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会員のみなさま：重要なお知らせ 

JSETニューズレターの電子化について 

 
日本教育工学会 会長 鈴木克明（熊本大学） 

 
 日本教育工学会では，これまで，会員のみなさまのお手元に学会の情報をお届けするため，大会や研究会開催に

合わせて「JSET ニューズレター」を年間７号，広報委員会が中心となって編集発行・郵送して参りました．本号

で230号となります． 
 
 さて，理事会では昨年度より，会員のみなさまへの，よりタイムリーな情報提供方法とともに，学会経費，特に

学会運営のために必要な様々な管理費を業務効率化した上で削減する方法を検討して参りました． 
 その結果，JSET ニューズレターを電子化の上，会員のみなさまにネットワークを介してお届けする方法に変更

させていただく案を，先般の理事会で承認いたしました． 
印刷・郵送と比較しますと，年間で300万円以上の節約になり，大会運営など会員のみなさまへのサービスに充

当することができます．さらに今後は，準備が整い次第，JSET ニューズレター電子版の発行に加え，各委員会の

活動など，学会の最新情報も含めたメールマガジン形式で，よりタイムリーな情報を会員のみなさまにお届けする

形に進化させていく予定です． 
 
会員のみなさまのお手元にお届けする印刷冊子体のJSETニューズレターは，本No.230号が最後となります．

電子化後の JSET ニューズレターNo231 号（例年では 10 月初旬刊行予定；メーリングリストで発刊の告知の後，

学会のWWWに掲載）は，電子化第一号となりますが，これまでと同じ体裁の冊子（pdf形式）を予定しておりま

す． 
 
会員の皆様のご理解とご協力をお願いいたします． 
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第34回日本教育工学会全国大会を迎えて 

日本教育工学会 会長 鈴木克明（熊本大学） 
 
第 34 回日本教育工学会全国大会を東北大学で開催できますこと，関係各位に心

から感謝申し上げます．ご参集いただく学会員の皆さまそれぞれにとって，収穫の

多い，そして，楽しいひと時になりますことを祈念しています． 
注：昨年度の挨拶文をご覧の方（覚えているかどうかを知りたい方を除く）は，以

下同じ内容ですので，最終段落まで飛ばして下さい（分岐型挨拶文）. 
 
初めて参加される非会員の方々，これを機会にぜひ本学会への入会を検討して下

さい．そして入会の意思決定を近い将来，実行に移して下さい．この学会は楽しい

ですし，あなたの教育実践にすぐに役立つ研究成果が溢れています．この機会に，

新しく仲間入りして下さることを歓迎します． 
 
今回発表するために入会した新会員の方々，緊張しているかもしれませんが，こ

の学会には悪い人はいませんので，安心して発表して下さい．建設的な意見交換をして，明日からの実践に役立つ

ヒントを得て下さい．また，お気に入りの SIG が見つかったら，ぜひ活動に積極的に参画して下さい．どの SIG
もボランティアを求めています．あなたの力添えを必要としています．同じ関心を持つ仲間と研究活動ができるこ

とは，学会員になったことがもたらす大きな喜びですから，存分に楽しんで下さい． 
 
指導する学部生・大学院生の発表支援が主目的の先生方，事前指導をしっかりして自信をもって発表できるよう

に準備させてあげて下さい（私も頑張ります）．全国大会で発表することで，指導する学生がまた一つ成長するこ

とでしょう．発表が終わったら，良くできたことを共に喜び，次はこうしたらもっといいよ，という助言を少しだ

けして，懇親の場で大いにねぎらって下さい（私も心がけます）．そして，本学会の将来を担う人になってくれる

ように導いて下さい． 
 
教育工学は，人が学ぶことをどのように支援するかを探究している学問分野です．その研究成果を活用して，こ

の全国大会も「学ぶ場」としてデザインされています．毎年やるたびに，改善を重ねてきました．しかし，どうや

れば多種多様のニーズを持った人たちの学びを支援できるのか．この探究には唯一の「正解」は存在しません（ど

の教育現場でも同じですね）．この大会は，教育工学研究者が知恵を出し合ってたどり着いた現時点での自己ベス

トです（TOK風の表現ですね）．気がついたことがあったら「もっとこうしたらより良い学びの機会になるのでは

ないか」というアイディアをぜひ聞かせて下さい．次のチャンスに会員の皆さまからのアイディアを生かしていき

たいと思います．単なる文句ではなく（みんなボランティアでやっているのでお手柔らかに・・・），建設的な意

見・アイディアを聞かせて下さい．毎年よくなっていく全国大会を経験するのは，とても楽しいことです．全国大

会以外の「学ぶ機会」についてもご意見を歓迎します． 
 
全国大会は，毎年一番多くの会員が集う，晴れの舞台でもあります．海外からの賓客をお迎えし，新しい関係構

築をお祝いする．活躍が目覚ましい若手会員を奨励し，多くの研究論文の中から厳正に選ばれた論文賞に輝いた研

究をみんなで味わう．功労の顕著な先達を称え，感謝する．そんな晴れ舞台である全体会にもぜひお越し下さい．

いつか自分も舞台に立つ日を夢見て，気持ちを新たにすることができるでしょう． 
 
来年度からは，３月の研究会を格上げして，全国大会を年２回化します.「両方とも参加したい」と多くの皆さん

に思ってもらえるよう，鋭意準備中ですので，どんな展開になるか，どうぞご期待下さい．楽しく有意義な思い出

とともに仙台を後にしましょう！ 
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日本教育工学会 第34回全国大会 

大会Webサイト：https://www.jset.gr.jp/taikai34/ 
 

 ご投稿いただきました講演論文を大会企画委員会にてプログラム編成いたしました．合計458件（シンポジウム

３件，一般研究439件（うちポスター195件），およびインターナショナルセッション16件）の発表と，SIGセッ

ション 13 件が予定されています．他にも以下にご案内する様々なセッション・イベントが開かれます．皆様のご

参加をお待ちしております． 
 
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．  

 

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  

＊ 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，ポスターを日本語と英語の併記で作成するポスターセッション（日英併記）を設けました．
＊ 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． 

 

３．全体会について 

 29日（土）の全体会では，会長挨拶，開催校挨拶，AECT（Association for Educational Communications and 
Technology）会長による挨拶，KSET（The Korean Society for Educational Technology ）副会長挨拶，CAET
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（China Association for Educational Technology）副会長挨拶があります．また，名誉会員表彰，論文賞および研

究奨励賞の表彰があります． 
 
４．チュートリアルセッション，シンポジウムについて 

28 日（金）には，本学会にはじめて参加する方のために本学会の活動内容について紹介するチュートリアルセ

ッションに加えて，本学会論文誌における査読の方法・査読の観点，条件対応に関するセッションも開催されます．

また，29 日（土）の午後にはシンポジウム「EdTech：未来の教育を創る教育工学」が開催されます．詳細は大会

Webサイトをご覧下さい． 
 

５．President Talk について 

 JSET では，2014 年以来，米国教育コミュニケーション・工学会（AECT）や中国教育技術協会（CAET），そ

して韓国教育工学会（KSET）との国際交流を積極的に展開してきました．President Talkでは，各学協会関係者

をお招きし，最新の研究動向や理論，概念の紹介，各国における教育工学の重点課題や様々なテクノロジー等を利

用した教育実践事例の共有が行われる予定です． 
 各国の教育工学に関する第一人者が一堂に会し，グローバルなレベルでの今後の研究のあり方について議論する

機会となります．ぜひご参加いただきますようお願いいたします． 
 
日時：2018年09月29日（土）10:30～13:10 
内容：①各国代表者より30分間の話題提供 
   ②指定討論者による意見とその回答 

③全体討論 
場所：講義棟C棟 C200 
言語：英語（通訳はありません） 
登壇者： 

・Kowch, Eugene (President of AECT, University of Calgary) 
・Lee, Yekyung (Vice-president of KSET, Sogang University) 
・Zhong, Xiao Liu (Vice-president of CAET, Tsinghua University) 

指定討論者： 
・佐藤慎一（日本福祉大学） 

 
※各登壇者の発表概要については，全国大会ウェブサイト「各セッション／プログラム」中のPresident Talkにて

ご確認下さい． 
 

６．SIGセッションについて 

合計13のSIG（Special Interest Group）セッションが28日（金）か30日（日）のいずれかに開かれます．内

容や開催日は，プログラムでご確認下さい． 
 

７．企業展示と企業ランチセッションについて 

 本大会の運営にあたっては，展示出展企業から多大な援助をいただいております．２日目の14:10までの出展で

すので，是非，展示会場まで足をお運びいただけますよう，お願い申し上げます． 
 
 場所： 講義棟C棟 C101，C102，C105，C106，C201，C202，C205 
 
 また，企業ランチセッションが28日（金）の12時30分から行われます．企業ブースへの出展企業から各８分
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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．  
 場所：講義棟B棟 B201，B204 /講義棟C棟 C200 
 発表：１教室６～７社，１社８分(予定) 
 
８．懇親会について 

懇親会は下記のように開催します．当日申込も受け付けますので多数のご参加お待ちしています． 
 日時・場所：29日（土）18:00～20:00 東北大学川内キャンパス  川内の杜ダイニング 
 費用：当日 5,000円 （事前申込は終了しました） 

 
９．託児室の利用について 

事前申込制の託児室を開室します．予約どおりのご利用の場合には，利用料金は学会が全額負担いたします．申

し込まれた方は，事前に受付窓口である東北大学生協からの確認メールで詳細をご確認下さい．なお，託児の申し

込みは終了しております． 
 
10．事前参加登録，および講演論文集のみの購入について 

08月22日以降は，当日払いの事前参加登録を受け付けます．事前参加登録を行った上でご来場いただくと，受

付がスムーズになりますので，ご協力をお願いいたします．大会に参加せず，講演論文集(冊子版・USBメモリ版)
のみをご購入いただくこともできます．申し込みシステムには，大会Webサイトからアクセスして下さい． 
 
11．当日の受付 

①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」をご提示下さい． 
・ 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」で番号をご確認下さい． 
・ 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． 
②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」をご提示下さい．「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． 
③クローク 
・ クロークでお荷物をお預かりします．  
  場所：講義棟C棟 C103 
 
12．発表者へのお願いと会場の設備 

発表時間は以下のとおりです．時間厳守でお願いいたします． 
 [一般研究] ＜口頭発表＞     発表14分 質疑応答５分 
       ＜ポスター発表＞ 各セッション80分 
 [International Session]      発表14分 質疑応答５分 
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
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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．なお，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）． 
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が用意されます．大会受付に

てID/パスワードを配付いたしますので，利用を希望される方はお申し出下さい． 
 

13．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：  

 
  

大会実行委員会 

委員長：堀田龍也（東北大学）  副委員長：稲垣忠（東北学院大学） 
幹事（五十音順，以下同様）：川面きよ（東北大学），松河秀哉（東北大学） 
委員：安藤明伸（宮城教育大学），遠海友紀（東北学院大学），川崎聡大（東北大学）， 
今野文子（元・東北大学），窪俊一（東北大学），中島平（東北大学）， 八木秀文（東北大学）， 
山下祐一郎（東北福祉大学），渡邉文枝（東北大学）

大会企画委員会 

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（本学会会長） 
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日本教育工学会 シンポジウム 開催報告 

 
●日時：2018年06月23日（土）  
●会場：東京工業大学 
■午前のセッション（10:00～12:00） 
ラウンドテーブル 
『教育工学の未来を考える』 
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） 
参加者：58名 
 
まず，日本教育工学会副会長の堀田龍也氏（東北大学）から，今回のシンポジウムの趣旨説明がなされました．

その上で，日本教育工学会が抱えている課題について，それぞれの委員会の立場から，各登壇者が発表を行いまし

た． 
研究会委員長 永田智子氏（兵庫教育大学）は，研究会の運営状況や課題について説明をしました．2006 年度

までは年間 100 件未満であった発表件数が，2007 年度以降は 160 件程度で推移し，2015 年度からは 200 件を超

える発表件数へと増加している．また，研究会の参加者数は，発表件数の２倍から３倍程度となっており，運営を

担う委員会メンバーの負担が大きな課題となっている．さらに，参加者のうち，非会員の比率が３分の１程度で，

その方々が学会に加入したかどうかについては明確な調査を行えていない状況である．参加者の増加に伴い，研究

報告集のデジタル化についても検討していくことが課題である，と述べました． 
国際交流副委員長 根本淳子氏（明治学院大学）は，他国の教育工学関連学会との連携や日本型教育の海外展開

推進事業（Edu-Port），全国大会：International sessionを中心とした国際関係の企画・運営などの組織的取り組

みについて説明をしました．日本教育工学会員の海外発表などを踏まえた活動状況を幅広く集約していくことや，

学会員同士の学会内での密な情報共有がとても重要であると認識している．その上で，他国との交流だけでよいの

か，その先に何を見据えるのか，インポートからエクスポートしていくことが課題である，と述べました． 
大会企画委員会 瀬戸崎典夫氏（長崎大学）は，全国大会を春と秋の２回に分散し，学会への参加機会を増やす

こと，若手セッション等の設置による活性化を行うことを検討していると説明をしました．発表件数は，大都市開

催も地方開催も同様な数値となっていることなどを踏まえ，運営方法についても今後検討の余地がある．例えば，

秋開催は情報のインプット型，春大会は成果報告と議論型にする，開催地を地方開催と大都市開催の組み合わせに

するなど，様々な運営方法が考えられる．学会員がより研究成果を共有・公開できる仕組みづくりにしていきたい

と述べました． 
SIG（Special Interest Group）委員長 村上正行氏（京都外国語大学）は，全国大会のSIGセッションを含め，

年間 70 件程度の多様な活動がなされており，継続的な活動を支援していく必要があると説明をしました．今後の
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課題として，SIG活動をどう支援していくのか，活動にどう関わっていくのか，学会全体との連携をより充実させ

るためにはどうするのか，SIGのライフサイクルをどうしていくかなどが課題であると述べました． 
企画委員長 森田裕介氏（早稲田大学）は，企画委員会の現状について，シンポジウム，夏と冬の合宿研究会，

産学協同セミナーに取り組んでいるが，SIGセッションなどとの企画のバッティングが課題となっていると説明を

しました．そして，将来を見据えて戦略的ビジョン，学会全体を俯瞰した企画，SIGにないものなど新たなシーズ

を発掘していく必要があると述べました． 
指定討論者の編集委員長 加藤浩氏（放送大学）は，今後は，英文誌が重要視されてくることを鑑み，オリジナ

ルのPaperが少ないことが課題であること，日本教育工学会，教育システム情報学会，日本教育メディア学会の３

学会合同で英文誌を発行することなども計画されていると説明しました． 
 以上を踏まえ，副会長 堀田龍也（東北大学）は，まず，毎年３月に開催される研究会を拡大して，春の全国レ

ベルの会（仮称：春大会）とし，秋の全国大会（仮称：秋大会）と合わせて年間２回開催することによって，学会

が活性化され，研究会委員会の負担の軽減も見込めると述べました．次に，SIG委員会の設立により企画委員会は

ミッションを再定義する必要がある，未来戦略を検討する企画を立案することに重点を置くべきだと述べました．

続いて，国際交流委員会が継続して国際的な企画を進めていくのに加え，日本の教育工学研究の国際プレゼンスを

高めていくために学会情報の電子化と国際化を促進する必要があると述べました．最後に，今回のシンポジウムを

きっかけに多くの会員による議論が重要であると述べました． 
 
■午後のセッション（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』 
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：美馬のゆり 

（公立はこだて未来大学 副会長） 
  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） 
  指定討論者：鈴木克明 

（熊本大学 会長） 
参加者：49名 
 
まず，日本教育工学会副会長の美馬のゆり氏（公立はこだて未来大学）が，本シンポジウムの趣旨説明を行いま

した．SDGs（持続可能な開発目標：Sustainable Development Goals）は，ユネスコが設定した2030年までに世

界が解決すべき 17 領域の目標です．本学会としては，「４ 質の高い教育をみんなに」はもちろんのこと，「５ ジ
ェンダー平等を実現しよう」や「８ 働きがいも経済成長も」を考えることも重要となります．美馬氏は，人生100
年時代の学習パスは，従来の単線的なパスから複線的なパスになっていることに言及し，その先取りとも言うべき

４人の登壇者の経験（事例）を踏まえて問題の所在を明らかにし，学会全体で議論をしていくことが今回のシンポ
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ジウムの趣旨である，と述べました． 
次に，４人の登壇者から各自のライフイベントなどの個人的な経験を踏まえた話題を提供していただきました．

その際，会場にいる聴衆が Web クリッカーで回答しながら，インタラクティブに議論を進める参加型のパネルデ

ィスカッションを行い，参加者も自分のライフイベントを振り返るという機会が提供されました． 
遠山紗矢香氏（静岡大学）は，女性若手研究者の立場から，ご自身の経験を踏まえて学会を含めた研究者業界全

体の問題点について言及しました．氏は，博士号を取るまで７年間奨学金を借りたため，借りた奨学金を全額返済

しなければならない状況にあります．Webクリッカーを用いて，会場参加者に対し，参加者らが借りていた奨学金

について質問をしたところ，最も多かった回答は「奨学金を無利子で借り全額返還免除」でした．かつては免除職

につくと奨学金の返済は免除されましたが，免除制度はすでに廃止となっています．この質問によって，遠山氏だ

けでなく会場の参加者も奨学金をめぐる事情が変わったことを認識しました．次に，有期雇用に関する問題提起を

しました．大学における任期付教員や研究者の場合，自身が代表者として申請し採択された科研費を放棄しなけれ

ばならない場合や科研費の申請ができない場合があります．氏の情報提供から，若手研究者が置かれている厳しい

現状が浮き彫りになりました． 
中尾教子氏（内田洋行）は，女性企業研究者の立場から，出産・育児をめぐる研究者の状況に焦点を当てて話題

提供をしました．家庭をもつ社会人の学び直し（就学）には，まず，家事，育児，資金の関係から，家族の理解が

必要であること，次に，勤務時間との兼ね合いから勤務先の了解が必要であることという２つのハードルがあるこ

とが提示されました．続いて，氏は，出産の時期や育児の分担に関する自身のいくつかのエピソードを紹介しまし

た．会場参加者に対して，日曜・祝日に開催される会議や学会のセミナーなどに参加するため，育児の外部サポー

トを利用しているかという質問をしたところ，「ベビーシッター」「地域のファミリーサポート」などの回答は少な

く，家庭だけで子育てをやりくりしている様子がうかがえました．氏の情報提供から，会社員であり，研究者でも

ある立場でのキャリアと出産・子育てのライフステージの選択の難しさが明らかになりました． 
田口真奈氏（京都大学）は，女性大学研究者の立場から，結婚や育児をめぐる研究者の状況に焦点を当てて話題

提供をしました．氏は，まず，自身の経歴を説明しました．また，育休を取得する際に，勤務先で初めてのケース

であったことなどに触れ，氏が職を得た当時の大学は，育休制度を利用する女性研究者が少なかったことから，前

例のないことに対する不安が大きかったと述べました．次に，氏は，家庭での家事・育児の役割分担や仕事との両

立の観点から事例を紹介しました．氏によれば，家庭とは家族の幸福に向かって努力する協働プロジェクトであり，

夫婦はともにそのプロジェクトのリーダーとなります．授乳期間中の子どもと離れられない時期の合宿には家族全

員で参加したり，子どもが病気で預かり手がない場合は本務の会議であってもオンラインで参加したりしながら育

児における様々な問題を乗り越えてきた経験は，女性大学研究者としての一つのロールモデルであるといえます． 
谷塚光典氏（信州大学）は，男性大学研究者の立場から，育児をめぐる研究者の状況に焦点を当てて話題提供を

しました．氏の配偶者は別の大学に勤務する女性大学研究者で別居中のため，日常の育児は主として氏が行ってい

るとのことでした．氏は，長男を同伴して，本学会全国大会や研究会，国際学会等に参加しており，特に，本学会

が全国大会時に開設する託児室は，設置された初年度から活用してきました．当初20,400円と高額でしたが，2013
年からは学会が経費を全額負担するようになり，とても助かっているとのことでした．氏は，勤務先で初めて育休

を取得した男性研究者の一人です．その理由として，上司であった大学教員が育休を取得しやすいように働きかけ

てくれたためであるとのことでした．男性として育児に向き合い，前例がない状況を乗り越えてきた経験は，男性

大学研究者としてのロールモデルであるといえます． 
以上の発表を踏まえ，学会ができる制度的なこととして，出張手続きができない育休中の学会参加などの支援，
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任期付き教員用の料金設定などのアイデアが提案されました．また，ワークライフバランスの教育プログラムの提

示，学会全国大会時の子ども向けのプログラムの企画も提案されました．研究と家庭の両立を目指し，学会として

も働き方改革を推進することを提言とし，シンポジウムは締めくくられました． 
 

報告：仲道雅輝（愛媛大学），竹岡篤永（明石工業高等専門学校），森田裕介（早稲田大学）
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夏の合宿研究会開催報告 
 

 2018 年07 月28 日（土）〜 07 月29 日（日）に，愛媛大学城北キャンパス アクティブ・ラーニングスペース

にて，夏の合宿研究会が開催されました．今年度は，６月に開催されたシンポジウムと連動した企画として，「教

育工学における若手人材の育成」をテーマに，議論を深めました．なお，当日は，台風の接近に伴い，登壇者２名

は遠隔コミュニケーションツールを使って情報提供ならびに議論を行いました．また，２日目は中止となりました． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 基調講演「教育工学を学び研究する場の創出を目指して」では，堀田龍也氏（東北大学，副会長）が，東京都小

学校教諭を経て大学教員になった経歴と教育工学研究者との出会いを紹介し，思いを同じくする仲間が集う「場」

の重要性について言及いたしました．また，教育工学研究者の育成を進めていく重要性を強調し，学会として支援

する企画立案の推進を提言しました． 

 事例紹介では，企業から大学に転職をされた佐藤慎一氏（日本福祉大学），現職の小学校教諭として博士号を取

得し大学教員となった佐藤和紀氏（常葉大学），環境を自身で開拓してきた大学院時代を経て大学に職を得た大山

牧子氏（大阪大学）から，それぞれの経歴や個人的なエピソードを踏まえて，話題を提供していただきました．い

ずれも教育工学を志向し，教育工学者と出会い，教育工学研究を始めた経歴をお持ちであることがわかりました． 

 以上の基調講演と事例紹介を経て，登壇者と参加者がグループを構成し，これまでの経験や今後の抱負を共有し

た後，学会として，どのような場が必要なのか議論を行いました．議論は，鈴木克明氏（熊本大学，会長）を囲ん

で，奥道後温泉にて深夜にまで及びました．学会として積極的に，研究者とのマッチングを進めるような企画を行

う必要があることを再認識し，合宿は終了となりました． 

報告：森田裕介（早稲田大学）  
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JSET 2018年度 冬の合宿研究会開催案内（第一報） 

 

■テーマ 学習データの統計的分析手法 

■趣旨 

 学習データの分析は，これまでも教育工学研究において大きな関心の対象とされ，様々な方法で分析した研究成

果が発表されてきました．そこで，今回の合宿研究会では，これからの研究活動に向けて，学習データの分析に焦

点をあてた研究会を企画いたしました．近年注目されているベイズ統計を中心に，データの分析方法について学習

すると共に，参加者による対話を通じて，教育工学研究における統計的な学習データの分析について検討を行う予

定です．学習データの分析方法に悩んでいる方，統計的データ分析やベイズ統計に興味をお持ちの方など，会員の

みならず，教育工学研究に興味をお持ちの方のご参加をお待ちしています．多くの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 2019年01月26日（土）～ 01月27日（日） 

■会場 未定 ※関東近郊での開催を予定しています 

 

■プログラム案 

01/26（土） 

・講演１：教育工学研究におけるベイズ統計の応用  

・実習：ベイズ統計を使った演習 

01/27(日） 

・講演２：様々なデータ分析方法を使った教育工学研究 

・グループワーク：教育工学研究でのデータの分析について考える 

 

■備考 

・参加申し込みは，日本教育工学会ホームページにて，11月下旬から受付を開始する予定です． 

・会場の都合上，申し込み数が募集定員に達し次第，参加申し込みを中止します． 

 

■担当 ※連絡先の[at]は＠に変更してください 

 産業技術大学院大学 大崎理乃（ohsaki-ayano[at]aiit.ac.jp） 

 星瑳大学 山田雅之（m-yamada[at]gred.seisa.ac.jp） 
 

以上 
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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：申込みは終了しました 

●会  場：日本福祉大学 東海キャンパス（担当：村川弘城） 
 

●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． 

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：質的研究／一般   

●日  時：2018 年 07 月 07 日 
●発表件数：25 件 

●会  場：明治大学 
●参加者数：74名（内非会員 26名） 

「質的研究／一般」のテーマのもと74名の方にご参加いただけました．今

回，全体の約３分の１が非会員の方で，初めての日本教育工学会の研究会にご

参加またはご発表された方も多くいらっしゃいました. 教育工学に関心を持

つ輪が広がり, 大変嬉しく思います. テーマ「質的研究」の研究報告にも多く

の聴衆にご参加いただき, 教育工学における質的研究について発展的に議論

できました． 
セッション終了後の会場では，発表者と参加者の方々が熱心にご助言，ご指

摘されている様子があり，活発な意見交換，交流の場となりました． 
本研究会にご参加いただきました皆様をはじめ，開催にあたりご支援，ご協

力をいただきました関係の皆様に深く御礼申し上げます． 
 担当：岸磨貴子（明治大学）
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日本教育工学会論文誌 特集号 論文募集（第二報） 

「特集：インストラクショナルデザイン」 
 
前号でご案内しておりました通り，2019年11月に発行を予定している特集号では，インストラクショナルデザ

インに関わる研究成果を募集いたします． 
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） 

投稿原稿を2019年02月07日（木）17:00までに電子投稿して下さい．ただし，2019年02月14日（木）

17:00までは，論文を改訂することができます．締め切りの延長は行わない方針です． 
投稿原稿提出締切（電子投稿）：2019年02月07日（木）17:00 
最終原稿提出締切（電子投稿）：2019年02月14日（木）17:00 

Japan Society for Educational Technology

15



４．論文投稿の仕方 
原稿は，「執筆の手引」（http://www.jset.gr.jp/thesis/index.html）に従って執筆し，学会ホームページの会員専

用 Web サイトから電子投稿して下さい．郵送による投稿は受け付けておりません． 
 
 
５．問い合わせ先  
日本教育工学会事務局 TEL：03-5549-2263 

FAX：03-5575-5366 
e-mail：

 
 
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（50音順）    荒木淳子（産業能率大学） 稲垣忠（東北学院大学） 

岩崎千晶（関西大学）   合田美子（熊本大学） 
重田勝介（北海道大学）  高橋暁子（徳島大学） 
田口真奈（京都大学）   舘野泰一（立教大学） 
寺嶋浩介（大阪教育大学） 中橋雄（武蔵大学） 
林雄介（広島大学）    深見俊崇（島根大学） 
深谷達史（広島大学）   藤本徹 （東京大学） 
舟生日出男（創価大学）  松田岳士（首都大学東京） 
望月俊男（専修大学）   森田裕介（早稲田大学） 
森本康彦（東京学芸大学） 渡辺雄貴（東京理科大学） 

 
  

Japan Society for Educational Technology

16



SIG-04 教育の情報化 

『ICT研修ファシリテーター養成講座』開催報告 
●日時：2018年08月10日（水）～ 08月12日（金） 
●会場：千代田放送会館 
●参加者数：22名 
●テーマ：ICT活用・情報教育等の教育の情報化に関する研修講師の養成 

SIG−04教育の情報化では，NHKと連携して，「ICT研修ファシリテーター養成講座」の研究開発を進めていま

す．本講座は ICT活用のための教員研修を設計，実施，評価することができる教員を養成することを目的としてい

ます．この ICT 活用ファシリテーター養成講座は今期で第４期目になります．全３回構成の第１回目が 08 月 10
日～12日，千代田放送会館を会場に開催されました． 

 
初日は横浜国立大学の脇本健弘先生から本講座の目的となる ICT ファシリテーターの必要性やその役割につい

てワークショップが行われました．その後，常葉大学の佐藤和紀先生からNHKの学校放送番組や動画クリップな

どの教材や活用実践事例について検討するワークショップが行われ，教材活用のイメージの共有が行われました．

午後からは本講座の１期生である松阪市教育委員会 楠本誠先生と武蔵大学 中橋雄先生による番組を活用した模

擬授業も含めたワークショップが実施されました．このワークショップの中では，模擬授業がどんな効果を意図し

ているのかを受講しながら考えることで，ICT研修ファシリテーターに求められる役割について考えました． 
そして，東北大学の堀田龍也先生から新学習指導要領の背景や情報活用能力について説明がありました．受講者

はこれから自分たちに求められる役割の重要さについて改めて認識し直しているようでした．最後に再度，脇本健

弘先生から本日のリフレクションが行われ，１日目が終了しました． 
 
２日目は初日に行われた楠本誠先生，中橋雄先生によるワークショップの解説から始まりました．初日に行われ

たワークショップがどのような意図があるのか，どのような工夫があるのかについて解説してもらい，ワークショ

ップ型研修を効果的に行うための工夫について検討しました． 
その後，中橋雄先生による「メディア・リテラシー講座」，東北学院大学 稲垣忠先生による「情報活用スキル講

座」，鳴門教育大学の泰山による「思考ツール講座」と続きました．これからの教育に求められる内容について考

え，議論が行われました． 
後半では，最終日に行われるワークショップについての課題が示されました．最終日には，これまでの講座の内

容をもとに，受講者自身が研修を設計し，実施します．今回は特別の教科「道徳」を題材にしたワークショップを

実施するというお題が出され，受講者それぞれでワークショップの設計に取り組みました． 
 
最終日となる３日目には前日に検討したワークショップの実演が行われました．どの受講者もこれまでの内容を

うまく解釈してワークショップに活かしていました．終了後にそれぞれの受講者に対してリフレクションが行われ，

第２回目に向けての課題が提示され，終了となりました． 
 
本講座に関する研究開発の成果は，これまで研究会やショートレターで報告がなされています．今後も講座の設

計や評価，運営方法についての研究開発を進め，成果をまとめて行きたいと考えています． 
 

文責：泰山裕（鳴門教育大学） 
 
 
 
 
 

４．論文投稿の仕方 
原稿は，「執筆の手引」（http://www.jset.gr.jp/thesis/index.html）に従って執筆し，学会ホームページの会員専

用 Web サイトから電子投稿して下さい．郵送による投稿は受け付けておりません． 
 
 
５．問い合わせ先  
日本教育工学会事務局 TEL：03-5549-2263 

FAX：03-5575-5366 
e-mail：

 
 
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（50音順）    荒木淳子（産業能率大学） 稲垣忠（東北学院大学） 

岩崎千晶（関西大学）   合田美子（熊本大学） 
重田勝介（北海道大学）  高橋暁子（徳島大学） 
田口真奈（京都大学）   舘野泰一（立教大学） 
寺嶋浩介（大阪教育大学） 中橋雄（武蔵大学） 
林雄介（広島大学）    深見俊崇（島根大学） 
深谷達史（広島大学）   藤本徹 （東京大学） 
舟生日出男（創価大学）  松田岳士（首都大学東京） 
望月俊男（専修大学）   森田裕介（早稲田大学） 
森本康彦（東京学芸大学） 渡辺雄貴（東京理科大学） 
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●日時：2018年08月28日（火）15:00～17:10   ●会場：東京学芸大学 C棟102教室 
●参加者数：19名 
●テーマ：メディア・リテラシーに関する先行研究の概観と今後の研究課題（１） 
●プログラム： 
１．開会・趣旨説明・諸連絡 
２．研究発表・研究交流 
 ・「概念・構成要素に関する先行研究の概観」中橋 雄（武蔵大学） 
 ・「実践研究（初等教育）に関する先行研究の概観」浅井和行（京都教育大学） 
３．閉会・諸連絡 

SNSの普及によるメディア環境の変化や新しい教育課程の実施に伴って，教育工学における「メディア・リテラ

シー，メディア教育」研究のあり方も問い直していく必要があります．そこで，SIGコアメンバーが，先行研究の

整理と研究課題の提案を行い，参加者と意見交流する研究会を開催しました． 
開会にあたり，SIG代表として中橋 雄（武蔵大学）から本SIGの設置趣旨，これまでの活動について説明しま

した．メディア・リテラシー，メディア教育に関する研究の重要性は増しているにも関わらず，「個々人の研究が

継続されていないこと」「研究成果を有機的に結びつける機会が不足していること」「初学者が学ぶ機会が不足して

いること」などの課題があるため，今回の研究会も企画されていることが確認されました．その後，あらためて今

回の研究会の趣旨説明と登壇者の紹介が行われ，研究発表・研究交流を行いました． 
まず，「概念・構成要素に関する先行研究の概観」というタイトルで，中橋 雄（武蔵大学）が報告しました．

教育工学の研究領域においてメディア・リテラシーの「概念・構成要素」がどのように捉えられてきたか，多様な

先行研究を挙げながら確認しました．人間にメディア・リテラシーという能力があるとするなら，その能力の構造

とはどのようなものなのか，どのような教育・学習活動によってその能力を育むことができるのかを検討してきた

ことや，その際，メディア論の知見，諸外国のメディア・リテラシー研究の知見が取り入れられてきたことについ

て考察しました． 
次に，「実践研究（初等教育）に関する先行研究の概観」というタイトルで，浅井和行（京都教育大学）から報

告がありました．本学会では，映画教育の流れを受けて，メディア・リテラシーの概念を構造化する研究や理論研

究，カリキュラム・教材開発などの研究がなされてきた歴史を振り返りました．そのうえで，次期学習指導要領を

現行のものと比較分析した結果，メディア・リテラシー教育を実践しやすくなるような文言が増えていることから，

メディア・リテラシーに関する実践研究のさらなる発展が期待できると展望されました． 
今回の研究会は，教育工学研究において蓄積さ

れてきた知見を確認することによって，SIGとし

て共通の基盤をもつ貴重な機会となりました．ま

た，大学院生・学部生の参加だけでなく，日本教

育工学会の研究会は初めてという研究者の参加も

ありました．とりわけ，これからメディア・リテ

ラシーに関する研究に取り組もうとする初学者に

とっては，大いに参考になるものであったと考え

られます．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：中橋 雄（武蔵大学） 

SIG-08 メディア・リテラシー，メディア教育 第10回研究会 

『メディア・リテラシーに関する先行研究の概観と 

今後の研究課題（１）』開催報告 
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日本教育工学会第34回通常総会 議事録 
 
１． 日時：2018年06月23日（土）12:00～12:20 
２． 会場：東京工業大学 大岡山キャンパス 
３． 議事 
議事に先立ち，鈴木会長より，第18期に向けての挨拶があった．今後の学会運営について，研究会，国際交流，

全国大会，SIGなど，大きな変化が予想される．学会の発展のために，会員のベネフィットを考えつつ，運営を携

わっている方々の労を少なくするような効率化も考えていく必要があるなど，来期に向けての挨拶とお礼があった． 
鈴木会長が議長となり，議事を進行した． 

 
１）総会の成立について 
出席者について報告があり，正会員2,217名中，会場出席者51名，委任状442通により，定款第47条「総会は，

正会員総数の 10 分の１以上出席しなければ，その議事を開き，議決することができない．（以下略）」に照らし，

総会が成立していることの報告があった． 
 
２）第１号議案「2017年度（2017.4.1－2018.3.31）事業報告及び収支決算承認の件」 
 益子理事より，日本教育工学会ニューズレターNo.228のpp.3-6の「2017年度事業報告及び収支決算」に関する

議案資料に基づき説明があった．引き続き，赤堀監事より「05月01日に会計監査を実施し，適正かつ正確に処理

されていることを確認した」との監査報告があり，全会一致でこれを承認した． 
 
３）第２号議案「2018年度（2018.4.1－2019.3.31）事業計画案及び収支予算案承認の件」 
 益子理事より，日本教育工学会ニューズレターNo.228のpp.7-10の「2018年度事業計画案及び収支予算案」に

関する議案資料に基づき説明があり，全会一致でこれを承認した． 
 
４）第３号議案「名誉会員の推薦の件」 
 鈴木会長より，日本教育工学会ニューズレターNo.228 の pp.11 の「名誉会員候補者の推薦について」に関する

議案資料に基づき説明があり，全会一致でこれを承認した． 
以上 
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日本教育工学会第 17 期第９回理事・評議員会（合同）議事録 
日時：2018年06月23日（土）12:40～13:20 
場所：東京工業大学 大岡山キャンパス 

出席：理事  鈴木 克明 会長，加藤 浩 副会長，堀田 龍也 副会長，美馬 のゆり 副会長， 

赤倉 貴子，新井 健一，小柳 和喜雄，影戸 誠，木原 俊行，久保田 賢一， 

寺嶋 浩介，永田 智子，根本 淳子，姫野 完治，益子 典文，光原 弘幸， 

村上 正行，室田 真男，森田 裕介，山内 祐平            (20名) 

 評議員 岸 磨貴子，北澤 武，瀬戸崎 典夫，西森 年寿，深見 俊崇，藤本 徹， 

松田 岳士                                   (７名) 

 監事  赤堀 侃司，山西 潤一                        (２名) 

総務委員会 高橋 純 

事務局長 赤松 伊佐代                                        (合計 31名)  

 

１．前回の理事会議事録の承認について  

第17期第８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05月07日から2018年06月13日の会員の移動状況について報告があり，承認した．2018年06月23
日現在の総会員数は，3,040名である． 
３．各種委員会から  

（１）顕彰委員会 

論文賞を選考する方への委嘱状の発行について提案があり，承認した． 

（２）選挙管理委員会 

電子投票に伴う選挙規定の改定に向けた準備について報告があった．また，選挙管理委員会の委員候補につい

て説明があり，承認した． 

４．総務・会計 

平成 31 年度科学技術分野の文部科学大臣賞表彰科学技術賞及び若手科学者賞受賞候補者の推薦依頼（文部科学

省研究振興局より）の説明があり，承認した． 

５．今後の学会運営について  

会員サービスを考えつつ，運営の効率化を図っていく必要がある旨の説明があった．また，SIG継続，新規採択

について説明があった． 

６．その他  

 以下を確認，承認した． 

(１)協賛依頼 

・第45回教育工学研修中央セミナー「IMETS フォーラム 2018」後援名義使用の許可願い（公益財団法人 才能

開発教育研究財団 より） 

・第３回関西教育 ICT 展 協賛名義使用申請（一般社団法人 日本教育情報化振興会 より）  

(２) 郵送物を確認した． 

(３) 今後の理事会日程を確認した． 

以上 
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日本教育工学会第17期第10回理事会議事録 
日時：2018年07月14日（土）14:40～17:00 
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, 木原 俊行, 久保田 賢一, 黒田 卓, 向後 千春, 寺嶋 浩介, 永田 智子, 

根本 淳子, 姫野 完治, 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 

総務委員会  北澤 武, 高橋 純                       (合計 23名) 

 

１．前回の理事評議員会・総会議事録の承認について 

 第17期第９回理事・評議員会（合同）および第34回通常総会の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06月14日から2018年07月04日の会員の移動状況及び除籍候補者について報告があり，承認した．

2018年07月04日現在の総会員数は，3,057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があった．また，委員の交代について報告があり，承認した．合同英文誌の検討状

況及び英文誌編集委員会の設置及び編集委員について報告があり，承認した． 

（２）研究会委員会 

７月に開催された研究会，今後実施される研究会について報告があった． 

（３）企画委員会  

企画委員の交代，所属先の変更，企画委員の追加について報告があり，承認した． 

（４）大会企画委員会 

2019年秋大会は2019年09月07日（土），08日（日）に名古屋国際会議場にて開催，2020年度秋大会は2020
年09月12日（土），13日（日）に札幌市教育文化会館にて開催との提案があり，承認した． 

（５）顕彰委員会 

論文賞，研究奨励賞の選考に関する内規および手順の確認と選考経過について報告があり，審議の上，受賞者

を決定した． 

（６）選挙管理委員会 

役員選挙スケジュールについて報告があり，承認した．電子投票の規程についての課題が報告された． 

（７）国際交流  

JSET-AECT 2018 Summer International Research Symposiumの準備状況，隔年で行われる中国学術交流の

準備状況，AECT大会におけるJSETセッションの位置づけについて報告があった． 

（８）広報委員会 

臨時電子メール理事会を経てニューズレター230 号が紙媒体の最後であり次号から電子化が図られること，台

割案と執筆依頼が示され，承認した．WWWリニューアル案について提案があり，承認した． 

（９）SIG委員会 

SIG委員の交代について報告があり，承認した． 

４．総務・会計 

（１）事務局の運営について 

日本教育工学会事務局運営に関する日本教育工学会と一般社団法人日本情報化振興会の基本的了解事項につい

て及び新事務局長に関する提案があり，承認した． 

（２）以下の資料が回覧され承認した． 

第14回児童教育実践についての研究助成について（博報財団より） 
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５．今後の学会運営について 

学会運営の効率化，経費の削減，働き方改革の観点から，①事務局・総務委員会，②IR（中期ビジョン，企画委

員会），③大会２回化やSIGの見直し等の検討の必要性について報告があり，承認した． 

６．その他 

（１）以下の協賛・後援依頼等を承認した． 

「教育システム情報学会第43回全国大会」協賛申請（一般社団法人 教育システム情報学会 全国大会委員会 

より） 

（２）連絡事項・郵送物を確認した． 

（３）今後の理事会日程を確認した． 

以上 
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新入会員（2018年05月07日～2018年07月04日） 
入会申込者  82名（正会員：34名、准会員：４名、学生会員：44名） 

 
■正会員（34名） 
常見幸 (兵庫医療大学) 
岡保由美子 (大和大学) 
小山田健 (小樽商科大学) 
太田康友 (駿河台大学) 
川口勇作 (愛知学院大学) 
爲川雄二 (東北大学) 
日下菜穂子 (同志社女子大学) 
山下真由美 (函館短期大学) 
篠塚麻衣子 (首都大学東京) 
小林正明 (福山大学) 
鈴木泰山 (株式会社ピコラボ) 
中川恭輔 (関西大学大学院) 
豊浦正広 (山梨大学) 
大崎貢 (上越教育大学附属中学校) 
新村正明 (信州大学) 
大達亮 (山口大学) 
新城直樹 (琉球大学国際教育センター) 
蒋妍  

(早稲田大学大学総合研究センター) 
Vallance Michael  

(Future University Hakodate) 
大村龍太郎 (東京学芸大学) 
福永拓也  

(株式会社ベネッセコーポレーション) 
表谷純子 (神戸学院大学) 
巻下由紀子 (京都外国語大学) 
井田浩之 (城西大学) 
林暁子 (鈴鹿医療科学大学) 
飯塚康至 (ビジネスブレーク・スルー大学) 
澤山芳枝 (東京大学) 
井上泉 (沖縄国際大学) 
川島孝太 (地方独立行政法人 

りんくう総合医療センター) 
西口雄基 (上智大学総合人間科学部) 
佐近慎平 (新潟医療福祉大学) 
大塩誠司  

(長野県立病院機構長野県立阿南病院) 
谷伊織 (愛知淑徳大学) 
福山創 (川崎市教育委員会事務局 

総合教育センター) 

■准会員（４名） 
堀坂佳宏 (熊本大学) 
小宅一彰 (国際医療福祉大学) 
小森和子 (明治大学) 
藤川真樹 (工学院大学) 
 
■学生会員（44名） 
松尾奈奈 (東京大学大学院) 
宮崎亮介 (高知大学大学院) 
小林将也 (兵庫教育大学大学院) 
林侑太郎 (早稲田大学) 
長山弘 (広島大学大学院) 
湯澤浩之 (宇都宮大学大学院) 
髙瀬和也 (静岡大学大学院) 
遠藤七海 (早稲田大学院) 
野瀬由季子 (大阪大学大学院) 
加藤幸路 (熊本大学大学院) 
守屋智紀 (横浜国立大学院) 
永瀬倫哉 (長岡技術科学大学大学院) 
董思遠 (東京学芸大学) 
野村新平 (兵庫教育大学大学院) 
藤田風志 (東京理科大学大学院) 
米田重和 (佐賀大学) 
金武雅美 (熊本大学大学院) 
松田真奈美 (早稲田大学大学院) 
平松健太 (成蹊大学) 
江薇沁 (早稲田大学大学院) 
宮城祐太郎 (鳴門教育大学大学院) 
秋山和枝 (早稲田大学大学院) 
柴里実 (東京大学大学院) 
福田麻莉 (東京大学大学院) 
三野宮春子 (東京大学大学院) 
関根凜 (電気通信大学大学院) 
西本卓 (鳴門教育大学大学院) 
張小英 (九州大学大学院) 
木村千夏 (大阪大学大学院) 
岩田貴帆 (京都大学大学院) 
バーハカーマーン (東京電機大学) 
田中千恵 (名古屋大学) 
Roux Petrus (熊本大学) 
鍛冶佳代 (早稲田大学大学院) 

濵本宗我 (早稲田大学) 
渡部洋平 (鳴門教育大学大学院) 
片岡友香 (慶應義塾大学) 
西原小次郎 (静岡大学) 
神戸優 (静岡大学) 
明石萌子 (千葉大学大学院) 
坂巻綾香 (千葉大学) 
佐藤頌太 (千葉大学大学院) 
間宮寿樹 (兵庫教育大学教職大学院) 
永嶌政宏 (宇都宮大学) 

 
 以上 

Japan Society for Educational Technology

23



24

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０１月２６日（土）〜２７日（日）

冬の合宿研究会「学習データの統計的分析手法」（関
東近郊を予定）

・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）

・２０１９年０５月１８日（土）
研究会「教育の情報化と授業研究／一般」（鹿児島大学）

◎国際会議の案内
２０１８年
・SMC 2018
 http://www.smc2018.org/
 （10/7 – 10/10， Miyazaki， Japan）
・E−Learn 2018
 http://www.aace.org/conf/elearn/
 （10/15 – 18， Las Vegas， USA）
・AECT INTERNATIONAL CONVENTION
 https://aect.site−ym.com/page/futureevents
 （10/23 – 27， Kansas City， USA）
・ICCE 2018
 http://icce2018.ateneo.edu/
 （11/26 – 30， Manila， the Philippines）
・TALE 2018
 http://tale2018.org/
 （12/4 – 12/7， Wollongong， Australia）
２０１９年
・SITE 2019
 http://site.aace.org/
 （3/18 – 22， Las Vegas， USA）
・EdMedia 2019
 http://www.aace.org/conf/edmedia/
 （6/24 – 28， Amsterdam， the Nederlands）

２30
２０１8年 9月14日


