンストレーション用のパソコンを置くことが可能です．電源は用意

されませんので，それを前提にした発表準備をお願いいたします． 
 口頭発表，ポスター発表の会場とも無線（Wi-Fi）によるインターネット接続環境を準備する予定です． 
 
15. 企業の展示について 

 大会期間中の28日（金），29日（土）の２日間，会場内展示ブースにて企業展示を行います．また，28日
（金）の12:30からは，出展企業による企業ランチセッションも行います．出展企業による各８分程度のプレゼ

ンテーションを行い，参加者には，先着150名分（３会場合計）のランチ（お弁当）を無償提供いたします．出

展，ならびに大会プログラム等への広告協賛を募集いたしますので，ご希望の方は大会企画委員会企業展示ワ

ーキンググループ（ 8 ）へお問い合わせ下さい．なお，出展・広告申込の第１次締切は，05
月31日（木）です． 
 

16. 宿泊について 

 大会期間中の宿泊施設の斡旋はいたしません．各自でホテルのご予約をお願いいたします． 
なお，週末は通常期でも混雑するため，お早めに部屋を確保されることをおすすめします． 
 
17. 問い合わせ先 

 大会全般に関しては以下にお問い合わせ下さい．  
 大会企画委員会  問い合わせ用電子メールアドレス：   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

委員長 寺嶋 浩介(大阪教育大学) 
副委員長 
(五十音順，以下同様) 

姫野 完治(北海道教育大学) 
山田 政寛(九州大学) 

委員 川面 きよ(東北大学) 
小林 由昭(内田洋行) 
島田 英昭(信州大学) 
瀬戸崎 典夫(長崎大学) 
椿本 弥生(東京大学) 
古田 紫帆(大手前大学) 
森下 孟(信州大学) 
森本 容介(放送大学) 
渡邉 文枝(東北大学) 

担当副会長 美馬 のゆり(公立はこだて未来大学) 
アドバイザ 鈴木 克明(熊本大学) 
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International Conference on Blended Learning (ICBL) 

International Symposium on Educational Technology(ISET) 

参加のご案内（07月 31日-08月 02日） 
 
●日時 ：2018年07月31日（火）から08月02日（木） 
●会場 ：関西大学千里山キャンパス 
●HP  ： ICBL WEBサイト：http://www.aimtech.cityu.edu.hk/icbl2018/ 

ISET WEBサイト：http://www.aimtech.cityu.edu.hk/iset2018/ 
 

関西大学におきまして，国際会議 
International Conference on Blended Learning (ICBL)  
International Symposium on Educational Technology(ISET) が同時に開催されます． 
ふるってご参加下さい．(発表申し込みはすでに終了しております） 
 
参加費：USD195ドル "Participation Only"  
参加費に含まれるもの： all symposium sessions, coffee breaks, lunches, dinners and the banquet.  
No symposium proceedings is provided. 
 
本学会からは，副会長である美馬のゆり先生が Keynote Speakerとして登壇されます． 
Keynote： Noyuri MIMA Professor, Faculty of Systems Information Science, Future University 
Hakodate (Hakodate, Japan) 
“The Challenge for Higher Education Reform in Japan by Seven Samurai”  

 
国際交流委員会 

 
  

Japan Society for Educational Technology

10



第 16回 ICoME2018 in Korea 

参加のご案内（08月 16日-08月 18日） 
 
●日時 ：2018年08月16日（木）から08月18日（土） 
●会場 ：Chungbuk National University, Korea 
●テーマ：Advancing Learning Experience with Emerging Technologies 
●HP  ： https://www.icome.media/  
 
 The International Conference for Media in Education(ICoME)のご案内です．本年度は韓国のほぼ中央に位

置づく清州にあるChungbuk National Universityで開かれます．インチョン空港よりバスで約２時間．大学

院生，学生もこれまで多く発表している学会です． 
キーノートには，米国インディアナ大学名誉教授のモレンダ教授をお迎えします．発表申込みのSecond call
06月01日ですので，まだ発表も可能です．ぜひご参加下さい． 
 

＜テーマ概要＞ 
This year’s conference theme is to open the discussion of advancing learning experience with emerging 
technologies. Through the conference, we would like to collect ideas and research to lead our learners’ 
experience forward for better learning. It could be relatively easy to introduce new media; but it is our 
primary mission to properly apply the technologies with pedagogical value. ICoME 2018 will bring you new 
perspectives to implement the newest technologies for learning and training. 
 
＜発表の種類＞ 選択肢が４種類，学生は主に，ラウンドテーブル，ポスター，メディア作品へ 
Concurrent Presentation: 25~30 minutes 
Roundtable: 50-minute session  
Student poster: 2-hours session (Young scholar will be awarded) 
Media festival: Showcase (Media developer award will be given) メディア作品展示発表 
 
＜キーノート＞ 
Dr. Michael H. Molenda taught in the Department of Instructional Systems 
Technology at Indiana University Bloomington, USA from 1972 to 2005. As an 
associate professor emeritus, he continues to do research and writing. He is co-
author of the first five editions of Instructional Media and the New Technologies of 
Instruction and co-editor of AECT’s 2008 definition book, Educational Technology: 
A Definition with Commentary (as well as being author or co-author of five 
chapters in the book) 
 
＜ジャーナルの発行＞ 
http://jaems.jp/contents/icomej/icomej.html 
一般研究者，学生の中から選ばれます． 

 
＃ ビザの発給が必要な場合，急ぎ登録をお願いします． 

 
国際交流委員会 

 
 
 
 
 
 
 

  

が

International Conference on Blended Learning (ICBL) 

International Symposium on Educational Technology(ISET) 

参加のご案内（07月 31日-08月 02日） 
 
●日時 ：2018年07月31日（火）から08月02日（木） 
●会場 ：関西大学千里山キャンパス 
●HP  ： ICBL WEBサイト：http://www.aimtech.cityu.edu.hk/icbl2018/ 

ISET WEBサイト：http://www.aimtech.cityu.edu.hk/iset2018/ 
 

関西大学におきまして，国際会議 
International Conference on Blended Learning (ICBL)  
International Symposium on Educational Technology(ISET) が同時に開催されます． 
ふるってご参加下さい．(発表申し込みはすでに終了しております） 
 
参加費：USD195ドル "Participation Only"  
参加費に含まれるもの： all symposium sessions, coffee breaks, lunches, dinners and the banquet.  
No symposium proceedings is provided. 
 
本学会からは，副会長である美馬のゆり先生が Keynote Speakerとして登壇されます． 
Keynote： Noyuri MIMA Professor, Faculty of Systems Information Science, Future University 
Hakodate (Hakodate, Japan) 
“The Challenge for Higher Education Reform in Japan by Seven Samurai”  

 
国際交流委員会 
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夏の合宿研究会（第一報） 

 
■テーマ：教育工学における若手人材の育成 
 
■趣旨 
ここ10年間，本学会を取り巻く環境は大きく変化しております．2017年と2018年に文部科学省が告示した

新しい学習指導要領には，プログラミング教育，アクティブ・ラーニング，ICT活用，総合的な探究の時間など，

本学会に関係するキーワードが散見されます．また，平成 29 年版情報通信白書においても，第４次産業革命と

して，IoT，人工知能，ロボットに関連した産業が社会や生活を大きく変えると述べています．教育界だけでは

なく，産業界においても，教育工学に関連する人材が必要とされています． 
しかしながら，教育工学系の大学院コースは減少・縮小していく傾向にあります．学部生や大学院生，現職教

員，企業の方々を緩やかにつなげる共同体の形成や，相互に学びあう場として，本学会が果たす役割は大きくな

っています． 
本合宿では，博士課程進学を目指す大学院生の視点から進路に関する問題提起をしたり，若手研究者がおかれ

ている現状を共有したりする議論の場を設定します．加えて，企業の視点から大学での学びと社会のニーズとの

比較参照を行います．それらを踏まえて，学会としてどのように若手人材のキャリア形成を推進するのか，議論

を行います． 
教育工学に興味を持ち，研究を志す学生，院生，社会人，企業人の皆様方にご参加頂きたいと考えております

ので，まずは，日程のご案内をさせて頂きます． 
 
■日程 2018年07月28日（土）〜07月29日（日） 
■会場 愛媛大学 城北キャンパス 愛大ミューズ１階  

アクティブ・ラーニングスペース２ （愛媛県松山市道後樋又10番13号） 
https://www.ehime-u.ac.jp/overview/access/johoku/ 

■備考 
・参加申し込みは，日本教育工学会ホームページにて，5月下旬から受け付けを開始する予定です． 
・会場の都合上，申し込み数が会場収容人数になりましたら，参加申し込みを中止することがあります． 
■問合先 
 企画について：早稲田大学 森田裕介（ ） 
会場について：愛媛大学 仲道 雅輝（ - ） 
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2017年度 産学協同セミナー報告 

 
本年度の産学協同セミナーは，「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−」と題して2018年03月10日（土）に，株式会社内田洋行 ユビキタス協創

広場CANVASで約100名の来場者を迎え開催された． 
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

なっている．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ている．また，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おり，これにより，中学校・高校の情報教育も大

きく変わると考える．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や，地域や民間等との連携や諸外国での動向，民間企業等の支援の状

況などを含め，今後の進め方を考える議論を行った． 
 
 

 
 

 
 

 
第一部では，４名の講師による講演が行われた．  

まず，文部科学省・情報教育課長の梅村研氏から，新学習指導要領におけるプロ

グラミング教育についてご講演いただいた．新学習指導要領では，情報活用能力・

学校の ICT環境整備・ICTを活用した学習活動の充実に加え，小学校での文字入

力など基本的な操作の習得とプログラミング的思考の育成が明記されている．小学

校段階のねらいとして，プログラミング言語や技術の習得ではなく，論理的思考力

育成とともに，プログラムの働きや利点，情報社会を支える情報技術に気付き，身

近な問題解決に主体的に取り組む態度やコンピュータ等を上手に活用してよりよい

社会を育むこと，さらに，教科等で学ぶ知識技能等をより確実に身に付けさせるこ

とにあると説明した．また，平成29年度中に「小学校プログラミング教育指針」を策定するとともに，現場の

混乱を避けるため，小学校段階のプログラミングに関する学習活動について，教育課程「内」をA-Dの４段階

に，「外」をE-Fの２段階に分け情報発信をしていくと締めくくった． 
次に，ICT CONNECT 21・事務局長の片岡靖氏から，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・教育委員会支援に関してご講演いただいた．

同団体は全ての学習者にとってよりよい教育環境の実現を目指し，教育委員会・企

業・団体・官庁・有識者などのステークホルダーが共創・コネクトするための場を

提供しようとしている．また，プログラミング教育に関しては，プログラミング教

育WGの準備会が立ち上がり，教育委員会支援プロジェクトを検討していると報告

した．片岡氏は，ここ最近は「わかりやすい手引書」「プログラミング教育につい

ての普及啓発活動」の必要性について，都道府県教育委員会・教育センター・市町

村教育委員会・ICT環境を提案する販売店にアンケートやヒアリングを行ってきた．その結果，多くの都道府
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夏の合宿研究会（第一報） 

 
■テーマ：教育工学における若手人材の育成 
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・参加申し込みは，日本教育工学会ホームページにて，5月下旬から受け付けを開始する予定です． 
・会場の都合上，申し込み数が会場収容人数になりましたら，参加申し込みを中止することがあります． 
■問合先 
 企画について：早稲田大学 森田裕介（ ） 
会場について：愛媛大学 仲道 雅輝（ - ） 
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続いて，東京学芸大学・教育学部准教授の高橋純氏から，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についてご講演

いただいた．プログラミング教育は，「プログラミング的思考」などを育

むことであり，コーディングを覚えることが目的ではない．高橋氏は，

小学校の新学習指導要領では，教育の情報化に関する用語として「情報

活用能力・情報技術」に加えて「プログラミング」の記述回数が大幅に

伸びたこと，特に，総則・算数・理科・総合にその記述が多いことを示

した．また，プログラミングの位置づけは，単元の一部であり，総合で

は探究的学習の過程に位置づけられていると解説した．加えて，教科書

検定の中で，理科や算数等の教科書でプログラミング教育を取り上げることが決まっており，５年生（算数）

もしくは６年生（理科）において，すべての児童が必ずプログラミングを体験することになるだろうと述べ

た．そして，体験のみでプログラミングを道具化するには時間がかかるという英国の事例を参照し，体系的な

プログラミングの学習が今後の課題であると持論を展開した． 
最後に，大阪大学・経営企画オフィス教授の齊藤貴浩氏から，プログ

ラミング教育の実践とその周縁の条件整備についてご講演いただいた．

齊藤氏のチームは，2013年に小学校でプログラミング講座を開始し，

2016年には科学技術分野の文部科学大臣表彰科学技術賞（理解増進部

門）を受賞した実績がある．現在では，文部科学省教育課程特例校指定

をうけている協力校において，基本的に１学級あたり年２時限，すべて

の学年でScratchを使った授業を実施している．これまでの実践では，

教授者に加えて，大学院生のTAを１～２名を配置していたという．プロ

グラミングを用いた教科教育，特に理科教育・算数教育を通じて，プロ

グラミングにより対象世界を自ら創り出すとともに，児童のやる気・論理的思考・問題解決力の育成を実現し

たいとのことであった．  
齋藤氏らのチームの研究によれば，2017年度の実践時の子どものアンケートから，プログラミング学習によ

ってプログラミング学習への動機が高くなっていることが明らかになった．プログラミング学習により，プロ

グラミング学習そのものが楽しいとする「充実指向」や，こういうことに役に立つと考える「実用志向」の動

機を高めることが批判的思考を促進する可能性がある．教員調査では，子どもに良い影響を与えるという意見

が増加し，悪い影響を与えるという意見が減少したことが明らかになった．また，自分の仕事に悪い影響を与

えると考えていた教員数は減少し，関わりたいと思う教員数が増加したことも明らかになった．事後のプログ

ラミング教育ができるかとの問いに対しては，詳しい人・専門家のサポートなどを求めていることがわかった

とまとめた． 
第二部では，高橋純氏をコーディネータとして，梅村研氏・片岡靖氏・齊藤貴浩氏の３名の登壇者とともに

パネルディスカッションが行われた．  
プログラミング等の教育に必要な ICT環境整備に関し，必要な台数・必要な周辺機器・どういう予算化が適

切かなど，基本的な概念の共有と現在の施策動向に触れながら議論が行われ，各自治体での真摯な予算化努力

が強調された．また，各種の制約条件のなかでプログラミング教育と教科の教育をどうするかの議論も行われ

た． 
現段階では，カリキュラム作成や研修など，各地で同時並行的に様々な取組が行われていることが報告さ

れ，事例としては，教育課程内のプログラミング教育として「A:学習指導要領で例示されている単元等で実施

するもの」「B:学習指導要領に例示されてはいないが，学習指導要領に示される各教科等の内容を指導する中で

実施するもの」が不足しており，収集・広報が必要なこと，過去の情報教育の反省に立って行うべきことが重

要となる． 
また，学校現場が変わるきっかけをどうつくるか，新学習指導要領に記述され必修化とされるこの一歩の活

用のしかたにも言及された．教え方の面では，子どもによって差がつきやすく，教員よりも進んだ子どもの存

在を教員自身が意識する必要がある．更に，その後の拡大に資する様々な取組も総務省・経済産業省と連携し

て文部科学省も行っている．最後にプログラミング教育へのエールが各メンバーから寄せられパネルディスカ

ッションを終了した． 
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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 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） 
●会  場：関西大学 千里山キャンパス 

（〒564-8680 大阪府吹田市山手町3－3－35） 
●担  当：岩﨑千晶（ - ） 

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（第１学舎 3号館内 C101教室），A会場（3号館内 C 102教室）， 

B会場（3号館内 C 103教室），C会場（3号館内 C 104教室） 
千里山キャンパスマップ：http://www.kansai-u.ac.jp/global/guide/mapsenri.html （１-３の建物） 
 

10:00-10:05 諸連絡 

10:05-12:10 午前の部 

 
A1）キットビルド方式の概念マップによる双方向型授業の授業法の提案と実践及びその効果分析  

山元翔（近畿大学），平嶋宗（広島大学大学院） 
A2) TAの自律的成長を促す行動記録システムの開発と評価 

横山裕紀（電気通信大学大学院），則常一輝（電気通信大学），江木啓訓（電気通信大学大学院） 
A3) LMSを利用したブレンディッドラーニング環境の構築  

権藤千恵，羽立千紘，相川大知，山田智也（大阪大学） 
A4) ソーシャル・ラーニング・システムを用いた外国語学習におけるグループでの授業外インタラクションの分

析 
巻下由紀子，村上正行，西出崇，石川保茂（京都外国語大学） 

A5) 産学連携PBLのサポート科目を通じた学習支援の検討 
長田尚子（立命館大学），森田泰暢（福岡大学），江口瑛子（株式会社HRインスティテュート）， 
中川洋子（立命館大学） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
B1) 教員養成初期段階の学生に対する実習記録方法の指導によるリフレクションの記述の変化 

谷塚光典（信州大学／熊本大学），森下孟，東原義訓（信州大学），喜多敏博，戸田真志， 
鈴木克明（熊本大学） 

B2) 中学校美術科の鑑賞におけるVR教材を用いた授業の実践 
臼井昭子，佐藤克美，堀田龍也（東北大学大学院） 

B3) グループ学習が文法の理解に与える影響－学習内容の習得度と理解度の相関－ 
冨田幸子（大阪府寝屋川市立第六中学校），野口聡（京都外国語大学） 

B4) 教員志望学生を対象とした学級経営案作成過程の検討－模擬保護者会の実践を通して－ 
石井康博（関西大学） 

B5) PBLにおける学習効果の研究(1)―インタビュー調査と生徒のレポートからの検討― 
木村竜也（金沢工業大学），長谷広一（京都府立田辺高等学校），伊藤大輔（秋田県立大学） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C1) 介護従事者のキャリアプランニングを支援するためのゲーム教材の実践－障害者介護施設を対象に－ 

福山佑樹（明星大学） 
C2) 高等学校国語科におけるアクティブ・ラーニングの方法が取り組みに対する自己評価に与える影響―古文の

授業における授業実践を通して― 
大井良知（大阪教育大学附属高等学校池田校舎） 

C3) 新しい高校学習指導要領における知財教育の位置づけ 
世良清（三重県立津商業高等学校） 

C4) スタディサプリとN予備校の有用性の検討（１） 
松井福太朗（筑波大学），大澤文人（筑波大学大学院） 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
13:05-13:10 委員会挨拶・諸連絡 

13:10-15:15 午後の部① 
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A6) 大学におけるアクティブラーニング型授業デザインのためのマトリクスの開発 
田口真奈（京都大学），香西佳美（京都大学大学院） 

A7) プレFDプログラムにおけるアクティブラーニング型授業の実践経験がその後の授業実践に与える影響 
香西佳美（京都大学大学院），田口真奈（京都大学） 

A8) 大学の日本語教員養成課程科目でアクティブ・ラーニングを促す学習環境 
野瀬由季子（大阪大学大学院），岩居弘樹（大阪大学） 

A9) SoTLに向けた教員養成ならではのPDプログラムの検討―スカラシップ再考，Boyerモデルから DARTモ

デルまで― 
荒巻恵子，三石初雄（帝京大学大学院／東京学芸大学），下田誠（東京学芸大学），望月耕太（東京学芸

大学／神奈川大学） 
A10) 異なる言語の教員との交わりから生じる気づき 

村上陽子，阪上彩子（関西学院大学），田原憲和（立命館大学） 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
B6) 小学校プログラミング教育に関する教員向け意識調査項目の検討 

山本朋弘（鹿児島大学），堀田龍也（東北大学大学院） 
B7) 海外と日本における初等教育段階のプログラミングに関する学習を対象とした学習目標の傾向分析 

小田理代，堀田龍也（東北大学大学院） 
B8) プログラミング的思考の基礎をつくる保育方法の評価ルーブリックの開発 

野口聡（京都外国語大学），堀田博史（園田学園女子大学） 
B9) 幼保系人材育成課程から見た算数指導とプログラミング教育に関わる一考察 

波多野和彦（江戸川大学），中村佐里，遠藤敏喜（自由学園最高学部），三尾忠男（早稲田大学） 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C5) 子どもはいかに新しく導入された思考ツールに抵抗しながら，意味付け，活用するのか？ 

三宅貴久子（関西大学），岸磨貴子（明治大学），久保田賢一（関西大学） 
C6) 筆記試験の採点業務を支援するシステムによる初等中等教育機関における教員の負担軽減に関する検討 

中川哲（東北大学大学院），佐藤和紀（常葉大学），齋藤玲，堀田龍也（東北大学大学院） 
C7) データを用いたカリキュラム・マネジメント―単元レベルの授業研究の効果的な実施方法の検討― 

真弓英彦（富士通株式会社），小柳和喜雄（奈良教育大学大学院），井上龍一（奈良教育大学附属小学校） 
C8) 授業者視点の映像と授業認知の即時共有を用いた授業研究の試行 

古田紫帆（大手前大学），古田壮宏（奈良教育大学），吉川裕之（奈良女子大学附属中等教育学校） 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 15:30-17:35 午後の部② 
 
A11) シナリオを用いたProblem-Based Learningの設計 

田中洋一（仁愛女子短期大学／熊本大学大学院） 
A12) テーマに対する興味と自己・他者評価による性格傾向に着目したグルーピングシステムの開発 

丸山美紀（キューベリー株式会社），中谷祐介（サイバー大学），栗延孟（日本文理大学） 
A13) 実践共同体に関わる社会人の学び直し動機についての分析 

 廣瀬由美子（早稲田大学大学院），向後千春（早稲田大学） 
A14) 教育の内部質保証システムの一端を担う「In Folio（アイフォリオ）」の開発 

江本理恵（岩手大学） 
A15) 学生が評価の主体者となるルーブリックの実践－グループ活動の質を向上しうる自己評価と他己評価－ 

山下香（流通科学大学） 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
B10) Computational Thinkingに関する言説の動向 

林向達（徳島文理大学） 
B11) 小学校の授業における１人１台端末の活用場面での教師の発話と行動の分析 

八木澤史子（東北大学大学院／大田区立西六郷小学校），佐藤和紀（常葉大学）， 
堀田龍也（東北大学大学院） 

B12) １人１台タブレット端末環境における授業過程に応じた教師の発話内容の特徴に関する事例研究 
 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） 

B13) オンライン大学の授業におけるレポート再提出方式の導入とその効果 
 杉浦真由美（札幌医科大学），石川奈保子，阿部真由美（早稲田大学大学院），向後千春（早稲田大学） 

 
 

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 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） 
●会  場：関西大学 千里山キャンパス 

（〒564-8680 大阪府吹田市山手町3－3－35） 
●担  当：岩﨑千晶（ - ） 

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（第１学舎 3号館内 C101教室），A会場（3号館内 C 102教室）， 

B会場（3号館内 C 103教室），C会場（3号館内 C 104教室） 
千里山キャンパスマップ：http://www.kansai-u.ac.jp/global/guide/mapsenri.html （１-３の建物） 
 

10:00-10:05 諸連絡 

10:05-12:10 午前の部 

 
A1）キットビルド方式の概念マップによる双方向型授業の授業法の提案と実践及びその効果分析  

山元翔（近畿大学），平嶋宗（広島大学大学院） 
A2) TAの自律的成長を促す行動記録システムの開発と評価 

横山裕紀（電気通信大学大学院），則常一輝（電気通信大学），江木啓訓（電気通信大学大学院） 
A3) LMSを利用したブレンディッドラーニング環境の構築  

権藤千恵，羽立千紘，相川大知，山田智也（大阪大学） 
A4) ソーシャル・ラーニング・システムを用いた外国語学習におけるグループでの授業外インタラクションの分

析 
巻下由紀子，村上正行，西出崇，石川保茂（京都外国語大学） 

A5) 産学連携PBLのサポート科目を通じた学習支援の検討 
長田尚子（立命館大学），森田泰暢（福岡大学），江口瑛子（株式会社HRインスティテュート）， 
中川洋子（立命館大学） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
B1) 教員養成初期段階の学生に対する実習記録方法の指導によるリフレクションの記述の変化 

谷塚光典（信州大学／熊本大学），森下孟，東原義訓（信州大学），喜多敏博，戸田真志， 
鈴木克明（熊本大学） 

B2) 中学校美術科の鑑賞におけるVR教材を用いた授業の実践 
臼井昭子，佐藤克美，堀田龍也（東北大学大学院） 

B3) グループ学習が文法の理解に与える影響－学習内容の習得度と理解度の相関－ 
冨田幸子（大阪府寝屋川市立第六中学校），野口聡（京都外国語大学） 

B4) 教員志望学生を対象とした学級経営案作成過程の検討－模擬保護者会の実践を通して－ 
石井康博（関西大学） 

B5) PBLにおける学習効果の研究(1)―インタビュー調査と生徒のレポートからの検討― 
木村竜也（金沢工業大学），長谷広一（京都府立田辺高等学校），伊藤大輔（秋田県立大学） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C1) 介護従事者のキャリアプランニングを支援するためのゲーム教材の実践－障害者介護施設を対象に－ 

福山佑樹（明星大学） 
C2) 高等学校国語科におけるアクティブ・ラーニングの方法が取り組みに対する自己評価に与える影響―古文の

授業における授業実践を通して― 
大井良知（大阪教育大学附属高等学校池田校舎） 

C3) 新しい高校学習指導要領における知財教育の位置づけ 
世良清（三重県立津商業高等学校） 

C4) スタディサプリとN予備校の有用性の検討（１） 
松井福太朗（筑波大学），大澤文人（筑波大学大学院） 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
13:05-13:10 委員会挨拶・諸連絡 

13:10-15:15 午後の部① 
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● 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．  
● 阪急「関大前駅」から徒歩 10 分です．詳しくは，関西大学千里山キャンパスの「交通アクセスのご案内」

（http://www.kansai-u.ac.jp/global/guide/access.html）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：キャンパス内外にコンビニエンスストア・飲食店があります． ご都合にあわせて各自ご利用下さ

い．なお，キャンパス内食堂はお休みです． 

研究会の発表募集  テーマ：質的研究／一般 

●日  時：2018年07月07日（土） 
●申込締切：申込みは終了しました 

●会  場：明治大学 中野キャンパス（担当：岸磨貴子） 
●原稿提出：2018年06月04日（月）17:00 

●募集内容： 
日本教育工学会論文誌（Educational Technology Research, 
Vol.40(1), p.1-12）にて，「Trend in Qualitative Research in the 
Japan Society for Educational Technology（教育工学における質

的研究の動向）」が発表されました.この論文でも示されるように，

教育工学における質的研究の適用範囲は非常に広く，インタフェ

ースデザインなどを含むシステム設計や，認知科学的な研究にあ

るような認知過程，学習過程の解明などを通した基礎理論の構築

にも用いられています. 
本研究会では，教育工学における質的研究の意義と成果，そし

て課題について共有するため，質的研究によ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． 

●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． 

研究会の開催報告  テーマ：プログラミング教育・LA ／一般 
●日  時：2018年03月03日（土） 
●発表件数：81件 

●会  場：創価大学 
●参加者数：202名 

「プログラミング教育」をメインテーマに，一般発表を交え，81件の発表が

ありました．日本教育メディア学会と共催により非会員を含む多くの方に参加

していただきました．「プログラミング教育」のセッションでは，2020年度か

ら導入される初等教育機関での実践や評価法，「プログラミング的思考」着目

した発表など幅広い発表がありました．また，シンポジウムでは，大学教育で

の構築主義に基づく実践，アンプラグドコンピューティングによる導入，算数・

数学科での課題，完全実施までの移行措置，今後の推進の方策など，プログラ

ミング教育について活発な議論が行われました． 
別に本学のラーニング・コモンズを見学用に解放しておりましたが，見学し

ていただいた方のご感想があればお聞きしたいと思っております． 
03月の研究会は例年多くの方に参加いただいており，また，２学会共催とい

うことで，受付でお待たせすることもございましたが，多くの方のお力添えで

無事に閉会することができした．研究会にご参加いただいたみなさまを含め，

ご参加いただいたみなさまに深くお礼を申し上げます． 
担当：山本樹・舟生日出男（創価大学） 
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2017年度 大学教員のためのＦＤ研修会の報告 
 
この研修会は，本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することを

目的に，2008年度から実施している．今回は，SIG-01（高等教育・FD）およびSIG-07（インストラクショナ

ルデザイン）の共催で，2018年03月05日（月）に東京工業大学大岡山キャンパスで，22名（大学教員・職員・

大学院生）が参加して開催された．研修は 2011 年度から好評を得ている内容を踏襲し，大学教員のための FD 

研修会（ワークショップ）として，「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

実施した．テーマおよび運営方法，実施規模は2016年度と同様であった．担当コーディネーターとして，SIG-
01より岩﨑千晶・勝又あずさ・根本淳子・ 松河秀哉・村上正行・渡辺雄貴，SIG-07より市川尚・甲斐晶子・柴

田喜幸・鈴木伸子・高橋暁子・冨永敦子が参加した．加えて，監修として鈴木克明，公認ファシリテーターとし

て遠海友紀・茂野賢治・竹岡篤永・辰巳哲子・三浦和美・森幹彦が参加した． 

研修のデザインとして，前年度を踏襲して「反転授業」形式の研修としたが，混乱もなく，受講者全員が事前

学習を行っていた．ワークショップでは，それぞれが所定のワークシートに要約した授業実践事例を持ち寄り，

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」などをペアや

グループで議論しながら授業の改善案を考えた． 

また昨年度と同様に，FD 研修修了証を受け取った受講者の

うち，本学会会員を対象にファシリテーターとしての認定を目

指した「ファシリテーター研修」を行った．ファシリテーター研

修には８名が参加し，FD研修と同じ日の午前中に同じ会場で，

基本的なファシリテーション技術や，本研修の進行ポイントな

どを学んだ．さらに，午後の FD 研修にファシリテーター見習

いとして参加し，公認ファシリテーターのアドバイスを受けな

がらグループワークをモデレートした． 

FD 研修・ファシリテーター研修のどちらも最終レポートが

課せられ，合格した参加者には，FD 研修の修了証・ファシリ

テーターとしての認定証がそれぞれ発行される予定である． 

 参加者に対するアンケートでは，５段階評価（５＝大変よい

～１＝悪い）ですべての評価項目の平均値は４を上回り，高い

評価を得られた．  

次回は，2019 年 03 月 04 日（月）に実施する予定である．

また，東京以外の地域での開催を求める声も高まっており，次

年度は地方開催も企画したい．詳細が決まり次第，ニューズレ

ターおよび学会ウェブページなどで告知する．  

勝又あずさ（関西学院大学） 

  写真上：ファシリテーター研修（午前） 

写真下：FD研修（午後） 

● 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．  
● 阪急「関大前駅」から徒歩 10 分です．詳しくは，関西大学千里山キャンパスの「交通アクセスのご案内」

（http://www.kansai-u.ac.jp/global/guide/access.html）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：キャンパス内外にコンビニエンスストア・飲食店があります． ご都合にあわせて各自ご利用下さ

い．なお，キャンパス内食堂はお休みです． 

研究会の発表募集  テーマ：質的研究／一般 

●日  時：2018年07月07日（土） 
●申込締切：申込みは終了しました 

●会  場：明治大学 中野キャンパス（担当：岸磨貴子） 
●原稿提出：2018年06月04日（月）17:00 

●募集内容： 
日本教育工学会論文誌（Educational Technology Research, 
Vol.40(1), p.1-12）にて，「Trend in Qualitative Research in the 
Japan Society for Educational Technology（教育工学における質

的研究の動向）」が発表されました.この論文でも示されるように，

教育工学における質的研究の適用範囲は非常に広く，インタフェ

ースデザインなどを含むシステム設計や，認知科学的な研究にあ

るような認知過程，学習過程の解明などを通した基礎理論の構築

にも用いられています. 
本研究会では，教育工学における質的研究の意義と成果，そし

て課題について共有するため，質的研究によ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． 

●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． 

研究会の開催報告  テーマ：プログラミング教育・LA ／一般 
●日  時：2018年03月03日（土） 
●発表件数：81件 

●会  場：創価大学 
●参加者数：202名 

「プログラミング教育」をメインテーマに，一般発表を交え，81件の発表が

ありました．日本教育メディア学会と共催により非会員を含む多くの方に参加

していただきました．「プログラミング教育」のセッションでは，2020年度か

ら導入される初等教育機関での実践や評価法，「プログラミング的思考」着目

した発表など幅広い発表がありました．また，シンポジウムでは，大学教育で

の構築主義に基づく実践，アンプラグドコンピューティングによる導入，算数・

数学科での課題，完全実施までの移行措置，今後の推進の方策など，プログラ

ミング教育について活発な議論が行われました． 
別に本学のラーニング・コモンズを見学用に解放しておりましたが，見学し

ていただいた方のご感想があればお聞きしたいと思っております． 
03月の研究会は例年多くの方に参加いただいており，また，２学会共催とい

うことで，受付でお待たせすることもございましたが，多くの方のお力添えで

無事に閉会することができした．研究会にご参加いただいたみなさまを含め，

ご参加いただいたみなさまに深くお礼を申し上げます． 
担当：山本樹・舟生日出男（創価大学） 
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SIG-08 メディア・リテラシー，メディア教育 第９回研究会 

『次期学習指導要領とメディア教育』開催報告 
●日時：2018年01月20日（土）10:00～16:30 
●会場：熊本大学くすの木会館 
●参加者数：62名 
●テーマ：次期学習指導要領とメディア教育 
●プログラム：講演「メディア・リテラシーSIGの概要と授業実践」，NHK学校放送番組「メディアタイムズ」

活用ワークショップ，講演「メディア教育と ICT環境の素敵な関係」，パネルディスカッション「次期学習指導

要領とメディア・リテラシー」 
第９回研究会は，熊本大学教育学部情報教育研究会と共同で，これまで行われてきたメディア・リテラシーに

関する研究と実践を交流させ，研究者と教員が学びあうことを目的に開催されました. 
開会に先立ち，塚本光夫氏（熊本大学）からこの研究会の目的についてご説明をいただきました. そして会の

前半では，中橋雄氏（武蔵大学）から「メディア・リテラシーSIGの概要と授業実践」という演題でこれまでの

SIG-08の取り組みについてご講演をいただきました. 次に，NHK学校放送番組『メディアタイムズ』活用ワー

クショップが，コーディネータ：宇治橋祐之氏（NHK放送文化研究所），模擬授業者：山口眞希氏（金沢市立大

徳小学校），解説:古田尚麿氏（NHK），三井広樹氏（NHK）によって行われました. 
会の後半では，まず中川一史氏（放送大学）から「メディア教育と ICT環境の素敵な関係」という演題でご講

演をいただきました. 講演では，次期学習指導要領とメディア・リテラシーの関係について，新学習指導要領に

おけるメディア・リテラシーの位置づけや，授業のポイントなどについてご説明をいただきました. 次に「次期

学習指導要領とメディア・リテラシー」という題目でパネルディスカッションが行われました. 登壇者はコーデ

ィネータ：前田康裕氏（熊本大学），パネリスト：中橋雄氏，鶴田利郎氏（国際医療福祉大学），中村純一氏（佐

賀市立大和中学校），指定討論者：中川氏でした. 中橋氏からは，学習指導要領で記載されている学習基盤として

の「情報活用能力」の内容に触れた上で，それに加えて「メディア・リテラシー」を育む必要性について提案が

なされました. 鶴田氏からは高等学校の情報科教科書におけるメディア・リテラシーの扱いを取り上げた上で，

これまで取り組んできたインターネット依存の予防教育に関する研究の成果を踏まえた授業デザインの提案が

なされました. 中村氏からは，中村氏が顧問をされているパソコン部が取り組んだ「ネットの安全安心啓発ポス

ターコンクール 動画部門」のための動画制作の制作過程を踏まえ，動画制作の教育に関する提案がなされまし

た. その後，メディア・リテラシー教育の実践をどう広げていくのか，どのように学校教育現場の先生方にこの

教育の必要性を感じてもらえばよいのかなどについて，指定討論者の中川氏や会場の先生方を交えて活発な議論

がなされました. 
今回の研究会は，参加者全員がこれからのメディア・リテラシー教育の研究や実践の現状を知り，今後の方向

性について深く考えるよい機会となりました. 
文責：鶴田利郎（国際医療福祉大学） 

 
SIG-05&08&09ゲーム学習・オープンエデュケーション／メディア・リテラシー，メディア教育／質的

研究 合同研究会 
『参加型文化の時代におけるメディア・リテラシーを考える』 

開催報告 
●日時：2018年02月03日（土）13:00～17:00 
●会場：明治大学 中野キャンパス 
●参加者数：10名 
●テーマ：「参加型文化の時代におけるメディア・リテラシーを考える」 
●プログラム：「参加型文化の時代におけるメディア・リテラシー ―言葉・映像・文化の学習」を輪読図書とし，

訳者である石田喜美先生（横浜国立大学）をゲストとして，それぞれのSIGの観点からの議論を行う． 
SIG-05「ゲーム学習・オープンエデュケーション」，SIG-08「メディア・リテラシー，メディア教育」，SIG-

09「質的研究」という３つのSIGから参加者を募り，合同研究会を開催いたしました.   
研究会では2017年に刊行された，アンドリュー・バーン(著)，奥泉香（編）『参加型文化の時代におけるメデ
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ィア・リテラシー ―言葉・映像・文化の学習―』を課題図書とし，参加型文化の時代におけるメディア・リテラ

シーをどのように実践そして研究していくかについて，それぞれの専門領域から対話を通して理解を深める目的

で開催されました. 
研究会は輪読形式で実施され，１章ごとに担当者からの発表と参加者全体での議論を行いました. 特に初めの

数章では，普段それぞれが所属しているSIG では当たり前に共有されている概念が他のSIG のメンバーには伝

わらないことも多く，その都度言葉の定義や内容を確認し，自分の文脈で解釈しながら進めていく必要がありま

した. しかし，後半に進むに従って，それぞれの SIG が持つ知見が融合され，１つの SIG では難しいような幅

広い視点からの活発な議論を行うことが出来ました. たとえば，SIG-05として参加した私としては，ゲームのメ

ディア的な特性や，その特性を生かした研究の方法などを議論することが

出来たことが大変収穫になりました. 議論にあたってはゲストとしてお

越し頂いた，石田喜美先生（横浜国立大学）に内容や背景の補足を頂くな

ど，多大なご貢献をいただきました. 
終了後の参加者からのコメントとしては「自分たちの『当たり前』が問

い直される非常に貴重な機会となった」などの意見が見られるなど，参加

者にとって貴重な機会になった様子が伺え，時には SIG の枠を超えた議

論を持つことの有用性を大いに感じることのできた研究会となりました. 
文責：福山佑樹（明星大学） 

 
SIG-04 教育の情報化 第７回ワークショップ 

『教科を越境する情報教育・プログラミング教育』開催報告 
●日時：2018年02月03日（土）13:30～16:30 
●会場：金沢大学 教育実践支援センター 
●参加者数：26名  
●テーマ：「教科を越境する情報教育・プログラミング教育」 
●講師：後藤康志（新潟大学），下郡啓夫（函館工業高等専門学校），倉田伸（長崎大学） 
    小池翔太（千葉大学教育学部附属小学校） 
 コーディネーター：今野貴之（明星大学） 
プログラミング教育が注目を集めている一方，本当にそれが学校現場で実現できるかという疑問を持たれてい

る方を対象に，本ワークショップ「教科を越境する情報教育・プログラミング教育」では，全ての学校種・教科

を対象として，特別な機材がなくともどのようにプログラミング教育を実践できるかをテーマとし実施しました． 
１つ目のワークショップでは，プログラミングを教科の中で扱うために，コンピュータを使用せずに学習内容

の中にあるプログラミング的思考を形にしていくという内容でした．具体的には，プログラミング的思考の基本

的な考え方を理解した後，付箋を用いて流れ図をグループ活動で作成し，最後は作成した流れ図を説明するとい

う活動を行いました．プログラミングを教科の中で扱うための教材研究の１つとして取り組んでもらいました．

このワークショップを通して，特別な教科にとらわれることなくプログラミング的思考に関連した教材開発を体

験してもらいました． 
２つ目のワークショップでは，イギリスのBBCが開発した Micro:bit という比較的安価なツールを用いたプ

ログラミング体験を行いました．センサーやLED などが実装されているツールを用いることで，画面の中での

シミュレーションだけでなく，さらに実感を伴ったプログラミングを体験してもらいました．実際にプログラミ

ングをする場面では，ブロック型のビジュアルプログラミングであったため，初めての方もスムーズに進めてい

ました．今回使用したツールは，一般的なプログラミング用ロボット教材に比べて比較的安価なツールであり，

学校現場にも導入しやすいツールの１つであるため，実際の学校現場での活用を想定し，体験してもらいました． 
上記の２つのワークショップを終えて，それらの情報教育・プログラミング教育をどのように「実践研究」と

してまとめることができるのかを議論し，今後のプログラミング教育を発展させるための知見を共有しました．

さらに，過去のプログラミング教育の実態を踏まえ，プログラミング的思考を行うことはどういうことかという

ことを再確認し，プログラミング教育を俯瞰的な視点で捉えた議論を行いました． 
文責：倉田伸（長崎大学） 

 

SIG-08 メディア・リテラシー，メディア教育 第９回研究会 

『次期学習指導要領とメディア教育』開催報告 
●日時：2018年01月20日（土）10:00～16:30 
●会場：熊本大学くすの木会館 
●参加者数：62名 
●テーマ：次期学習指導要領とメディア教育 
●プログラム：講演「メディア・リテラシーSIGの概要と授業実践」，NHK学校放送番組「メディアタイムズ」

活用ワークショップ，講演「メディア教育と ICT環境の素敵な関係」，パネルディスカッション「次期学習指導

要領とメディア・リテラシー」 
第９回研究会は，熊本大学教育学部情報教育研究会と共同で，これまで行われてきたメディア・リテラシーに

関する研究と実践を交流させ，研究者と教員が学びあうことを目的に開催されました. 
開会に先立ち，塚本光夫氏（熊本大学）からこの研究会の目的についてご説明をいただきました. そして会の

前半では，中橋雄氏（武蔵大学）から「メディア・リテラシーSIGの概要と授業実践」という演題でこれまでの

SIG-08の取り組みについてご講演をいただきました. 次に，NHK学校放送番組『メディアタイムズ』活用ワー

クショップが，コーディネータ：宇治橋祐之氏（NHK放送文化研究所），模擬授業者：山口眞希氏（金沢市立大

徳小学校），解説:古田尚麿氏（NHK），三井広樹氏（NHK）によって行われました. 
会の後半では，まず中川一史氏（放送大学）から「メディア教育と ICT環境の素敵な関係」という演題でご講

演をいただきました. 講演では，次期学習指導要領とメディア・リテラシーの関係について，新学習指導要領に

おけるメディア・リテラシーの位置づけや，授業のポイントなどについてご説明をいただきました. 次に「次期

学習指導要領とメディア・リテラシー」という題目でパネルディスカッションが行われました. 登壇者はコーデ

ィネータ：前田康裕氏（熊本大学），パネリスト：中橋雄氏，鶴田利郎氏（国際医療福祉大学），中村純一氏（佐

賀市立大和中学校），指定討論者：中川氏でした. 中橋氏からは，学習指導要領で記載されている学習基盤として

の「情報活用能力」の内容に触れた上で，それに加えて「メディア・リテラシー」を育む必要性について提案が

なされました. 鶴田氏からは高等学校の情報科教科書におけるメディア・リテラシーの扱いを取り上げた上で，

これまで取り組んできたインターネット依存の予防教育に関する研究の成果を踏まえた授業デザインの提案が

なされました. 中村氏からは，中村氏が顧問をされているパソコン部が取り組んだ「ネットの安全安心啓発ポス

ターコンクール 動画部門」のための動画制作の制作過程を踏まえ，動画制作の教育に関する提案がなされまし

た. その後，メディア・リテラシー教育の実践をどう広げていくのか，どのように学校教育現場の先生方にこの

教育の必要性を感じてもらえばよいのかなどについて，指定討論者の中川氏や会場の先生方を交えて活発な議論

がなされました. 
今回の研究会は，参加者全員がこれからのメディア・リテラシー教育の研究や実践の現状を知り，今後の方向

性について深く考えるよい機会となりました. 
文責：鶴田利郎（国際医療福祉大学） 

 
SIG-05&08&09ゲーム学習・オープンエデュケーション／メディア・リテラシー，メディア教育／質的

研究 合同研究会 
『参加型文化の時代におけるメディア・リテラシーを考える』 

開催報告 
●日時：2018年02月03日（土）13:00～17:00 
●会場：明治大学 中野キャンパス 
●参加者数：10名 
●テーマ：「参加型文化の時代におけるメディア・リテラシーを考える」 
●プログラム：「参加型文化の時代におけるメディア・リテラシー ―言葉・映像・文化の学習」を輪読図書とし，

訳者である石田喜美先生（横浜国立大学）をゲストとして，それぞれのSIGの観点からの議論を行う． 
SIG-05「ゲーム学習・オープンエデュケーション」，SIG-08「メディア・リテラシー，メディア教育」，SIG-

09「質的研究」という３つのSIGから参加者を募り，合同研究会を開催いたしました.   
研究会では2017年に刊行された，アンドリュー・バーン(著)，奥泉香（編）『参加型文化の時代におけるメデ
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SIG-09 質的研究 第 10回セミナー 

『TEA（複線径路等至性アプローチ）を使った研究への第二歩』 

開催報告 
●日時：2018年02月10日（土）13:00～17:00 
●会場：関西大学梅田キャンパス 
●参加者数：11名 
●テーマ：TEA（複線径路等至性アプローチ）を使った研究への第二歩 
●講師：安田裕子先生（立命館大学総合心理学部） 
    上川多恵子先生（創価大学日本語・日本文化教育センター非常勤講師） 
第10回セミナーでは，複線径路等至性アプローチ（TEA）の諸概念を理解する事を目的に，安田裕子先生（立

命館大学）と上川多恵子先生（創価大学）に講師を担当して頂きました．TEAをはじめて取り上げたのは，2016
年の第６回セミナーでした．その際には，立命館大学のサトウタツヤ先生にお越し頂き，TEA の基本用語と概

念についてレクチャーをして頂きました．また，ほとんどの参加者が TEA を用いた事がなかったため，体験ワ

ークショップを実施して頂きました．その後，研究会等で TEA を用いた研究が少しずつ発表され始め，投稿論

文執筆に向けたより深い理解が必要になると考えました．そこで，第 10 回セミナーでは用語と概念の詳細な理

解に重点を置き，TEAに関する解説書の著者である安田先生と実際にTEAを用いた論文の執筆経験を持つ上川

先生に TEA の諸概念をどのように研究で活用するのかを解説頂きました．また，参加者からの疑問に答えて頂

くために，議論の時間を長く設けました． 
計 11 名の参加者が２つのグループに分かれ議論を行いましたが，特に議論が活発になったのは「発生の三層

モデルを論文の中でどのように位置づけるのか」と「促進的記号とは具体的に何か」の２点でした. 発生の三層

モデルは分岐点における径路選択の状況を３つの層で表現するためのモデルですが，研究対象者が歩んだ径路を

時系列的に示すTEM図とは概念の趣旨が異なります．セミナーでの議論において，発生の三層モデルは分岐点

における詳細を解説する事に適しているため，TEM 図で時系列を説明した後，径路が選択された詳細な理由を

解説する際に用いる事が推奨される事を確認しました．また，解説図書において促進的記号はTEA における重

要な概念であると言及されていますが，抽象度が高く，実際に論文の中でどのように活用すればよいのかが分か

りにくいという意見が出ました．特に，「記号」という用語について，本当にその言葉が適切なのかどうか，議論

の余地がある事が指摘されました．この件に関しては，安田先生，上川先生を交え議論が盛り上がりましたが，

時間内で結論が出ず，今後の課題となりました． 
今回は，セミナーを「第二歩」と位置づけましたが，用語や概念について解説を聞くだけではなく，参加者が

疑問に思ったことに基づきより詳細な議論ができたように感じます．講師の先生方に，丁寧に対応して頂いたお

かげだと思います．また，多くの参加者が TEA を使った論文執筆に前向きな姿勢を示しており，第一歩から着

実に次の一歩を進める事ができたのではないかと思います．SIG-09 の活動を通して，こういった場に関わる事

ができた事を，企画者として嬉しく思います． 
文責：時任隼平（関西学院大学） 
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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』 

開催報告 
●日時：2018年02月10日（土）09:00～14:00 
●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 
●参加者数：参加児童29名，その保護者29名，教育関係者等12名  
●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 
●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） 
●司会：野崎浩成（愛知教育大学） 
●プログラム 

09:00 開場（受付開始） 
10:00 講義：どうしてプログラミングなの？ 
10:30 実習：グループごとのロボットプログラミング 
11:40 今日学んだことを振り返ろう：各自の作品発表と学びの振り返り 
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 
最初に，講師である加納寛子先生（山形大学）より, 30分間, ①AI時代に必要な教育について, ②AIと人の能

力がどう違うか, ③プログラミング的思考の必要性についての「講義」がありました. その後に, 参加児童は少人

数グループに分かれて, ロボットプログラミングの実習を行いました. 「実習」では, キューベットの動かし方を

理解し, 目的に照らし, どのようにプログラムを組めばよいかを考えました. また, ループの意味も学びました. 
実習の課題として, リンゴ太郎の物語と簡易シートを見せ, 各自で物語を考えました キューベットにカバーを

かぶせ, 自分で考えた物語のシナリオに沿って, キューベットを実際に動かす実習を行いました．最後に, 「今日

学んだことを振り返ろう」では, 各自が創作した物語を発表し, 自分以外の人が創った物語も聞くことにより, 
色々な物語ができることを理解してもらいました. 研究会後に行われた懇談会では, 教員（教育委員会関係者）

や保護者らとともに, 小学校プログラミングについて意見交換を行いました. 
開催の詳細はこちら－＞ https://goo.gl/L3pWfr 

文責：野崎浩成（愛知教育大学） 
 

SIG-02 教師教育・実践研究 第６回研究会 

『教師の学び及び教育実践研究の方法論を考える』開催報告 

●日時・会場：2018年02月10日（土），11日（日）名古屋大学 豊田講堂シンポジオン 

●テーマ：「教師の学び及び教育実践研究の方法論を考える」 ●参加者：56名 

02月10日（土）教師の学びを考える 

○「SIG-02 の紹介とこれまでの活動紹介」SIG-02
代表：姫野完治（北海道教育大学） 

○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」パネリスト：前田康裕（熊

本大学）「学校，教育委員会，大学の経験を通して」，

副島孝（愛知文教大学）「管理職，教育行政の立場

から」，長谷川哲也（静岡大学）「教員育成指標と

教師の学び」，寺嶋浩介（大阪教育大学）「リフレ

クションツールの開発」, コーディネーター：柴

田好章（名古屋大学）・姫野完治（北海道教育大学） 

○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） 

02月11日（日）教育実践研究の方法論を考える 

○教育実践研究紹介：望月紫帆（奈良教育大学）「実

技指導場面の視界記録の即時的共有による授業

研究方法の開発」，坂本將暢（名古屋大学）「授業

を分析することの意味と可能性」 

○ディスカッション・情報共有「教育実践研究を進

める上で直面している課題」コーディネーター：

島田希（大阪市立大学）・脇本健弘（横浜国立大学） 

○講演「教育実践研究へのアプローチ－夜間遠隔大

学院での経験を中心に－」益子典文（岐阜大学） 

○ディスカッション「SIG-02教師教育・実践研究の

今後に向けて」コーディネーター：深見俊崇（島

根大学）・坂本將暢（名古屋大学） 

  １日目のテーマは「教師の学びを考える」．まず初めに，SIG-02 代表の姫野氏（北海道教育大学）から，

SIG-02のこれまでの取り組みの報告があり，今回の研究会のテーマと関連させながらSIG-02の展開の方向

性が提起された．続いて，「教師の学びを支える環境・方法のデザイン」について，４名のパネリストから話

SIG-09 質的研究 第 10回セミナー 

『TEA（複線径路等至性アプローチ）を使った研究への第二歩』 

開催報告 
●日時：2018年02月10日（土）13:00～17:00 
●会場：関西大学梅田キャンパス 
●参加者数：11名 
●テーマ：TEA（複線径路等至性アプローチ）を使った研究への第二歩 
●講師：安田裕子先生（立命館大学総合心理学部） 
    上川多恵子先生（創価大学日本語・日本文化教育センター非常勤講師） 
第10回セミナーでは，複線径路等至性アプローチ（TEA）の諸概念を理解する事を目的に，安田裕子先生（立

命館大学）と上川多恵子先生（創価大学）に講師を担当して頂きました．TEAをはじめて取り上げたのは，2016
年の第６回セミナーでした．その際には，立命館大学のサトウタツヤ先生にお越し頂き，TEA の基本用語と概

念についてレクチャーをして頂きました．また，ほとんどの参加者が TEA を用いた事がなかったため，体験ワ

ークショップを実施して頂きました．その後，研究会等で TEA を用いた研究が少しずつ発表され始め，投稿論

文執筆に向けたより深い理解が必要になると考えました．そこで，第 10 回セミナーでは用語と概念の詳細な理

解に重点を置き，TEAに関する解説書の著者である安田先生と実際にTEAを用いた論文の執筆経験を持つ上川

先生に TEA の諸概念をどのように研究で活用するのかを解説頂きました．また，参加者からの疑問に答えて頂

くために，議論の時間を長く設けました． 
計 11 名の参加者が２つのグループに分かれ議論を行いましたが，特に議論が活発になったのは「発生の三層

モデルを論文の中でどのように位置づけるのか」と「促進的記号とは具体的に何か」の２点でした. 発生の三層

モデルは分岐点における径路選択の状況を３つの層で表現するためのモデルですが，研究対象者が歩んだ径路を

時系列的に示すTEM図とは概念の趣旨が異なります．セミナーでの議論において，発生の三層モデルは分岐点

における詳細を解説する事に適しているため，TEM 図で時系列を説明した後，径路が選択された詳細な理由を

解説する際に用いる事が推奨される事を確認しました．また，解説図書において促進的記号はTEA における重

要な概念であると言及されていますが，抽象度が高く，実際に論文の中でどのように活用すればよいのかが分か

りにくいという意見が出ました．特に，「記号」という用語について，本当にその言葉が適切なのかどうか，議論

の余地がある事が指摘されました．この件に関しては，安田先生，上川先生を交え議論が盛り上がりましたが，

時間内で結論が出ず，今後の課題となりました． 
今回は，セミナーを「第二歩」と位置づけましたが，用語や概念について解説を聞くだけではなく，参加者が

疑問に思ったことに基づきより詳細な議論ができたように感じます．講師の先生方に，丁寧に対応して頂いたお

かげだと思います．また，多くの参加者が TEA を使った論文執筆に前向きな姿勢を示しており，第一歩から着

実に次の一歩を進める事ができたのではないかと思います．SIG-09 の活動を通して，こういった場に関わる事

ができた事を，企画者として嬉しく思います． 
文責：時任隼平（関西学院大学） 
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題を提供していただいた．４名からの話題提供の後，パネリストも交えたグループ討議を通して，参加者そ

れぞれがとらえる「教師の学び」についてこれまでの課題と今後の可能性について意見交換を行った．そし

て，今津氏（愛知東邦大学）の講演では，教師の学びにおいては「出会い」が重要であり，教師が育つため

の「出会い」が成立しやすい契機をサポートする開放的な学校組織環境の醸成の重要性が，昨今の教員政策

の動向と今津氏の教師教育研究に基づいて示された． 
 ２日目は「教育実践研究の方法論を考える」というテーマで，２件の事例紹介，ディスカッション，講演が

行われた．望月氏（奈良教育大学）からは，教科専門外の授

業観察を行う際に授業者が装着したウェアブルカメラから

配信される映像を手掛かりにして，その授業の学習上の課

題を捉えることができるかを検討する実践研究の中間報告

がなされた．坂本氏（名古屋大学）は，名古屋大学の授業研

究の歴史を振り返りながら，授業研究と授業分析の違いを

整理した上で，発言記録の可視化からみえる授業分析の可

能性を，様々な事例をふまえて紹介した．続いて，益子氏

（岐阜大学）が夜間遠隔大学院において現職教師の修士研究

を指導した経験をふまえて「実践者」が教育実践研究を進め

るための必要な条件を紹介した．最後は，SIG-02の今後に

ついて，どのような取り組みを行うべきかを議論し，継続申

請が認められた後の体制が提案され，承認された． 
文責：谷塚光典（信州大学）, 今井亜湖（岐阜大学） 

 
SIG-09 質的研究 SIG 第 11回セミナー 

『質的研究のための理論入門』開催報告 
●日時：2018年03月19日（土）13:30～17:00 
●会場：明治大学 中野キャンパス 
●参加者数：20名 
●テーマ：「質的研究のための理論入門」 
●プログラム：「質的研究のための理論入門―ポスト実証主義の諸系譜」をテキストとし, 監訳の箕浦康子先

生を講師として「解釈学」についての議論および演習を実施. 
 SIG-09 は, 過去 10 年間の教育工学における質的研究の論文をレビューし, その成果と課題をまとめまし

た.（その原稿については, Educational Technology Research＠日本教育工学会英文誌にてご覧いただけま

す.）その先行研究のレビューを通して改めて確認したのは, 質的研究の背景となる理論および認識論に関す

る理解を共有する必要があるということでした. そこで, SIG-09 の最後の活動として, 「質的研究のための

理論入門」についてセミナーを実施しました. 2018 年 01 月に出版された「質的研究のための理論入門―ポ

スト実証主義の諸系譜」をテキストとし, 監訳の箕浦康子先生（お茶の水女子大学名誉教授）を講師として

迎えて行いました. 
 ワークショップでは, 解釈学の歴史的背景をおさえたあと, 「弱い解釈学」と「強い解釈学」のうち「強い

解釈学」に焦点をあて, 日本教育情報化振興会に掲載されている赤堀侃司先生の ICT夢コンテストの挨拶文

をハーバマスの批判的解釈学とガダマーの哲学的解釈学の２つの立場からグループで分析しました. 分析も

大変盛り上がり, テクストに埋め込まれたマクロな文脈にも目を向けることができました. まさに, 「分析学」

のパワーを実感しました.  
 SIG-09の活動は2017年度をもって終了いたします. SIG-09を立ち上げ３年目となり, 継続の判断の時期

となりましたが, 我々は継続せず, この３年間の活動を通してつながった方と小さなワーキンググループを

つくり, 実質的に共同研究を進めていく予定です. SIGとしての活動を終えますが, 教育工学における質的研

究は続けて行きますので引き続き是非ご支援, ご協力を是非ともお願いいたします. 
文責：岸 磨貴子（明治大学） 
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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』開催報告 
●日時：2018年03月22日（木）10:30～12:10 
●会場：京都大学 学術情報メディアセンター南館 
●参加者数：13名 
●テーマ：教育システム研究ワークショップ 
●プログラム：参加者全員による研究発表／研究相談およびディスカッション 

SIG-03「教育・学習支援システムの開発・実践」の第９回研究会を，

京都大学の学術情報メディアセンター南館で開催しました． 
 本研究会は，参加者全員が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としました．これまでの合宿形

式の研究会とは異なり，限られた時間ではありましたが，現在取り組ん

でいる研究課題の成果や構想，業務や教育に関わる問題意識の紹介とデ

ィスカッションを行いました． 
本研究会は，同時期に京都大学吉田キャンパスにおいて開催された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

発表との連続開催でした．当日参加，および初めて参加した方も含めて 13 名全員が登壇しましたが，発表

とディスカッションが活発に行われたため，セッションの時間が限られていたことが残念でした．また，プ

ログラム編成の都合上，パラレルセッションとなり，参加できなかったという方もいました． 
SIG-03では研究会を継続して開催し，研究発表や研究相談と議論の機会を重ねてきました．「教育・学習

支援システムの開発・実践」が対象とする領域はとても広く，情報システムの開発や運用を行う研究者だけ

で取り組めることには限界があります．これまでの研究会がきっかけとなった共同研究の成果は，いずれも

異なる分野を専門とする研究者同士のコラボレーションによって得られたものです．教育工学に関わる各分

野において，新しいテクノロジーが役立つ余地はまだまだ大きく，情報システムの開発や運用とは縁遠く見

える分野においてこそ，貢献できる大きな可能性があるのではないかと考えられます．今後もそのような観

点を持って，教育・学習支援システムを軸として本学会の活動において貢献できることを願っています． 
文責：江木啓訓（電気通信大学）

題を提供していただいた．４名からの話題提供の後，パネリストも交えたグループ討議を通して，参加者そ

れぞれがとらえる「教師の学び」についてこれまでの課題と今後の可能性について意見交換を行った．そし

て，今津氏（愛知東邦大学）の講演では，教師の学びにおいては「出会い」が重要であり，教師が育つため

の「出会い」が成立しやすい契機をサポートする開放的な学校組織環境の醸成の重要性が，昨今の教員政策

の動向と今津氏の教師教育研究に基づいて示された． 
 ２日目は「教育実践研究の方法論を考える」というテーマで，２件の事例紹介，ディスカッション，講演が

行われた．望月氏（奈良教育大学）からは，教科専門外の授

業観察を行う際に授業者が装着したウェアブルカメラから

配信される映像を手掛かりにして，その授業の学習上の課

題を捉えることができるかを検討する実践研究の中間報告

がなされた．坂本氏（名古屋大学）は，名古屋大学の授業研

究の歴史を振り返りながら，授業研究と授業分析の違いを

整理した上で，発言記録の可視化からみえる授業分析の可

能性を，様々な事例をふまえて紹介した．続いて，益子氏

（岐阜大学）が夜間遠隔大学院において現職教師の修士研究

を指導した経験をふまえて「実践者」が教育実践研究を進め

るための必要な条件を紹介した．最後は，SIG-02の今後に

ついて，どのような取り組みを行うべきかを議論し，継続申

請が認められた後の体制が提案され，承認された． 
文責：谷塚光典（信州大学）, 今井亜湖（岐阜大学） 

 
SIG-09 質的研究 SIG 第 11回セミナー 

『質的研究のための理論入門』開催報告 
●日時：2018年03月19日（土）13:30～17:00 
●会場：明治大学 中野キャンパス 
●参加者数：20名 
●テーマ：「質的研究のための理論入門」 
●プログラム：「質的研究のための理論入門―ポスト実証主義の諸系譜」をテキストとし, 監訳の箕浦康子先

生を講師として「解釈学」についての議論および演習を実施. 
 SIG-09 は, 過去 10 年間の教育工学における質的研究の論文をレビューし, その成果と課題をまとめまし

た.（その原稿については, Educational Technology Research＠日本教育工学会英文誌にてご覧いただけま

す.）その先行研究のレビューを通して改めて確認したのは, 質的研究の背景となる理論および認識論に関す

る理解を共有する必要があるということでした. そこで, SIG-09 の最後の活動として, 「質的研究のための

理論入門」についてセミナーを実施しました. 2018 年 01 月に出版された「質的研究のための理論入門―ポ

スト実証主義の諸系譜」をテキストとし, 監訳の箕浦康子先生（お茶の水女子大学名誉教授）を講師として

迎えて行いました. 
 ワークショップでは, 解釈学の歴史的背景をおさえたあと, 「弱い解釈学」と「強い解釈学」のうち「強い

解釈学」に焦点をあて, 日本教育情報化振興会に掲載されている赤堀侃司先生の ICT夢コンテストの挨拶文

をハーバマスの批判的解釈学とガダマーの哲学的解釈学の２つの立場からグループで分析しました. 分析も

大変盛り上がり, テクストに埋め込まれたマクロな文脈にも目を向けることができました. まさに, 「分析学」

のパワーを実感しました.  
 SIG-09の活動は2017年度をもって終了いたします. SIG-09を立ち上げ３年目となり, 継続の判断の時期

となりましたが, 我々は継続せず, この３年間の活動を通してつながった方と小さなワーキンググループを

つくり, 実質的に共同研究を進めていく予定です. SIGとしての活動を終えますが, 教育工学における質的研

究は続けて行きますので引き続き是非ご支援, ご協力を是非ともお願いいたします. 
文責：岸 磨貴子（明治大学） 

 
 

Japan Society for Educational Technology

25



日本教育工学会第17期第７回理事会議事録 
 
日時：平成30年03月17日（土）14:40〜17:15 
場所：JAPET&CEC 会議室  

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， 

黒田 卓，小柳 和喜雄，影戸 誠，木原 俊行，寺嶋 浩介，永田 智子，姫野 完治， 

平嶋 宗， 益子 典文，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 

   総務委員会：北澤 武，事務局長：赤松 伊佐代               (合計 21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６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   

2018年01月09日から2018年03月07日の会員の移動状況について報告があり，承認した．2018年
03月17日現在の総会員数は，3,044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，英文誌の活性化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．学会の行事で気象警報が出された場合のガ

イドラインについて議論がなされた． 

(３) 企画委員会 
 シンポジウム（2018年06月23日 東京工業大学）の案について，議論がなされた． 
(４) 大会企画委員会 

 第34回全国大会のプログラムとシンポジウムのテーマについて，承認した． 
(５) 国際交流委員会 

 EDU-Port2018-posterの報告，JSET-AECT 2018 Summer International Research Symposium 
（09月07日～09日 公立はこだて未来大学）について報告があった． 
(６) 広報委員会 
ニューズレター227号（締切04月27日）の台割案について，承認した． 

(７) SIG委員会 
 来年度のSIG（継続・新規）の審査スケジュールについて確認され，承認した． 
４．総務・会計 

 名誉会員候補者選考委員会の結果の報告と，年度末決算の依頼があった． 

５．その他  
(１) 以下の協賛依頼を承認した． 

l ラーニングイノベーション2018協賛名義使用依頼（ラーニングイノベーショングランプリ2018実
行委員会 より） 

l 平成30年度工学教育研究講演会協賛，会告掲載，および研究発表奨励依頼（公益財団法人 日本工

学教育協会 より） 

l International Joint Conference on Information, Media and Engineering(ICIME2018)後援名義使

用依頼（ICIME2018 Conference Chair 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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新入会員 
（2018 年 01 月 09 日～2018 年 03 月 07 日） 

11 名（正会員：６名，学生会員：５名） 

 

■正会員（６名） 

津曲隆 (熊本県立大学) 

関根聡子 (松蔭大学) 

丸岡俊之 (近畿大学) 

鈴木秀和 (東京工芸大学) 

鈴木浩子 (明星大学) 

片岡良介 (太子町立太田小学校) 

 

■学生会員（５名） 

帆刈あゆみ (上越教育大学大学院) 

堀越泉 (上智大学大学院) 

林大介 (東京理科大学，工学部) 

田中典昭 (放送大学大学院) 

粟谷好子 (広島大学大学院) 

以上 
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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
２０１８年
・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０６月２３日（土）
第３４回通常総会及びシンポジウム（東京工業大学）

・２０１８年０７月０７日（土）
研究会「質的研究 / 一般」（明治大学）

・２０１８年０７月２８日（土）〜２９日（日）
夏の合宿研究会「教育工学における若手人材の育成」（愛
媛大学）

・２０１８年０９月２８日（金）〜３０日（日）
第３４回全国大会（東北大学）

・２０１８年１０月１４日（日）
研究会「高等教育における学修評価 / 一般」（日本福
祉大学）

・２０１８年１２月０８日（土）
研究会「学習データ分析 / 一般」（早稲田大学）

２０１９年
・２０１９年０３月０９日（土）

研究会「ICT を用いた学習環境の構築 / 一般」（福井
大学）

◎国際会議の案内
２０１８年
・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
 https://www.icome.media/
 (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)
・SMC 2018
 http://www.smc2018.org/
 (10/7 – 10/10, Miyazaki, Japan)
・TALE 2018
 http://tale2018.org/
 (12/4 – 12/7, Wollongong, Australia) ２27

２０１8年 5月17日


