
東京都港区赤坂１-９-１３　三会堂ビル８階

03-5575-5366

03-5549-2263

NO.231
ISSN 1340-9913

JSET 2018 年度　冬の合宿研究会開催案内（第二報） ..........................................................02

研究会の開催案内「高等教育における学修評価／一般」 ............................................................03

研究会の発表募集「学習データ分析／一般」 ............................................................................05

研究会の発表募集「ICT を用いた学習環境の構築／一般」 ........................................................05

日本教育工学会論文誌 特集号 論文募集（第三報） ....................................................................06

「特集：インストラクショナルデザイン」

ショートレター増刊号論文募集のお知らせ（第一報） ...................................................................08

日本教育工学会第 17 期第 11 回理事会議事録 ........................................................................09

新入会員 ..............................................................................................................................10

学会日誌 ..............................................................................................................................11

I N D E X



JSET 2018 年度 冬の合宿研究会開催案内（第二報） 
 

■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＠に変更して下さい 
 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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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修評価／一般 
●日  時：2018 年 10 月 14 日（日） 
●会  場：日本福祉大学 東海キャンパス 

（〒477-0031 愛知県東海市大田町川南新田 229 番地） 
●担  当：村川弘城（ ） 

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（４階 S402 教室前），A 会場（４階 S401 教室）B 会場（４階 S404 教室） 
 

10:00-10:05 諸連絡 

10:05-12:10 午前の部 

 
A1）グループワークについての態度が授業内のグループワークの認知に及ぼす影響 

向後千春（早稲田大学），阿部真由美（早稲田大学大学院） 
A2) 相互評価活動を取り入れた授業実践における学生の自己評価の変容－自己評価とピア評価のズレに

着目して－ 
岩田貴帆（京都大学大学院），田口真奈（京都大学） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B1) 学び続ける学校組織への変革を目的とした事前検討会重視型授業研究におけるカフェ研の評価 

脇本健弘（横浜国立大学），中堂寿美代（大阪府教育センター），新坊昌弘（関西外国語大

学），麥田葉子（大阪市立喜連西小学校），町支大祐（立教大学） 
B2) 新小学校学習指導要領における「プログラミング的思考」の概念の整理と分析 

小田理代（東北大学大学院），泰山裕（鳴門教育大学大学院），堀田龍也（東北大学大学院） 
B3) 保育理念と保育理論に関する対話型研修の効果 

黒田みゆき（日南幼稚園），藤村裕一，黒田ゆり（鳴門教育大学大学院） 
B4) 保育の主体と保育者の関わり方の違いによる子どもの成長との関係性 

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） 
B5) 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（２） 

波多野和彦（江戸川大学），中村佐里，遠藤敏喜（自由学園），三尾忠男（早稲田大学） 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13:05-13:10 委員会挨拶・諸連絡 

13:10-15:15 午後の部① 
 
A3) ハンドブックを用いた教師教育プログラムの開発方法に関する事例研究 

古田紫帆（大手前大学），木原俊行（大阪教育大学大学院），深見俊崇（島根大学），坂本將

暢（名古屋大学大学院），島田希（大阪市立大学大学院） 
A4) 教員養成大学での授業における ICT 活用の推進－ICT 活用事例の紹介および学生 ICT 支援員の育

成－ 
久保沙穂里（愛知教育大学／NTT ラーニングシステムズ株式会社），齋藤ひとみ，梅田恭子

（愛知教育大学） 
A5) 教員養成大学の学生による情報モラルアニメ教材の内容の類型化の試み 

新田梨乃，佐藤和紀，遠藤みなみ（常葉大学），杉山葵（常葉大学教職大学院），吉野真理子

（広島県教科用図書販売株式会社），堀田龍也（東北大学大学院） 
A6) 都道府県別教員のＩＣＴ活用指導力の高低と研修内容との関係 

金澤幸英（愛知県立刈谷工業高等学校），深谷和義（椙山女学園大学） 
A7) 教員養成課程の学生を対象とした ICT を活用した授業設計の枠組みの提案と検討－TPACK と

SAMR モデルを基にして－ 
梅田恭子（愛知教育大学） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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B6) 大学生のスマートフォン依存尺度の検討 
風間眞理（奈良県立医科大学），加藤浩治（平成国際大学），板山稔，川内健三，藤谷哲（目

白大学） 
B7) 英語自律学習のための学習プランニング指導とその効果 

阿部真由美（早稲田大学大学院），向後千春（早稲田大学） 
B8) 静岡大学でのオンライン教育推進室「OED」の取り組み 

永田正樹（静岡大学／株式会社アバンセシステム），磯部千裕（株式会社アバンセシステ

ム），吉田昂洋（静岡大学大学院），山崎國弘（静岡大学／株式会社アバンセシステム），長

谷川孝博，井上春樹（静岡大学） 
B9) スマートスピーカーの機能開発における視覚障害者に対するアクセシビリティ 

宮城愛美，鶴見昌代（筑波技術大学） 
B10) 文系大学生の基礎的な計算力育成における課題 

皆川雅章（札幌学院大学） 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 15:30-17:35 午後の部② 
 
A8) フランス語の基礎力検証に有効なデジタル教材の e ポートフォリオ 

有富智世，喜久川功（常葉大学） 
A9) 日本の子どもの歌「童曲」の箏譜から五線譜置換による楽曲の分析 

山下真由美（函館短期大学） 
A10) 筋電気刺激を用いたピアノ演奏時の手位置の教育補助システムの試み 

本山理梨子（早稲田大学大学院），玉城絵美，西村昭治（早稲田大学） 
A11) 正準相関分析による高校生の対人恐怖心性とインターネット依存傾向との関連 

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) 中学校理科での協調学習を通した説明資料作成活動における高自信群成果物の分析 

大崎理乃（産業技術大学院大学），千代西尾祐司（島根大学），村上隆正（島根県出雲市立第

二中学校） 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B11) 性差の観点から見た高校生の職業選択意識の実態 

丸岡俊之（近畿大学），藤村裕一（鳴門教育大学大学院） 
B12) 社会人のライフキャリア観が「学び直し」に及ぼす影響 

廣瀬由美子（早稲田大学大学院），向後千春（早稲田大学） 
B13) メディア・リテラシーの受講経験の有無による学校放送番組の視聴が及ぼす影響の検討 

手塚和佳奈，遠藤みなみ，佐藤和紀（常葉大学），堀田龍也（東北大学大学院） 
B14) スタディサプリと N 予備校の有用性の検討（2） 

松井福太朗（筑波大学），大澤文人（筑波大学大学院） 
B15) ベトナム人日本語学校留学生が就職に至る経路 

西谷まり（一橋大学） 
● 発表時間：当研究会は会員・非会員による討論の場を作ることを目的として開催してきました．討論

時間を確保するために，持ち時間 24 分において質疑応答の時間を５分以上は確保していただいており

ます．よろしくご理解願います． 
● 参加費用：参加費は無料です．研究会報告集の年間予約購読代金（3,500 円）を支払済みの本学会会

員以外の方は，報告集代として 1,000 円を当日受付にてお支払い下さい（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．  
● 13:00～15:00 まで４階の S402 教室にて，日本福祉大学主催，日本教育工学会共催による「FD シン

ポジウム」を開催します（テーマ「教育の質保証を考える」）．詳しくは日本福祉大学のホームペー

ジをご覧下さい（http://www.n-fukushi.ac.jp/ap/news/20180831/index.html）． 
● 名鉄「太田川駅」から徒歩５分です．詳しくは，日本福祉大学 東海キャンパスの「アクセスマップ」

（http://www.n-fukushi.ac.jp/about/campus/access/index.html#tokai）をご参照下さい．なお，駐車

場はございませんので，公共交通機関を利用してお越し下さい． 
● 昼食等案内：キャンパス外にコンビニエンスストア，太田川駅周辺に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． 
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研究会の発表募集  テーマ：学習データ分析／一般 

●日  時：2018 年 12 月 08 日（土） 
●申込締切：2018 年 10 月 09 日（火）17時

●会  場：早稲田大学早稲田キャンパス 
（担当：石井雄隆） 

●原稿提出：2018 年 11 月 05 日（月）17時 
ICT を活用した教育が普及するにつれて，オンライン上

に学習者の学習履歴が自動で，そして大量に蓄積される時

代となりました．そうした社会的状況を踏まえて，学習デ

ータを教育改善や意思決定に活かそうとするエデュケーシ

ョナル・データマイニングやラーニング・アナリティクス

などの学際領域も発展してきています． 
またデータ分析手法の高度化も進んでおり，ベイズ統計

や機械学習などを用いた学習データ分析も近年では盛んに

行われるようになってきました． 
こういった背景から，本研究会では学習データ分析に関

す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． 

研究会の発表募集  テーマ：ICT を用いた学習環境の構築／一般 

●日  時：2019 年 03 月 09 日（土） 
●申込締切：2019 年 01 月 07 日（月）17時

●会  場：福井大学文京キャンパス（担当：岸俊行） 
●原稿提出：2019 年 01 月 28 日（月）17時 

●募集内容： 
近年，学校・教育現場において，多種多様な ICT 機器が

導入され，授業の幅も大きく広がってきています．そのよ

うな中で，ICT 機器をただ学校の授業時間に利用するのみ

ではなく，子ども同士の交流や反転授業のための予習教

材，更には学校間を結んでの遠隔授業など ICT を利用し

た，より多彩な学習環境が構築されるようになってきてい

ます． 
また，総務省や文部科学省主導による ICT を利用した学

校単位での大規模なプロジェクトも行われてきており，そ

のような ICT を利用した教育の効果測定なども盛んにおこ

なわれ，報告されるようになってきています． 
このような状況を背景に，本研究会では ICT を用いた学

習環境の構築に関す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 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． 
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谷川孝博，井上春樹（静岡大学） 
B9) スマートスピーカーの機能開発における視覚障害者に対するアクセシビリティ 

宮城愛美，鶴見昌代（筑波技術大学） 
B10) 文系大学生の基礎的な計算力育成における課題 

皆川雅章（札幌学院大学） 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 15:30-17:35 午後の部② 
 
A8) フランス語の基礎力検証に有効なデジタル教材の e ポートフォリオ 

有富智世，喜久川功（常葉大学） 
A9) 日本の子どもの歌「童曲」の箏譜から五線譜置換による楽曲の分析 

山下真由美（函館短期大学） 
A10) 筋電気刺激を用いたピアノ演奏時の手位置の教育補助システムの試み 

本山理梨子（早稲田大学大学院），玉城絵美，西村昭治（早稲田大学） 
A11) 正準相関分析による高校生の対人恐怖心性とインターネット依存傾向との関連 

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) 中学校理科での協調学習を通した説明資料作成活動における高自信群成果物の分析 

大崎理乃（産業技術大学院大学），千代西尾祐司（島根大学），村上隆正（島根県出雲市立第

二中学校） 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B11) 性差の観点から見た高校生の職業選択意識の実態 

丸岡俊之（近畿大学），藤村裕一（鳴門教育大学大学院） 
B12) 社会人のライフキャリア観が「学び直し」に及ぼす影響 

廣瀬由美子（早稲田大学大学院），向後千春（早稲田大学） 
B13) メディア・リテラシーの受講経験の有無による学校放送番組の視聴が及ぼす影響の検討 

手塚和佳奈，遠藤みなみ，佐藤和紀（常葉大学），堀田龍也（東北大学大学院） 
B14) スタディサプリと N 予備校の有用性の検討（2） 

松井福太朗（筑波大学），大澤文人（筑波大学大学院） 
B15) ベトナム人日本語学校留学生が就職に至る経路 

西谷まり（一橋大学） 
● 発表時間：当研究会は会員・非会員による討論の場を作ることを目的として開催してきました．討論

時間を確保するために，持ち時間 24 分において質疑応答の時間を５分以上は確保していただいており

ます．よろしくご理解願います． 
● 参加費用：参加費は無料です．研究会報告集の年間予約購読代金（3,500 円）を支払済みの本学会会

員以外の方は，報告集代として 1,000 円を当日受付にてお支払い下さい（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．  
● 13:00～15:00 まで４階の S402 教室にて，日本福祉大学主催，日本教育工学会共催による「FD シン

ポジウム」を開催します（テーマ「教育の質保証を考える」）．詳しくは日本福祉大学のホームペー

ジをご覧下さい（http://www.n-fukushi.ac.jp/ap/news/20180831/index.html）． 
● 名鉄「太田川駅」から徒歩５分です．詳しくは，日本福祉大学 東海キャンパスの「アクセスマップ」

（http://www.n-fukushi.ac.jp/about/campus/access/index.html#tokai）をご参照下さい．なお，駐車

場はございませんので，公共交通機関を利用してお越し下さい． 
● 昼食等案内：キャンパス外にコンビニエンスストア，太田川駅周辺に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． 
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日本教育工学会論文誌 特集号 論文募集（第三報） 

「特集：インストラクショナルデザイン」 
 
これまでのニューズレターでも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 
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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） 

 
  

日本教育工学会論文誌 特集号 論文募集（第三報） 

「特集：インストラクショナルデザイン」 
 
これまでのニューズレターでも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 
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ショートレター増刊号論文募集のお知らせ（第一報） 
 

日本教育工学会論文誌  vol.43 Suppl.の発行 

 

論文受付締切：2019年 04 月 01日（月）17:00 
 

 

日本教育工学会論文誌 vol.43,Suppl.は，年

１回発行されるショートレターの増刊号です．

奮ってご投稿下さい．

 投稿規定に記述しているように，以下のよう

になっていますのでご注意下さい. 

１．ショートレターは，教育工学に関する，実

践的な研究成果，新しい試みやその結果等，

教育システム開発等を記述したもの．新規

性（オリジナリティ）は必ずしも高くなく

ても，実践研究の方法と成果を明確に記述

したものです． 
２．刷り上がり４ページ厳守です．(４ページ

を超えるものは採録しない) 
３．筆頭著者(ファースト・オーサー)は本学会

会員であることが条件です．あるいは，筆

頭著者が投稿時に入会手続きおよび会費納

入等をすることが必要です．なお，各会員

はショートレターを年１編に限り投稿でき

ます. 
４．2019 年 12 月に発刊の予定です． 
 
 ショートレターの内容については，例えば，

以下のような内容が考えられます． 
 
・全国大会や研究会で発表した内容をまとめた

もの 
・教育システム開発や教育実践をベースにした

実践と知見をまとめたもの 
・教育工学研究としての速報的な内容 
・卒業論文や修士論文等としてまとめた内容  

など 
 
 なお，ショートレターとして掲載されたもの

を一層充実させて，論文あるいは資料としての

条件を満たすように記述したものは，論文ある

いは資料に投稿できます． 
 
 

 ページ数が限られていることから，タイトル，

著者，内容については十分厳選の上，ご執筆下

さい． 
 特に，ショートレターの趣旨から，多人数の

連名著者はさけて下さい．研究全体がプロジェ

クトチームによる共同研究であっても，実際に

ショートレターの限られた内容に直接携わり，

執筆した研究者にして下さい． 
 
ショートレターの査読日程予定 
(2019 年度)： 
４月 担当及び査読者の指名 
５月  編集委員会で査読進捗状況の確認 
７月  編集委員会で採録，返戻の第１回決定 
９月  編集委員会で採録，返戻の第２回決定 

10 月  最終原稿の提出 
11 月  著者校正 
12 月  ショートレター増刊号発行予定 
 
投稿の仕方： 
原稿は，「投稿規程」と「原稿執筆の手引」

(https://www.jset.gr.jp/thesis/index.html）に従っ

て執筆し，学会ホームページの会員専用 Web
サイトより電子投稿して下さい．会員の ID と

パスワードが必要です．投稿論文は電子投稿で

のみ受け付けています． 
 
問い合わせ先： 
 日本教育工学会事務局 
 電子メール：

 Tel：   3622-9455-30
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日本教育工学会第 17 期第 11 回理事会議事録 
日時：2018 年 09 月 01 日（土） ～  09 月 08 日（土） 
場所：電子メールによる 
出席：理事  鈴木 克明 会長, 加藤 浩 副会長, 堀田 龍也 副会長, 美馬 のゆり 副会長, 

赤倉 貴子, 新井 健一, 稲垣 忠, 小柳 和喜雄, 影戸 誠, 木原 俊行, 久保田 賢一,  
黒田 卓, 向後 千春, 寺嶋 浩介, 永田 智子, 根本 淳子, 姫野 完治, 平嶋 宗,  
益子 典文, 光原 弘幸, 村上 正行, 室田 真男, 森田 裕介, 山内 祐平, 山田 政寛 

監事  赤堀 侃司, 山西 潤一 
総務委員会 北澤 武, 高橋 純 

 (合計 29 名) 
 

１．前回の理事会議事録の承認について 
第 17 期第 10 回理事会議事録について原案が提示され，承認した. 

２．新入会員の承認について 
会員の移動状況について報告があり，承認した.  2018 年 09 月 08 日現在の総会員数は 3,071 名とな

った. 
３．各種委員会から 

（１）編集委員会 
論文誌編集進捗状況の報告があった. 

（２）広報委員会 
  ニューズレターVol.231 台割り案が示され，承認した. 
（３）SIG 委員会 

SIG-11 の継続（活動復帰）を承認した. 
４．総務・会計 

2019 年度笹川科学研究助成の募集について周知依頼した. 
５．その他 

（１）郵送物を確認した. 
（２）今後の理事会日程を確認した. 

  

ショートレター増刊号論文募集のお知らせ（第一報） 
 

日本教育工学会論文誌  vol.43 Suppl.の発行 

 

論文受付締切：2019年 04 月 01日（月）17:00 
 

 

日本教育工学会論文誌 vol.43,Suppl.は，年

１回発行されるショートレターの増刊号です．

奮ってご投稿下さい．

 投稿規定に記述しているように，以下のよう

になっていますのでご注意下さい. 

１．ショートレターは，教育工学に関する，実

践的な研究成果，新しい試みやその結果等，

教育システム開発等を記述したもの．新規

性（オリジナリティ）は必ずしも高くなく

ても，実践研究の方法と成果を明確に記述

したものです． 
２．刷り上がり４ページ厳守です．(４ページ

を超えるものは採録しない) 
３．筆頭著者(ファースト・オーサー)は本学会

会員であることが条件です．あるいは，筆

頭著者が投稿時に入会手続きおよび会費納

入等をすることが必要です．なお，各会員

はショートレターを年１編に限り投稿でき

ます. 
４．2019 年 12 月に発刊の予定です． 
 
 ショートレターの内容については，例えば，

以下のような内容が考えられます． 
 
・全国大会や研究会で発表した内容をまとめた

もの 
・教育システム開発や教育実践をベースにした

実践と知見をまとめたもの 
・教育工学研究としての速報的な内容 
・卒業論文や修士論文等としてまとめた内容  

など 
 
 なお，ショートレターとして掲載されたもの

を一層充実させて，論文あるいは資料としての

条件を満たすように記述したものは，論文ある

いは資料に投稿できます． 
 
 

 ページ数が限られていることから，タイトル，

著者，内容については十分厳選の上，ご執筆下

さい． 
 特に，ショートレターの趣旨から，多人数の

連名著者はさけて下さい．研究全体がプロジェ

クトチームによる共同研究であっても，実際に

ショートレターの限られた内容に直接携わり，

執筆した研究者にして下さい． 
 
ショートレターの査読日程予定 
(2019 年度)： 
４月 担当及び査読者の指名 
５月  編集委員会で査読進捗状況の確認 
７月  編集委員会で採録，返戻の第１回決定 
９月  編集委員会で採録，返戻の第２回決定 

10 月  最終原稿の提出 
11 月  著者校正 
12 月  ショートレター増刊号発行予定 
 
投稿の仕方： 
原稿は，「投稿規程」と「原稿執筆の手引」

(https://www.jset.gr.jp/thesis/index.html）に従っ

て執筆し，学会ホームページの会員専用 Web
サイトより電子投稿して下さい．会員の ID と

パスワードが必要です．投稿論文は電子投稿で

のみ受け付けています． 
 
問い合わせ先： 
 日本教育工学会事務局 
 電子メール：

 Tel：   3622-9455-30

Japan Society for Educational Technology
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新入会員（2018 年 07 月 05 日～2018 年 08 月 26 日） 
入会申込者 73 名（正会員：32 名，学生会員：41名） 

 

■正会員（32 名） 
廣江亜美 (青山学院大学) 

渡邊明 (青山学院大学) 

大道剛 (青山学院大学) 

石川清隆 (青山学院大学) 

柴橋祐子 (千葉工業大学) 

望月玲奈 (青山学院大学) 

金本竜一 (関西大学) 

山口好和 (北海道教育大学函館校) 

加藤直樹 (東京学芸大学) 

木下慎 (東京大学) 

太田浩子 (東京工科大学) 

東南裕美 (東京大学) 

柳澤絵美 (明治大学) 

飯島玲生 (名古屋大学) 

平野隆則 (和歌山県立医科大学) 

柴川真由美 (滋賀県立大学) 

阪上辰也 (広島大学) 

青木翔子 (東京大学) 

山内豊 (創価大学) 

石郷祐介 (日本総合ビジネス専門学校) 

竹本石樹 (浜松学院大学) 

板井志郎 (筑波学院大学) 

林屋雅子 (京都産業大学附属中学校) 

末松加奈 (小田原短期大学) 

斎藤隆枝 (国際医療福祉大学) 

長嶺章子 (植草学園短期大学) 

吉田理恵 (多摩大学) 

田邊聖 (川崎医療福祉大学) 

東條さおり (同志社中学校) 

田原憲和 (立命館大学) 

細見隆昭 (丹波市立新井小学校) 

渡辺尚 (宮城教育大学) 

 

 

 

■学生会員（41 名） 
鈴木良介 (鳥羽商船高等専門学校) 

舩越亮太 (横浜国立大学大学院) 

芳賀健顕 (東北福祉大学大学院) 

川瀬寧々 (千葉大学大学院) 

院田晴香 (創価大学) 

倉林正 (東京理科大学大学院) 

中西勝彦 (京都大学) 

鄭巧慧 (早稲田大学大学院) 

遠山敬之 (千葉大学) 

山﨑健多 (東京学芸大学) 

関山裕一 (熊本大学大学院) 

野口雅純 (東京学芸大学) 

高村浩輝 (東京学芸大学) 

宇都宮大輝 (関西大学大学院) 

中山雄也 (日本工業大学大学院) 

豊田大樹 (成蹊大学大学院) 

池田直仁 (関西大学) 

出田貴大 (関西大学) 

遠藤みなみ (常葉大学) 

小高一 (筑波大学大学院) 

大沼智 (横浜国立大学大学院) 

谷口恵子 (東京大学大学院) 

飯塚啓子 (早稲田大学) 

安藤百花 (早稲田大学) 

浅利恭美 (玉川大学) 

神谷咲希 (東京学芸大学) 

山元聖哉 (大谷大学) 

酒井恵理子 (大阪大学大学院) 

浦松良治 (東京学芸大学大学院) 

栖原隼人 (富山大学大学院) 

MAZLANNUR HANIS ILYANI  

(拓殖大学) 

黒宮寛之 (東京大学大学院) 

出水隆太 (東京学芸大学) 

雪田恵子 (大阪大学大学院) 

立和名房子 (熊本大学大学院) 

谷口生歩 (関西大学大学院) 

青木崇 (Union University in TN) 

浅井佑也 (熊本大学大学院) 

橋川直樹 (中部大学) 

廣林祐樹 (中部大学) 

福市彩乃 (関西大学大学院) 

 

以上 
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新入会員（2018 年 07 月 05 日～2018 年 08 月 26 日） 
入会申込者 73 名（正会員：32 名，学生会員：41 名） 

 

■正会員（32 名） 
廣江亜美 (青山学院大学) 

渡邊明 (青山学院大学) 

大道剛 (青山学院大学) 

石川清隆 (青山学院大学) 

柴橋祐子 (千葉工業大学) 

望月玲奈 (青山学院大学) 

金本竜一 (関西大学) 

山口好和 (北海道教育大学函館校) 

加藤直樹 (東京学芸大学) 

木下慎 (東京大学) 

太田浩子 (東京工科大学) 

東南裕美 (東京大学) 

柳澤絵美 (明治大学) 

飯島玲生 (名古屋大学) 

平野隆則 (和歌山県立医科大学) 

柴川真由美 (滋賀県立大学) 

阪上辰也 (広島大学) 

青木翔子 (東京大学) 

山内豊 (創価大学) 

石郷祐介 (日本総合ビジネス専門学校) 

竹本石樹 (浜松学院大学) 

板井志郎 (筑波学院大学) 

林屋雅子 (京都産業大学附属中学校) 

末松加奈 (小田原短期大学) 

斎藤隆枝 (国際医療福祉大学) 

長嶺章子 (植草学園短期大学) 

吉田理恵 (多摩大学) 

田邊聖 (川崎医療福祉大学) 

東條さおり (同志社中学校) 

田原憲和 (立命館大学) 

細見隆昭 (丹波市立新井小学校) 

渡辺尚 (宮城教育大学) 

 

 

 

■学生会員（41 名） 
鈴木良介 (鳥羽商船高等専門学校) 

舩越亮太 (横浜国立大学大学院) 

芳賀健顕 (東北福祉大学大学院) 

川瀬寧々 (千葉大学大学院) 

院田晴香 (創価大学) 

倉林正 (東京理科大学大学院) 

中西勝彦 (京都大学) 

鄭巧慧 (早稲田大学大学院) 

遠山敬之 (千葉大学) 

山﨑健多 (東京学芸大学) 

関山裕一 (熊本大学大学院) 

野口雅純 (東京学芸大学) 

高村浩輝 (東京学芸大学) 

宇都宮大輝 (関西大学大学院) 

中山雄也 (日本工業大学大学院) 

豊田大樹 (成蹊大学大学院) 

池田直仁 (関西大学) 

出田貴大 (関西大学) 

遠藤みなみ (常葉大学) 

小高一 (筑波大学大学院) 

大沼智 (横浜国立大学大学院) 

谷口恵子 (東京大学大学院) 

飯塚啓子 (早稲田大学) 

安藤百花 (早稲田大学) 

浅利恭美 (玉川大学) 

神谷咲希 (東京学芸大学) 

山元聖哉 (大谷大学) 

酒井恵理子 (大阪大学大学院) 

浦松良治 (東京学芸大学大学院) 

栖原隼人 (富山大学大学院) 

MAZLANNUR HANIS ILYANI  

(拓殖大学) 

黒宮寛之 (東京大学大学院) 

出水隆太 (東京学芸大学) 

雪田恵子 (大阪大学大学院) 

立和名房子 (熊本大学大学院) 

谷口生歩 (関西大学大学院) 

青木崇 (Union University in TN) 

浅井佑也 (熊本大学大学院) 

橋川直樹 (中部大学) 

廣林祐樹 (中部大学) 

福市彩乃 (関西大学大学院) 

 

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）
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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」（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」（鹿児島大学）

◎国際会議の案内
２０１８年
・SMC 2018
 http://www.smc2018.org/
  (10/7 –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 –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)

２31
２０１8年 10月3日


