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第 34 回全国大会のお知らせ（第三報） 
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） 

09:00～9:30 
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． 
＊ 企業展示が第１日目，第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． 
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託児所の提供について 
 大会期間中，託児所を提供いたします．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．（07 月上旬予定） 
 
 
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． 
 
 
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」のテーマのもとシンポジウムが開催さ

れます．  
 

テーマ 「EdTech：未来の教育を創る教育工学」 

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）， 
島田 敬士 氏（九州大学） 

 
 
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． 
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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．なお，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． 
 

開催日 SIG 名 
09 月 28 日（金） 
15:30～17:30 

SIG-01 高等教育・FD 
SIG-02 教師教育・実践研究 
SIG-04 教育の情報化 
SIG-06 協調学習・学習科学 
SIG-14 小学校プログラミング教育 

 
開催日 SIG 名 

09 月 30 日（日） 
14:10～16:10 

SIG-03 教育・学習支援システムの開発・実践  
SIG-05 ゲーム学習・オープンエデュケーション 
SIG-07 インストラクショナルデザイン 
SIG-08 メディア・リテラシー，メディア教育 
SIG-10 コンピテンシースタンダードと能力評価手法の開発 
SIG-11 情報教育 
SIG-12 人工知能利用 
SIG-13 STEM 教育 

 
 
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，発表日が 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，ご注意ください． 
 開催予定のセッションは以下のとおりです． 
 (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 
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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．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． 
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SIG-08 メディア・リテラシー，メディア教育 
SIG-10 コンピテンシースタンダードと能力評価手法の開発 
SIG-11 情報教育 
SIG-12 人工知能利用 
SIG-13 STEM 教育 

 
 
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，発表日が 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，ご注意ください． 
 開催予定のセッションは以下のとおりです． 
 (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 
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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． 
・ International Sessionについては，非会員の方も発表を申し込むことができます． 
・ [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． 
・ 発表申し込み時に，参加できない日を１日指定することができます．ご指定いただいた場合，発表

セッションをそれ以外の日から決定します．発表セッション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) 発表取り消しについて  

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

（ ）までご連絡ください．その場合には，講演論文集に原稿が掲載されていても，

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

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

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

方はしないで下さい．大会企画委員会で判断し，修正を求める場合があります． 
・ 類似の内容，シリーズ的な内容を複数の発表者に分割して申し込むことはできません． 
・ 発表者及び連名者には，大会企画委員会より「座長」の依頼を受けた場合には，それをご担当頂き

ますので，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． 
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・ 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． 
 

 

  

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． 
・ International Sessionについては，非会員の方も発表を申し込むことができます． 
・ [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． 
・ 発表申し込み時に，参加できない日を１日指定することができます．ご指定いただいた場合，発表

セッションをそれ以外の日から決定します．発表セッション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) 発表取り消しについて  

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

（ ）までご連絡ください．その場合には，講演論文集に原稿が掲載されていても，

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

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

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

方はしないで下さい．大会企画委員会で判断し，修正を求める場合があります． 
・ 類似の内容，シリーズ的な内容を複数の発表者に分割して申し込むことはできません． 
・ 発表者及び連名者には，大会企画委員会より「座長」の依頼を受けた場合には，それをご担当頂き

ますので，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． 
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(４) 講演論文集のダウンロードについて 
・ 事前申し込みされた方は，大会初日の約 1 週間前（09 月 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． 
 
(５) 当日の受付について 

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

ださい． 
・ 送金金額に不足があり，大会当日に差額をお支払いいただく場合は，「総合受付」でお受けします． 
(b) 当日参加の場合 
・ 当日参加者は，大会受付にて，「当日参加受付票」に必要事項を記入して，それを大会受付の「当日

参加者」窓口にてお渡し下さい． 
・ ただし，事前参加登録を行った方は，「参加登録番号」をご提示ください．「当日参加受付票」に記入

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

い．なお，出展・広告申込の第２次締切は，07月10日（火）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． 
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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) 

 

  

 

(４) 講演論文集のダウンロードについて 
・ 事前申し込みされた方は，大会初日の約 1 週間前（09 月 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． 
 
(５) 当日の受付について 

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

ださい． 
・ 送金金額に不足があり，大会当日に差額をお支払いいただく場合は，「総合受付」でお受けします． 
(b) 当日参加の場合 
・ 当日参加者は，大会受付にて，「当日参加受付票」に必要事項を記入して，それを大会受付の「当日

参加者」窓口にてお渡し下さい． 
・ ただし，事前参加登録を行った方は，「参加登録番号」をご提示ください．「当日参加受付票」に記入

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

い．なお，出展・広告申込の第２次締切は，07月10日（火）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． 
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夏の合宿研究会（最終報） 
 
■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．教育工学を学ぶものが緩やかに共同体を形成し，相互に学びあう場として，また，研究をする

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，大学院生，教諭，企業関係者らの視点から，「学び研究する場」に関する問題提起をし

たり，若手研究者らがおかれている現状を共有したり，企業の視点から大学での学びと社会のニーズと

の比較参照を行っていきます．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，大学学部生，大学院生，研究者を目指す教諭，

教職大学院を目指す方，企業にお勤めの方，セカンドキャリアをお考えの方々のご参加をお待ちしてお

ります． 
 

■日程：2018 年 07 月 28 日（土）13:00〜17:00 
2018 年 07 月 29 日（日）10:00〜12:00 

■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/ 

■対象者：学生，学校教育に関わる実践者（初等・中等教育の教員），企業関係者，研究者，研究者，

その他教育工学に関心を持っている方 
■参加申込：学会ホームページに掲載したリンクから，07 月 13 日（金）までにお申し込み下さい． 

http://www.jset.gr.jp/study2/20180728.html 
■プログラム 

07 月 28 日（土） 
12:30       受付開始 
13:00-13:10 開会・ガイダンス 

                進行役 豊田充崇（和歌山大学 教授） 
13:10-14:30 基調講演「教育工学を学び研究する場の創出を目指して」 

講演者 堀田龍也氏（東北大学 教授，副会長） 
14:30-14:45 休憩 
14:45-15:45 事例紹介「教育工学で何を学び，どう社会に貢献するのか」 

話題提供者 佐藤慎一氏（日本福祉大学 教授） 
話題提供者 佐藤和紀氏（常葉大学 講師） 
話題提供者 大山牧子氏（大阪大学 助教） 
コメンテーター 新井健一氏（ベネッセ総合教育研究所 理事長） 

15:45-17:00 グループワーク：議論「これからの学びと研究の場」 
  18:00-21:00 懇親会 
 

07 月 29 日（日） 
09:30     受付開始 
10:00-10:10 ガイダンス 

      進行役 豊田充崇（和歌山大学 教授） 
10:10-11:30 グループワーク：プレゼンテーション 

  11:30-12:00 まとめ 
※原則２日間の参加をお願いしております． 
※会場の都合上，申込数が募集定員に達し次第，締め切りといたします． 
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■懇親会：宿泊施設（壱湯の守）にて行います．懇親会のみの参加も可能です． 
会費：5,500 円（予定） 

■宿泊施設：奥道後温泉 壱湯の守 https://www.okudogo.co.jp/  
部屋タイプは，ツインのみのため，ツインのシングルユース，もしくはツインでの利用のみとな

ります．ツインのシングルユースは 14,190 円（朝食付き，税・入湯税込），ツイン（２名１室）

は一人当たり 10,950 円（朝食付き，税・入湯税込）となります．なお，ツインは参加者同士で

の相部屋となり，和室になる場合があります．会場から宿泊施設（壱湯の守）までは無料バスに

て送迎いたします．宿泊予約は，JSET 夏の合宿研究会 Web サイトの申込ページで，参加申し込

みと同時に受付け，会場・宿泊担当が取りまとめて予約いたします．宿泊予約の際には，必ず部

屋タイプ（ツインのシングルユースまたはツイン）をご指定下さい．なお，確保している部屋数

に限りがございますので，定員になり次第，締め切らせていただきます．壱湯の守での宿泊を希

望されない方は，ご自身で松山市近隣のホテルをご予約下さい． 
■問合先 

企画担当：早稲田大学 森田裕介（ ） 
会場・宿泊担当：愛媛大学 仲道雅輝（ ） 

  

 

  

 

夏の合宿研究会（最終報） 
 
■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．教育工学を学ぶものが緩やかに共同体を形成し，相互に学びあう場として，また，研究をする

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，大学院生，教諭，企業関係者らの視点から，「学び研究する場」に関する問題提起をし

たり，若手研究者らがおかれている現状を共有したり，企業の視点から大学での学びと社会のニーズと

の比較参照を行っていきます．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，大学学部生，大学院生，研究者を目指す教諭，

教職大学院を目指す方，企業にお勤めの方，セカンドキャリアをお考えの方々のご参加をお待ちしてお

ります． 
 

■日程：2018 年 07 月 28 日（土）13:00〜17:00 
2018 年 07 月 29 日（日）10:00〜12:00 

■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/ 

■対象者：学生，学校教育に関わる実践者（初等・中等教育の教員），企業関係者，研究者，研究者，

その他教育工学に関心を持っている方 
■参加申込：学会ホームページに掲載したリンクから，07 月 13 日（金）までにお申し込み下さい． 

http://www.jset.gr.jp/study2/20180728.html 
■プログラム 

07 月 28 日（土） 
12:30       受付開始 
13:00-13:10 開会・ガイダンス 

                進行役 豊田充崇（和歌山大学 教授） 
13:10-14:30 基調講演「教育工学を学び研究する場の創出を目指して」 

講演者 堀田龍也氏（東北大学 教授，副会長） 
14:30-14:45 休憩 
14:45-15:45 事例紹介「教育工学で何を学び，どう社会に貢献するのか」 

話題提供者 佐藤慎一氏（日本福祉大学 教授） 
話題提供者 佐藤和紀氏（常葉大学 講師） 
話題提供者 大山牧子氏（大阪大学 助教） 
コメンテーター 新井健一氏（ベネッセ総合教育研究所 理事長） 

15:45-17:00 グループワーク：議論「これからの学びと研究の場」 
  18:00-21:00 懇親会 
 

07 月 29 日（日） 
09:30     受付開始 
10:00-10:10 ガイダンス 

      進行役 豊田充崇（和歌山大学 教授） 
10:10-11:30 グループワーク：プレゼンテーション 

  11:30-12:00 まとめ 
※原則２日間の参加をお願いしております． 
※会場の都合上，申込数が募集定員に達し次第，締め切りといたします． 
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JSET-AECT 2018 Summer International Research Symposium 

函館のご案内 09 月 07 日-09 日（最終報） 
 
●日時  ：2018年 09月 07日（金曜日）から 09月 09日（日曜日） 

●会場  ：公立はこだて未来大学（09月 07日 午後 キーノート） 

      函館湯の川温泉 湯元啄木亭  

（レセプション２回，ワークショップ 09月 08日と 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

テーマのもと，米国，韓国，日本から，著名な研究者を計６名，基調講演者として招聘しています．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． 
 
オープニングと基調講演を開催する公立はこだて未来大学は，「オープンスペース，オープンマイン

ド」の精神のもと 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

に開かれた学習環境を実現しています．本シンポジウムのテーマを議論するにふさわしい会場であり，

見学会も予定されています．グループでの活動は湯の川温泉の湯元啄木亭で行います．熱い議論のあい

まに，函館の美しい風景，温泉，食事も堪能できます． 
今回のシンポジウムのゴールは，各グループの議論をふまえて国際的な共同研究に発展させるための

アクショ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 
 

 

＜特徴＞ ワークショップ型の研究ディスカッション 

米国，韓国，日本から，著名な研究者を計６名，基調講演者として招聘しています． 
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． 
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２日間英語で論議を深めます．自分の研究内容を深め，そして同じような研究内容に関心がある仲間

と話しあうことで，将来への共同研究へとつなげてほしいと考えています． 
 
＜活動内容＞ 

  ・個人の研究テーマについての発表（10 分） 
・ディスカッション（研究方法，課題について） 
・グループプレゼンテーションと準備 

  ＃ 参加者の中から「Outstanding Award」が選ばれます． 
  
＜参加方法＞ JSET ホームページにリンクがあります（英語版ホームページよりお申込み下さい）． 

 

 
 

 
国際交流委員会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

JSET-AECT 2018 Summer International Research Symposium 

函館のご案内 09 月 07 日-09 日（最終報） 
 
●日時  ：2018年 09月 07日（金曜日）から 09月 09日（日曜日） 

●会場  ：公立はこだて未来大学（09月 07日 午後 キーノート） 

      函館湯の川温泉 湯元啄木亭  

（レセプション２回，ワークショップ 09月 08日と 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

テーマのもと，米国，韓国，日本から，著名な研究者を計６名，基調講演者として招聘しています．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． 
 
オープニングと基調講演を開催する公立はこだて未来大学は，「オープンスペース，オープンマイン

ド」の精神のもと 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

に開かれた学習環境を実現しています．本シンポジウムのテーマを議論するにふさわしい会場であり，

見学会も予定されています．グループでの活動は湯の川温泉の湯元啄木亭で行います．熱い議論のあい

まに，函館の美しい風景，温泉，食事も堪能できます． 
今回のシンポジウムのゴールは，各グループの議論をふまえて国際的な共同研究に発展させるための

アクショ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 
 

 

＜特徴＞ ワークショップ型の研究ディスカッション 

米国，韓国，日本から，著名な研究者を計６名，基調講演者として招聘しています． 
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． 

Japan Society for Educational Technology

13



 

  

 

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 質的研究／一般 
●日  時：2018 年 07 月 07 日（土） 
●会  場：明治大学 中野キャンパス 

（〒164-8525 東京都中野区中野 4-21-1） 
●担  当：岸磨貴子（ ） 

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（高層棟 ３階 302 教室前），A 会場（高層棟 ３階 301 教室）B 会場（高層棟 ３階 302 教室）  
 

10:00-10:05 諸連絡 

10:05-12:10 午前の部 

 
A1）初年次の学生が正課外学習活動に取り組む際の問題と支援方法に関する研究 

山本良太（東京大学大学院）,長友多絵子,中谷良規,巳波弘佳（関西学院大学）,飯田健司, 
厚木勝之（丸善雄松堂株式会社）,山内祐平（東京大学大学院） 

A2) 高等教育における学生の学習経験レベルの向上と停滞に影響を与える要因の相違 
川本弥希（東京工業大学）,石橋嘉一（青森中央学院大学）,渡辺雄貴（東京理科大学） 

A3) 質的研究を結ぶ体系的トライアンギュレーションの検討－教職大学院修了生を対象とした調査

から－ 
荒巻恵子（帝京大学大学院） 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
B1) 教員養成初期段階の学生が実習記録に記述したリフレクションの質的分析の試み 

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) 小学校低学年における他者理解指導を中心としたネットいじめ・ネットトラブル指導の批判的考

察 
堀川紘子,藤村裕一（鳴門教育大学大学院） 

B3) 小学校第５学年を対象とした情報技術の社会的影響の理解に関する授業実践の考察 
佐藤正寿（東北大学大学院／東北学院大学）,安里基子（東京学芸大学）, 
山本朋弘（鹿児島大学）,堀田龍也（東北大学大学院） 

B4) 問題解決学習の知識体系 PBLBOK に基づく PBL の評価手法の提案 
佐藤克己（東京学芸大学）,中村勝一（福島大学）,櫨山淳雄,宮寺庸造（東京学芸大学） 

B5) SNS における適切なコミュニケーションを学習するアニメーション教材の開発 
伊藤大河（共栄大学） 

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

13:10-14:50 午後の部① 
 
A4) 日本教育工学会における質的研究の特徴と課題 

岸磨貴子（明治大学）,山本良太（東京大学大学院）,時任隼平（関西学院大学）, 
杉原真晃（聖心女子大学）,金子大輔（北星学園大学）,小高さほみ（上越教育大学大学院） 

A5) 日本語教育実習での経験とキャリア意識の変容－日本語教育実習生へのインタビュー調査から

－ 
三枝優子（文教大学） 

A6) SCMC における日本語学習の質的分析 
柴川真由美（滋賀県立大学） 

A7) 総合的な学習の課題設定段階の問題－アクティブ・インタビューを活用した教師の語りから－ 
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） 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
B6) 大学教育における教育実践研究の類型化 

大山牧子,根岸千悠（大阪大学）,野瀬由希子（大阪大学大学院） 
B7) 映像コンテンツの主観難易度と変速再生機能活用行動の関連性に関する一検討－学習スタイル

に着目して－ 
長濱澄（早稲田大学）,宮西祐香子（早稲田大学大学院）,三田なつ乃,森田裕介（早稲田大学） 

B8) 協調学習における学生のパフォーマンス向上のための座席レイアウトの有効性 
林一雅（国士舘大学）,呉重恩（−）,望月俊男（専修大学）,山内祐平（東京大学大学院） 

B9) 日本語教育における反転授業に活用可能なオープン教材の研究 
鈴木靖代（フジ国際語学院）,西谷まり（一橋大学） 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 15:05-17:10 午後の部② 

 
A8) 「情報機器の操作」に関する自己評価の分析－社会科の経済的内容と関連づけた情報活用能力向

上－ 
藤崎聖也（信州大学） 

A9) 海外と日本における各教科等横断的に行われた初等教育段階のプログラミングに関する学習の

傾向分析 
小田理代,堀田龍也（東北大学大学院） 

A10) 情報教育からみた幼稚園教諭等に求められる資質能力にかかわる一考察 
波多野和彦（江戸川大学）,中村佐里（自由学園）,三尾忠男（早稲田大学） 

A11) 高校生の対人恐怖心性がインターネット依存傾向に与える影響 
稲垣俊介(東京都立江北高等学校／東北大学大学院),和田裕一,堀田龍也（東北大学大学院） 

A12) ICT 活用技能を備える保育者養成－保育者養成校における情報学演習授業の取り組み－ 
神谷勇毅（鈴鹿大学短期大学部） 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
B10) 日本の子どもの歌「童曲」の箏譜から五線譜置換の方法および検討－宮城道雄の「童曲」を対

象として－ 
山下真由美（函館短期大学） 

B11) 単旋律における音楽表現の工学的アプローチを用いた中学生への実証授業とその結果の考察 
井上寛士,藤村裕一（鳴門教育大学大学院） 

B12) 高等教育の国際化に伴う多様性の課題－外国人留学生のアンケート調査から－ 
Laosunthara Ampan,Pornphatdetaudom Thanataon,西原明法（東京工業大学） 

B13) 自由保育と一斉保育の 2 項対立に関する批判的考察 
黒田ゆり（鳴門教育大学大学院）,黒田みゆき（日南幼稚園）,藤村裕一（鳴門教育大学大学院） 

B14) 知財教育としての「研究学習」の教育実践 
世良清（三重県立津商業高等学校） 

 
● 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．  
● JR 中央線「中野駅」から徒歩５分です．詳しくは，明治大学中野キャンパスの「アクセスマップ」

（http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/nakano/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・飲食店が多数あります． ご都合にあわせて各自

ご利用下さい．  
 

 

  

 

日本教育工学会研究会   http://www.jset.gr.jp/study-group/ 
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●会  場：明治大学 中野キャンパス 

（〒164-8525 東京都中野区中野 4-21-1） 
●担  当：岸磨貴子（ ） 
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受付（高層棟 ３階 302 教室前），A 会場（高層棟 ３階 301 教室）B 会場（高層棟 ３階 302 教室）  
 

10:00-10:05 諸連絡 

10:05-12:10 午前の部 

 
A1）初年次の学生が正課外学習活動に取り組む際の問題と支援方法に関する研究 

山本良太（東京大学大学院）,長友多絵子,中谷良規,巳波弘佳（関西学院大学）,飯田健司, 
厚木勝之（丸善雄松堂株式会社）,山内祐平（東京大学大学院） 

A2) 高等教育における学生の学習経験レベルの向上と停滞に影響を与える要因の相違 
川本弥希（東京工業大学）,石橋嘉一（青森中央学院大学）,渡辺雄貴（東京理科大学） 

A3) 質的研究を結ぶ体系的トライアンギュレーションの検討－教職大学院修了生を対象とした調査

から－ 
荒巻恵子（帝京大学大学院） 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
B1) 教員養成初期段階の学生が実習記録に記述したリフレクションの質的分析の試み 

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) 小学校低学年における他者理解指導を中心としたネットいじめ・ネットトラブル指導の批判的考

察 
堀川紘子,藤村裕一（鳴門教育大学大学院） 

B3) 小学校第５学年を対象とした情報技術の社会的影響の理解に関する授業実践の考察 
佐藤正寿（東北大学大学院／東北学院大学）,安里基子（東京学芸大学）, 
山本朋弘（鹿児島大学）,堀田龍也（東北大学大学院） 

B4) 問題解決学習の知識体系 PBLBOK に基づく PBL の評価手法の提案 
佐藤克己（東京学芸大学）,中村勝一（福島大学）,櫨山淳雄,宮寺庸造（東京学芸大学） 

B5) SNS における適切なコミュニケーションを学習するアニメーション教材の開発 
伊藤大河（共栄大学） 

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

13:10-14:50 午後の部① 
 
A4) 日本教育工学会における質的研究の特徴と課題 

岸磨貴子（明治大学）,山本良太（東京大学大学院）,時任隼平（関西学院大学）, 
杉原真晃（聖心女子大学）,金子大輔（北星学園大学）,小高さほみ（上越教育大学大学院） 

A5) 日本語教育実習での経験とキャリア意識の変容－日本語教育実習生へのインタビュー調査から

－ 
三枝優子（文教大学） 

A6) SCMC における日本語学習の質的分析 
柴川真由美（滋賀県立大学） 

A7) 総合的な学習の課題設定段階の問題－アクティブ・インタビューを活用した教師の語りから－ 
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） 
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研究会の発表募集  テーマ：高等教育における学修評価／一般 
●日  時：2018 年 10 月 14 日（日） 
●申込締切：2018 年 08 月 13 日（月） 

17時 

●会  場：日本福祉大学 東海キャンパス 
（担当：村川弘城） 

●原稿提出：2018 年 09 月 10 日（月）17時 
●募集内容： 
変化の激しい現在の知識基盤社会において，高等教育機

関の教育内容にも改革が求められています．特に，高等教

育における人材育成の面においては，社会の期待に応える

必要があります．より高度で，より多様な能力をもつ学生

を育むため，多くの高等教育機関で学生の能動的な活動を

取り入れた，いわゆるアクティブラーニング型の授業を実

施したり，学生の興味に沿って実施される正課外の活動を

支援する施設を設けたりしています．その中で，正課内外

含めた学生の学びを可視化し評価する必要があります．そ

こで，学生の活動を蓄積し，まとめ，評価することのでき

るポートフォリオシステムの構築と運用方法，どんな時で

も汎用的に役立つ能力であるジェネリックスキルの育成

と測定方法など，高等教育における学修評価に関する報告

を募集します． 
また，従来どおり，教育工学一般に関する報告を募集し

ます． 
なお，10 月の研究会は，大学教育再生加速プログラム

(AP)のテーマⅤ「卒業時における質保証の取組の強化」に

採択された日本福祉大学の FD シンポジウムとの共催とな

っております． 
 

●締切日時は“平日 17 時”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：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） 
●発表件数：36 件 

●会  場：関西大学 
●参加者数：93 名（内非会員 35 名） 

本研究会は，「高等教育における学習支援・学習環境・

FD・SD／一般」で開催され，93 名の参加者がありました．

高等教育におけるアクティブラーニング，プレ FD，LMS
の活用，学習支援スタッフを支えるシステム開発等の発表

が行われ，幅広い視点から高等教育における学習支援や学

習環境，FD・SD について議論をする機会となりました．

発表は３会場並行セッションで進め，会場からは多数の質

問が寄せられました． 
日曜日の開催ということではありましたが，当日は多く

の皆様にご発表・ご参加いただくことができました．研究

会にご参加いただきました皆様，開催にあたり協力をいた

だきました関係者各位に心より御礼申し上げます．             
担当 岩﨑千晶（関西大学） 
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日本教育工学会論文誌 特集号 論文募集（第一報） 

「特集：インストラクショナルデザイン」 
 

デザインとは，理論やモデルを実体化する行為と言えます．インストラクショナルデザイン（ID）と

は教授・学習に関する理論やモデルを現実に稼働するものとして設計することにより，学習を効果的・

効率的・魅力的にするための手法として捉えることができます．その手法の開発と評価のためには，理

論とモデル，設計，実践，評価を組み合わせた研究が必要です．また，それが適用されるフィールドと

しては，初等中等教育，高等教育，人材育成，研修，生涯学習など，デザインされた教授学習が行われ

る機会すべてを含みます．ID を主たるテーマとして，論文募集を行うのは，今回が初めてとなります．

奮ってご投稿下さい． 

 

 

1. 対象分野 

下記に本特集号で募集する論文テーマについて例示します．これらは一例であり，下記に限らず，ID
に関わるテーマであれば対象といたします． 

 

・さまざまな ID モデルによる教授・学習の設計・実践・評価 
・さまざまな ID 的ツールを利用した設計・実践・評価 
・動機づけ理論・学習理論を基礎にした設計・実践・評価 
・ゲームをベースにした設計・実践・評価 
・メディアや活動の組み合わせによる設計・実践・評価 
・e ラーニング，オンラインコースの設計・実践・評価 
・授業・研修・講座・トレーニングにおける設計手法や評価手法 
・ID モデルの理論的考察 
・ID の研究的枠組みに関する考察 
 

 

２．募集論文の種類 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

３．論文投稿締め切り日（2019 年 11 月発行予定） 

投稿原稿は 2019 年の２月初旬になる予定です．詳しい締め切り日などは，次回の News Letter や
学会 Web サイトで告知します． 

 

 

４．論文投稿の仕方 

原稿は，「執筆の手引」（http://www.jset.gr.jp/thesis/index.html）に従って執筆し，学会ホームペ

ージの会員専用 Web サイトから電子投稿して下さい．郵送による投稿は受け付けておりません． 

 

 

５．問い合せ先 

日本教育工学会事務局 TEL：03-5549-2263 
FAX：03-5575-5366 
e-mail：  

 

 

  

 

研究会の発表募集  テーマ：高等教育における学修評価／一般 
●日  時：2018 年 10 月 14 日（日） 
●申込締切：2018 年 08 月 13 日（月） 

17時 

●会  場：日本福祉大学 東海キャンパス 
（担当：村川弘城） 

●原稿提出：2018 年 09 月 10 日（月）17時 
●募集内容： 
変化の激しい現在の知識基盤社会において，高等教育機

関の教育内容にも改革が求められています．特に，高等教

育における人材育成の面においては，社会の期待に応える

必要があります．より高度で，より多様な能力をもつ学生

を育むため，多くの高等教育機関で学生の能動的な活動を

取り入れた，いわゆるアクティブラーニング型の授業を実

施したり，学生の興味に沿って実施される正課外の活動を

支援する施設を設けたりしています．その中で，正課内外

含めた学生の学びを可視化し評価する必要があります．そ

こで，学生の活動を蓄積し，まとめ，評価することのでき

るポートフォリオシステムの構築と運用方法，どんな時で

も汎用的に役立つ能力であるジェネリックスキルの育成

と測定方法など，高等教育における学修評価に関する報告

を募集します． 
また，従来どおり，教育工学一般に関する報告を募集し

ます． 
なお，10 月の研究会は，大学教育再生加速プログラム

(AP)のテーマⅤ「卒業時における質保証の取組の強化」に

採択された日本福祉大学の FD シンポジウムとの共催とな

っております． 
 

●締切日時は“平日 17 時”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：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） 
●発表件数：36 件 

●会  場：関西大学 
●参加者数：93 名（内非会員 35 名） 

本研究会は，「高等教育における学習支援・学習環境・

FD・SD／一般」で開催され，93 名の参加者がありました．

高等教育におけるアクティブラーニング，プレ FD，LMS
の活用，学習支援スタッフを支えるシステム開発等の発表

が行われ，幅広い視点から高等教育における学習支援や学

習環境，FD・SD について議論をする機会となりました．

発表は３会場並行セッションで進め，会場からは多数の質

問が寄せられました． 
日曜日の開催ということではありましたが，当日は多く

の皆様にご発表・ご参加いただくことができました．研究

会にご参加いただきました皆様，開催にあたり協力をいた

だきました関係者各位に心より御礼申し上げます．             
担当 岩﨑千晶（関西大学） 
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６．特集号編集委員会 

特集号編集委員長   市川尚（岩手県立大学） 

特集号副編集委員長 村上正行（京都外国語大学） 

特集号幹事      根本淳子（明治学院大学） 冨永敦子（公立はこだて未来大学） 

委員（検討中） 

  

Japan Society for Educational Technology

18



 

  

 

SIG委員会 

SIG 新規・継続審査報告 

 SIG(Special Interest Group)の第１期活動が 2018 年 03 月末日をもって終了いたしました．第１期に

活動を行った SIG は次のとおりです． 

 
 ・SIG-01 高等教育・FD 
 ・SIG-02 教師教育・実践研究 
 ・SIG-03 教育・学習支援システムの開発・実践 
 ・SIG-04 教育の情報化 
 ・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 
 ・SIG-07 インストラクショナルデザイン 
 ・SIG-08 メディア・リテラシー，メディア教育 
 ・SIG-09 質的研究 
 ・SIG-10 コンピテンシースタンダードと能力評価手法の開発 
 ・SIG-11 情報教育 
 
 第２期の活動を開始するにあたり，SIG 委員会では各 SIG の継続の可否を審議・承認するための体制

を整え，以下のスケジュールで継続の可否を決定いたしました．あわせて，2017 年度末に申請された

新規 SIG の設置についても審議・承認を行いました． 

2018 年 02 月 15 日 
 ・SIG 継続申請書及び３年間の活動報告書（2018 年 01 月時点までの活動報告書）提出 
 
2018 年３月理事会  
 ・SIG 継続申請に関する報告 
 ・SIG 委員会に関する予算計画提出 
 
2018 年３月末日  
 ・SIG 最終報告書（３年間全体の活動），SIG 活動年次報告書提出 
 ・新規設立申請書提出 
 
2018 年 04 月 19 日 
 ・SIG 継続条件確認書・SIG 新規条件確認書提出 
 
2018 年 05 月 12 日 
 ・SIG 新規・継続ワーキンググループによる審査 
 ・理事会における WG の審査結果をふまえた審議及び承認 

  SIG 新規・継続 WG は，SIG 委員会担当副会長，理事数名，SIG 委員会委員長・副委員長で構成し，

今回は美馬のゆり，小柳和喜雄，永田智子，寺嶋浩介，森田裕介，根本淳子，村上正行，稲垣忠，今井

亜湖の計 9 名が，継続申請 10 件（SIG-01～SIG-08，SIG-10，SIG-11），新規申請 3 件（人工知能利用，

STEM 教育，小学校プログラミング教育）の審査にあたりました．この審査結果は理事会に提出され，

この結果をふまえながら理事会において審議が行われました．審議の結果は次のとおりです．なお，

SIG-09 は継続申請を行わなかったため，2017 年度で活動終了となりました． 

 
 ◎継続承認の結果 

・ SIG-01～SIG-08，SIG-10 については，認可とする． 

・ SIG-11 については，条件付き認可（1 年間の活動を行い，再審査．認められた場合，2 年の活

動を追加）とする． 

 

  

 

６．特集号編集委員会 

特集号編集委員長   市川尚（岩手県立大学） 

特集号副編集委員長 村上正行（京都外国語大学） 

特集号幹事      根本淳子（明治学院大学） 冨永敦子（公立はこだて未来大学） 

委員（検討中） 
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 ◎新規承認の結果 

・ 「人工知能利用」は，名称の変更と活動計画の修正を条件に認可とする． 

・ 「STEM 教育」及び「小学校プログラミング教育」は，条件付き認可（1 年間の活動を行い，

再審査．認められた場合，2 年の活動を追加）とする 

 
 以上の審議結果をうけて，2018 年度からは 13 の SIG が活動を開始します．Flexible, Open, 
Accountable の３つをキーワードに，各 SIG が様々な活動を展開されることを期待しています． 

 最後になりましたが，第２期に活動される SIG の一覧を，審議コメントとともに紹介いたします． 

SIG-01 高等教育・FD ＜代表：松河秀哉（東北大学）＞ 

掲げられた目標に対して，３年間の取組の整合性があり，目的達成に向けて十分な成果も上がってい

る．コアメンバーの活躍も継続に向けて問題なし．さらなる発展と学的また社会への貢献も期待したい． 

SIG-02 教師教育・実践研究 ＜代表：深見俊崇（島根大学）＞ 

 掲げられた目標に対して，学会外の知見も取り込み，広く教師教育と実践研究のテーマ に切り込んで

いる．３年間の取組は，目的達成に向けて十分な成果を出している．SIG レポートは成果がまとめられ

ており，重要な貢献をしたと考えられる．コアメンバーの活躍も継続に向けて問題なし．さらなる発展

と学的に期待したい． 

SIG-03 教育・学習支援システムの開発・実践 ＜代表：江木啓訓（電気通信大学）＞ 

 掲げられた目標に対して学際的に取り組み，Learning Analytics などの研究成果も本学会でより積極

的に取り組む貢献をした．3 年間の取組の整合性があり，目的達成に向けて成果も上がっている．コア

メンバーの活躍も継続に向けて問題なし．さらなる発展と学的また社会への貢献も期待したい． 

SIG-04 教育の情報化 ＜代表：豊田充崇（和歌山大学）＞ 

 掲げられた目標に対して，学校での取組，教育実践への貢献を NHK などの知見も取り込みながら，

広く教育の情報化への貢献やそのテーマの探究に切り込んでいる．3 年間の取組は，目的達成に向けて

十分な成果を出している．コアメンバーの活躍も継続に向けて問題なし．さらなる発展と実践への貢献

を期待したい． 

SIG-05 ゲーム学習・オープンエデュケーション ＜代表：重田勝介（北海道大学）＞ 

 掲げられた目標に対して，本学会に新たなコミュニティを創出し，国際的な研究の紹介も通しながら，

ゲーム学習・オープンエデュケーションの関心を共有することに貢献している．3 年間の取組は，目的

達成に向けて十分な成果を出している．SIG レポートは成果がまとめられており，重要な貢献をしたと

考えられる．コアメンバーの活躍も継続に向けて問題なし．さらなる発展と学的に期待したい． 

SIG-06 協調学習・学習科学 ＜代表：北澤 武（東京学芸大学）＞ 

 掲げられた目標に対して，学習科学の成果を実践研究に取り込み，また実践研究から学習科学の知見

を見いだすように，3 年間，努めてきた経過が読み取れた．一時よりも参加者数は伸びてはいないが，

深い学びに向けて学的知見の裏付けも取りながら取り組むことが期待されている中で，本 SIG の 3 年間

の取組は意味を持っている．コアメンバーの活躍も継続に向けて問題なし．さらなる発展と実践への貢

献を期待したい． 

SIG-07 インストラクショナルデザイン ＜代表：市川 尚（岩手県立大学）＞ 

 掲げられた目標に対して，本学会また関連学会でのインストラクショナルデザインの成果を紹介・共

有し，傾向把握に貢献していた．また本研究は，他の SIG のテーマ探究に貢献するベース研究であるた

め，他 SIG との共催による取組により本学会の学的な貢献に寄与している．3 年間の取組は，目的達成

に向けて成果を出している．コアメンバーの活躍も継続に向けて問題なし．さらなる発展と学的に期待

したい． 
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SIG-08 メディア・リテラシー，メディア教育 ＜代表：中橋 雄（武蔵大学）＞

掲げられた目標に対して，学術的な成果の交流，教育実践への貢献を NHK などの知見も取り込みな

がら，伝統的なメディア・リテラシー，最近のソーシャル・メディアリテラシーへの取組など広くメデ

ィア教育への貢献やそのテーマの探究に切り込んでいる．3 年間の取組は，目的達成に向けて十分な成

果を出している．コアメンバーの活躍も継続に向けて問題なし．さらなる発展と実践への貢献を期待し

たい．

SIG-10 コンピテンシースタンダードと能力評価手法の開発 ＜代表：玉田和恵（江戸川大学）＞

 掲げられた目標に対して，学術的な成果の交流，教育実践への貢献に向けて努力したことがうかがわ

れた．しかしながら，掲げられた目標の内，情報リテラシー，そのカリキュラムの開発と運用評価など

高等教育での取組などに力点があり，能力評価手法に関わっても本文から少し研究が進んでいるとは判

断がしづらかった．コアメンバーの活躍は問題ないと思われるが，本主旨からすれば，よりコンピテン

シースタンダードと能力評価手法の開発に関心を持ち貢献しているメンバーの参加が求められると考

えられた．さらなる発展と実践への貢献を期待したい．

SIG-11 情報教育 ＜代表：加納寛子（山形大学）＞

報告書に掲げられた活動目標に照らしてみると，「プログラミングを行う教育」に関しては，3 年間の

活動の後半に成果をあげていることが読み取れるが，その内容が大半になっている．SIG 活動の柱の中

心としている“｢情報的な見方・考え方｣を育てる情報教育”に関する活動が少なく，この 3 年間の取組に

おいて整合性が付いていないように読み取れた．また，カリキュラム作りを目標の 1 つに設定されてい

るが，それにつながる活動は研究会の題目からはほとんど読み取れず，情報教育や情報リテラシー教育

に関する活動が少ないと判断される．これらの結果から，条件付き認可とし，1 年間の時限付きで活動

の継続を認め，2018 年度に活動目標に対応した活動を実施することを求める．1 年後に再度審査を行い，

認可された場合に 2 年間（2018 年度～2020 年度の合計 3 年間）の活動を認めることとする． 

SIG-12 人工知能利用 ＜代表：喜多敏博（熊本大学）＞

近年の人工知能分野の発展を踏まえ，企画意図や内容は理解でき，意味ある申請と考えられる．SIG
の設置期間は 2018 年度-2020 年度とし，人工知能を利用した研究の教育工学分野への活用・展開につ

いて活動されることを期待する．

SIG-13 STEM教育 ＜代表：森田裕介（早稲田大学）＞

 企画意図や内容，独自性の説明については理解でき，意味ある申請と考えられる．しかし，設置条件

である前年度までのワークショップの開催がなされていない点から 2018 年度において SIG 活動をして

いただき，その結果について再度審査を行う．その結果を持って，2019-2020 年度の継続を認めるかど

うか決定する．

SIG-14 小学校プログラミング教育 ＜代表：調整中＞

 小学校学習指導要領の実施が移行期間を迎えた中，テーマの重要性は大きく，企画意図や内容は理解

でき，意味ある申請と考えられる．しかし，設置条件である前年度までのワークショップの開催がなさ

れていない点から 2018 年度において SIG 活動をしていただき，その結果について再度審査を行う．そ

の結果を持って，2019-2020 年度の継続を認めるかどうか決定する． 

SIG 委員会副委員長 今井亜湖(岐阜大学) 

 

  

 

 ◎新規承認の結果 

・ 「人工知能利用」は，名称の変更と活動計画の修正を条件に認可とする． 

・ 「STEM 教育」及び「小学校プログラミング教育」は，条件付き認可（1 年間の活動を行い，

再審査．認められた場合，2 年の活動を追加）とする 

 
 以上の審議結果をうけて，2018 年度からは 13 の SIG が活動を開始します．Flexible, Open, 
Accountable の３つをキーワードに，各 SIG が様々な活動を展開されることを期待しています． 

 最後になりましたが，第２期に活動される SIG の一覧を，審議コメントとともに紹介いたします． 

SIG-01 高等教育・FD ＜代表：松河秀哉（東北大学）＞ 

掲げられた目標に対して，３年間の取組の整合性があり，目的達成に向けて十分な成果も上がってい

る．コアメンバーの活躍も継続に向けて問題なし．さらなる発展と学的また社会への貢献も期待したい． 

SIG-02 教師教育・実践研究 ＜代表：深見俊崇（島根大学）＞ 

 掲げられた目標に対して，学会外の知見も取り込み，広く教師教育と実践研究のテーマ に切り込んで

いる．３年間の取組は，目的達成に向けて十分な成果を出している．SIG レポートは成果がまとめられ

ており，重要な貢献をしたと考えられる．コアメンバーの活躍も継続に向けて問題なし．さらなる発展

と学的に期待したい． 

SIG-03 教育・学習支援システムの開発・実践 ＜代表：江木啓訓（電気通信大学）＞ 

 掲げられた目標に対して学際的に取り組み，Learning Analytics などの研究成果も本学会でより積極
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ゲーム学習・オープンエデュケーションの関心を共有することに貢献している．3 年間の取組は，目的
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の取組は意味を持っている．コアメンバーの活躍も継続に向けて問題なし．さらなる発展と実践への貢

献を期待したい． 
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 掲げられた目標に対して，本学会また関連学会でのインストラクショナルデザインの成果を紹介・共

有し，傾向把握に貢献していた．また本研究は，他の SIG のテーマ探究に貢献するベース研究であるた

め，他 SIG との共催による取組により本学会の学的な貢献に寄与している．3 年間の取組は，目的達成

に向けて成果を出している．コアメンバーの活躍も継続に向けて問題なし．さらなる発展と学的に期待

したい． 
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日本教育工学会第17期第８回理事会議事録 
 

日時：2018年05月12日（土）14:40～16:20 
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， 

赤倉 貴子，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，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 

総務委員会 北澤 武，高橋 純 

事務局長 赤松 伊佐代                                         (合計25名)  
 
１．前回の理事会議事録の承認について  

第 17期第７回理事会議事録，第 17期臨時メール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 03 月 08 日から 2018 年 05 月 06 日の会員の移動状況について報告があり，承認した．2018

年 05 月 12 日現在の総会員数は，3,005 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，英文誌活性化 WG 及び合同英文誌検討について報告があった． 
(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．2019 年度の研究会について，全国大会の年

２回開催への移行に伴い，年４回の開催が提案され，承認した． 
(３) 企画委員会 
 シンポジウム(2018 年 06 月 23 日(土)，東京工業大学)と夏の合宿研究会案について，承認した． 
(４) 大会企画委員会 
 第 33 回全国大会の準備状況について報告があり，承認した． 
(５) 顕彰委員会 
 論文賞及び研究奨励賞の選考の状況について報告があった． 
(６) 選挙管理委員会 

選挙のスケジュールについて報告があった． 
(７) 国際交流 

JSET-AECT 2018 Summer International Research Symposium について報告があった． 
(８) 広報委員会 
 ニューズレター228 号・229 号の台割案について承認した．WWW リニューアル案，ニューズレター

リニューアル案について承認した． 
(９) SIG 委員会 
 SIG（継続・新規）の審査結果について承認した． 
 
４. 総務・会計  
第 34 回通常総会議案書案(第１号議案～第３号議案)について承認した． 
 
 

５. 今後の学会運営について 
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 全国大会を年２回の開催とすることや，財政の見通しについて報告があった． 
 
６. その他  
 以下の協賛依頼を承認した． 
(１) 協賛依頼 
 「第 34 回ファジィシステムシンポジウム（FSS2018）」における協賛のお願い（日本知能情報 
ファジィ学会 より） 
 「New Education Expo 2018」後援名義使用申請（New Education Expo 実行委員会 より） 
 「日本情報科教育学会第 11 回全国大会」協賛のお願い（日本情報科教育学会 より 
 「e ラーニングアワード 2018 フォーラム」協賛名義使用申請に関するお願い（株式会社 日本

工業新聞社 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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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０７月０７日（土）

研究会「質的研究」（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」（日本福祉大学）

・２０１８年１２月０８日（土）
研究会「学習データ分析」（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」（福井大学）

◎国際会議の案内
２０１８年
・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)

２29
２０１8年 6月25日


