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日本教育工学会第 34 回全国大会の報告 
 大会企画委員会委員長 寺嶋浩介（大阪教育大学）

 

 日本教育工学会第 34 回全国大会は，09 月 28 日（金）から 30 日（日）の３日間，東北

大学にて開催されました．全体の発表件数は 471 件（シンポジウム３件，SIG セッション

13 件，一般研究（口頭）243 件，一般研究（ポスター）193 件，International Session16

件，President Talk３件），チュートリアルセッション２件という，規模の大会でした．定

着しつつある SIG セッション，チュートリアルセッションに加え，今年度は海外からの来

賓の方々に話題提供いただく President Talk が実施されたり，ポスター発表においては

「日英対応」の発表が設けられたり，国際交流委員会を中心に学会として国際化へ向けて

の努力をさらに払っていくことになりました． 

 昨年度に引き続き，台風の進路を気にしながらの対応となりました．そのような大変な

中にもかかわらず，堀田龍也実行委員長をはじめとし，東北大学及びその近隣の先生方は

大変冷静に，そしてよりよい方向へ進めてくださいました．大会が多くの人に支えられて

いるのを実感するのと同時に，これからひとつの大学のみではなく，多くの会員で協力し，

進めていかないといけないことも全国大会の維持には欠かせないと思っています． 

 一方，会員が増えている今，その発展についても検討していくことになりました．次回

大会は，2019 年 09 月 07 日（土），08 日（日）の２日間，名古屋国際会議場で開催するこ

とになりました．2019 年度からは，これまでと同じ時期の大会を２日間にし，外部会場に

て運営も極力学会員に負担がかからないように工夫をしていくことになりました．また，

年に１度秋に集まるだけではなく，２日間の大会を年度末に行い２回化することで，学会

として年間にわたり継続的に研究について議論をしていくことを目指します．すべて参加

することがためになる大会となればよいと思いますが，近年は本務が忙しかったり，家庭

の事情で一部の参加になったり，不参加を余儀なくされる方もおられると思います．少し

でも大会との関わりをもっていただき，日々のモチベーションとしていただけるような大

会にできればと思っています． 

 ここ数年は，改善を行いながら，全国大会運営の安定化に努めてきました．2019 年度に

ついては，これまで行ってきたことを大きく変えることになりますので，その実施に関し

てはいろいろとご意見をいただくことになると思いますし，これから時間をかけながらよ

りよいものを創り出していくことになります．新しい取り組みに参加をしていただきなが

ら，より楽しくて学びになる大会を進めていきましょう． 
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日本教育工学会第 34 回全国大会の御礼 
大会実行委員会委員長 堀田龍也（東北大学）

  

 日本教育工学会第 34 回全国大会を，2018 年 09 月 08 日（金）～30 日（日）の日程で，

東北大学川内北キャンパスで開催させていただきました． 

 都心から新幹線で１時間半，新幹線を降りて地下鉄で６分，改札から出ると会場のキャ

ンパスという交通の便の良さもあって，1,001 名もの多数の教育工学関係者にご参加いた

だくことができ，日頃の研究成果を基にした熱心な議論が展開されました．また，30 社か

ら出展・広告協賛をいただくことができました．このように盛会裏に終えることができま

したのも，ひとえに鈴木克明会長ならびに寺嶋浩介大会企画委員長をはじめとする大会企

画委員の皆様，稲垣副委員長，川面・松河両幹事をはじめとする大会実行委員会の皆様，

東北大学生協の皆様，その他運営に関わっていただいた皆様のご協力の賜物と感謝申し上

げます． 

 全国大会の準備にあたっては，今後の大会２回化に向けて，業務の定式化とアウトソー

シングに努力を重ねてきました．もちろん万全の体制で臨みましたが，十分なおもてなし

にならなかった部分についてはお詫び申し上げます．また，今年も台風の接近に緊張が走

りましたが，交通機関の運行停止等を考えて早めにお帰りの方はみられたものの，大会と

しては無事に３日間の最後まで開催することができたことに安堵致しております． 

 ２日目に実施された全体会では，多くの参加者に見守られて，米国・中国・韓国の教育

工学関連学協会の代表による挨拶，名誉会員表彰，論文賞・研究奨励賞表彰を無事に執り

行うことができました．その後のシンポジウムは教育工学の今日的な役割を再考すること

に繋がりました．引き続き行われた懇親会では，昨年度に台風のために中止となった島根

大会の懇親会でご賞味いただく予定だった日本酒も人気を集め，おかげさまでたいへん盛

会にお開きとなりました． 

 本学会にはじめて参加する方を対象とした案内型のチュートリアルセッション，編集委

員会と連携した論文査読に関するチュートリアルセッションにもたくさんの参加をいただ

きました．口頭発表，ポスター発表， International Session，SIG セッション，企業展示

等，どの会場でも今後の教育工学研究の発展につながる熱心な議論が展開されました．議

論を盛り上げていただいた参加者の皆様には心より感謝申し上げます． 

 本大会の運営にあたっては，前回までの会場校からの適切かつ丁寧な資料提供と，大会

企画委員会のご支援の下で準備を進めてまいりました．スタッフの対応について，多くの

方々から温かい励ましのお言葉をかけていただいたことは，大きな励みとなりました．心

より感謝申し上げます． 

 来年度の開催地である，秋大会の名古屋大学，春大会の信州大学におきまして，初めて

の大会２回化による全国大会が盛会に行われますことを祈念致しまして，御礼の挨拶とさ

せていただきます． 
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チュートリアルセッション 
 

 チュートリアルセッションは，本学会に入会して間もない，または全国大会に初めて参

加する方を主な対象に，日本教育工学会の活動をわかりやすく紹介・解説し，積極的に学

会活動に参加してもらうことを目的としたセッションである．あわせて，今年度は編集委

員会のご協力のもと，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

セッションも開催した． 

 大会初日 09 月 28 日（金）９時から実施されたセッション１には，朝一番のプログラム

にも関わらず，95 名の参加者があった．まず，本学会長の鈴木克明（熊本大学）は，本学

会の創立年や論文誌の最新号数，歴代会長名などの「日本教育工学会をより深く理解する

ための９つの問い」が書かれた資料を配布した．参加者らは，本学会 Web サイトを参照し

ながらひとつずつ問いに答え，ペアやグループをつくってお互いに答えを確認し合った．

そして，鈴木会長は９つの問いの解説とともに，本学会及び全国大会に参加することのメ

リットを紹介し，大会参加を通じて明日から使えるお土産をたくさん持ち帰ってほしいと

語った．続いて，SIG（Special Interest Group）委員長の村上正行（京都外国語大学）は，

2014 年度からスタートした SIG 活動について説明した．6SIG からスタートした活動は

2018 年 09 月時点で 13 まで拡大し，研究会や研修会，合宿，SIG レポートの作成など，

多岐にわたる活動内容が紹介された．本学会員は専用 Web サイトから誰でもメンバーにな

れること，複数の SIG 活動への登録が可能であることなどが説明され，大会期間中の SIG
セッションをはじめとし積極的な参加を呼びかけた． 

 同日 14 時からは，セッション２「査読の心得」が開催され，130 名の参加者があった．

編集長である加藤浩（放送大学）より，日本教育工学会論文誌が目指すところ，論文の採

否状況， 採録の傾向について説明がなされた後， 副編集長である山内祐平（東京大学）

より，採録条件として記す際の表現の問題，研究として活かすため視点，近年問題となっ

ている二重投稿などの研究倫理面の問題に対する対応方針といった査読時に気をつけて頂

きたいことについて説明がなされた．山田政寛（九州大学）からは著者視点から，採録条

件に対する対応方法について説明がなされた．フロアからの質問も，査読経験のある参加

者から，これから査読者になる可能性のある参加者まで幅広く活発になされ，査読者向け

のインストラクションの要望もあった． 

 いずれのセッションも多くの参加者を得て大盛況であったことから，引き続き学会員に

とって有益な情報提供の場となるよう，来年度も引き続き実施していきたいと考えている． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文責：山田政寛（九州大学），森下孟（信州大学） 
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International Session 
 

International Session は，大会初日の午前と午後に行われた．午前は２つのセッション

が設定されそれぞれ６つの研究が，午後は１つのセッションが設定され４つの研究が報告

された． 

午前と午後のセッションを通して，多様な研究が報告された．例えば，国際教育協力の

取り組みや，高等教育をフィールドとした国際交流やアクティブラーニング，プログラミ

ング教育の実践に基づく研究，認知科学や学習科学の理論や知見に基づいた実践とその評

価，語学教育に関する研究などが報告された．海外留学生による研究発表だけでなく，日

本人研究者による報告もあり，英語による活発な議論が行われた． 

合計 16 件という発表件数は，昨年度，一昨年度と比較して増加傾向にあり，今後もそ

の発展が期待される． 

 

President Talk 
 

全国大会では，昨年度まで AECT（Association for Educational Communications and 
Technology）関係者によるランチョンセミナーおよび KSET（The Korean Society for 
Educational Technology）と CAET（China Association for Educational Technology）関

係者による International Session での各国における教育状況の話題提供が行われてきた．

President Talk は，それらを統合し発展させる目的で企画，実施された．AECT からは

Kowch 会長，KSET からは Lee 副会長，CAET からは Zhong 副会長に来日いただいた． 

Kowch 会長からは教育をデザインする際に AI（Artificial Intelligence）を重要なパー

トナーとして位置付けることの提案を，Lee 副会長からは韓国における AI を活用した様々

な教育プラットフォームの事例の紹介を，Zhong 副会長からは中国における様々な ICT を

統合した教授・学習環境の枠組みの紹介を，それぞれいただいた． 

各発表の後，指定討論者である佐藤慎一国際交流委員より，革新的な教育ツールや概念

を導入・普及させていく際に直面する困難や，それをどのように乗り越えていくことがで

きるのか，という問いが提示され，考えや工夫が共有された． 

なお，各代表者の発表題目は以下の通りである． 

 

・Kowch, Eugene 
Could an App Replace Us? Principles for Leading Participative, Technology 
Enhanced Learning Ecosystems with a new collaborator - Artificial Intelligence 

・Lee, Yekyung 
Revolutionizing Education with AI in Korea: Challenges and Future Directions 

・Zhong, Xiao Liu 
Development and Practice of the General Framework Standard of Smart 
Campuses in China 
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概要は，第 34 回全国大会ウェブサイトのプログラムページよりご覧いただけます． 

（http://www.jset.gr.jp/taikai34/announcement_app/announcement_app.html）  

 

Dr. Kowch（AECT 会長）  Dr. Lee（KSET 副会長）  

 

Dr. Zhong（CAET 副会長）   

 
文責：山本良太（東京大学） 
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第 33 回研究奨励賞及び第 32 回論文賞の選考経過 
日本教育工学会顕彰委員会

 

●第 33 回研究奨励賞 

この賞は，2017 年度島根大学で開かれた第 33 回全国大会で優れた研究発表を行い，か

つ優れた研究歴を持つ若手研究者に対して贈られるものである. なお，「若手」とは，原則

として受賞時に 40 才を越えていない方を指す. 

今回は，本学会役員より 18 名の候補者が推薦され，この 18 名が第一段投票の対象とな

った．第一段投票では 30 名の役員からの投票があり，その結果５名の候補者に絞られた．

この５名が第二段投票の対象となった. 

第二段投票では 29 名の役員からの投票があり，この投票結果および教育工学に関連す

る過去５年以内の研究歴を，所定の得点化規則に従い，すべて得点化した結果をふまえて,

３名の方を授賞対象とすることを理事会において決定した. 

今回の受賞者及び講演題目は，以下のとおりである. 

  

・大阪大学  大山牧子「大学のアクティブラーニング型授業における授業形態とリフレク

ションの関係性－テキストマイニングの手法を用いた分析」 

・東京工業大学 大浦弘樹「統計学習における PFL 型学習サイクルの形成的評価」 

・東京大学大学院 池尻良平「MOOC を用いたブレンド型ジグソーのデザインと評価」 

 

●第 32 回論文賞 

この賞は，2017 年度の日本教育工学会論文誌及び Educational Technology Research

に掲載された論文の中で，特に優れた論文に対して贈られるものである. 

 今回は，対象論文 19 編に対し，本学会編集委員会より 11 編が推薦された．顕彰委員会

では５名の正会員からなる論文賞選考委員会を設置し，選考委員会がこの 11 編に対し，

評価を行った結果，６編が投票の対象となった．この６編に対し，38 名の役員あるいは編

集委員からの投票があり，この投票結果をふまえて，下記２編の論文を授賞対象とするこ

とを理事会において決定した．今回の受賞者及び論文題目は，以下のとおりである. 

 

・第 41 巻３号：松河秀哉，大山牧子，根岸千悠，新居佳子，岩崎千晶，堀田博史による

「トピックモデルを用いた授業評価アンケートの自由記述の分析」 

・第 41 巻４号：大浦弘樹，池尻良平，伏木田稚子，安斎勇樹，山内祐平による「歴史を

テーマにした MOOC における反転学習モデルの評価」  
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シンポジウム 
  

EdTech は Education と Technology を掛け合わせることで，イノベーティブな教育・学

習環境の創出，教科教育のみならず，その知識を踏まえた知識創出・行動力を身につけさ

せるものとして注目されている．本シンポジウムでは「EdTech: 未来の教育を創る教育工

学」と題し，EdTech を推進するにあたり検討すべき課題，教育工学に期待されているこ

とについて議論が行われた．はじめに「未来の教室」実証事業を推進されている経済産業

省 浅野大介による基調講演において，学生時代から経済産業省入省後の学びの経験を踏

まえ，実際に社会の問題を解決し，広く展開していく，まさに生の社会解決プロジェクト

（My Project）を通じた学びの重要性についてご講演があり，それらをサポートできる教

育・学習環境デザイン・開発・社会実装の推進ができる事業を進めていくことについて説

明された．パネラー講演では，佐藤昌宏（デジタルハリウッド大学大学院）より EdTech
では，Education × Technology によるイノベーションが見えることに重きが置かれること，

Technology の進化は止まらず，教育において効果的にしていく仕組みを作り上げていくこ

とが重要であることが指摘された．斎藤俊則（星槎大学）からは UNESCO， IFIP におい

て行われている Digital Agency という概念についてご紹介があり EdTech が推進されてい

くことで生まれるイノベーションは享受者に対して，より具体的に，何を目的とし，何が

できることとなるのかなど，EdTech 推進における観点について提案がなされた．島田敬

士（九州大学）からは具体的な研究事例として，専門分野であるイメージ処理・パターン

認識を適用し，授業進行状況をリアルタイムでログ解析し，教員へフィードバックするシ

ステムや授業資料の重要度を自動的に推定し，サマリーを作成するシステム開発研究に関

する事例について紹介された． 

 パネルディスカッションでは，山内祐平（東京大学）を指定討論者として迎え，山内が

これまで取り組まれてきた産学官連携の EdTech の事例について紹介された．その後，

EdTech という言葉を使う（使わない）意味，現場を巻き込む戦略をどうするのか，EdTech
教育工学会への期待について議題提供がなされ，パネルディスカッションが行われた． 

 この先，何十年先の日本社会を支える中で教育はまさに根本であり，人材育成の未来を

考える大変有意義なシンポジウムだったといえる. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文責：山田政寛（九州大学） 
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SIG-01 高等教育・FD 
コーディネーター：松河 秀哉（東北大学），渡辺 雄貴（東京理科大学），岩﨑 千晶（関西大学）， 

根本 淳子（明治学院大学），大山 牧子，根岸 千悠（大阪大学），遠海 友紀， 
嶋田 みのり（東北学院大学），村上 正行（京都外国語大学） 参加者：48 名 

 
09 月 28 日(金)，15 時 30 分より，東北大学の講義棟 A 棟 A101 教室にて，SIG-01 の SIG セッシ

ョンが開催された．まず，SIG 代表の松河秀哉(東北大学)による趣旨説明や今後の活動方針について

の紹介があった後，コアメンバーによる以下２件の教育実践研究についての事例報告が行われた．  
前半は，松河による「トピックモデルを用いたテキスト分析による FD や IR の可能性」と題した

研究報告がなされた．授業アンケートの自由記述データ等，これまで扱いにくかった大量のテキスト

データを分析する手法を開発した経緯や，具体的な分析手順，また分析で生成されたラベルの妥当性

の検証結果について報告された．併せて，本分析を最大限自動化するソフトを現在開発しており，今

後 SIG01 の研究会にて公開予定であることが紹介された．  
後半は，大山牧子・根岸悠（大阪大学）による「教育実践と研究の連環－大阪大学プレ FD を事例

に－」と題した研究報告とリサーチクエスチョン（RQ)の立て方に関するワークショップが行われた．

教育実践研究に関する RQ を立てることが難しいというプレ FD の教育実践で得た着想から RQ の立

て方を支援するという研究に至った経緯や，現在取り組んでいる研究内容についての説明がなされ，

教育実践研究の意義や困難さ，また工夫している点について具体的な事例を挙げながら紹介された．

また，事例報告で紹介された RQ を立てるための枠組みを用いて，参加者自らが立てた RQ を分析し,
参加者同士で話し合うワークショップが行われた． 

2 件の事例報告及びワークショップを通じて，参加者自身が，日頃の教育実践をどのように研究と

して形にしていくか考える機会になったと思われる．本 SIG 活動を通して，高等教育・FD 領域の研

究が一層発展することが期待される．      
文責：遠海友紀・嶋田みのり（東北学院大学） 

 

SIG-02 教師教育・実践研究 
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）， 

脇本 健弘（横浜国立大学），谷塚 光典（信州大学）            参加者：44 名  
 
SIG-02「教師教育・実践研究」では，これまでに３回の SIG セッションと６回の SIG 研究会を

開催してきており，本年で代表を交代し，２期目を迎えた．第２期代表は深見俊崇(前:副代表)が，副

代表は坂本將暢が務めることになった． 
日本教育工学会第 34 回全国大会における SIG セッションでは，「大量採用時代のミドルの育成を考

える！」というテーマを掲げ，ゲーム形式のワークショップを通して，学校の課題を解決するために

管理職が自身の強みを活かしながらどのように連携するべきかを考えた．まず，はじめに新代表の深

見からこれまでの SIG-02 の変遷の説明行い，その後，本セッションコーディネーターである脇本健

弘と谷塚光典がワークショップの司会を務めた． 
ワークショップの概要を以下説明する．近辺の参加者と４，５人ずつで９グループを構成し，各メ

ンバーは校長・副校長を新たに迎えることになった「教育工学小学校」の管理職になったことを想定

しながら，「地域と連携した運動会をつくる」という課題を解決するために必要な「やることリスト」

について，管理職の強みを意識しながら担当者，重要度，優先度を決めた．その後，３グループ間で

メンバーを交換して成果交流し合う時間を設け，学校毎の管理職メンバーのタイプの違いに伴う多様

な解決方略に耳を傾けあった．ワークショップ後半は，本ワークショップ開発者である脇本から，ワ

ークショップを採用した研修の事例について簡単に報告があり，さらに谷塚から全国の教職大学院デ

ィプロマポリシーをテキストマイニングで分析した結果から考察できるミドルリーダーを育成する上

での今後の課題が提示された．最後は，両氏から共有された情報を踏まえながら，各グループでミド

ルリーダー育成の方略を考え，付箋に記述してまとめとした． 
参加者は現役の管理職から学生まで多様であったが，ワークショップはとても盛況であり，各グル

ープからの笑い声が絶えなかった．最後は，深見代表による今後の SIG-02 の研究会の案内で締めく

くられた． 
                              文責：古田紫帆（大手前大学） 
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SIG-03 教育・学習支援システムの開発・実践 
 

本 SIG は，教育・学習活動を支援する情報システムの開発や実践をテーマに掲げている．次年度

より全国大会が年２回開催になることを踏まえ，今後の SIG 活動計画について議論した．セッショ

ンへの参加人数は台風接近のため 11 名であったが，今後に関わる具体的な提案・議論が活発に行わ

れた． 
江木啓訓（電気通信大学）より，研究会合宿等のこれまでの SIG 活動や，聴講型の研究会ではなく，

参加者同士がつながり，共同研究等実践的な活動を目指すといった本 SIG の特色を報告した．その後，

これらの特色を活かしつつ，更に積極的に参加しやすく活動計画案を飛弾信崇（ベネッセコーポレー

ション）より提案した．具体的には，教育工学会の大会の特色でもあるポスターセッションの活発さ

を活かし，SIG03 から関係するポスター発表のうち特に興味深いものについてローカルアワードを贈

る，SIG03 セッションでの招待講演の実施をするといったものである． 
提案の後，参加者の間で議論がなされ以下のように骨子がまとまった． 
・ポスターセッション当日の投票もしくは後日期日を設けてネット投票を SIG03 メンバーにて行う 
・投票はアワードに選定したいもの以外に,更に詳細をききたいもの,デモンストレーションを見た

いものを投票できるようにする 
・投票結果を元に，後日 SIG セッションにて発表／デモンストレーションを行っていただく 
・アワードについては投票結果を踏まえて別途定めた選定メンバーにて選定を行う 
・SIG セッションにてアワード発表を行う 
具体的な選定基準やアワードの部門設定などの案も挙げられる活発な議論が行われ，詳細について

は継続検討を行うこととした． 
 

文責：飛弾信崇（ベネッセコーポレーション） 
 

SIG-04 教育の情報化 
 

2018 年 6 月に文部科学省から「Society5.0 に向けた人材育成 〜社会が変わる，学びが変わる〜」

が，同月に経済産業省から「「未来の教室」と EdTech 研究会-第 1 次提言」が公表された．これらの

報告・提言書では「EdTech」を活用した「公正に個別最適化された学び」「探究プロジェクト」など

をキーワードにした新たな学校像が掲げられている．教育工学（=Educational Technology）の知見

を大いに活用し，これからの学校像を現実のものにするアイデアの創出や，課題点の検証が求められ

るところである． 
以上の問題意識の下，本 SIG セッションは，大会初日 09

月 28 日（金）15:30 から，豊田充崇（和歌山大学）と稲垣忠

（東北学院大学）によるコーディネートで，「教育の情報化の

新展開〜「未来の教室」の研究シーズをさぐる」と題したワ

ークショップを行った（参加者 70 名）．  
まず，教育工学選書「初等中等教育における ICT 活用」の

編者の 1 人である寺嶋浩介（大阪教育大学）からの話題提供

のもとで，「未来の教室」事業に関連して寺西隆行（ICT CONNECT21）および高木信太郎（Z 会）

から話題提供をいただいた．また，「次世代学校支援モデル構築事業」に参画している伊藤寛（福島県

新地町教育委員会）から学習履歴データの活用について紹介いただいた． 
次に，新たな段階を迎えつつある教育の情報化において，どのような調査研究が可能なのか，グル

ープ討議を行った．内容は紙幅の関係上全て紹介できないが，教育システム研究・教師教育研究など

の新たな研究シーズを，参加者と共に確認することができた． 
最後に，まとめして藤川大祐（千葉大学）から，今後の SIG 活動に向けての方向性を含めたコメン

トがあった．また，2019 年 02 月 23 日大阪開催予定の JAET（日本教育工学協会）「教育の情報化実

践セミナー」において，共同開催する旨，報告があった． 
 

文責：小池翔太（千葉大学教育学部附属小学校） 
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SIG-05 ゲーム学習・オープンエデュケーション 
 

2018 年 09 月 30 日に SIG-05「ゲーム学習・オープンエデュケーション」のセッションを開催した．

2018 年度は，ゲーム学習とオープンペダゴジーにおける導入・実践に関する最新動向を共有すること

に加え，ゲーム学習の導入方法，オープンペダゴジーの実践手法を体験・議論し，今後の課題につい

て議論する場を設けた．参加者は 16 名だった． 
セッションの開催に先駆け，ゲーム学習とオープンペダゴジーにおける導入・実践に関する先行研

究や事例をまとめた「SIG レポート」を発行し，WEB 上でも共有した（https://goo.gl/e1R75g）． 
当日のセッションでは，初めに本 SIG コアメンバーの執筆者が SIG レポートの概要をそれぞれ簡

潔に報告した．ゲーム学習に関しては藤本徹（東京大学）が「学習ゲームデザイン・導入支援ツール

の開発」を，池尻良平（東京大学）が「個々の教授・学習活動に効果的なゲーム要素の調査」を，福

山佑樹（明星大学）が「ゲームを使った教育実践において教員はどのように振る舞うべきか」を発表

した．オープンエデュケーションに関しては，重田勝介（北海道大学）が「オープンペダゴジーの事

例と特徴」と「米国におけるオープン教科書の導入事例と研究動向」（執筆者はカーネギーメロン大学

の永嶋知紘）を，石井雄隆（早稲田大学）が「Small Private Online Courses (SPOC)の近年の動向」

を発表した．次に，上記の研究成果を活かしながら，ゲーム学習の導入方法およびオープンペダゴジ

ーの実践手法に関する 2 つのグループワークを並行して行った．具体的には，前者では授業事例をも

とにゲームの要素を付与するワークを，後者では参加者自身の研究教育領域と関係のある OER を探

すワークを実施した．その後，それぞれのグループワークの結果や課題を共有し，最後に藤本と重田

が総括を行った． 
また，本年度から研究リソースや事例集を WEB 上で発信・共有できるナレッジフォーラム

（http://jset-sig-gbloe.cloudblog.jp/）を立ち上げたことも報告し，このナレッジフォーラムを通して

継続的に SIG-05 のメンバー同士で情報共有や研究交流をしていきたいと考えていることを説明した．    

 
文責：池尻良平（東京大学） 

 

SIG-06 協調学習・学習科学 
 
●テーマ：CSCL の過去，現在，そしてこれから 
●コーディネーター： 北澤 武（東京学芸大学）, 望月 俊男（専修大学），大浦 弘樹（東京工業大学） 

山口 悦司（神戸大学）, 大島 律子（静岡大学），益川 弘如（聖心女子大学） 
本 SIG では，静岡大学の学習科学研究教育センター

（RECLS）との共催で，コンピュータに支援された協調

学 習 (Computer-Supported Collaborative Learning: 
CSCL) の 著 書 「 CSCL2: Carrying Forward the 
Conversation」の編者の一人 Timothy Koschmann（南

イリノイ大学）をお招きし，大島純（静岡大学）の翻訳

で講演を行った（参加者 77 名）． 
講演の中では，まず CSCL の過去について，1995 年

にCSCL国際会議が設立された背景について説明がなさ

れた．次に CSCL の現在について，「インタラクション

（相互作用）をどのように研究するか？」の問いから，Roschelle (1992)に出てくる Envisioning 
Machine（物理シミュレータ）を介した高校生（２名）の会話を例に，会話分析を用いて，高校生の

発話と相互作用を通した相互理解過程を改めて分析した．その後 CSCL の未来について，こうした相

互作用分析の蓄積が重要であり，それによる CSCL の未来の可能性について問題提起がなされた．講

演後は，「プロトコルのセグメントを選び方」，「知見の一般化」，「分析の妥当性」などについての質疑

応答とディスカッションが活発に行われた．当日の配布資料や講演ビデオが短縮  URL: 
http://u0u1.net/Mk5T に公開されている．今後の SIG 活動については，メーリングリストや Facebook
（JSET Sig-06 協調学習・学習科学）（https://www.facebook.com/JSETsig06/）で周知する予定であ

る． 
 

文責：北澤武（東京学芸大学），望月俊男（専修大学），大浦弘樹（東京工業大学） 
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SIG-07 インストラクショナルデザイン 
 
コーディネーター：市川尚（岩手県立大学），冨永敦子（公立はこだて未来大学）， 

高橋暁子（徳島大学），杉浦真由美（札幌医科大学）， 
甲斐晶子（熊本大学），根本淳子（明治学院大学） 

SIG-07「インストラクショナルデザイン（ID）」では，昨年の全国大会に引き続き，今年度も SIG
セッションとしてワークショップを行った．今年度は「インストラクショナルデザイン（ID）を活用

して研究してみませんか？」をテーマに，ID 研究の動向報告と事例検討を行った．当日の台風の影響

のためか，参加者は 32 名と少なかったが，多様な議論が交わされた． 
ワークショップでは，まずコーディネーターらがまとめた日本の ID 研究の動向を報告した．国内

における ID 関連研究が増えている一方，海外と比較してまだ少ないことなどを確認した後，2015 年

から 2017 年の「日本教育工学会論文誌」「教育システム情報学会誌」「教育メディア研究」の３誌の

ID 関連論文（19 本）の傾向を紹介した．そして１本のショートレターを取り上げて事例検討を行っ

た．論文の著者である多喜翠と向後千春（早稲田大学，SIG-07 前代表）をゲストにお迎えして，研

究の着想，研究計画,研究会での発表，ショートレターへの投稿（採録）までのプロセスについて情報

提供いただいた．執筆当時は学生と指導教官という関係だったゲストの掛け合いで大いに盛り上がっ

た．さらに，小グループで「このショートレターをフルペーパーにするために何をすべきか？」「自身

の研究や実践にどう活かすか？」といった議論をし，閉会となった．参加者アンケートでは，ARCS
モデルに基づいて参加意欲を 5 件法（5 が高い）で尋ねた．4 項目すべて平均 4 を超えており，意欲

の高さが伺えた．自由記述では，「1 つのショートレターから ID の研究の考え方・手法を見直すこと

ができてよかった」といった，セッションの狙い通りの回答を多くいただいた． 
今年度の特集号論文のテーマは「インストラクショナルデザイン」である．今回の SIG セッション

が投稿に寄与することを切に願うとともに，今後も研究者間の交流の場を提供していきたいと考えて

いる． 
 

文責：高橋暁子（徳島大学） 
 

SIG-08 メディア・リテラシー，メディア教育 
 

2018 年 09 月 30 日に SIG08 のセッションが行われた．参加者は 38 名であった．近年，「ポスト・

トゥルース」「フェイクニュース」などの言葉に注目が集まっている．こうした状況において，事実を

捉えたり，伝えたりすることは容易なことではない．これまで以上にメディア・リテラシーの重要性

が高まっているといえる．そして，そのための教育のあり方を検討することは，重要な研究課題であ

る．そこでこのセッションでは，フェイクニュースに関するメディア・リテラシー教育のあり方につ

いて検討することとした． 
最初に，SIG 代表の中橋雄（武蔵大学）からこの SIG 説明，設立の背景，研究会の開催実績などに

ついて説明があった． 
次に，フェイクニュースに関するメディア・リテラシー教育について，本 SIG コアメンバーの佐藤

和紀（常葉大学）コーディネートのもと，ジャーナリズム論，ソーシャルメディア論の観点から藤代

裕之（法政大学），NHK 学校放送番組『メディアタイムズ』チーフプロデューサーとしての観点から

古田尚麿（NHK），メディア・リテラシー論の観点から中橋雄が登壇し，パネルディスカッション

が行われた．古田からは，『メディアタイムズ』はメディアのあり方について対話することを促すメデ

ィア・リテラシー教育用の学校放送番組であることについて述べられた．中橋からは，小学校国語５

年生『想像力のスイッチを入れよう』（光村図書）の単元でフェイクニュースが扱われた事例紹介と，

今後の授業改善のための提案がなされた．藤代からは，「誰がフェイクニュース作るのか」「リテラシ

ー教育の副作用」などの観点からフェイクニュースを見破ることの難しさについて述べられた． 
以上のことを踏まえた上で，参加者からの意見や質問を受けつけて議論した．最後にコーディネー

ターの佐藤から，まとめと展望が述べられた．今回のセッションを通して，より一層この SIG08 が活

性化していくよう，また「知と知をつなぎあわせて，新しい知を創造する」ために，これからも研究

交流を推進させていきたいと考えている． 
 

文責：鶴田利郎（国際医療福祉大学） 
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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 
 
本 SIG は，学習指導要領改訂などに役立つカリキュラム設計・運用・評価の方法論や，それを実現

する授業・教材設計および評価の方法論を研究することを目的としている． 
今回は，SIG 継続時に理事会から要望された「初等中等教育」「評価」に焦点を当て，新学習指導

要領で必須となるプログラミングと関連づけて，「育成する資質・能力に応じたプログラミング活動の

設計と評価」をテーマとした．セッションは，最終日午後に岡田佳子（芝浦工業大学）の司会で開催

され，第 1 期 SIG の成果として「縦糸・横糸モデル」に基づく方法論を提案してきた経緯と，今期の

SIG の方針が説明された後，16 名の参加を得て，以下の３件の発表と討議が行われた． 
 ・初等教育におけるプログラミング教育の新たな思考力評価に向けて：栗山直子(東京工業大学) 
 ・教師が育成すべき資質・能力についての目標を明確にすることの大切さ：玉田和恵(江戸川大学) 
 ・技術・家庭科と情報科が担う役割：松田稔樹(東京工業大学) 

栗山は，プログラミング能力を評価するために開発したチェックテストや，それを用いてソフトバ

ンク（株）の CSR 事業等で行っている効果検証について報告した．玉田は，小学校で行われている

情報活用能力育成の一環としてのプログラミング活動の試行を基に，教員自身が目標を明確化するこ

との重要性について報告した．松田は，小学校では将来の職業選択の幅を狭めないためにも食わず嫌

いに性差が生ずる前にプログラミングを楽しむ体験をさせ，中学校では情報技術の特性とプログラム

の役割との関係を理解させ，高校では情報システムの設計が社会に及ぼす影響を予測し，その導入の

是非や問題の回避策を考えられるよう指導することが望ましいと提案した． 
指定討論者である神部順子（江戸川大学）からは，「教員養成課程の課題と現職教員への対応などを

本 SIG としてどのように検討していくか」等の問題提起があり，フロア参加者も参加して本 SIG で

今後どのような取り組みができるか議論がなされた．フロアからは，「プログラミング教育の目標」や

「数学的能力や言語能力との関係」などについての質問があり，活発な議論がなされた． 
 

文責：玉田和恵（江戸川大学）・松田稔樹（東京工業大学） 
 

SIG-11 情報教育 
 
●テーマ「情報的な見方・考え方」を育てる情報教育の指導とカリキュラム 
●発表者                         司会：板井志郎（筑波学院大学） 
１）テーマについてと SIG の活動報告と今後の進め方について 加納寛子（山形大学） 
２）謎解きゲームを取り入れた情報教育カリキュラムの提案 加納寛子（山形大学） 
３）小学校での情報教育の事例 岡田康佑（宮城県総合教育センター教育推進部 情報教育班） 
４）中学校の情報教育カリキュラムの実践報告単元[分析しよう]安谷元伸（四條畷学園短期大学） 
５）感性情報学的観点から見た情報教育 伊藤信太郎（衆議院議員） 
６）ロボットプログラミングによる幼児教育カリキュラムの実践報告 Rajiv Khosla（La Trobe 

University） 
●参加者：14 名（台風の影響で参加者が少なかった） 

１）では，「情報的な見方・考え方」を育てる情報教育の指導とカリキュラムの趣旨について説明が

行われた．また，第１回から第 12 回までの情報教育研究会についての報告がなされた．２）では，

最初に謎解きゲームが提示され出席者全員で考えた．そして，謎解きゲームを取り入れた中学生を対

象とした情報教育における指導案と到達目標の提案が行われた．３）では，宮城県の小学校での情報

教育を対象として，「プログラミング教育スタートパック」の活用と効果の検証について報告が行われ

た．体育の授業でのプログラミング教育の実践報告が紹介され，体育の授業とプログラミング教育の

相性の良いことが驚きだった．４）では，中学生を対象とし，コンピュータ等を使わずに分析活動が

できる思考ツールを用いた学習の報告が行われた．５）では，人間は情報をどのように捉えるのかと

いうことを感性情報学的観点から論じ，言語論・記号論の学際的考察を加えながら，現在の日本にお

ける＜あるべき情報教育＞の姿を探った．６）では，第６回情報教育研究会において講演いただいた

フレームをもとにした幼児教育におけるロボットプログラミングのカリキュラムが提案された． 
 

文責：加納寛子（山形大学）・橋本はる美（摂南大学） 
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SIG-12 人工知能の教育利用 
 

今回の SIG セッションは，本 SIG「人工知能の教育利用」が 2018 年 05 月に新設されて以来最初

の活動であり，本 SIG の活動内容を，セッションに参加した JSET 会員に向けて具体的に示し，参加

者と議論する機会となった．まず，本 SIG が今後行う活動の中で対象とする予定の研究テーマや教育

実践等の例をいくつか挙げて，セッション参加者に紹介をしたが，これは，本 SIG の発起人でもある

コアメンバー５名全員が，それぞれ１例ずつ紹介する形式で行われた．柏原昭博（電気通信大学）か

らは「学習者のエンゲージメントを引き出す学習支援ロボット」，松居辰則（早稲田大学）からは「イ

ンタラクションにおける心的状態推定手法の開発と活用」，平嶋宗（広島大学）からは「ブラックボッ

クス化されている Computational Thinking の外在化」，金西計英（徳島大学）からは「オープンな適

応的学習環境の構築」，喜多敏博（熊本大学）からは「LMS への VUI や Chatbot 型インターフェイ

スの導入」について，それぞれこれまでの研究で開発したシステムの例や，教育実践の場での評価結

果等を示し，将来像も含めて紹介を行った．（平嶋と金西のテーマは，ビデオや資料提示によって行わ

れた．）各発表と全発表が終わった後に，発表者およびセッション参加者でディスカッションが行われ

た．実践的な観点からの質疑応答が交わされ，JSET 会員の中にも，現在抱えている自身の教育現場

で活用したいという，実践的な立場から人工知能技術等の教育利用に興味を持つ人が多くいるとの印

象を持った．今後も，人工知能関連技術の教育への応用可能性をわかりやすく解説し，会員それぞれ

の教育活動に利用する手がかりをつかんでもらえるように，また，JSET の強みを活かした人工知能

利用に関する共同研究等が会員間で促進されるように，活動を広げてゆきたいと思う． 
 

文責：喜多敏博（熊本大学） 
 

SIG-13 STEM 教育 
 

SIG-13「STEM 教育（STEM）」では，STEM（Science, Technology, Engineering, and Mathematics）
教育における教育工学的研究を推進するとともに，エビデンスに基づく知見を蓄積し，科学・技術教

育政策への提言などの社会的貢献を目指している．今年度の全国大会では，米国の STEM 教育に詳し

い齊藤智樹（国立教育政策研究所）と，STEM 教育の実践を行っている大谷忠（東京学芸大学）をお

招きし，STEM 教育の設立経緯を学ぶとともに，実践的な事例を鑑み，「教育工学的アプローチ」に

よるエビデンスの収集や，課題の明確化，効果的な学びのデザインについて議論を行った．セッショ

ン参加者は，発表者を含めて 31 名であった． 
SIG セッションでは，コーディネーターが趣旨説明をしたのち，ます，齊藤から米国における STEM

教育設立の経緯，STEM 教育の定義，STEM 教育改革の目的とその方法について情報を提供していた

だいた．齊藤によれば，STEM 教育は，America COMPETES 法（2007）から始まった．しかし，

STEM 教育の定義は，米国科学技術政策局（2012）や STEM 教育法（2015）などで異なっており明

確に示されたものはないとのことであった．また，米国の STEM 教育改革における課題は，「STEM
教育の一貫性」と「能力の高い STEM 教師の確保」にあるとのことであった．次に，大谷から，日本

の教育システムの中でどのように STEM 教育を位置づけたらよいのか，Learning by Design 
(Kolodner 2002)の理論を踏まえて説明がなされた． STEM 教育において重要なことは，探究的問題

解決と創造的問題解決をつなぐデザインやモデリングのプロセスであり，プロダクトの生成までをつ

なぐエンジニアリングの活動である．東京学芸大こども未来研究所では，その活動を主軸において実

践を行っているとの紹介があった．以上の発表を踏まえ，日本における既存の教科教育の枠組みの中

で，どのように STEM の枠組みを作っていくのか議論がなされた．最後に，参加者のコミュニティを

形成するため，今回の SIG に参加した動機や現在の興味などをシェアし，セッションは終了となった． 
今後の活動としては，２月中にセッションでの議論を継続する研究会を開催する予定である．また，

３月には，小学校プログラミング教育 SIG と合同でワークショップを開催する予定である．  
 

文責：森田裕介（早稲田大学） 
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SIG-14 小学校プログラミング教育 
 
コーディネーター：安藤明伸(宮城教育大学) ，山本朋弘(鹿児島大学)，森秀樹(東京工業大学) 

村松浩幸(信州大学) ，太田剛(千葉県立袖ケ浦高等学校/市川南高等学校)  
参加者:80 名 

SIG-14 の第１回目となる SIG セッションでは，SIG 代表の安藤明伸（宮城教育大学）より SIG 立

ち上げ趣旨として2020年度からの小学校でのプログラミング教育に向けて，本学会の特徴である様々

なバックグランドを持つ会員が集まることで，初等教育のみならず，中等教育，高等教育でのプログ

ラミング教育に関わる研究蓄積を活かした SIG 活動を展開したい旨の説明があった． 
次に本 SIG セッションのコーディネーターおよび SIG14 コアメンバーである安藤明伸（宮城教育

大学），山本朋弘(鹿児島大学)，村松浩幸(信州大学)，森秀樹(東京工業大学)から各々のプログラミン

グ教育活動や研究について紹介があった．またコアメンバーから本学会と関連学会である日本産業教

育学会，情報処理学会における小学校プログラミング教育研究動向の報告を行った．これらを受けて，

CoderDojo 等で小学校プログラミング教育実践をされている太田剛(千葉県立袖ケ浦高等学校/市川南

高等学校)から「小学校プログラミング教育研究として求められること期待されること」として小学校

プログラミング教育研究や本 SIG へ対しての提言があった．また SIG セッション中は，オンライン

チャットで参加者にも質問や意見を書き込んでもらい，コアメンバーからの情報提供や太田からの提

言とあわせて，セッション参加者全員で小学校プログラミング教育研究の課題や問題意識を共有した． 
 

文責：森秀樹（東京工業大学） 
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SIG 参加登録・新規 SIG 申請についてのお知らせ  
日本教育工学会では，2014 年度から「現代的教育課題に対する SIG（Special Interest Group）」を

立ち上げ，活動を行ってきました．現在 13 の SIG があります． 
SIG の活動として，研究会やセミナーの開催，SIG レポートの発行，全国大会での SIG セッション

など多様な活動を行っており，その活動については，学会のホームページ（https://www.jset.gr.jp/sig/）
やニューズレターなどで広報，報告をしています． 

 
・SIG への参加の仕方 
SIG に参加するためには，学会ホームページの「会員専用ページ」にログインし，メニューにある「SIG

参加申請」を選んで，参加をチェックすると，SIG のメーリングリストに登録されます．メーリングリ

ストでは，SIG の活動についての広報，会員同士の情報共有などができます．また，複数の SIG に参加

することもできます．ぜひ，ご登録いただきますよう，よろしくお願い致します． 
 
・SIG の新規申請の方法・条件 
SIG の新規申請の締切は毎年 02 月 15 日となります．SIG の新規申請の条件として，下記の条件があ

ります．詳細は http://www.jset.gr.jp/sig/application.html をご覧下さい． 
 
一、発起人となる少なくとも 3 名については，日本教育工学会に 5 年以上所属している 

正会員であること． 
一、発起人となる少なくとも 3 名については，それぞれ全国大会もしくは研究会で 

5 回以上発表を行っていること． 
一、発起人のうち少なくとも 1 名が，日本教育工学会誌（ショートレター特集号を含む）に 

論文が掲載されていること． 
 
SIG-06 協調学習・学習科学 

『学習科学ハンドブック Webinar』第 1 回開催報告 
 
●日時：2018 年 11 月 09 日（金）18:00~20:00 
●会場：［対面］東京工業大学教育革新センター（CITL）セミナー室，［オンライン］Zoom 
●参加者数：計 28 名（［対面参加］12 名［オンライン参加］16 名） 
●テーマ：学習科学と CSCL 
●プログラム：「学習科学の基礎」大島純（静岡大学） 

「コンピュータに支援された協調学習」加藤浩（放送大学）  
 SIG-06 では，『学習科学ハンドブック 第二版』（北大路書房）の各章の翻訳者の先生方を講師にお招

きして，各章を解説・紹介するレクチャーと，質疑応答を行う Webinar シリーズを始めました． 
第 1 回前半の「学習科学の基礎」では，学習科学という研究領域の特徴，その歴史的変遷（科学的分

析アプローチ主体の時代，デザイン研究アプローチが主体の時代，驚きを生むだけでなくどこでも実現

できるという社会的インパクトが問われる時代へ）が解説されました．また「旬な」研究トピックとし

て，学習分析学，デザイン実施研究，スケールダウン研究などが紹介されました．質疑応答では，スケ

ールアップとスケールダウンという考え方，デザイン実施研究の内実，学習環境という用語の意味など

が話題となりました． 
 後半の「コンピュータに支援された協調学習」では，コンピュータ利用教育の歴史，CSCL の複合領

域性，将来の CSCL 研究，などがダイジェストで紹介され，この章を理解する上で重要となる認識論的

な意味での CSCL の特徴（相互行為的意味生成，意味の相互行為的構築（エスノメソドロジー））につ

いて加藤独自の補足的な解説も行われました．質疑応答では，教育と学習の関係性，学校教育の役割，

ミクロな研究やマクロな研究の統合，e ラーニングと CSCL の関係などが話題となりました． 
 いずれも，訳書に書かれていない内容の解説や，先生方の考え方やエピソードなど読むだけでは知り

得ない研究情報が交えられ，質疑応答では各章の基本用語について理解を深める議論がなされました．

この内容は後日 SIG-06 Facebook ページ（https://goo.gl/E2ZSwT）で公開する予定です． 
 本 Webinar は 2019 年 03 月まで月 1 回のペースで開催し，第 2 回は 2018 年 12 月 14 日（金）
 18:00~20:00（対面会場は第 1 回と同一，オンライン参加用 URL は https://zoom.us/j/974902981）を

予定しています． 
文責：山口悦司（神戸大学）・望月俊男（専修大学）・大浦弘樹（東京工業大学） 
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SIG-11 情報教育 

第 13 回・第 14 回研究会の開催案内 

 
第 13 回 情報教育研究会 「情報教育調査中間発表会」 

会 場 山形会場：山形大学小白川キャンパス 
 福島会場：福島高専 
 どちらの会場にも参加できない場合は，オンラインで接続 
日 時 2018 年 12 月 06 日(木) 14:30～16:00 
 14:30 開場 14:40 接続開始  
内 容 情報教育調査の中間発表 発表題目・発表者 
 1)学生のインターネットサービス活用状況 橋本はる美(摂南大学） 
 2)学生の情報端末の利用状況について 板井志郎（筑波学院大学） 
 3)学生の情報に対する信憑性の違いについて 加納寛子 (山形大学） 
 4)高専生のスマホの利用について 布施雅彦(福島高専) 

その後全体討論 
 
第 14 回 情報教育研究会「情報教育調査の結果を踏まえた情報教育の方向性について」 

日 程 2019 年 03 月 08 日(金)  場所 山形大学東京サテライト５階 (東京 田町駅) 
 情報教育調査の結果を踏まえ若年層における情報行動の変化に対応した情報教育にあり方につい

て議論する．  
 (講演予定) 若年層における情報行動の変化 橋元良明（東京大学） 
 
申込方法：参加希望者は，氏名・所属・スカイプアドレスを記載したメールをお送りください． 
 メールの件名：第○回 情報教育研究会申込  申込アドレス：

 
SIG-13 STEM 教育 

第１回研究会「STEM 教育」開催案内 
■日時：2019 年 02 月 17 日（日） 10:00~14:30（ランチと視察を含む）   
■場所：東京学芸大学自然科学研究棟１号館 N106 教室（午前の部） 

東京学芸大こども未来研究所（午後の部） 
■対象：現職教員，教育関係者，研究者，STEM 教育に興味をお持ちの方など 
■定員：30 名程度 
■内容（話題提供者） 

午前の部 10:00〜12:00  
（１）米国における STEM 教育：設立経緯から実践事例まで 

（齊藤智樹 国立教育政策研究所） 
（２）学校教育における STEM 教育のデザイン：技術科を中心とした教科横断型の学び 

（大谷忠 東京学芸大学） 
午後の部 13:00〜14:30  
（３）インフォーマルな STEM 教育の実践：こども未来研究所の事例 

（木村優里 NPO 法人東京学芸大こども未来研究所） 
本研究会では，日本教育工学会全国大会の SIG セッションにご登壇くださった 2 名の先生を再び

お呼びし，情報提供をしていただきます．まず，齊藤智樹（国立教育政策研究所）から，米国にお

ける STEM 教育の設立経緯や実践事例をご紹介いただき，米国における STEM 教育とはどのよう

な学びなのか解説していただきます．次に，大谷忠（東京学芸大学）から，日本のカリキュラムに

おいてどのように STEM 教育をデザインしたらよいのか，理論を踏まえてお話しいただきます．

最後に，木村優里（NPO 法人東京学芸大こども未来研究所）から，NPO 法人として実際に行なっ

ているインフォーマルな STEM 教育の事例をご紹介いただきます．詳細は学会 HP をご参照くだ
 

さい. 
■後援：日本 STEM 教育学会，日本科学教育学会（申請中） 
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SIG-13 & SIG-14  合同ワークショップ 

「ロボット教材を活用した STEM教育とプログラミング教育」 

開催案内 
 
SIG-13 & SIG-14  合同ワークショップ「ロボット教材を活用した STEM 教育とプログラミング教育」 

■日時：2019 年 03 月 10 日（日） 10:00~15:00 
■場所：大学連携センター「F スクエア」（福井市手寄 1-4-1 アオッサ７階） 

    （会場：http://f-leccs.jp/fsquare/） 
■対象：小学校，中学校，高等学校の現職教員，その他の教育関係者など 
■担当：森秀樹（東京工業大学），森田裕介（早稲田大学） 
■参加費：資料代として 500 円 
■定員：30 名程度 
■内容： 
(1) STEM 教育とプログラミング：米国 First Lego League の事例紹介 
(2) STEM 教育,プログラミング教育向け教材の紹介 
(3) ロボットプログラミングによるプロジェクト型学習のデザイン（実習） 

本ワークショップは，ロボットプログラミングを体験していただく企画となっております．対象

は，小学校から高校までの現職教員の方，プログラミング教育，STEM 教育，プロジェクト型学習

に興味を持っておられる教育関係者の方を中心に実施させていただきます（非学会員の方でも参加

可）． 
ワークショップでは，まず，STEM 教育のひとつである First Lego League（以下，FLL）を紹

介いたします．FLL は，米国 MIT が開発したレゴ®マインドストーム®を使ったインフォーマルな

STEM 教育プログラムです．次に，教育版レゴ®マインドストーム® EV3 などを用いたプロジェク

トを実際に体験していただきます．詳細は学会 HP をご参照ください． 
■機材提供：株式会社アフレル 
■後援：株式会社アフレル，日本 STEM 教育学会，日本科学教育学会 
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『大学教員のためのＦＤ研修会（ワークショップ）』のご案内 

SIG-01高等教育・FD / SIG-07 インストラクショナルデザイン 企画

  

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

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

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

とを証明します．また，昨年度までの FD 研修会修了者向けのファシリテーター研修も併せて実施する

予定です． 

 

テーマ：「大学授業デザインの方法－１コマの授業からシラバスまで－」 

内容：参加者それぞれが授業実践事例を持ち寄り，ワークショップ形式で行います．授業のデザインに

関する問題意識の明確化，授業のデザインに関する情報・課題の共有などから議論を始め，「何

を誰に教えようとしているのか」，「どんな方法で教えるのか」，「続けたい点・変えたい点は

何か」などをグループで議論しながら授業の改善案を考えていきます．本年度の研修も 2011 年

度から好評の内容を踏襲しています．今回も事前学習用コンテンツを用意し，e-ラーニングと対

面研修の組み合わせにより，当日の活動はご要望が多かった参加度を高めた構成（反転研修）に

します．  

申込み：https://www.jset.gr.jp/work/work190304.html 
 

■FD 研修 

日時：2019 年 03 月 04 日（月）13:00～17:45 
会場：東京理科大学 神楽坂キャンパス 11 号館２階 11-6 教室（JR 中央線「飯田橋」下車） 

定員：30 名（申し込み着順で，定員になり次第，締め切ります．） 

参加費：2,000 円（学会員），3,000 円（学会員以外） 

認定書：研修会終了後に最終レポートを提出し，合格した修了生には，日本教育工学会から認定書が授

与されます． 

○準備物：高等教育機関において授業実践を行っている参加者は，自分の授業のシラバス，授業資料（ス

ライド，プリント，板書ノートなど）など，授業に関する資料６部を持参してください．学

生等で未だ高等教育機関において授業実践を行っていない，もしくは今後実施する予定の参

加者は，実施することを想定した授業デザインに関する資料６部を持参してください． 

○事前課題：開催の約１か月前に連絡いたします． 

○情報交換会：セミナー終了後，２時間程度の情報交換会を予定しております（会費：一律 3,000 円）. 

参加者のみなさま同士や登壇者との有意義な情報交換や FD セミナーへのご意見・ご要望な

どをお聞かせいただく場としてご活用いただければと考えております． 
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■ ファシリテーター研修 

日時：2019 年 03 月 04 日（月） 

09:30～12:00（ファシリテーター研修）と 13:00～17:45（上記の FD 研修）の両方にご参加いた

だきます． 

会場：東京理科大学 神楽坂キャンパス（詳細は別途連絡します．） 

定員：８名（申し込み着順で，定員になり次第，締め切ります．） 

参加費：2,000 円 

参加条件（下記４つをすべて満たすこと）： 

1) 日本教育工学会の会員であること 
2) 過去に FD 研修を受講し認定証が授与されていること 
3) ファシリテーター研修への参加（03 月 04 日午前），ファシリテーター候補者として FD 研修

への参加（03 月 04 日午後）が可能であること 
4) ファシリテーター研修の事前課題・最終レポートを提出する意思があること 

○事前課題：開催の約１か月前に連絡いたします． 

○情報交換会：セミナー終了後，FD 研修受講者の皆様との２時間程度の情報交換会を予定しておりま

す（会費：一律 3,000 円）． 

 

■ 企画者等 

企画：SIG-01（高等教育・FD），SIG-07（インストラクショナルデザイン） 

コーディネーター： 

【SIG-01】岩崎千晶（関西大学）・勝又あずさ（関西学院大学）・根本淳子（明治学院大学）・ 

松河秀哉（東北大学）・村上正行（京都外国語大学）・渡辺雄貴（東京理科大学） 

【SIG-07】市川尚（岩手県立大学）・甲斐晶子（熊本大学）・柴田喜幸（産業医科大学）・ 

杉浦真由美（札幌医科大学）・高橋暁子（徳島大学）・冨永敦子（はこだて未来大学） 

監修：鈴木克明（熊本大学・日本教育工学会会長） 

幹事：森幹彦（法政大学），渡辺雄貴（東京理科大学） 

 

◆【お問合せ先】森 幹彦 
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2018 年度 文部科学省「EDU-Port 日本」 

カンボジア支援応援プロジェクトして採択 
 

「EDU-Port ニッポン」とは文部科学省大臣官房国際課が推進する官民協働のオールジャパンで取り

組む「日本型教育の海外展開事業」である．カンボジアでは「日本開発のデジタル教材活用と対話的な

学び」をテーマとして，2017 年より日本教育工学会（内田洋行事務局）が取り組んでいる． 
2018 年度は,「カンボジア国内 2 地点と日本をつなぐ，日本開発デジタル教材を活用した日本型「指

導要領」の実践」を提案し，応援プロジェクトして採択された. 
 
プロジェクトの概要 

日本の教育資源であるデジタル教材を活用し，小学校英語で ICT を活用した指導法研修を行う.
講義型から「対話的な学び」を基礎に「何ができるようになるのか」を実感できる学びを実現する． 
シェムリアップ，プノンペンの国立教員養成校において，ICT 教育の知見を有する日本教育工学

会を中心とした学会コンソーシアムと ICT教育環境整備力を有する内田洋行, ボランティア派遣を

行う 2 大学の産学連携体制で取り組む. 
 
今後の予定 

現在ネットワークを通して，指導案の提案, ビデオクリップの提供が行われている．現地からは，

授業の様子などがビデオクリップにて定期的に報告されている. 
2019 年 02 月には，日本教育工学会前会長山西潤一，関西大学久保田賢一などがシェムリアップ

教員養成校を訪問し，セミナーを開催する．教育工学に関する講演のほか, ボランティア学生によ

る，PC，タブレットを活用した対話的な学びのデモンストレーションが予定されている（関西大学，

日本福祉大学）． 
 
定着を狙う現地での授業パターン 
・ビデオクリップの投影（内田洋行教材 Switch On） 
   音，表情，動作も学ぶ 
・ターゲットセンテンスの練習 
   刺激，反応，確認，強化パターン，定着を図る 
・グループでの Question and Answer（対話的な学び） 
  ターゲットセンテンスの応用，スクリーン上のインタラクション例を活用し，４人程度のグル

ープでロールプレイ 

 
現地から送られてきた授業の様子  
参考サイト：eduport.mext.go.jp  
 

国際交流委員会 
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JSET 2018 年度 冬の合宿研究会の開催案内（最終報） 
 

■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，

近年注目されているベイズ統計を中心に，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．  

 １日目は，心理統計学・ベイズ統計学の研究を専門とされている岡田謙介から，ベイズ統計の考え方

や使い方などをお話しいただいた後，分析の実習に取り組む予定です． 

 ２日目は，教育工学分野においてデータ分析研究に取り組まれている村上正行と豊浦正広から，御研

究の内容や考え方をご紹介いただいた後，参加者での対話を通して，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． 

 

■日程 2019 年 01 月 26 日（土）13:00~17:30 
 01 月 27 日（日）10:00~12:30 

■会場 公立大学法人首都大学東京 産業技術大学院大学 秋葉原サテライトキャンパス 

    （東京都千代田区外神田１-18-13 秋葉原ダイビル 12 階） 

■定員  40 名 

■参加費 無料 

■宿泊先 各自で手配をお願いします 

■プログラム（予定） 

 ※当日の状況により,時間が変更される可能性があります． 

01/26（土） 
12:30        開場 
13:00~13:15 挨拶・趣旨説明 
13:15~14:45 講演１：教育工学研究におけるベイズ統計の応用 
     講師 東京大学 岡田謙介 
14:45~15:00 質疑応答 
15:00~15:20 休憩＆演習の準備 
15:20~17:00 実習：R と RStudio を使ったベイズ統計の演習 
   講師 東京大学 岡田謙介 
17:00~17:30 質疑応答＆まとめ  

 
01/27（日） 

09:45        開場 
10:00~10:05 挨拶 
10:05~11:05 講演２：様々なデータ分析方法を使った教育工学研究 
     講師 京都外国語大学 村上正行 
     山梨大学 豊浦正広 
11:05~11:15  休憩 
11:15~12:00  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 
12:00~12:30 質疑応答＆まとめ 
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■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，参加者の募集を停止します． 

・本研究会の参加にあたり，事前にソフトウェアのインストールなどの作業をお願いいたします．具体

的な内容は，１月中旬に参加者の皆様へご案内する予定です． 

・１日目の研究会終了後に，情報交換会を実施予定です．ご都合のつくかたは，ぜひご参加ください． 

 

■特記事項 

１．当日は記録や今後の企画検討に活用するため，学会委員により活動の様子を録画・撮影させて頂く

場合がありますので予めご了承ください． 

２．研究会終了時には事後アンケートをご用意いたしております．ご協力をお願いいたします． 

 

■問い合わせ先 ※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） 

以上 
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2018年度 産学協同セミナーのお知らせ（第一報） 
Society5.0に向けた人材育成を実現する学びの在り方とは 

～一人一人の能力や適性に応じて個別最適化された学びの実現に向けて～ 
 

我が国において，IoT，ロボット，人工知能，ビッグデータ等の先進技術を活用することで，新たな

価値を創出し，地域，年齢，性別，言語等による格差なく，多様なニーズ，潜在的なニーズにきめ細か

に対応したモノやサービスを提供することのできる新たな時代 Society 5.0 を迎えようとしています． 
文部科学省では「Society 5.0 に向けた人材育成に係る大臣懇談会」「新たな時代を豊かに生きる力の

育成に関する省内タスクフォース」において，Society 5.0 という新たな社会で共通して求められる力は

何なのか，社会を牽引していくためにどのような人材が必要か．また，Society 5.0 という新たな時代に

おいて豊かに生き，活躍する人材を育てるためには,学校はどうあるべきか等の議論がされ，「Society 5.0」
における人材像，学校や学びの在り方，今後の教育政策の方向性等がまとめられました. 

その中には，学校がこれまでの一斉一律の授業のみならず，個人の進度や能力等に応じた学びの場と

なること．同一学年集団の学習に加えて，異年齢・異学年集団での協働学習が拡大していくことなど，

「学びの在り方の変革」を打ち出され，取り組むべき政策の方向性として（1）公正に個別最適化され

た学びの実現，（2）基盤的な学力や情報活用能力の習得，（3）大学等における文理分断からの脱却 の

３つの方向性が掲げられました． 
今回の産学協同セミナーでは「公正に個別最適化された学びの実現」にフォーカスし，スタディ・ロ

グ等を蓄積した学びのポートフォリオの活用や，EdTech とビッグデータを活用した教育の質の向上と,
それを実現する学習環境の整備充実を推進する上で何が必要か，現状と課題を共有した上で，産・学そ

れぞれの立場から幅広く議論を展開したいと考えます． 
こうしたテーマに関心を抱く，多くの方のご参加をお待ちしていますので，まずは日程のご案内させ

ていただきます. 
 
■日時：   2019 年 03 月 23 日（土）開始 13:30~17:30 （受付開始 13:00） 
■会場：   株式会社内田洋行 新川オフィス（ユビキタス協創広場 CANVAS） 
       東京都中央区新川 2-4-7 
       http://www.uchida.co.jp/company/corporate/bases_1.html 
■参加費：  無料  
■定員：100 名 ※先着順で締め切らせて頂きます. 
■主催：日本教育工学会 企画委員会 
■お申し込み方法：Web による申込み （来年１月末から受付開始予定） 
 
なお，詳細については日本教育工学会の Web サイトをご参照下さい. 
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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 学習データ分析／一般 
●日  時：2018 年 12 月 08 日（土） 
●会  場：早稲田大学 早稲田キャンパス（７号館） 

（〒169-8050 東京都新宿区戸塚町１丁目 104） 
●担  当：石井雄隆   

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（３階 302 教室），A 会場（３階 303 教室）B 会場（３階 304 教室）C 会場（３階 310 教室） 

D 会場（３階 311 教室） 
 

10:00～10:05 諸連絡 

10:05～12:10 午前の部 

    
A1）自律学習支援における留学生との会話プログラムの実践と有効性の検討 

 辻美也子, 河野弘美, 村上正行（京都外国語大学） 
A2) シラバスデータを利用した科目間の関連性の分析 

吉崎辰悟（近畿大学大学院）, 越智洋司（近畿大学） 
A3) ICT を用いたルーブリックが自己評価能力に及ぼす影響についての検討－ふり返りの根拠を記録する

機能を用いた学習活動に焦点をあてて－ 
梶井芳明, 宮澤芳光（東京学芸大学） 

A4) 自己評価特性と学修ポートフォリオおよび到達目標の達成感の関係分析－自律型学修者の育成を目指

した初年次教育の実践を通して－ 
山本美紀（帝京大学） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
B1) 小・中学校における道徳教育の学びと自己への影響の考察 

 山下真由美（函館短期大学） 
B2) 小学校算数学習でのタブレット端末持ち帰りによる家庭学習と授業の循環に関する一考察 

 城井順一（熊本県高森町立高森中央小学校）, 山本朋弘（鹿児島大学大学院） 
B3) 中学生が持つ学校や学習塾の先生に対する信頼感 

 南方美紀（早稲田大学）, 石川奈保子（早稲田大学大学院）, 向後千春（早稲田大学） 
B4) 初等教育段階において各教科等横断的に行われたプログラミングに関する学習を対象とした転移の検

討 
 小田理代, 堀田龍也（東北大学大学院） 

B5) 計算論的思考の視点からみた小学校プログラミング事例の教材及び学習形態の分析 
 山本朋弘（鹿児島大学大学院）, 堀田龍也（東北大学大学院） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C1) 日本教育工学会 FD ワークショップにおける添削者養成講座の設計 

 高橋暁子（徳島大学）, 根本淳子（明治学院大学）, 鈴木克明（熊本大学） 
C2) 研究大学における高大連携事業の特徴と効果 

川内亜希子（京都大学） 
C3) 社会人学生におけるセルフ・ハンディキャッピングの因果関係の検討 

 中村康則（早稲田大学大学院）, 向後千春（早稲田大学） 
C4) 樹木理論：植物モデルによる規範的人材育成論の構成－相撲の力士関連情報からの類推－ 

 北垣郁雄 
C5) 授業方略の幅広い対案作成に基づく教員研修の試みとその効果 

 笠井俊信（岡山大学大学院）, 大崎理乃（産業技術大学院大学）, 益川弘如（聖心女子大学）,  
林雄介（広島大学大学院）, 永野和男（聖心女子大学）, 平嶋宗（広島大学大学院）, 溝口理一郎 
（北陸先端科学技術大学院大学） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
D1) データに基づくカリキュラム・マネジメントに関する実証的研究－A 校を事例としたワークモチベ 

ーションを高める組織的要因の分析－ 

研究会 
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 吉村春美 , 高崎美佐, 町支大祐, 田中智輝, 村松灯, 渡邉優子（立教大学）, 木村充（日本教育研 
究イノベーションセンター）, 赤塚和繁（学校法人河合塾）, 中原淳（立教大学） 

D2) デジタル・シティズンシップ教育をモデルにした新たな情報モラル教育を実現するための理論的要件

の検討 
 今度珠美（鳥取県教育委員会）, 坂本旬（法政大学）, 豊福晋平（国際大学）, 芳賀高洋（岐阜聖徳

学園大学） 
D3) 状態変化を用いた歴史学習における歴史的事象の因果関係の理解の変容 

 徳竹圭太郎（東京工業大学大学院）, 小尻智子(関西大学), 室田真男 (東京工業大学) 
D4) 学級力向上プロジェクトの指導法に関する研究（1）－小学校中学年の学級力の構造に注目して－ 

 伊藤大輔（秋田県立大学）, 磯部征尊, 鈴木一成（愛知教育大学）, 田中博之（早稲田大学） 
D5) 板書計画を軸とした授業案作成による思考力育成型の授業実践に向けた成果と課題－バングラデシュ

の NGO 学校における思考ツールの導入を事例に－ 
 上舘（山口）美緒里（関西大学大学院／日本学術振興会特別研究員）, 久保田賢一（関西大学） 

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

13:10～15:15 午後の部① 
 
A5) 自律型学修者の育成を目指した初年次教育の実践－アクティブラーニングと学修ポートフォリオの活

用－ 
横山明子, 山本美紀（帝京大学） 

A6) プレゼンテーション相互評価における学習者とティーチングアシスタントの評価行動の比較 
 堀越泉（上智大学大学院）, 田村恭久（上智大学） 

A7) CindyJS によるコンテンツを用いた協調学習における操作と対話との連関の追跡（続） 
 金子真隆 , 野田健夫（東邦大学） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
B6) 伝統野菜を活用する商品再開発による付加価値の創出―ビジネスモデル「津商餅」の活動を通して―

 世良清, 仲卓哉, 長谷川七海, 横山彩乃, 鵜飼初笑（三重県立津商業高等学校） 
B7) 高等学校情報科における自律型ロボットを用いた PBL 型授業の効果に関する一検討 

 河野通俊（早稲田大学大学院）, 長濱澄, 森田裕介（早稲田大学） 
B8) 新学習指導要領に基づいた高等学校の「保健」の単元のまとめ学習のためのインストラクショナルデ

ザイン―ルーブリックに基づくコンセプトマップとしての「健康マップ」の実践― 
新戸政輝（東京都立新宿高等学校）, 永井大樹（淑徳大学） 

B9) 高等学校専門学科間における共同実習の可能性と課題 
渡部洋平, 藤村裕一（鳴門教育大学大学院） 

B10) 日本式高専システムのタイ輸出に際する課題－タイ高専コース学生に対する質問紙調査から－ 
 大橋匠（東京工業大学）, Leelawat Natt（チュラーロンコーン大学）, Laosunthara Ampan（東京

工業大学） 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C6) 授業で学習した「学び方」の授業外活動での確認－学生レポートの分析に基づいて－ 

竹岡篤永（明石工業高等専門学校） 
C7) 共学大学と比較する「教科の指導法」での女子大学の特徴－小学校教職課程での成績評価の観点から

－ 
 柴田萌子（名古屋大学大学院）, 深谷和義（椙山女学園大学） 

C8) わかりやすい文への修正に向けた文の特徴量に関する検討 
 大野博之（東京医療保健大学）, 稲積宏誠（青山学院大学） 

C9) ピアレビューにおける論理と自己主張との関係性に関する研究 
 鄭巧慧（早稲田大学大学院）, 尾澤重知（早稲田大学） 

C10) 自分の学びをデザインする力の向上を目指した授業実践 
 根本淳子（明治学院大学）, 市川尚（岩手県立大学） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
D6) 工学部初年次における学習経験－男女間の違いに着目して－ 

 保坂雅子（琉球大学） 
D7) 初任者教員のスムーズな現場適応を目指した教育実習方法の開発に関する研究 

 後藤壮史（奈良県王寺町立王寺小学校） 
D8) 教員養成学部学生の学校放送番組の視聴の違いによるメディア・リテラシーの定義の解釈に関する考

察 
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 遠藤みなみ, 手塚和佳奈, 佐藤和紀（常葉大学）, 堀田龍也（東北大学大学院） 
D9) メタ課題を用いたオンライン大学の学生に対する自己調整学習の支援 

 石川奈保子（早稲田大学大学院）, 向後千春（早稲田大学） 
D10) 教職大学院において養成しようとしている人材像の特徴 

谷塚光典（信州大学） 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 15:30～17:35 午後の部② 
 
A8) 副校長の経験学習と成長に関する研究 

 脇本健弘（横浜国立大学） 
A9) エンゲージメント，学習観が数学の解法に及ぼす影響 

守屋智紀, 山本光（横浜国立大学大学院）, 清水優菜（慶應義塾大学大学院） 
A10) 数理モデルを用いた教育政策の新しい評価方法の提案 

 ラーオスンタラー アンパン（東京工業大学大学院）, 藤堂健世, 安田翔也（東京工業大学） 
A11) ベクトルの概念的知識と手続き的知識の規定要因の差異－達成目標とエンゲージメントに着目して－ 

清水優菜（慶應義塾大学大学院） 
A12) ＶＲによる空間提示と実空間再現性に関する一検討 

 長濱澄, 大秦一真（早稲田大学）, 田尻圭佑（早稲田大学大学院）, 森田裕介（早稲田大学） 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
B11) 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（３） 

 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） 
B12) 小学校プログラミング学習における低学年と高学年の学習進度の差異に関する要因の検討 

 礒川祐地, 佐藤和紀（常葉大学）, 萩原丈博（ソニー株式会社）, 竹内慎一（NHK エデュケーショ

ナル）, 堀田龍也（東北大学大学院） 
B13) Scratch を用いたプログラミング授業の実践による児童の印象変容に関する一考察 

 丸山雅貴（早稲田大学）, 栗山直子（東京工業大学）, 森田裕介（早稲田大学） 
B14) 高等学校専門教科におけるプログラミング教育の考察 

 田村武志, 藤村裕一（鳴門教育大学大学院） 
B15) 初学者が抱く「難しさ」に着目したプログラミング授業の設計と実践 

 中村佐里（自由学園最高学部）, 波多野和彦（江戸川大学）, 三尾忠男（早稲田大学） 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C11) 障害理解の促進をめざした学習に関する分析－聴覚特別支援学校における介護等体験・交流学習の事

後評価から－  
 金子俊明（筑波大学附属聴覚特別支援学校） 

C12) 在宅看護授業に「足場がけ」を適用した場合の批判的思考態度の変化 
 川上祐子（早稲田大学大学院）, 向後千春（早稲田大学） 

C13) 学校統合により生ずる小規模校生徒のストレスを軽減するための学校教育の在り方 
 勝田拓真, 藤村裕一（鳴門教育大学大学院） 

C14) 学校のクラス内で起こるいじめの抑制に有効な混合型特殊行動エージェントの分析 
 五十嵐響（愛知県立大学）, 井手広康（愛知県立大学大学院）, 奥田隆史（愛知県立大学） 

C15) 臨床研究教育モデルに必要な因子の抽出とそれらの関連 
 大城絢子, 植田真一郎（琉球大学大学院） 

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

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

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

外の方は，報告集代として 1,000 円を当日受付にてお支払いください（ただし，本研究会受付時に年間予

約購読代金の支払済みが確認できない場合には，当日受付にて年間予約購読分の報告集をお渡しすること

ができませんのでご了承ください）．また，当日受付にて年間予約購読の申込みも可能です． 
 なお，年会費には研究会報告集の年間購読代金は含まれておりません．  

● 東京メトロ東西線「早稲田駅」から徒歩５分です．詳しくは，早稲田大学 早稲田キャンパスの「交通ア

クセス」（https://www.waseda.jp/top/access/waseda-campus）をご参照ください．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ください． 
● 昼食等案内：キャンパス内にコンビニエンスストア，早稲田駅周辺に飲食店が多数あります．ご都合にあ

わせて各自ご利用ください． 
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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．ご注意くだ

さい． 

●原稿執筆：締切後１週間以内に，申込時に

登録されたメールアドレス宛てに発表の採択

結果と執筆要項をお送り致します． 
●原稿提出： 原稿の提出は PDF 形式で， 
研究会 Web ページの「発表申込フォーム」よ

り，発表申込時に発行された「受付キー」を

使用してご登録ください．なお，期限までに

ご提出いただけない場合は，自動的に発表取

消となりますのでご注意ください． 

年間予約購読のお勧め 
 

●年間購読：研究会報告集の年間予約購読価格は郵送料込みで 3,500 円です（当日売りは 1 冊 1,000 円 
と割高になります）．研究会の受付でも年間講読を受け付けております． 

研究会の開催報告 高等教育における学修評価／一般   

●日  時：2018 年 10 月 14 日（日） 
●発表件数：27 件

●会  場：日本福祉大学 
●参加者数：72 名（内非会員 39 名）

今回の研究会では，「高等教育における学修評価」をメイ

ンテーマに実施し，一般発表を合わせ，27 件の発表がありま

した．また，会場校の日本福祉大学の公開 FD シンポジウム

と共催という形で実施しました．他教室で並行して開催され

たシンポジウムは,「教育の質保証を考える」というテーマで

開催されており，研究会の参加者がシンポジウムに参加した

り, シンポジウムの参加者が研究会に参加したりと，様々な

交流が生まれておりました． 
研究会及びシンポジウムでは，発表者に対して,質問やアド

バイスなどが多数あり，活発な議論が交わされておりまし

た．積極的にご参加いただいたみなさまに深くお礼を申し上

げます．ありがとうございました. 
担当：村川弘城（日本福祉大学）
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日本教育工学会論文誌 特集号 論文募集（最終報） 

「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） 
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ショートレター増刊号論文募集のお知らせ（第二報） 
 

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

者はさけてください．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く

ださい． 

 

 

 

 

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「原稿執筆の手引き」

（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：03-5549-2263 
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日本教育工学会第 17 期第 12回理事・評議員会（合同）議事録 

日時：平成 30 年 09 月 28 日（金）12:30～13:50 
場所：東北大学 講義棟 C 棟 C204 教室 

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, 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,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                       (22 名) 

評議員：大久保 昇, 北澤 武, 岸 磨貴子, 佐々木 整, 重田 勝介, 瀬戸崎 典夫, 西森 年寿 

野中 陽一, 深見 俊崇, 藤本 徹, 松田 岳士, 望月 俊男, 森本 康彦, 渡辺 雄貴    (14 名) 

 )名２( 一潤 西山 ,司侃 堀赤：事監

総務委員会：高橋 純 (１名) 

(合計 39 名) 

1. 前回の理事会議事録の承認について 

 資料１に基づき，第 17 期第 11 回理事会議事録について原案が提示され，承認した． 

 

2. 各種委員会から 

(1) 顕彰委員会 

研究奨励賞推薦依頼書と推薦書が配布された． 

(2) 国際交流委員会 

JSET-AECT 2018 Summer International Research Symposium の中止とその対応について報告さ

れた． 

(3) 大会企画委員会 

今後の大会日程についての確認があった． 

(4) 大会実行委員会 

第 34 回全国大会開催についての謝辞と実施状況について報告があった． 

 

3. 18 期の役員選挙について 

 18 期の役員候補者推薦手順について承認した． 

 

4. IR について 

 IR に関する取り組みの現状報告があった． 

 

5. 今後の学会運営について 

 監事，評議員より，学会活動に関する様々な意見をいただいた． 

 

6. その他 

(1) 以下の協賛依頼を承認した． 

 第 29 回教育システム若手の会後援依頼（教育・学習支援システム若手の会 より） 

 第 18 回日本情報オリンピック後援名義使用許可依頼（特定非営利活動法人 情報オリンピック日本

委員会 より） 

 日本福祉大学 FD シンポジウム共催名義使用許可依頼（日本福祉大学 AP 事業推進本部 より） 

 高校教科「情報」シンポジウム協賛名義使用許可依頼（情報処理学会情報処理教育委員会 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 08 月 27 日～2018 年 11 月 07 日） 
入会申込者 29 名（正会員：17 名、准会員：１名、学生会員：11 名） 

 

正会員（17 名） 
 
森田佐知子 (高知大学) 
黄文哲 (三重大学) 
杉浦伸 (名城大学) 
森本尚之 (三重大学) 
卯木輝彦  

(株式会社フォトロン) 
須子善彦 
 (ビジネス・ブレークスルー大学) 

吉本仁  
(八代市立高田小学校) 

石井和也 (宇都宮大学) 
辻美也子 (京都外国語大学) 
山下理恵子 (武蔵野大学) 
五百木誠 

 (慶應義塾大学大学院) 
田中淳一 (東北大学病院) 
成田亜希 (白鳳短期大学) 
村上隆正  
(島根県出雲市立第二中学校) 
高野嘉寿彦 (信州大学) 
上原明子 (佐久大学) 
渡辺秀治 (金沢工業大学) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

准会員（1 名） 
 

北原大介 

 (須坂市立墨坂中学校) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学生会員（11 名） 
 
勝田拓真  

(鳴門教育大学大学院) 
中川志保  

(鳴門教育大学大学院) 
渡邊菜月 (関西大学大学院) 
畠翔紀 (富山大学) 
小林菜穂子 

 (熊本大学大学院) 
瀬口知子 (鳴門教育大学) 
村上功一郎 (同志社大学) 
加藤奈穂子 (早稲田大学) 
住田智雄 (東北大学大学院) 
寺尾香那子  

(名古屋大学大学院) 
生方謙 (新潟医療福祉大学)  

 
以上 

 

Japan Society for Educational Technology

33



34

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）

9

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０４日（月）
大学教員のためのＦＤ 研修会

「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－」（東京理科大学）

・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）

・２０１９年０９月０７日（土）〜０８日（日）
第３５回全国大会（名古屋国際会議場）

◎国際会議の案内
２０１８年
・TALE 2018
 http://tale2018.org/
 (12/4 – 12/7, Wollongong, Australia)

２０１９年
・DigitalWorld 2019 (eLmL 2019, ACHI 2019, 他 )
 http://www.iaria.org/conferences2019/
 (2/24 - 28, Athens, Greece)
・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)
・ICBL 2019
 http://www.aimtech.cityu.edu.hk/icbl2019/
 (7/2 – 7/4, Hradec Kralove, Czech Republic)
・ISET 2019
 http://www.aimtech.cityu.edu.hk/iset2019/
 (7/2 – 7/4, Hradec Kralove, Czech Republic)
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