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実践に活用できる教育工学の研究成果を

日本教育工学会 会長 鈴木克明（熊本大学）

教育家庭新聞の求めに応じて，「教育工学の研究成果を実践に活用」と題した年頭のご挨拶を届けた．

「教育工学の研究成果を実践に活用」を可能にするためには，本学会の会員が実践現場の課題解決につ

ながるようなテーマを取り上げ，活用したいと思える研究成果を届けることが不可欠である．さて，今

年はどのようなテーマを掘り下げ，どのようなメッセージを現場に届けるのか．まずは現場からのニー

ズを拾い上げ，研究者の目線で新鮮なアプローチを考案し，実践者と協力して実用的な成果を創造・共

有していきたい．そんな思いを新たにして，会員の皆さんと何ができるか，何をすべきか，ともに考え

ともに進んでいきたい．以下に，教育家庭新聞新年号の「ご挨拶」を再掲する．

平成最後の年を迎えた．新学習指導要領への移行が目前に迫る中，「何を学ぶか」から「何ができ

るようになるのか」への視座の変換が叫ばれている．これこそは教育工学研究が長年にわたって取り

組んできた学習者中心の視点で教育の成果を捉えることに他ならない．

出口である学習目標を明確し，学習者一人ひとりの確実な達成を支援するために，現状とのギャップ

を埋めていく．「金太郎飴」と揶揄されてきた，全員に等しく求める出口に加えて，個性伸長・自己

実現のために必要な一人ひとりに固有な出口を多様に設定し，バラバラな達成状況を把握していく仕

組みを準備するためには情報システムの活用は欠かせない．

また，低次の知識獲得に比べると把握することが難しい 21 世紀スキル等の高次のコンピテンシー

獲得をどう「見える化」するか．この重要課題にも評価についての教育工学研究の貢献が期待できよ

う．

　他方で，働き方改革を実現するために，時間を意識し，教育実践をより効率的にすることも求めら

れている．教育の効果を高めることとともに，効率をより高くすることは「工学」の目指すところで

あり，無駄を省く知恵も蓄積されてきた．

目前に迫る教育課題に挑むために，教育工学の研究成果を活用していただければ嬉しい．

Japan Society for Educational Technology

2



日本教育工学会 第 35 回全国大会のお知らせ（第一報） 

日本教育工学会第 35 回全国大会を，下記のように名古屋国際会議場において開催します．多くの方々

の研究発表・ご参加をお待ちしています． 

１．開催期日・会場 

期日：2019 年 09 月 07 日（土）～ 08 日（日）（今年度から２日間開催となります）

会場：名古屋国際会議場 〒456-0036 名古屋市熱田区熱田西町１番１号 
https://www.nagoya-congress-center.jp/

２．大会日程 

09 月 07 日（土） 09 月 08 日（日） 
9:00～17:00   受付 
9:30～10:40  

一般研究発表１（ポスター発表）

企画セッション１

10:50～12:00 
一般研究発表２（ポスター発表）

企画セッション２

チュートリアル１

12:00～13:00 
ランチセッション

13:20～14:10
全体会

14:20～15:20
キーノート

15:30～17:30
シンポジウム

18:00～  
懇親会

8:45～16:00 受付 
9:00～10:10  

一般研究発表３（ポスター発表）

企画セッション３

President Talk① 
10:20～11:30

一般研究発表４（ポスター発表）

企画セッション４

President Talk② 
11:30～12:30

企画セッション５

12:30～13:40
一般研究発表５（ポスター発表）

企画セッション６

チュートリアル２

13:50～14:50 
キーノート

15:00～16:30 
シンポジウム

9:00～17:30
企業展示

9:00～13:40
企業展示

託児所の提供について 

今大会においても，大会期間中，託児所を提供する予定です．詳細は検討中です． 

３．各セッションについて 

（1）キーノート 

初日のキーノートについては，海外からゲストスピーカーにお越し頂く予定で，現在調整をしていま

す．２日目のキーノートについては，AI をテーマとしたものになる予定です．

（2）シンポジウム 

キーノートの内容と関連したシンポジウムを実施する予定で，内容を検討しています．

（3）President Talk

昨年度と同様に，海外の関連学会の会長等にお越しいただき，各国の動向などについてお話して頂く

予定です． 

（4）チュートリアルセッション 

本学会の活動内容について，たとえば教育工学選書や SIG 活動などの紹介をいたします．詳細は後日

お知らせいたします． 

（5）一般研究（ポスター発表） 

 一般研究発表は，ポスター発表のみです．ポスター発表者は，発表セッションの時間帯は，ポスター

前で説明及び討論に従事しなければなりません． 

実践に活用できる教育工学の研究成果を

日本教育工学会 会長 鈴木克明（熊本大学）

教育家庭新聞の求めに応じて，「教育工学の研究成果を実践に活用」と題した年頭のご挨拶を届けた．

「教育工学の研究成果を実践に活用」を可能にするためには，本学会の会員が実践現場の課題解決につ

ながるようなテーマを取り上げ，活用したいと思える研究成果を届けることが不可欠である．さて，今

年はどのようなテーマを掘り下げ，どのようなメッセージを現場に届けるのか．まずは現場からのニー

ズを拾い上げ，研究者の目線で新鮮なアプローチを考案し，実践者と協力して実用的な成果を創造・共

有していきたい．そんな思いを新たにして，会員の皆さんと何ができるか，何をすべきか，ともに考え

ともに進んでいきたい．以下に，教育家庭新聞新年号の「ご挨拶」を再掲する．

平成最後の年を迎えた．新学習指導要領への移行が目前に迫る中，「何を学ぶか」から「何ができ

るようになるのか」への視座の変換が叫ばれている．これこそは教育工学研究が長年にわたって取り

組んできた学習者中心の視点で教育の成果を捉えることに他ならない．

出口である学習目標を明確し，学習者一人ひとりの確実な達成を支援するために，現状とのギャップ

を埋めていく．「金太郎飴」と揶揄されてきた，全員に等しく求める出口に加えて，個性伸長・自己

実現のために必要な一人ひとりに固有な出口を多様に設定し，バラバラな達成状況を把握していく仕

組みを準備するためには情報システムの活用は欠かせない．

また，低次の知識獲得に比べると把握することが難しい 21 世紀スキル等の高次のコンピテンシー

獲得をどう「見える化」するか．この重要課題にも評価についての教育工学研究の貢献が期待できよ

う．

　他方で，働き方改革を実現するために，時間を意識し，教育実践をより効率的にすることも求めら

れている．教育の効果を高めることとともに，効率をより高くすることは「工学」の目指すところで

あり，無駄を省く知恵も蓄積されてきた．

目前に迫る教育課題に挑むために，教育工学の研究成果を活用していただければ嬉しい．
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（6）企画セッション 

内容は検討中です．詳細は後日お知らせいたします． 

４．大会までのスケジュール 

05 月 14 日 火 一般研究発表 申込・原稿（２ページ）提出開始

参加費事前送金開始

06 月 18 日 
17 時 

火 一般研究発表 申込・原稿（２ページ）提出締切

※17:00 が最終締切時刻となります．

06 月 25 日 
17 時 

火 発表者の参加費等事前送金期限

（クレジットカード払い，振込・振替共に）

07 月 30 日 火 発表者以外の参加費等事前送金期限

（クレジットカード払い，振込・振替共に）

＊提出原稿の差し替え期間を廃止しました． 

５．宿泊について 

本大会については，学会や委員会はかかわらない形での外部業者による学会期間中の宿泊施設の斡旋

を検討しています．詳細は，大会 Web サイトおよびニューズレター第二報（５月発行予定）でお知ら

せいたします． 
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第35回通常総会ならびにシンポジウム開催のお知らせ（第一報） 

日時  2019年06月29日（土）10:00～16:00（受付09:30から） 
会場  東京工業大学 大岡山キャンパス 西９号館 デジタル多目的ホール

東京都目黒区大岡山 ２-12-１   http://www.titech.ac.jp/ 
○東急大井町線 大岡山駅 徒歩１分 ○東急目黒線 大岡山駅 徒歩１分

10:00～11:45 ラウンドテーブル「JSET Vision 2030の提案に向けて」 
本学会への社会的なニーズや期待が大きくなっている今日，教育工学はどのように社会に貢献でき

るのだろうか．また，学会が果たすべき役割は何だろうか．会員に情報提供をしたり，議論をしたり

するためには，どのような学会運営が必要であろうか．本ラウンドテーブルでは，学会の現状につい

て報告するとともに，これからの10年間で本学会がどのような取り組みを進めていくべきなのか議論

を行う．

司会進行役：美馬のゆり（副会長 はこだて未来大学）

登壇者：将来構想ワーキングメンバーから数名

指定討論者：鈴木克明（会長 熊本大学）

12:00～13:00 総会 
第１号議案 2018年度（2018年04月01日～2019年03月31日） 

  事業報告及び収支決算承認の件

第２号議案 2019年度（2019年04月01日～2020年03月31日） 
  事業計画案及び収支予算案承認の件

第３号議案 会長，理事，監事，評議員の選任

第４号議案 名誉会員候補者の推薦について

14:00～16:00 シンポジウム「SDGs時代の教育工学：すべての子どもたちに授業を提供するために」 
国連が提唱した「持続可能な開発目標：SDGs （Sustainable Development Goals）」は，先進国

を含む国際社会全体が 2030 年までに達成すべき目標を掲げたものである．17 の目標のうち，今回の

パネルディスカッションでは，「４. 質の高い教育をみんなに」に着目し, 学習や生活の面で特別な教

育的支援を必要とする児童生徒や，外国人就業者数の増加に伴い，増えつつある外国にルーツを持つ

日本語指導が必要な児童生徒が，通常の学級で学ぶためにはどのような教育支援が必要なのか，そし

て教育工学はどのような貢献ができるのかを議論する．

基調講演：文部科学省初等中等教育局特別支援教育課 中村信一 課長

パネルディスカッション：登壇者未定

（6）企画セッション 

内容は検討中です．詳細は後日お知らせいたします． 

４．大会までのスケジュール 

05 月 14 日 火 一般研究発表 申込・原稿（２ページ）提出開始

参加費事前送金開始

06 月 18 日 
17 時 

火 一般研究発表 申込・原稿（２ページ）提出締切

※17:00 が最終締切時刻となります．

06 月 25 日 
17 時 

火 発表者の参加費等事前送金期限

（クレジットカード払い，振込・振替共に）

07 月 30 日 火 発表者以外の参加費等事前送金期限

（クレジットカード払い，振込・振替共に）

＊提出原稿の差し替え期間を廃止しました． 

５．宿泊について 

本大会については，学会や委員会はかかわらない形での外部業者による学会期間中の宿泊施設の斡旋

を検討しています．詳細は，大会 Web サイトおよびニューズレター第二報（５月発行予定）でお知ら

せいたします． 
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AECT2018 国際会議に参加して見えてきたこと 

日本教育工学会が 2015 年に学術交流協定を締結した，米国 AECT（Association for Educational 
Communications and Technology）の 2018 International Convention（英語を訳せば国際会議である

が日本での大会にあたる）に参加した．Learning For All と題された今大会は，ミズーリ州カンザスシ

ティで 10 月 23 日から 28 日まで開催された．教育工学会の大会２回化に向けて参考になると思い，こ

こでは大会の構成について報告する．

大会は，キーノートスピーチのほか，口頭発表やワークショップ，ラウンドテーブル，ポスター発表

など，800 を超えるさまざまな形式のセッションがあった．大会の全容を知るために，大会専用のアプ

リが提供されていた．アプリでは発表資料も見ることができ，常に更新されていた．毎年大会には約

1,000 名が参加し，その４割が大学院生だということだ．発表の量は多かったが，その内容，質も多様

であった．

AECT の会員数は，教育工学会と同じ約 3,000 名という．５日間の大会は，全米数か所を回るという

ことで，シニアな参加者たちは，その地域や施設を熟知していた．1990 年代に学会存続の危機があり，

そこから脱却することに貢献した立役者が，今大会中に表彰されていた．学会や大会を魅力あるものに

するために，さまざまな仕掛けが用意されていた．例えば以下のようなものがある．

ラウンドテーブルは，著名な教授陣がそれぞれ担当しているテーブルがあり，そこに自分の研究を持

ち込んで話ができる．自分が所属している大学に適当な専攻や教授がいないときには，アドバイスがも

らえ，またどの大学院に進学するべきかを考える上でも参考になるだろう．特に「教育工学」という専

攻が日本の大学にはないことから，「教育工学者を育成する」ことを学会が支援するには，参考になる

と感じた．

 大会インターンは，選ばれた数名の学生が，大会の中で企画を持つことができる制度である．参加費

と交通費が支給される．競争率が高いことから，ここに選ばれることはとても栄誉なことのようだ．会

期中は何かと役割を果たしていた．また「自分は OO 年にインターンだった」と言って，異なる年代の

人と話している姿も複数見かけた．これをきっかけにインターンの同窓会コミュニティが出来上がって

いるようだ．

 会期は一般向けが５日間，学会運営者は前後併せて１週間ある．大学の教職員などの一般参加者は休

暇をとって参加している．「ほかの学会の大会にも参加したが，こんな楽しい学会はなく，毎年参加し

ている」という声も聞かれた．The first-Timer's Meeting というセッションでは，インターンのほか，

歴代の会長や理事のようなコアメンバーが参加し，趣向を凝らして初めての参加者を歓迎する．

KSET（韓国教育工学会）のメンバーは，毎年セッションを持っている．これは AECT の大会に合わ

せ，韓国からの研究者だけでなく，在米の韓国人研究者，大学院生が年に一度集う会としているのだ．

今回は 40 名の参加者のうち，約半数が韓国からの参加者だった． 
International Division のセッションでは，AECT ambassador に任命された世界各国にいる大学院

生が招待され，その国における AECT 関係の活動を紹介していた．そこに学会幹部も参加し話を聞いて

いた．連携を持つ国の様子を知ることができ，また今後つながりをどう強めていくかの戦略を立てる上

で参考になるだろう．

 夜にはそのほか，音楽やダンスのセッションも開催され，本当にお楽しみのひとときだ．有名教授が

ダンスやピアノ演奏を披露したりして，

別の顔を見せる．極めつけは，サイレン

ト・ディナー・オークションのセッショ

ンだ．65 ドル支払ってディナーに参加す

ると，オークションに参加できる．参加

者は主にシニアな教授たちと選ばれた留

学生たちだ．料理は通常の米国式のブッ

フェ形式．オークションでは，寄付され

た各国の民芸品や食品，企業のロゴのつ

いたバックパックが机の上に並べられ，

そこに希望する金額を各参加者が書いて

いく．私は抹茶味 KitKat を数袋出品した．

またこのほか，紙テープのようなくじを

メートル単位で買うことができる．10 セ
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ンチごとに番号が印刷されていて，ここから当たりの番号が出る．くじの売り上げが全額，一人の当選

者に行くという宝くじなので，多く買えば当たる確率は高くなる．

オークションで何かを安く入手できる，また，「宝くじ」が当たるかもと思ったのが浅はかな考えで

あることに気づくには時間はかからなかった．このイベントは国際委員会が担当し，売り上げがすべて，

数名の選ばれた留学生への寄付になるのだ．シニアな教授たちはこぞってくじを買い，首に巻き付けた

りしていた．このとき最終的に当選した教授は，それを留学生にそっくり寄付した．その文化を知らな

い自分が当たっていたらと思うとちょっと恥ずかしくなった．

 これにはまだ続きがある．この企画の始ま

りは，選ばれた留学生たちにその資金を奨学

金として使って欲しいということだったの

だろう．しかし今回は，当たったお金で，出

品された高額なアクセサリーなどを買うと

いう，裕福そうに見える留学生たちの姿を目

の当たりにし，ちょっと興ざめだった．

 今後参加する方へのアドバイスを少し．授

賞式で論文賞をもらった研究者は，初めて大

会に参加したといっていたことや，発表内容

のレベルが多様であったことから，AECT は

論文を投稿する人と，大会に参加・発表する

人は層が異なるのかもしれない．大会の質を

保証する上では，presidential（会長の）と

いうセッションが会期中を通して，テーマを

変えて，一つの部屋で連続して行われていた．

ここでは会長，歴代会長などの著名な研究者

たちが企画し登壇するため，興味深いテーマ

や内容が多かった．

最後に，授賞式では日本教育工学会の鈴木

克明会長が，AECT との関係を作り，日本に

広めたということで表彰された．今回会長の

代理として，盾を受け取ってきたことをここ

に報告する．

さまざまな仕掛けが用意されていた

AECT の大会には，若手や留学生への支援や

国際関係の強化，そして一般会員にとって魅

力ある大会にする努力やそれに対する参加

者からのフィードバックを受け取る仕組み

とその姿勢が，学会の存続につながっていく

重要な戦略なのだと改めて感じた．まさに

Learning For All．さて私たち教育工学会は

ここから何を学びましょうか．

（報告：日本教育工学会 副会長 美馬のゆり）



国際学会 ICoME 開催のご案内 
日本教育メディア学会（JAEMS）

ICoME（International Conference for Media in Education）2019 は，今回で第 17 回目の実施とな

ります．日本教育メディア学会（JAEMS），韓国教育情報メディア学会（KAEIM），中国教育工学会

（CAET），アメリカ TCC（Technology, Colleges and Community）オンラインカンファレンスとの連

携によって開催されています．

１ 日時 2019 年 07 月 23 日（火曜日）から 25 日（木曜日） 

２ 会場  南方科技大学 （中国・深圳市）
（Southern University of Science and Technology） 

  ICoME は，国内外からの多くの教育研究者や実践者が集まり，教育メディアや教育技術に関する貴

重な研究や実践の発表，共有の場となります．本会が，各国の研究者間で行われる互恵的な意見交換の

場です．

発表申し込みや論文提出のスケジュールなど詳細につきましては，以下のウェブページをご参照下さ

い．  

ウェブページはこちら： http://jaems.jp/icome/

国際交流委員会

Japan Society for Educational Technology

8



2019 年度 第７回 日中教育工学フォーラム 
中国 寧夏大学（最寄り空港 / 銀川空港）にて開催 

日中教育工学フォーラムは，２年に一度，日本，中国交互に開催する国際フォーラムです．日中教

育工学研究者がお互いの知見を共有し，連携を取りながら東アジアにおける教育工学の在り方を論議

する会議です．

最近では，2012 年第４回が奈良教育大学，第５回が上海師範大学，第 6 回が関西大学で開催されま

した．今年度は，寧夏大学（Ningxia University）開催が決定しました．シルクロード発祥の地と呼ば

れ，歴史遺産の多い地域です．

テーマ  日中教育工学と未来教育 （仮題）

１ 日時 2019 年 07 月 13 日（土曜日）から 15 日（月曜日 海の日） 

２ 会場 寧夏大学（Ningxia University） 

３ 宿舎など中国側で手配 （大学院生 ドミトリーあり）

４ フォーラムの概要

4-1 ４つの分科会 （予定：日本語・中国語通訳）

1 教育の情報化の推進 （政策，環境，教師教育） 

2 情報教育カリキュラム 

3 教科指導のおける ICT活用 

4 STEM

日中双方より２名が発表（合計４名）そのあと論議を深めます．日本教育工学会関連の SIG はじ

め，みなさんのご参加ご検討をよろしくお願いいたします．

4-2 一般英語セッション （課題自由発表，一人 15 分程度）

５ その他 

シルクロード発祥の地 少数民族回族の地域，西方中国の良さが残る地域としてよく知られています．

敦煌，西安がすぐ近くにあります． 

現地文化理解ツアー，草原ツアー，回族訪問，日本教育工学会会長賞記念（羊１頭）競争 なども計

画されています． 

問合せ先 国際交流員会 日中フォーラム担当  (03 月より)

国際交流委員会
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（CAET），アメリカ TCC（Technology, Colleges and Community）オンラインカンファレンスとの連

携によって開催されています．
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２ 会場  南方科技大学 （中国・深圳市）
（Southern University of Science and Technology） 

  ICoME は，国内外からの多くの教育研究者や実践者が集まり，教育メディアや教育技術に関する貴

重な研究や実践の発表，共有の場となります．本会が，各国の研究者間で行われる互恵的な意見交換の

場です．
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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 ICT を用いた学習環境の構築/一般
●日 時：2019 年 03 月 09 日（土） 
●会  場：福井大学 文京キャンパス

（〒910-8507 福井県福井市文京３丁目９番１号） 
●担 当：岸俊行（ ） 

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（教育系 1 号館（総合研究棟 V）1 階），A 会場（11 講義室），B 会場（12 講義室），C 会場（13 講
義室），D 会場（14 講義室），E 会場（101 講義室），F 会場（102 講義室），G 会場（103 講義室），H
会場（104 講義室） 

※ 研究会発表会場の変更の可能性がございます．受付時は混雑が予想されますので，時間に余裕をもってお

越し下さい．

10:00-10:05 諸連絡 

10:05-12:10 午前の部 

A1）ふり返りの根拠を記録する機能を備えた ICT を用いたルーブリックの継続使用が児童の自己評価能力

に及ぼす影響についての検討

梶井芳明 （東京学芸大学），宮澤芳光（独立行政法人大学入試センター）

A2) 外国語学習における形成的フィードバックシステム構築についての検討 
邵帥，大月一弘，清光英成，康敏（神戸大学大学院）

A3) 全天球デジタルビデオカメラを用いたポスターツアーの省察支援 
坂知樹，浦正広（金沢工業大学）

A4) ビデオによる熟達教師の授業観察と模擬授業の省察を取り入れた教職実践演習での実証実験 
浅井宗海（中央学院大学），古谷次郎（北星学園大学）

A5) 部活動の振り返りを促進する「e 練習ノート」の効果検証 
山﨑健多，佐藤隼明，森本康彦（東京学芸大学）

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
B1) 教員養成段階における実物投影機を活用した授業演習パッケージの開発 

佐藤和紀，荒川詠美，新田梨乃，遠藤みなみ（常葉大学），山内市代（株式会社エルモ社），高橋

純（東京学芸大学），堀田龍也（東北大学大学院）

B2) 数学「課題学習」の指導力を高める教師教育ゲームの開発 
水野佑美，松田稔樹（東京工業大学）

B3) ICT 支援員の経年経験者における研修課題の検討 
大江香織（愛知教育大学大学院），江島徹郎（愛知教育大学）

B4) S-P 分析法を用いた注目生徒検出と協調学習過程の可視化による教師支援システム 
沖田真咲（関西大学），徳竹圭太郎（東京工業大学大学院），小尻智子（関西大学）

B5) グループワークにアンケート調査を取り入れるためのクラウド技術を利用した学習環境 
西牧可織，二瓶裕之（北海道医療大学）

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
C1) 「太陽の動きとかげ」の理解を支援するソフトウエアの開発と評価 

久保田善彦（宇都宮大学），松岡浩平，葛岡英明（筑波大学），鈴木由美子（宇都宮市立上戸祭小

学校），鈴木栄幸（茨城大学），加藤浩（放送大学）

C2) 遠隔教育における独習を支援するバーチャル自習室の開発と評価 
原田織子，加藤浩（放送大学）

C3) 情報基礎教育における着席位置を手掛かりとした学習状況推定のための基礎検討 
江木啓訓（電気通信大学大学院）

C4) 学生による学内ポータル開発の試み－調査に基づくアプリ機能の検討－ 
中村佐里，小池万緑，中田樹，中村弥生，遠藤敏喜（自由学園）

研究会 

2019 



C5) 部活動向け競技動画比較システムの開発と改善 
豊田暁洋（麻布大学）

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
D1) 高校における若手教師の成長に関する縦断調査－大学生〜初任時代の分析－ 

脇本健弘，高木まさき，野中陽一，泉真由子（横浜国立大学）

D2) 学級力向上プロジェクトの指導法に関する研究（2）－小学校高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）

D3) 学びの構成原理の理解深化を目的とした小学校教員研修の実践 
大崎理乃（産業技術大学院大学），笠井俊信（岡山大学大学院），林雄介（広島大学大学院），益

川弘如，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）

D4) ものづくりと体験活動を通じた社会的な多様性を育む STEM 教育の活動設計モデルの提案－視覚障

害者向けのシステム開発ワークショップを通して－

小山航太（埼玉大学），峯村恒平（目白大学），野村泰朗（埼玉大学）

D5) 保護者の STEM 教育への理解を促す「最終発表会」の検討－埼玉大学 STEM 教育研究センターの実

践から－

峯村恒平（目白大学），小山航太，野村泰朗（埼玉大学）

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
E1) 教員養成学部において養成しようとしている人材像の特徴と教職大学院との比較 

谷塚光典（信州大学）

E2) 教員養成学部の学生における授業観察に関する視点の検討－小学校 6 年生算数科の授業観察を通して

－

福井美有，佐藤和紀（常葉大学），堀田龍也（東北大学大学院）

E3) 教員養成系大学生の表計算ソフトウェアの操作スキルの現状 
登本洋子（桐蔭学園高等学校），高橋純（東京学芸大学）

E4) 教員養成段階の学生が実物投影機を活用した模擬授業の特徴 
新田梨乃，佐藤和紀（常葉大学），山内市代（株式会社エルモ社），高橋純（東京学芸大学），堀

田龍也（東北大学大学院）

E5) 教員養成学部学生の実物投影機を活用した授業の受講・教授経験に関する実態調査 
遠藤みなみ，荒川詠美，佐藤和紀（常葉大学），山内市代（株式会社エルモ社），高橋純（東京学

芸大学），堀田龍也（東北大学大学院）

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
F1) 研究を指向した初年次教育における TA の育成課題 

椿本弥生（東京大学）

F2) スタディサプリと N 予備校の有用性の検討（3） 
松井福太朗（筑波大学），大澤文人（筑波大学大学院）

F3) 問題解決の縦糸・横糸モデルに基づく統計教育の改善(1)－教育目標の明確化とカリキュラム設計－ 
松田稔樹（東京工業大学／江戸川大学），竹村徳倫（東京工業大学），玉田和恵（江戸川大学）

F4) 問題解決モデルで学ぶ地域連携型プロジェクト演習の指導法・授業計画体系化の検討 
星名由美，久東光代（日本女子大学），松田稔樹（東京工業大学）

F5) 私立幼児教育機関が保育者の質向上に資する協働研究をするための要件 
黒田ゆり，藤村裕一（鳴門教育大学大学院），黒田みゆき（日南幼稚園）

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
G1) 目標設定と気づきがもたらす学習意欲－3 名のドイツ語学習者へのインタビューの質的分析の試み 

－

田原憲和（立命館大学）

G2) 現職の日本語教師研修における事前活動シートの使用が授業観察制度の活動過程に与える影響 
野瀬由季子（大阪大学大学院），大山牧子，岩居弘樹（大阪大学）

G3) 授業過程・段階における授業者の観察注視 
三橋功一（函館短期大学），冬野恒史，神野藤均（北海道教育大学附属函館小学校）

G4) 小学校高学年の自己肯定感を高めるアプローチに関する研究 
太田康晴，深見俊崇（島根大学）

G5) 児童の異文化理解と教授行為に関する授業分析－第４学年総合的な学習の時間「カンボジア」－ 
海道朋美（関西大学大学院），久保田賢一（関西大学）

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
H1) 教科をまたいだ学習者用デジタル教科書の試作 
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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 ICT を用いた学習環境の構築/一般
●日 時：2019 年 03 月 09 日（土） 
●会  場：福井大学 文京キャンパス

（〒910-8507 福井県福井市文京３丁目９番１号） 
●担 当：岸俊行（ ） 

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（教育系 1 号館（総合研究棟 V）1 階），A 会場（11 講義室），B 会場（12 講義室），C 会場（13 講
義室），D 会場（14 講義室），E 会場（101 講義室），F 会場（102 講義室），G 会場（103 講義室），H
会場（104 講義室） 

※ 研究会発表会場の変更の可能性がございます．受付時は混雑が予想されますので，時間に余裕をもってお

越し下さい．

10:00-10:05 諸連絡 

10:05-12:10 午前の部 

A1）ふり返りの根拠を記録する機能を備えた ICT を用いたルーブリックの継続使用が児童の自己評価能力

に及ぼす影響についての検討

梶井芳明 （東京学芸大学），宮澤芳光（独立行政法人大学入試センター）

A2) 外国語学習における形成的フィードバックシステム構築についての検討 
邵帥，大月一弘，清光英成，康敏（神戸大学大学院）

A3) 全天球デジタルビデオカメラを用いたポスターツアーの省察支援 
坂知樹，浦正広（金沢工業大学）

A4) ビデオによる熟達教師の授業観察と模擬授業の省察を取り入れた教職実践演習での実証実験 
浅井宗海（中央学院大学），古谷次郎（北星学園大学）

A5) 部活動の振り返りを促進する「e 練習ノート」の効果検証 
山﨑健多，佐藤隼明，森本康彦（東京学芸大学）

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
B1) 教員養成段階における実物投影機を活用した授業演習パッケージの開発 

佐藤和紀，荒川詠美，新田梨乃，遠藤みなみ（常葉大学），山内市代（株式会社エルモ社），高橋

純（東京学芸大学），堀田龍也（東北大学大学院）

B2) 数学「課題学習」の指導力を高める教師教育ゲームの開発 
水野佑美，松田稔樹（東京工業大学）

B3) ICT 支援員の経年経験者における研修課題の検討 
大江香織（愛知教育大学大学院），江島徹郎（愛知教育大学）

B4) S-P 分析法を用いた注目生徒検出と協調学習過程の可視化による教師支援システム 
沖田真咲（関西大学），徳竹圭太郎（東京工業大学大学院），小尻智子（関西大学）

B5) グループワークにアンケート調査を取り入れるためのクラウド技術を利用した学習環境 
西牧可織，二瓶裕之（北海道医療大学）

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
C1) 「太陽の動きとかげ」の理解を支援するソフトウエアの開発と評価 

久保田善彦（宇都宮大学），松岡浩平，葛岡英明（筑波大学），鈴木由美子（宇都宮市立上戸祭小

学校），鈴木栄幸（茨城大学），加藤浩（放送大学）

C2) 遠隔教育における独習を支援するバーチャル自習室の開発と評価 
原田織子，加藤浩（放送大学）

C3) 情報基礎教育における着席位置を手掛かりとした学習状況推定のための基礎検討 
江木啓訓（電気通信大学大学院）

C4) 学生による学内ポータル開発の試み－調査に基づくアプリ機能の検討－ 
中村佐里，小池万緑，中田樹，中村弥生，遠藤敏喜（自由学園）

研究会 

2019 



福本徹，榎本聡，井上示恩，田口重憲（国立教育政策研究所）

H2) ゲーミング教材による技術者倫理用アクティブラーニング教材の開発 
遠藤信一（東京工業大学附属科学技術高等学校），松田稔樹（東京工業大学）

H3) モンスターペアレントに対応する教員の励まし方を学ぶボードゲームの試遊実験 
竹内俊彦（東京福祉大学）

H4) 探究的な学習の過程の「整理・分析」を習得するためのワークシートにおける児童の記述の特徴の分

析

安里基子（東京学芸大学），横溝卓也（さいたま市立北浦和小学校），佐藤和紀（常葉大学），高

橋純（東京学芸大学）

H5) 対象の詳細化と類語辞書を用いた具象化に基づいたコンセプトからのデザイン発想支援システム 
中島光穂，小尻智子（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

A6) プログラミング的思考の経験を通じた学習内容の理解・応用・批評的評価－ベン図，Yes/No チャート，

ビジュアルプログラミング言語，対話型ロボットを用いた小学校における授業実践－

林雄介，平嶋宗（広島大学大学院）

A7) 総合的な学習の時間「福祉分野」における探究のサイクルに位置付けたプログラミング教育の実践 
三井一希（山梨県北杜市立泉小学校／熊本大学大学院），佐藤和紀（常葉大学），

萩原丈博（ソニー株式会社），竹内慎一（株式会社 NHK エデュケーショナル）， 
堀田龍也（東北大学大学院）

A8) 小学校でのタブレット PC を活用した「国際交流カリキュラム」の開発と効果 
木村明憲（京都教育大学附属桃山小学校），黒上晴夫，谷口生歩（関西大学）

A9) タブレット端末によるデジタル学習教材の実践と評価 －メディア教育演習における教材開発を通し

て－

岸誠一（中国学園大学）【発表要旨は，JSET18-1 に掲載】 
A10) 問題解決の縦糸・横糸モデルを系統的に指導する汎用 e-learning モジュールの開発 

今村彩乃，松田稔樹（東京工業大学），玉田和恵（江戸川大学）

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
B6) 学習内容の理解深化を目指したキーワード型 e ポートフォリオの学習効果について 

舟生日出男（創価大学），鈴木栄幸（茨城大学），久保田善彦（宇都宮大学大学院）

B7) 問題分析とテーマ発想を支援する教育実践研究用 e-portfolio の開発 
坂直樹，松田稔樹（東京工業大学）

B8) 他者の援助を通した学習を自己制御する「自己足場かけスキル」の育成に関する研究 
鈴木栄幸（茨城大学），舟生日出男（創価大学），久保田善彦（宇都宮大学）

B9) e ラーニングにおける学習者の学習癖とテスト得点に関する探索的研究 
菅原良（明星大学），奥原俊（藤田医科大学），福山佑樹（明星大学），佐藤喜一（九州大学）

B10) 一人一台タブレット環境のアクティブ・ラーニングによる小学生の意識と学習効果の分析－持ち帰

りタブレットの好意群・非好意群に着目して－

岡崎彩華，北澤武（東京学芸大学）

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C6) 競争心理が絶対音感能力の獲得に及ぼす影響 

小林祐太，江村伯夫（金沢工業大学）

C7) 日本語指導が必要な児童生徒への学習支援における端末ツールを用いた翻訳コンテンツの活用可能性

の検討

孕石敏貴（豊明市立双峰小学校），野村泰朗（埼玉大学）

C8) 日本語キーボード入力学習システム「キーボー島アドベンチャー」への関心に関する大学生・短大生

を対象とした調査

渡邉光浩（鹿児島女子短期大学／東北大学大学院），翟 婧璇（東北大学大学院），佐藤和紀（常葉

大学），堀田龍也（東北大学大学院）

C9) 帰国生徒教育におけるダイバーシティを生かした家庭科の授業づくりと ICT の活用 
有友愛子（お茶の水女子大学附属中学校），和田早苗（白鴎大学），坂口嘉菜（上越教育大学）

C10) 歴史学習における生徒の構造図を分析する手法の検討－S-P 表を用いた構造図の評価－ 
徳竹圭太郎，森裕理（東京工業大学大学院），室田真男（東京工業大学）

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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福本徹，榎本聡，井上示恩，田口重憲（国立教育政策研究所）

H2) ゲーミング教材による技術者倫理用アクティブラーニング教材の開発 
遠藤信一（東京工業大学附属科学技術高等学校），松田稔樹（東京工業大学）

H3) モンスターペアレントに対応する教員の励まし方を学ぶボードゲームの試遊実験 
竹内俊彦（東京福祉大学）

H4) 探究的な学習の過程の「整理・分析」を習得するためのワークシートにおける児童の記述の特徴の分

析

安里基子（東京学芸大学），横溝卓也（さいたま市立北浦和小学校），佐藤和紀（常葉大学），高

橋純（東京学芸大学）

H5) 対象の詳細化と類語辞書を用いた具象化に基づいたコンセプトからのデザイン発想支援システム 
中島光穂，小尻智子（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

A6) プログラミング的思考の経験を通じた学習内容の理解・応用・批評的評価－ベン図，Yes/No チャート，

ビジュアルプログラミング言語，対話型ロボットを用いた小学校における授業実践－

林雄介，平嶋宗（広島大学大学院）

A7) 総合的な学習の時間「福祉分野」における探究のサイクルに位置付けたプログラミング教育の実践 
三井一希（山梨県北杜市立泉小学校／熊本大学大学院），佐藤和紀（常葉大学），

萩原丈博（ソニー株式会社），竹内慎一（株式会社 NHK エデュケーショナル）， 
堀田龍也（東北大学大学院）

A8) 小学校でのタブレット PC を活用した「国際交流カリキュラム」の開発と効果 
木村明憲（京都教育大学附属桃山小学校），黒上晴夫，谷口生歩（関西大学）

A9) タブレット端末によるデジタル学習教材の実践と評価 －メディア教育演習における教材開発を通し

て－

岸誠一（中国学園大学）【発表要旨は，JSET18-1 に掲載】 
A10) 問題解決の縦糸・横糸モデルを系統的に指導する汎用 e-learning モジュールの開発 

今村彩乃，松田稔樹（東京工業大学），玉田和恵（江戸川大学）

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
B6) 学習内容の理解深化を目指したキーワード型 e ポートフォリオの学習効果について 

舟生日出男（創価大学），鈴木栄幸（茨城大学），久保田善彦（宇都宮大学大学院）

B7) 問題分析とテーマ発想を支援する教育実践研究用 e-portfolio の開発 
坂直樹，松田稔樹（東京工業大学）

B8) 他者の援助を通した学習を自己制御する「自己足場かけスキル」の育成に関する研究 
鈴木栄幸（茨城大学），舟生日出男（創価大学），久保田善彦（宇都宮大学）

B9) e ラーニングにおける学習者の学習癖とテスト得点に関する探索的研究 
菅原良（明星大学），奥原俊（藤田医科大学），福山佑樹（明星大学），佐藤喜一（九州大学）

B10) 一人一台タブレット環境のアクティブ・ラーニングによる小学生の意識と学習効果の分析－持ち帰

りタブレットの好意群・非好意群に着目して－

岡崎彩華，北澤武（東京学芸大学）

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C6) 競争心理が絶対音感能力の獲得に及ぼす影響 

小林祐太，江村伯夫（金沢工業大学）

C7) 日本語指導が必要な児童生徒への学習支援における端末ツールを用いた翻訳コンテンツの活用可能性

の検討

孕石敏貴（豊明市立双峰小学校），野村泰朗（埼玉大学）

C8) 日本語キーボード入力学習システム「キーボー島アドベンチャー」への関心に関する大学生・短大生

を対象とした調査

渡邉光浩（鹿児島女子短期大学／東北大学大学院），翟 婧璇（東北大学大学院），佐藤和紀（常葉

大学），堀田龍也（東北大学大学院）

C9) 帰国生徒教育におけるダイバーシティを生かした家庭科の授業づくりと ICT の活用 
有友愛子（お茶の水女子大学附属中学校），和田早苗（白鴎大学），坂口嘉菜（上越教育大学）

C10) 歴史学習における生徒の構造図を分析する手法の検討－S-P 表を用いた構造図の評価－ 
徳竹圭太郎，森裕理（東京工業大学大学院），室田真男（東京工業大学）

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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D6) 協調問題解決能力の評価に関する研究動向 
益川弘如（聖心女子大学）

D7) クラウドサービスを利用して作成されたレポートの編集内容からみた協働の分析 
仙石昌也，宮本淳，山森孝彦，久留友紀子，橋本貴宏，山下敏史（愛知医科大学）

D8) 認知科学的デザイン原則を学ぶゲームを通じた PBL に対するレディネスの向上 
田中孝治（金沢工業大学）

D9) 学習科学のためのオープンエデュケーション－NAPLeS Webinar Series の教材事例の分析－ 
山口悦司，山本佳奈（神戸大学），重田勝介（北海道大学）

D10) 教師の即時的意思決定のモデル開発のための基礎的研究－二重過程理論と再認主導意思決定モデル

の検討を通して－

徳岡慶一（京都教育大学）

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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F7) 児童期の異文化接触・生活体験が異文化受容態度に与える影響 
橋本大知，藤谷哲（目白大学）
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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平野凌佑（島根大学大学院），御園真史（島根大学）

G10) エビデンスにもとづく「探究」の評価に関する研究－若狭高校における取り組み－ 
兼松かおり，渡邉久暢，小坂康之，上村幸久，高橋慧，澁谷順子，大部晴也（福井県立若狭高等学

校），平野智紀，吉澤日花里，相沢優，伊藤志帆（内田洋行），丹下承子（聖心女子大学），辻和

洋（立教大学），石塚等，大内美智子，脇本健弘（横浜国立大学）

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
H6) 医療系大学における複言語修得授業の実施と評価 

大山牧子（大阪大学），李銀淑（大阪女学院大学），岩居弘樹（大阪大学）

H7) 企業・自治体との連携による PBL 型授業設計とその実践 
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澤崎敏文（仁愛女子短期大学）

H8) 成人や高等教育段階で求められるコンピュータサイエンスに関する知識・技能の検討 
小田理代，堀田龍也（東北大学大学院）

H9) 実践的クリエイティブ人材育成における自己能力開発の気づき 
武田亘明（札幌市立大学）

H10) 興味を深める趣味の実践ネットワークのモデル化 
杉山昂平（東京大学大学院），森玲奈（帝京大学），山内祐平（東京大学大学院）

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15:30-17:35 午後の部②

A11) メディア・リテラシー教育用オンライン教材〈VVCweb〉試験版の学習効果 
森本洋介（弘前大学），松本寿一（同志社大学），森田英嗣（大阪教育大学）

A12) タブレット端末に対する意識と情報活用能力の関連 
中西奈菜，石原浩一（鳴門教育大学大学院），土井国春（東みよし町立足代小学校），

泰山裕（鳴門教育大学大学院）

A13) 国語科学習者用デジタル教科書に含まれるメディア・リテラシー教育教材の内容 
中橋雄（武蔵大学），中川一史（放送大学）

A14) 改訂「教員の ICT 活用指導力チェックリスト」を用いた全国小学校教員に対する意識調査 
藤谷哲，峯村恒平（目白大学）

A15) 教師の英作文添削を支援する誤り検出システム 
川村晃市（神戸大学大学院），柏木治美（神戸大学），康敏（神戸大学大学院）

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
B11) アクティブラーニングにおける ICT の役割を考えるためのゲーミング 

内田瑛，湯浅且敏（青山学院大学）

B12) 自己の映像を利用した英語プレゼンテーション改善－映像撮影者の有無による自己評価の比較－ 
小林輝美（杏林大学／特定非営利活動法人教育テスト研究センター）

B13) 問題発見の重要さを学ぶためのゲームの開発・評価 
高橋 B. 徹（実践女子大学），高橋聡（東京理科大学），吉川厚（東京工業大学） 

B14) 学習者によるタブレット端末のビデオ機能の活用が体育科授業で果たす役割 
梅原拓哉，藤谷哲，雪吹誠（目白大学）

B15) 保育活動映像からの子どもの関心推定の試み 
青栁燎，山田徹志，騰川裕太（玉川大学），浅利恭美，宮田真宏（玉川大学大学院），大森隆司（玉

川大学）

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C11) 学力調査結果と思考スキル運用能力との関係の検討 

泰山裕（鳴門教育大学大学院）

C12) 大学における初年次情報教育に関する基礎調査 
神部順子，小原裕二，山口敏和，玉田和恵（江戸川大学），松田稔樹（東京工業大学）

C13) IEA-ICCS 調査生徒質問紙日本語版の試作 
藤谷元子（上越教育大学），藤谷哲（目白大学）

C14) 思考スキルの視点による大学入学共通テスト社会科問題分析 
石原浩一，中西奈菜，泰山裕（鳴門教育大学大学院）

C15) 地震災害時の通信手段の複線化に有効な ICT メディアの検討－小学校の校長経験者への調査から－ 
池ノ谷智紀，佐藤和紀（常葉大学），菅原弘一（仙台市立六郷小学校），伊藤敏子（仙台市立北六

番丁小学校），堀田龍也（東北大学大学院）

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
D11) ハードウェア理解のための小学生対象パソコン講座からの一考察 

細内龍平，中村佐里，遠藤敏喜（自由学園）

D12) 価値の創出を目指した ICT 問題解決力を育成するための教材開発 
玉田和恵（江戸川大学），松田稔樹（東京工業大学）

D13) 情報教育担当指導主事が抱える問題の解決を支援する「教育 ICT 担当者コミュニティサイト」の評

価－自治体へのインタビュー調査より－

北澤武（東京学芸大学），毛利靖（つくば市立みどりの学園義務教育学校），伊藤寛（福島県新地

町教育委員会），渡部昭（墨田区教育委員会），黒飛雅樹（八千代市教育センター），渡邊茂一（相

模原市教育センター），中村めぐみ，株木啓子（つくば市総合教育研究所），石坂芳実，赤堀侃司
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池ノ谷智紀，佐藤和紀（常葉大学），菅原弘一（仙台市立六郷小学校），伊藤敏子（仙台市立北六
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
D11) ハードウェア理解のための小学生対象パソコン講座からの一考察 

細内龍平，中村佐里，遠藤敏喜（自由学園）
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D13) 情報教育担当指導主事が抱える問題の解決を支援する「教育 ICT 担当者コミュニティサイト」の評
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北澤武（東京学芸大学），毛利靖（つくば市立みどりの学園義務教育学校），伊藤寛（福島県新地

町教育委員会），渡部昭（墨田区教育委員会），黒飛雅樹（八千代市教育センター），渡邊茂一（相

模原市教育センター），中村めぐみ，株木啓子（つくば市総合教育研究所），石坂芳実，赤堀侃司

（ICT CONNECT 21） 
D14) ICT を活用した授業の設計力を育成するための学習活動モデルに基づいた授業実践 

高村浩輝，佐藤隼明，森本康彦（東京学芸大学）

D15) 教員の ICT 活用指導力の校務への実用性及び校務の効率化との関連の検討－小学校の管理職への調

査から－

吉村燦我，佐藤和紀（常葉大学），堀田龍也（東北大学大学院）

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
E11) タギング機能を活用した映像教材の視聴における操作と主観的難易度の関連性に関する一検討 

長濱澄，浅見隆平（早稲田大学），奥本隼，梅村恭司（豊橋技術科学大学），森田裕介（早稲田大

学）

E12) 初等中等教育向け筆答テストの採点業務支援システム開発と効果に関する一考察－大学生対象の評

価実験の報告－

中川哲（東北大学大学院），佐藤和紀（常葉大学），齋藤玲，堀田龍也（東北大学大学院）

E13) 自己調整学習に関する内省・概念化を促す授業がプログラミング演習科目の受講意識に与える効果 
仲林清，國宗永佳（千葉工業大学）

E14) 拡大図や縮図の作図手順の検討にプログラミングを取り入れた学習効果 
大久保紀一朗（江津市立津宮小学校／東北大学大学院），佐藤和紀（常葉大学），堀田龍也（東北

大学大学院）

E15) 小学校教師が必要とする「電気の性質とその利用」の単元におけるプログラミング教材の検討 
礒川祐地，佐藤和紀（常葉大学），久保田善彦（宇都宮大学大学院），堀田龍也（東北大学大学院） 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
F11) 小学校外国語活動の「話すこと」領域におけるプログラミング体験を導入した授業開発の試み 

小池翔太（千葉大学教育学部附属小学校），中川哲（東北大学大学院），佐藤和紀（常葉大学）

F12) プログラミング体験を組み込んだ小学校理科授業の事例的研究－第 4 学年「電気のはたらき」およ

び第 3 学年「電気で明かりをつけよう」単元の実践を通して－ 
小牧啓介（宮崎市立清武小学校），中山迅（宮崎大学大学院），野添生（宮崎大学），安影亜紀（宮

崎大学大学院），徳永悟（宮崎大学教育学部附属小学校），新地辰朗（宮崎大学）

F13) 小学校プログラミング教育の授業実践からみたプログラミング教材の特性の検討 
中野博幸，清水雅之，酒井悟（上越教育大学），水谷年孝（春日井市立出川小学校），石口昇（上

越教育大学附属小学校），中川哲（東北大学大学院），清水雄次郎（LEGO エデュケーション），

佐藤和紀（常葉大学）

F14) 教員に対する意識調査に基づいた小学校プログラミング教育のカリキュラム開発 
田中茂男（日吉津村立日吉津小学校／島根大学），御園真史（島根大学）

F15) 小学校高学年のプログラミング学習における学習形態と難易度別の所要時間の関係 
板垣翔大（武蔵野女子学院中学校・高等学校），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）

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
G11) アブダクション習得としてのプログラミング教育の検討 

林向達（徳島文理大学）

G12) 既習の知識や技能の活用を促す小学校プログラミング課題の開発 
西尾柚太加（岐阜大学大学院），今井亜湖（岐阜大学）

G13) 汎用言語サブセットを用いるプログラミング学習システムの提案 
吉野貴大（法政大学大学院），佐々木晃（法政大学）

G14) 小学校プログラミング教育でのペアプログラミングによる学習効果に関する一考察 
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● 発表時間：当研究会は会員・非会員による討論の場を作ることを目的として開催してきました．討論時間

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

よろしくご理解願います．

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

外の方は，報告集代として 1,000 円を当日受付にてお支払いください（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．

● 交通案内：JR「福井駅」から①えちぜん鉄道三国芦原線で福大前西福井駅下車（約 10 分），②京福バス

で福井大学前停留所（約 10 分，JR 福井駅西口バスターミナル 2 番のりばより乗車），③タクシーで約 10
分（必ず「福井大学文京キャンパス」と伝えてください），自家用車／北陸自動車道 福井北 JCT・IC か

ら国道 416 号線で西へ約 7km または福井 IC から国道 158 号線で西へ約 8km（自家用車での入構は有料

となります： 100 円 /1 日 ）．詳しくは，福井大学文京キャ ンパスの「交通アク セス」

(https://www.u-fukui.ac.jp/cont_about/data/access/)をご参照ください．

● 昼食等案内：当日は生協の学食「味菜」が開いております．昼食時はそちらをご利用ください．また，発

表会場から徒歩 3 分程度のところにセブンイレブンがございます．軽食等はそちらでもお求めいただけま

す．

研究会の発表募集  テーマ：教育の情報化と授業研究/一般

●日 時：2019 年 05 月 18 日（土） 
●申込締切：2019 年 03 月 18 日（月）17 時

●会  場：鹿児島大学 郡元キャンパス

（担当：山本朋弘）

●原稿提出：2019 年 04 月 15 日（月）17 時

●募集内容：

2020 年から順次全面実施される新学習指導要領において

は，各学校において，コンピュータや情報通信ネットワーク

などの情報手段を活用するために必要な環境を整備すること

が明記されました．また，デジタル教材や電子黒板，タブレ

ット端末などの ICT を適切に活用した学習活動の充実がよ

り一層求められています．さらに，変化の激しい情報社会に

対応するために，情報活用能力を学習の基盤となる資質・能

力と位置づけ，小学校プログラミング教育等の新たな教育課

題に対する実践，主体的・対話的で深い学びの実現に向けた

授業研究やカリキュラム開発，学習評価等に関する知見がこ

れまで以上に求められています．本研究会では，これら教育

の情報化と授業研究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．

●申込方法：研究会 Web ページよりお申

し込みください．なお，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 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：学習データ分析／一般

●日 時：2018 年 12 月 08 日 
●発表件数：52 件

●会  場：早稲田大学 早稲田キャンパス

●参加者数：124 名（内非会員 83 名）

今回の研究会は，「学習データ分析」をメインテーマに実

施し，一般発表を合わせ，52 件の発表がありました． 
研究会では，それぞれの発表に対して，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ました．多くの参加

者にお越しいただいた結果，事前に用意しておりました研究

報告集が足りなくなってしまい，一部の参加者の方々にはご

迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます．

研究会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：石井雄隆（早稲田大学）
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日本教育工学会 冬の合宿研究会開催報告 

＜冬合宿研究会全体の概要＞
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は，55 名（うち非会員 10 名）でした．

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（東京大学）から，ベイズ

統計の考え方や使い方などをご講演いただいた後，R と RStudio を使ったベイズ統計の実習を実施して
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【問 1】今回の合宿プログラムの内容は満足のいくものでしたか？ 
とてもそう思う(18 名) ，そう思う(11 名) ，どちらともいえない(０名) ，そう思わない(０名) ，
全くそう思わない(０名) 
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の採択結果と執筆要項をお送り致します． 
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者にお越しいただいた結果，事前に用意しておりました研究

報告集が足りなくなってしまい，一部の参加者の方々にはご

迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます．

研究会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．
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2018 年度 日 教育工学  学 ー（最 ） 

Society5.0 に 育 学 り  
に て 最 学 に 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・官・

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．

■日時： 2019 年 03 月 23 日（土） 13:30～17:30 （受付開始 13:00） 
■会場：  株式会社内田洋行 新川本社（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：下記にある申込みフォームよりお申し込み下さい．

https://www.uchida.co.jp/seminar/190323/index.php 

■セミナープログラム   13:00 開場 13:30 開始 17:30 終了

第一部

１．趣旨説明 企画委員会

２．講演Ⅰ：「Society 5.0」における人材像と学校や学びの在り方について

髙谷浩樹 文部科学省 初等中等教育局 情報教育・外国語教育課 課長

３．講演Ⅱ：個別最適化された学びの実現に向けた海外での取組みから見えてきたもの

山田恒夫 日本 IMS 協会運営委員会委員長 放送大学教授  
４．講演Ⅲ：個別最適化された学びの実現に向けた国内での取組みから見えてきたもの 

藤村裕一  鳴門教育大学大学院 遠隔教育プログラム推進室 室長

５. 講演Ⅳ：個別最適化された学びの実現に向けた e ポートフォリオとは

森本康彦 東京学芸大学 情報処理センター教授
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■会場：  株式会社内田洋行 新川本社（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：下記にある申込みフォームよりお申し込み下さい．

https://www.uchida.co.jp/seminar/190323/index.php 

■セミナープログラム   13:00 開場 13:30 開始 17:30 終了

第一部

１．趣旨説明 企画委員会

２．講演Ⅰ：「Society 5.0」における人材像と学校や学びの在り方について

髙谷浩樹 文部科学省 初等中等教育局 情報教育・外国語教育課 課長

３．講演Ⅱ：個別最適化された学びの実現に向けた海外での取組みから見えてきたもの

山田恒夫 日本 IMS 協会運営委員会委員長 放送大学教授  
４．講演Ⅲ：個別最適化された学びの実現に向けた国内での取組みから見えてきたもの 

藤村裕一  鳴門教育大学大学院 遠隔教育プログラム推進室 室長

５. 講演Ⅳ：個別最適化された学びの実現に向けた e ポートフォリオとは

森本康彦 東京学芸大学 情報処理センター教授

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，産・官・学それぞれの立場から幅広

く議論を重ねる．

コーディネータ:  藤村裕一  鳴門教育大学大学院 遠隔教育プログラム推進室 室長

パネリスト:  髙谷浩樹 文部科学省 初等中等教育局 情報教育・外国語教育課 課長

山田恒夫  日本 IMS 協会運営委員会委員長 放送大学教授 
森本康彦 東京学芸大学 情報処理センター教授

■問い合わせ先 産学協同セミナー事務局（株式会社内田洋行内）

 

第二部 

   第一部での講演をうけて，Society5.0 に向けた人材育成の実現に向け，スタディ・ログ等を蓄積
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SIG-13 STEM教育 第１回研究会 

『STEM 教育とは』開催案内 

●日時：2019 年 02 月 17 日（日）10:00～14:00
●会場：

午前の部：東京学芸大学自然科学棟 N106（東京都小金井市貫井北町４-１-１）

午後の部：東京学芸大こども未来研究所（東京都小金井市本町６-５-３ シャトー小金井#109）
●参加者数：30 名
●テーマ：STEM 教育とは― 設立経緯，実践事例，学校教育におけるデザイン
●プログラム：

10:00-10:20：冒頭挨拶・参加者自己紹介

10:20-11:45  午前の部：

(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）

11:45-13:00 ：昼食休憩（学芸大キャンパスから移動，各自昼食） 
13:00-14:00 午後の部： 
（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）

13:50-14:00 振り返りとまとめ 
●当日の連絡先：

●後援：日本 STEM 教育学会，日本科学教育学会

●情報提供：https://www.facebook.com/JSETSIG13STEM/ 文責：森田裕介（早稲田大学）

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 

●日時：2019 年 03 月 10 日（日）10:00～15:00
●会場：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）

●参加者数：30 名程度

●テーマ：「ロボット教材を活用した STEM 教育とプログラミング教育」

　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．未経験者の方，非学会員

の方のご参加を歓迎いたします．（申し込みは http://www.jset.gr.jp/sig/sig13_20190310.html から）

●プログラム：
10:00-10:10 イントロダクション
10:10-10:40 小学校プログラミング教育紹介（SIG14 代表 安藤明伸：宮城教育大学）
10:40-12:00 Scratch 3.0 を使ったプログラミング体験（SIG14 森秀樹：東京工業大学）
－Scratch3.0 紹介（Micro:bit, WeDO2.0 ほかの Scratch からの制御を含む）
12:00-13:00 昼休み（昼食各自）
13:00-13:30 STEM 教育紹介（SIG13 代表 森田裕介：早稲田大学）
13:30-14:30 EV3 ロボット制御体験（SIG14 森秀樹：東京工業大学）
14:30-15:00 振り返り

●機材提供：株式会社アフレル

●後援：日本 STEM 教育学会，日本科学教育学会
文責：安藤明伸（宮城教育大学），森田裕介（早稲田大学）
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SIG-13 STEM 教育 第１回研究会 

『STEM 教育とは』開催案内 

●日時：2019 年 02 月 17 日（日）10:00～14:00
●会場：

午前の部：東京学芸大学自然科学棟 N106（東京都小金井市貫井北町４-１-１）

午後の部：東京学芸大こども未来研究所（東京都小金井市本町６-５-３ シャトー小金井#109）
●参加者数：30 名
●テーマ：STEM 教育とは― 設立経緯，実践事例，学校教育におけるデザイン
●プログラム：

10:00-10:20：冒頭挨拶・参加者自己紹介

10:20-11:45  午前の部：

(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）

11:45-13:00 ：昼食休憩（学芸大キャンパスから移動，各自昼食） 
13:00-14:00 午後の部： 
（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）

13:50-14:00 振り返りとまとめ 
●当日の連絡先：

●後援：日本 STEM 教育学会，日本科学教育学会

●情報提供：https://www.facebook.com/JSETSIG13STEM/ 文責：森田裕介（早稲田大学）

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 

●日時：2019 年 03 月 10 日（日）10:00～15:00
●会場：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）

●参加者数：30 名程度

●テーマ：「ロボット教材を活用した STEM 教育とプログラミング教育」

　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．未経験者の方，非学会員

の方のご参加を歓迎いたします．（申し込みは http://www.jset.gr.jp/sig/sig13_20190310.html から）

●プログラム：
10:00-10:10 イントロダクション
10:10-10:40 小学校プログラミング教育紹介（SIG14 代表 安藤明伸：宮城教育大学）
10:40-12:00 Scratch 3.0 を使ったプログラミング体験（SIG14 森秀樹：東京工業大学）
－Scratch3.0 紹介（Micro:bit, WeDO2.0 ほかの Scratch からの制御を含む）
12:00-13:00 昼休み（昼食各自）
13:00-13:30 STEM 教育紹介（SIG13 代表 森田裕介：早稲田大学）
13:30-14:30 EV3 ロボット制御体験（SIG14 森秀樹：東京工業大学）
14:30-15:00 振り返り

●機材提供：株式会社アフレル

●後援：日本 STEM 教育学会，日本科学教育学会
文責：安藤明伸（宮城教育大学），森田裕介（早稲田大学）

SIG-11 情報教育 第 14 回研究会

『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』 

案内

●日時：2019 年 03 月 09 日（土）09：30～11：30
●会場：山形大学東京サテライト（田町） キャンパス・イノベーションセンター５F

（〒108-0023 東京都港区芝浦３-３-６） 
●内容：講演と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のディスカッション

テーマ「若年層における情報行動の変化」
●参加費：無料

●後援：日本情報教育学会

●申込方法：参加希望者は，氏名・所属をメールにてお知らせください. 
（件名）第 14 回 研究会申込 （宛先）

橋元良明（東京大学大院情報学環教授）

東京大学文学部心理学科卒，同大学大学院社会学研究科修士課程修了．東京大学新聞研究所助手，

東京大学社会情報研究所助教授，同教授を経て，2000 年から現職． 
前社会情報学会会長，前社会言語科学会会長．総務省通信白書編集委員，BPO 青少年委員会委

員，日本教育情報化振興会オンラインベターライフ委員会委員長等を歴任．

コミュニケーション論，情報行動論を専攻．情報行動の変遷と社会への影響，メディア利用が乳

幼児や青少年に及ぼす影響等について研究を進めている．

主な著書に『日本人の情報行動 2010／2015』『メディアコミュニケーション論Ⅰ／Ⅱ』『メディ

ア・コミュニケーション学』『講座社会言語科学 メディア』『ネットワーク社会』（（以上，編著），

『ネオデジタルネイティブの誕生』（共著，ダイヤモンド社），『背理のコミュニケーション』(勁草

書房）『メディアと日本人―変わりゆく日常』(岩波新書）等．

●SIG-11 が後援に入っているイベントの案内

日時：2019 年 03 月 10 日（土）10:10～17:00 会場：山形大学東京サテライト（田町）５F
内容：プログラミング教育 ワークショップ（ドローンプログラミングとロボットプログラミング）

参加費：日本情報教育学会参加費に準ずる

詳細：https://sites.google.com/view/jaie/ 
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SIG-11 情報教育 第 13 回研究会

『情報教育調査中間発表会』開催報告

●日時：2018 年 12 月 06 日 (木) 14:30～16:00
●会場：山形会場：山形大学小白川キャンパス，福島会場：福島工業高等専門学校

 （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）

●参加者数：65 名

●テーマ：「情報教育調査」

●プログラム：

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）全体討論

４）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）

５）全体討論

SIG-11 では, 高専生や大学生を対象とした情報リテラシーに関するアンケート調査を実施し，現在の

情報教育に関する問題点の分析を進めている．そこで，このアンケート調査の中間報告を兼ねて，この

アンケート調査に参加した学生や研究者を参加者とした研究会を実施した．

最初に，橋本はる美（摂南大学）と板井志郎（筑波学院大学）から，学生の各種情報端末の利用状況

などについてのアンケート結果の報告があった．あわせて，学生のインターネットトラブルの被害状況

についても報告があり，被害を受けている学生とそうでない学生のインターネットサービスの活用状況

の違いに関する説明があった．そして，全体討論において，インターネットトラブルを防ぐための方策

について，議論した．

次に，加納寛子（山形大学）から，アンケート結果を基に，ジャンクニュースとフェイクニュースに

ついての意識調査の結果や，各新聞社等メディア毎の信頼度の違いについての報告があった．あわせて，

新聞に対する信頼は比較的高いが，同一内容を伝える記事であっても，見出しの付け方は異なることに

ついての説明があった．これを踏まえて，全体討論において，参加者全員で，同じ事件に対する新聞記

事を比較する演習を行った．そして，「見出しによる印象の違い」や「どの記事が客観的／主観的か」

などの問題について，学生と研究者の間で活発な議論が展開された．

文責：板井志郎（筑波学院大学）
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SIG-11 情報教育 第 13 回研究会

『情報教育調査中間発表会』開催報告

●日時：2018 年 12 月 06 日 (木) 14:30～16:00
●会場：山形会場：山形大学小白川キャンパス，福島会場：福島工業高等専門学校

 （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）

●参加者数：65 名

●テーマ：「情報教育調査」

●プログラム：

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）全体討論

４）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）

５）全体討論

SIG-11 では, 高専生や大学生を対象とした情報リテラシーに関するアンケート調査を実施し，現在の

情報教育に関する問題点の分析を進めている．そこで，このアンケート調査の中間報告を兼ねて，この

アンケート調査に参加した学生や研究者を参加者とした研究会を実施した．

最初に，橋本はる美（摂南大学）と板井志郎（筑波学院大学）から，学生の各種情報端末の利用状況

などについてのアンケート結果の報告があった．あわせて，学生のインターネットトラブルの被害状況

についても報告があり，被害を受けている学生とそうでない学生のインターネットサービスの活用状況

の違いに関する説明があった．そして，全体討論において，インターネットトラブルを防ぐための方策

について，議論した．

次に，加納寛子（山形大学）から，アンケート結果を基に，ジャンクニュースとフェイクニュースに

ついての意識調査の結果や，各新聞社等メディア毎の信頼度の違いについての報告があった．あわせて，

新聞に対する信頼は比較的高いが，同一内容を伝える記事であっても，見出しの付け方は異なることに

ついての説明があった．これを踏まえて，全体討論において，参加者全員で，同じ事件に対する新聞記

事を比較する演習を行った．そして，「見出しによる印象の違い」や「どの記事が客観的／主観的か」

などの問題について，学生と研究者の間で活発な議論が展開された．

文責：板井志郎（筑波学院大学）

SIG-07 インストラクショナルデザイン 第 1回 ID勉強会 

『インストラクショナルデザインの理論とモデル：理論の構築』 

開催報告 

●日時：2018 年 12 月 07 日（金）16:00～18:30
●会場：早稲田大学

●参加者数：14 名

●テーマ：インストラクショナルデザインの理論とモデル：理論の構築

●プログラム：

論文講読を行い，インストラクショナルデザインの設計理論について議論した．

共通の知識基盤を構築するためには，理論の本質と設計理論の構築に役立つ研究の種類を深く理解す

ることが求められている．そこで，今回は，「理論の構築」について理解を深めるための勉強会を開催

した．なお，今回のイベントは ID 研究の中・上級者を対象としており，これまでの初級者向け ID ワー

クショップとは異なるため，「ID 勉強会」という名称にしている．

冒頭で勉強会の趣旨説明を行ったあと，３〜４名のグループで自己紹介と書籍（インストラクショナ

ルデザインの理論とモデル，第 17 章「理論の構築」）の感想を共有した．

次に，設計理論を構築するための４つのアプローチ（データ中心型理論開発，価値中心型理論開発，

方法中心型理論開発，実践者中心型理論開発）について，下に示す４つの論文を題材として，レジメを

もとにグループで検討した．グループ内での感想や疑問点について全体でディスカッションし，最後は，

今後 SIG に期待することについて，参加者とともに議論した． 
参加者 14 名は，大学教員，大学院生，企業内教育を

実践されている方など様々であった．論文を題材として

ディスカッションすることにより，書籍を読むだけでは

理解しきれなかった理論構築のアプローチについて，互

いに理解を深める機会となったとコメントをいただい

た．一方で，中・上級者向けの勉強会においては，参加

者をもっと運営側に巻き込み，ともに学びあうコミュニ

ティづくりを目指すことが課題であろうと感じた．また，

今回用意していた論文をすべて講読できなかった点は，

次回開催の宿題とさせていただきたい．参加していただ

いた皆様，本当にありがとうございました．

＜題材にした論文＞

1. 三井一希. (2016). 小学校の自習による授業時間で活用できる動画の開発と学習効果. 日本教育

工学会論文誌, 39(Suppl), 13-16.
2. 二宮利江, 門間正挙, 石川雄章, 星一郎, 鈴木雄吾, 木村信隆, 竹谷昇二. (2013). 教育システム設

計手法に基づく構造物変状判定スキルアッププログラムの開発. 土木学会論文集 H (教育), 69(1),
21-30.

3. Vanderhoven, E., Schellens, T., Vanderlinde, R., & Valcke, M. (2016). Developing educational
materials about risks on social network sites: a design based research approach. Educational
technology research and development, 64(3), 459-480.

4. Xie, Y., & Sharma, P. (2011). Exploring evidence of reflective thinking in student artifacts of
blogging-mapping tool: a design-based research approach. Instructional Science, 39(5),
695-719.

※上記のレジメおよび今後の開催情報は，SIG-07 の Web ページから参照できます．

https://sites.google.com/view/jset-sig-id/

文責：杉浦真由美（札幌医科大学），高橋暁子（徳島大学）
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SIG-08 メディア・リテラシー，メディア教育 第 11回研究会 

『メディア・リテラシー理論の現在』開催報告 

●日時：2018 年 12 月 08 日（土）14:00～17:00
●会場：東京大学本郷キャンパス工学部新二号館９階 92B
●参加者数：34 名

●テーマ：メディア・リテラシー理論の現在

●プログラム：

１．開会・趣旨説明・諸連絡

２．研究発表・研究交流

・「Media Education Summit 2018」水越伸（東京大学） 
・「Global Media and Information Literacy Week 2018」長谷川一（明治学院大学） 
・司会：土屋祐子（広島経済大学）

３．閉会・諸連絡

メディア・リテラシーに関する研究は，様々な国で行われてきました．それぞれの国の取り組み

を共有し，議論を行う国際会議も開催されています．国際的に研究を進めていくことは，日本にお

けるメディア・リテラシー研究を発展させるためにも重要なことだと考えられます．そこで，今年

度開催されたメディア・リテラシーに関する国際会議において，特にメディア・インフラストラク

チャー（デジタル・プラットフォーム）の台頭を踏まえて，どのような理論的議論が行われていた

か，国際会議に参加した研究者が報告し，参加者とともに議論する研究会を開催しました．会は大

きく分けて２部構成で行われ，前半は登壇者からの報告，後半は登壇者から提示された論点を踏ま

えて参加者も含めたディスカッションを行いました．

まず，司会を務める SIG コアメンバーの土屋祐子（広島経済大学）が，メディア・リテラシー

に関する国際会議の例を挙げ，「教育研究者・教育者」「メディア実践者」「メディア研究者」とい

ったように異なる立場の人々が，それぞれの国際会議とどのように関連しているか整理しました． 
次に，「Media Education Summit 2018」に参加した水越伸（東京大学）から，会の概要とどのよ

うな研究発表があったかについて報告がありました．会を運営しているのはイギリスの大学のセン

ターで，研究者，メディア実践者，教師などが参加しており，日本からも複数名の参加者があった

ということでした．メディア理論に関する研究発表にはいくつか興味深いものがあり，全体として

はデジタル・メディアに関する議論があったものの，メディアの物質性，ソフトウェア，アルゴリ

ズム，インフラストラクチャーなどの議論は，ほとんどされていなかったと報告されました．

さらに，UNESCO の取り組みである「Global Media and Information Literacy Week 2018」に参

加した長谷川一（明治学院大学）からも，その概要と研究発表の内容が報告されました．この会議

では，「MIL（Media and Information Literacy）の５つの法則」として整理されたものがあり，研

究発表についても，それを用いてフェイクニュースにどう対抗していくかというものや国の教育プ

ログラムのあり方を検討するようなものが多かったということでした．また，インフラストラクチ

ャーに関わる研究報告も少ないながらもあったことが報告されました．

後半は，登壇者から提示された論点を受け，「フェイクニュース，ポスト・トゥルースなどの民

主主義の危機に対し，ファクトチェックとクリティカル・シンキングのみでは対応できないという

こと」「メディア・リテラシー研究でありながらメディアそのものに関する研究が十分行われてい

ないという課題」「コンテンツに関する研究だけでなくインフラストラクチャーに関する研究を進

める重要性」「海外の研究者とのネットワークづくりを進める必

要性」などについて議論が行われました．

今回の研究会は，本 SIG アドバイザーの水越伸（東京大学）

の科研プロジェクトと共同で研究会を開催しました．教育工学を

専門としていない研究者とも議論できました．グローバルな取り

組みを把握したり，専門分野が異なる研究者と交流したりするこ

とで領域越境的に研究を進める意義と重要性を感じることがで

きるよい機会となりました．

文責：中橋雄（武蔵大学）
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SIG-08 メディア・リテラシー，メディア教育 第 11回研究会 

『メディア・リテラシー理論の現在』開催報告 

●日時：2018 年 12 月 08 日（土）14:00～17:00
●会場：東京大学本郷キャンパス工学部新二号館９階 92B
●参加者数：34 名

●テーマ：メディア・リテラシー理論の現在

●プログラム：

１．開会・趣旨説明・諸連絡

２．研究発表・研究交流

・「Media Education Summit 2018」水越伸（東京大学） 
・「Global Media and Information Literacy Week 2018」長谷川一（明治学院大学） 
・司会：土屋祐子（広島経済大学）

３．閉会・諸連絡

メディア・リテラシーに関する研究は，様々な国で行われてきました．それぞれの国の取り組み

を共有し，議論を行う国際会議も開催されています．国際的に研究を進めていくことは，日本にお

けるメディア・リテラシー研究を発展させるためにも重要なことだと考えられます．そこで，今年

度開催されたメディア・リテラシーに関する国際会議において，特にメディア・インフラストラク

チャー（デジタル・プラットフォーム）の台頭を踏まえて，どのような理論的議論が行われていた

か，国際会議に参加した研究者が報告し，参加者とともに議論する研究会を開催しました．会は大

きく分けて２部構成で行われ，前半は登壇者からの報告，後半は登壇者から提示された論点を踏ま

えて参加者も含めたディスカッションを行いました．

まず，司会を務める SIG コアメンバーの土屋祐子（広島経済大学）が，メディア・リテラシー

に関する国際会議の例を挙げ，「教育研究者・教育者」「メディア実践者」「メディア研究者」とい

ったように異なる立場の人々が，それぞれの国際会議とどのように関連しているか整理しました． 
次に，「Media Education Summit 2018」に参加した水越伸（東京大学）から，会の概要とどのよ

うな研究発表があったかについて報告がありました．会を運営しているのはイギリスの大学のセン

ターで，研究者，メディア実践者，教師などが参加しており，日本からも複数名の参加者があった

ということでした．メディア理論に関する研究発表にはいくつか興味深いものがあり，全体として

はデジタル・メディアに関する議論があったものの，メディアの物質性，ソフトウェア，アルゴリ

ズム，インフラストラクチャーなどの議論は，ほとんどされていなかったと報告されました．

さらに，UNESCO の取り組みである「Global Media and Information Literacy Week 2018」に参

加した長谷川一（明治学院大学）からも，その概要と研究発表の内容が報告されました．この会議

では，「MIL（Media and Information Literacy）の５つの法則」として整理されたものがあり，研

究発表についても，それを用いてフェイクニュースにどう対抗していくかというものや国の教育プ

ログラムのあり方を検討するようなものが多かったということでした．また，インフラストラクチ

ャーに関わる研究報告も少ないながらもあったことが報告されました．

後半は，登壇者から提示された論点を受け，「フェイクニュース，ポスト・トゥルースなどの民

主主義の危機に対し，ファクトチェックとクリティカル・シンキングのみでは対応できないという

こと」「メディア・リテラシー研究でありながらメディアそのものに関する研究が十分行われてい

ないという課題」「コンテンツに関する研究だけでなくインフラストラクチャーに関する研究を進

める重要性」「海外の研究者とのネットワークづくりを進める必

要性」などについて議論が行われました．

今回の研究会は，本 SIG アドバイザーの水越伸（東京大学）

の科研プロジェクトと共同で研究会を開催しました．教育工学を

専門としていない研究者とも議論できました．グローバルな取り

組みを把握したり，専門分野が異なる研究者と交流したりするこ

とで領域越境的に研究を進める意義と重要性を感じることがで

きるよい機会となりました．

文責：中橋雄（武蔵大学）

SIG-06 協調学習・学習科学 

『学習科学ハンドブック Webinar』第２,３回開催報告 

【第 2 回】 
●日時：2018 年 12 月 11 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 22 名（［対面参加］10 名［オンライン参加］12 名）

●テーマ：課題解決型学習と問題基盤型学習

●プログラム：「課題解決型学習（Project-based Learning）」河﨑美保（静岡大学）

「問題基盤型学習（Problem-based Learning）」山口悦司（神戸大学） 

【第 3 回】 
●日時：2019 年 01 月 25 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 21 名（［対面参加］11 名［オンライン参加］10 名）

●テーマ：学習科学と CSCL
●プログラム：「複雑系と学習科学」大島 純（静岡大学）

「協調学習の社会的次元と相互作用的次元」益川 弘如（聖心女子大学）

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 シリーズを展開しています. 12 月 11 日

（金）の第２回は「課題解決型学習（Project-based Learning）」と「問題基盤型学習（Problem-based 
Learning）」の２つの PBL をテーマに，続く 01 月 25 日（金）の第３回では「複雑系と学習科学」と

「協調学習の社会的次元と相互作用的次元」をテーマに，Webinar を開催しました． 
第２回前半の「課題解決型学習」では，生徒が現実世界の文脈に状況づけられた課題の解決を目的と

した活動（project）に従事しながら学ぶことで，能動的にその課題や活動の価値・意味に気づき，断片

的事実の記憶ではなく統合的な理解が形成されやすい利点が挙げられました．また，米国で開発された

課題解決型の科学教育カリキュラムを例に，有効な学習活動を設計する上で重要な駆動質問や学習目標，

実践参加，協調学習，テクノロジ，人工物（成果物）の特徴について解説がなされました．

 後半の「問題基盤型学習」では，医学教育におけるチュートリアルと呼ばれる学習サイクルや，学習

科学では学習が行われる文脈や新たな文脈への転移に研究の焦点が当てられている点について紹介さ

れました．また，問題基盤型の学習活動を設計する上で重要な問題の役割や足場かけ，自己主導型学習，

協調が挙げられ，特に問題の役割や種類について解説がなされました．

 前半と後半を含めた質疑応答では，特に課題解決型学習と問題基盤型学習の相違点や実際の現場での

実践の仕方を中心に両者の理解を深める議論がなされました．

第３回前半の「複雑系と学習科学」では，NetLogo を用いたデモを交えながら，複雑系の定義と「創

発」という重要な概念が学習科学での位置づけとともに解説されました．質疑応答では，複雑系を学習

者に理解させるための方法などについて，話題となりました．

 後半の「協調学習の社会的次元と相互作用的次元」では，学習科学における協調学習の研究（カーシ

ュナーや三宅など）が紹介され，社会的相互作用と学習のメカニズムに関する研究の重要性が述べられ

るとともに，チーム学習の信念と構造モデル，建設的相互作用について解説されました．質疑応答では，

協調学習の社会的次元と相互作用的次元の認識論の違い，指導者と学習者の役割などについて，話題と

なりました．

第１回〜第３回の内容は SIG-06 情報共有ページ（https://sites.google.com/view/JSETsig06/）で公

開されています．

本Webinarシリーズは 2019年 03月まで月１回のペースで開催し，第４回は 2019年 02月 15日（金）

18:00～20:00（対面会場は第 3 回と同一，オンライン参加用 URL は https://zoom.us/j/980499981，第

５回は 2019 年 03 月 18 日（月）18:00～20:00，（対面会場は専修大学神田キャンパス５号館 571 教室，

オンライン参加用 URL は https://zoom.us/j/272001275）を予定しています．そのほか，最新情報は，

SIG-06 Facebook ページ（https://goo.gl/E2ZSwT）をご覧ください．

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-14 プログラミング教育 ワークショップ

『 プログラミング教育を 』開催

●日時：2018 年 09 月 16 日（日）13:00～16:30 / 12 月 27 日（火）13:00～16:55
●会場：宮城教育大学 未来の教室

●参加者数：計 40 名

●テーマ：ビジュアル言語とテキスト言語で正多角形と電気の授業を考える

●講師：岡本恭介（OKY ミライ教育 LABO 代表/東北学院高校 情報科教諭）

金洋太（宮城県富谷市立富谷小学校 教諭）

安藤明伸（宮城教育大学 技術教育講座 准教授）

プログラム：

（１日目：Scratch と Python で正多角形の授業

を考える）

13:00～趣旨説明

13:05～プログラミング教育総おさらい & 
Scratch で正多角形を描く（安藤）

14:00～Python で正多角形を描く（岡本）

15:00～指導案作成／ミニ模擬授業

16:10～リフレクション
16:30 閉会

（２日目：Scratch と Python で Micro:bit を使っ

た理科の授業を考える）

13:00～趣旨説明

13:05～プログラミング教育における動向（安藤）

13:30～Scratchでmicro:bit のプログラミング（金）

14:30～Python で microbit のプログラミング（岡本）

15:30～指導案作成／ミニ模擬授業

16:30～リフレクション
16:55 閉会

SIG14「小学校プログラミング教育」では，コアメンバーを中心としたワークショップ／セミナー・

勉強会等の活動と，研究活動の２本柱で小学校プログラミング教育に特化して推進しています．本報

告では，２回に渡って仙台にて実施したワークショップを中心に報告します．

これは教育工学会としての特徴あるワークショップとして実践者と研究者とでワークショップデザ

インし，ビジュアル言語とテキスト言語両方で，同じ教材を作成しプログラムの相違点や言語による

指導の観点の違い，授業設計の違いなどを体験的に知り，簡単な指導案作成まで行いました．初めて

プログラミングを経験される小学校の先生にもお越しいただく中で，開発環境の準備という点でハー

ドルがあるけれども，より細かなことまでプログラミングできる点，実際に身の回りで使われている

サービスとの連携ができる点など，Pyth

http://beyondbb.jp/CDmama/materials.html

on というプログラミングの世界を少しでも知っておくこと

で，Scratch を使用した同じ授業でも，教師の働き掛けやプログラミング教育のねらいの位置づけが

変わることなどが話し合われました．

また，コアメンバーの活動としては，鹿児島（12 月）・熊本（01 月）にて「小学校プログラミング

教育ワークショップ」（担当：山本朋弘）が実施されました．

全国大会後にコアメンバーに加わっていただいた太田剛(千葉県立袖ケ浦高等学校/市川南高等学校)
には，コーダー道場市川真間のオリジナル教材として大変役に立つ指導教材・資料を公開していただ

いております（

当： ）が，03 月 10 日には福井にて SIG14「STEM 教育」との合同ワー

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」を行います（担当：森秀樹）．

文責：安藤明伸（宮城教育大学）

なお, 2019 年 03 月 02 日は信州大学にて 「地域・学校全体で取り組むプログラミング教育のスス 

メ」 フォーラム （担 村松浩幸
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SIG-14 プログラミング教育 ワークショップ

『 プログラミング教育を 』開催

●日時：2018 年 09 月 16 日（日）13:00～16:30 / 12 月 27 日（火）13:00～16:55
●会場：宮城教育大学 未来の教室

●参加者数：計 40 名

●テーマ：ビジュアル言語とテキスト言語で正多角形と電気の授業を考える

●講師：岡本恭介（OKY ミライ教育 LABO 代表/東北学院高校 情報科教諭）

金洋太（宮城県富谷市立富谷小学校 教諭）

安藤明伸（宮城教育大学 技術教育講座 准教授）

プログラム：

（１日目：Scratch と Python で正多角形の授業

を考える）

13:00～趣旨説明

13:05～プログラミング教育総おさらい & 
Scratch で正多角形を描く（安藤）

14:00～Python で正多角形を描く（岡本）

15:00～指導案作成／ミニ模擬授業

16:10～リフレクション
16:30 閉会

（２日目：Scratch と Python で Micro:bit を使っ

た理科の授業を考える）

13:00～趣旨説明

13:05～プログラミング教育における動向（安藤）

13:30～Scratchでmicro:bit のプログラミング（金）

14:30～Python で microbit のプログラミング（岡本）

15:30～指導案作成／ミニ模擬授業

16:30～リフレクション
16:55 閉会

SIG14「小学校プログラミング教育」では，コアメンバーを中心としたワークショップ／セミナー・

勉強会等の活動と，研究活動の２本柱で小学校プログラミング教育に特化して推進しています．本報

告では，２回に渡って仙台にて実施したワークショップを中心に報告します．

これは教育工学会としての特徴あるワークショップとして実践者と研究者とでワークショップデザ

インし，ビジュアル言語とテキスト言語両方で，同じ教材を作成しプログラムの相違点や言語による

指導の観点の違い，授業設計の違いなどを体験的に知り，簡単な指導案作成まで行いました．初めて

プログラミングを経験される小学校の先生にもお越しいただく中で，開発環境の準備という点でハー

ドルがあるけれども，より細かなことまでプログラミングできる点，実際に身の回りで使われている

サービスとの連携ができる点など，Pyth

http://beyondbb.jp/CDmama/materials.html

on というプログラミングの世界を少しでも知っておくこと

で，Scratch を使用した同じ授業でも，教師の働き掛けやプログラミング教育のねらいの位置づけが

変わることなどが話し合われました．

また，コアメンバーの活動としては，鹿児島（12 月）・熊本（01 月）にて「小学校プログラミング

教育ワークショップ」（担当：山本朋弘）が実施されました．

全国大会後にコアメンバーに加わっていただいた太田剛(千葉県立袖ケ浦高等学校/市川南高等学校)
には，コーダー道場市川真間のオリジナル教材として大変役に立つ指導教材・資料を公開していただ

いております（

当： ）が，03 月 10 日には福井にて SIG14「STEM 教育」との合同ワー

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」を行います（担当：森秀樹）．

文責：安藤明伸（宮城教育大学）

なお, 2019 年 03 月 02 日は信州大学にて 「地域・学校全体で取り組むプログラミング教育のスス 

メ」 フォーラム （担 村松浩幸

ショートレター増刊号論文募集のお知らせ（最終報）

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」

（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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最近の論文投稿数と採択率 
本学会の論文誌，英文誌に投稿されました論文の数と採択率を以下に示します．

ただし，2018 年度は，2018 年 04 月から 12 月までに投稿された数となります．    編集長 加藤浩

論文誌（特集号以外）

投稿年度 種別 投稿数 採択 返戻 取り下げ 査読中 採択率 ％

2016 
年度

論文 31 12 17 2 39 
教育システム開発論文 3 2 1 67 
教育実践研究論文 31 8 20 3 26 

資料 11 5 5 1 45 

2017 
年度

論文 36 15 15 6 42 
教育システム開発論文 7 2 5 29 
教育実践研究論文 24 7 15 2 29 

資料 4 1 2 1 25 

2018 
年度

論文 31 2 14 2 13 6 
教育システム開発論文 2 2 0 
教育実践研究論文 16 1 7 8 6 

資料 11 1 3 7 9 
寄書 1 1 0 

論文誌（特集号）

投稿年度 種別 投稿数 採択 返戻 取り下げ 査読中 採択率 ％

2016 
年度

論文 10 2 4 3 20 
教育システム開発論文 1 1 0 
教育実践研究論文 10 2 6 2 20 

資料 4 2 2 50 
巻頭言・総説 3 3 100 

2017 
年度

論文 11 4 6 1 36 
教育システム開発論文 1 1 0 
教育実践研究論文 5 4 1 0 

資料 7 3 3 1 43 
巻頭言・総説・展望 5 5 100 

2018 
年度

論文 14 2 10 2 14 
教育システム開発論文 1 1 0 
教育実践研究論文 14 2 9 3 14 

資料 6 2 4 33 
巻頭言・総説・展望 4 4 100 

論文誌（ショートレター）

投稿年度 種別 投稿数 採択 返戻 取り下げ 査読中 採択率 ％

2016 
年度

ショート 125 55 65 5 44 

2017 
年度

ショート 119 58 58 3 49 

2018 
年度

ショート 103 48 52 3 47 

英文誌

投稿年度 種別 投稿数 採択 返戻 取り下げ 査読中 採択率％

2016 
年度

Paper 1 1 100 
Paper on Educational 

Practice Research 
1 1 0 

Translation 12 10 2 83 

2017 
年度

Paper 3 3 0 
Paper on Educational 

Practice Research 
1 1 0 

Translation 12 10 2 83 

2018 
年度

Paper 4 1 3 25 
Paper on Educational 

Practice Research 
1 1 0 

Translation 8 7 1 88 
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最近の論文投稿数と採択率 
本学会の論文誌，英文誌に投稿されました論文の数と採択率を以下に示します．

ただし，2018 年度は，2018 年 04 月から 12 月までに投稿された数となります．    編集長 加藤浩

論文誌（特集号以外）

投稿年度 種別 投稿数 採択 返戻 取り下げ 査読中 採択率 ％

2016 
年度

論文 31 12 17 2 39 
教育システム開発論文 3 2 1 67 
教育実践研究論文 31 8 20 3 26 

資料 11 5 5 1 45 

2017 
年度

論文 36 15 15 6 42 
教育システム開発論文 7 2 5 29 
教育実践研究論文 24 7 15 2 29 

資料 4 1 2 1 25 

2018 
年度

論文 31 2 14 2 13 6 
教育システム開発論文 2 2 0 
教育実践研究論文 16 1 7 8 6 

資料 11 1 3 7 9 
寄書 1 1 0 

論文誌（特集号）

投稿年度 種別 投稿数 採択 返戻 取り下げ 査読中 採択率 ％

2016 
年度

論文 10 2 4 3 20 
教育システム開発論文 1 1 0 
教育実践研究論文 10 2 6 2 20 

資料 4 2 2 50 
巻頭言・総説 3 3 100 

2017 
年度

論文 11 4 6 1 36 
教育システム開発論文 1 1 0 
教育実践研究論文 5 4 1 0 

資料 7 3 3 1 43 
巻頭言・総説・展望 5 5 100 

2018 
年度

論文 14 2 10 2 14 
教育システム開発論文 1 1 0 
教育実践研究論文 14 2 9 3 14 

資料 6 2 4 33 
巻頭言・総説・展望 4 4 100 

論文誌（ショートレター）

投稿年度 種別 投稿数 採択 返戻 取り下げ 査読中 採択率 ％

2016 
年度

ショート 125 55 65 5 44 

2017 
年度

ショート 119 58 58 3 49 

2018 
年度

ショート 103 48 52 3 47 

英文誌

投稿年度 種別 投稿数 採択 返戻 取り下げ 査読中 採択率％

2016 
年度

Paper 1 1 100 
Paper on Educational 

Practice Research 
1 1 0 

Translation 12 10 2 83 

2017 
年度

Paper 3 3 0 
Paper on Educational 

Practice Research 
1 1 0 

Translation 12 10 2 83 

2018 
年度

Paper 4 1 3 25 
Paper on Educational 

Practice Research 
1 1 0 

Translation 8 7 1 88 

日本教育工学会第 17 期第 13 回理事会議事録 

日時：平成 30 年 11 月 17 日（土）14:40〜17:00 
場所：JAPET&CEC 会議室

出席：理事  鈴木克明 会長，堀田龍也 副会長，美馬のゆり 副会長，稲垣忠，影戸誠， 

木原俊行，久保田賢一，黒田卓，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，山田政寛 

監事 山西潤一 

総務委員会 北澤武 

(合計 19 名)

１．前回の理事会議事録の承認について 

第 17 期第 12 回理事・評議員会(合同)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 11 月 17 日現在の総会員数は 3,094 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) 研究会委員会

研究会と研究会委員会の開催状況について報告があった．

(3) 企画委員会

産学協同セミナー（2019 年 03 月 23 日）と冬の合宿研究会（2019 年 01 月 26，27 日）の報告

があった． 

(4) 大会企画委員会

次期大会企画委員会について，承認した．

(5) 選挙管理委員会

会長，理事，評議員および監事の理事会推薦候補者を選出する予備選挙について報告があった． 

(6) 国際交流

中国技術協会，日中フォーラム，EDU-Port ニッポンの実施について報告があった．

(7) 渉外

今年度の AECT との交流について，および，次回は，2019 年 10 月 21 日〜24 日，ラスベガス

で AECT が開催予定との報告があった．

(8) 広報委員会

ニューズレターVol.232 台割り案が示され，承認した．

(9) SIG 委員会

SIG-11 の継続を承認した．

４．総務・会計 

各委員会の予算，および，旅費・謝金の見直しについて報告があった． 

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．
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17 14  

日時：平成 31 年 01 月 12 日（土）～ 19 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 13 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. 2019 年 01 月 19 日現在の総会員数は，3,103 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)研究会委員会

研究会の開催状況，今後の研究会開催予定について報告があった．

(3)大会企画委員会

大会 2 回化の委員会体制等について検討事項の報告があった．

(4)広報委員会

ニューズレター233 号の台割り案を承認した．

(5)SIG 委員会

SIG 継続申請(条件付き)に関する評価の手続きについて提案があり，承認した．

４．総務・会計

名誉会員候補者選考委員会の設置，国立大学教育研究評価委員会専門委員等の推薦方法を承認した． 
IMETS フォーラム 2018 開催等の報告があった． 

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．
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17 14  

日時：平成 31 年 01 月 12 日（土）～ 19 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 13 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. 2019 年 01 月 19 日現在の総会員数は，3,103 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)研究会委員会

研究会の開催状況，今後の研究会開催予定について報告があった．

(3)大会企画委員会

大会 2 回化の委員会体制等について検討事項の報告があった．

(4)広報委員会

ニューズレター233 号の台割り案を承認した．

(5)SIG 委員会

SIG 継続申請(条件付き)に関する評価の手続きについて提案があり，承認した．

４．総務・会計

名誉会員候補者選考委員会の設置，国立大学教育研究評価委員会専門委員等の推薦方法を承認した． 
IMETS フォーラム 2018 開催等の報告があった． 

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．

2019 年度会費納入のお願い 

本学会の年度会費は前納となっていま

す（定款第８条）．２月下旬に，2019 年

度（2019 年 04 月 01 日～2020 年 03 月

31 日）の会費請求書をお送りします．ク

レジットカード支払い，郵便局からの払

込み，または，会費請求書内面のコンビ

ニエンスストア払込票により年会費を

ご送金くださるようお願いいたします．

（コンビニ決済以外での支払い方法に

ついては学会 Web で確認ください．） 
年会費の年額は右記のとおりです．

本学会では，年会費を納入した会員の

みに論文誌を発送しています．2018 年度

会費未納の会員が会費を送金された場合

には後日まとめて発送します．

（注）論文誌：和文/年４回発行 
増刊号：ショートレター特集/年回１発行 
英文誌：英文/年１回発行 
JSET ：ニューズレター/年６回発行

◆学生会員について

 学生会員は正規の入学者で，研究生は該当しません．

 学生会員の所属機関は，必ず大学名となります．所属機関が大学以外の場合には，正会員または

准会員となります．

 学生会員は，資格条件（大学名，学部名／研究科名，指導教員名，卒業見込／修了見込の年月）

を必ず連絡してください．

 学生会員として資格条件をご連絡いただかないで，年会費 5,500 円を納入された方は，とりあえ

ず准会員に変更させていただいております．

2019年度研究報告集の予約購読料の変更について 
2019年度より，全国大会が年に 2 回開催されることになり３月の研究会はなくなります．従って，研究会

は年 4 回開催となります．それに伴い，研究報告集の予約購読料を，3,000 円に変更いたします． 

2019年度研究報告集の予約購読(年額 3,000円)納入について 
本学会では，研究会を４回開催し，研究報告集を発行しております．この研究報告集は事前に代金3,000円

を送金された会員に配布しています．事前に 3,000 円をご送金ください．

研究会当日，会場で受領できます．不参加の場合は研究会終了後に郵送いたします．年度の途中でご送金

いただいた場合は，次に開催される研究会終了後に，それ以前の報告集を郵送します．

代金後納の場合と非会員の場合は，以下に販売を委託しています．代金：4,000円 
・株式会社毎日学術フォーラム 販売業務課 小田

・〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1-1-1 パレスサイドビル９階 
・TEL. 03-6267-4550 FAX. 03-6267-4555 E-mail.

◆会員種別と年会費・受けるサービス
（入会金 1,000 円） 

会員種別 年会費 論文誌 増刊号 英文誌 JSET 
正会員 9,000 円 1 1 1 1 
准会員 5,500 円 1 1 
学生会員 5,500 円 1 1 1 1 
維持会員 50,000 円/口 3 3 3 3 
名誉会員 無 料 1 1 1 1 
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第34回全国大会講演論文集の購入について
　昨年 9 月に東北大学で開催された第 34 回全国大会の論文集に残部があります．購入をご希望の方は，学会事務局

（office@jset.gr.jp）にメールで在庫を確認の上，以下の金額をご送金ください．ご入金を確認後お送りいたします． 
郵便振込用紙の通信欄に「第 34 回全国大会講演論文集」とご明記ください．特にご要望がない場合，請求書・領

収証等を発行しておりませんので，必要な方はその旨ご記入ください．

・ 第34回全国大会講演論文集冊子 
1部 9,000円（論文集冊子代8,000円＋送料1,000円） 

・ 第34回全国大会講演論文集USBメモリ 
1部 4,500円（論文集USBメモリ代4,000円＋送料500円） 

・ 第34回全国大会講演論文集冊子とUSBメモリセット 
1部 11,000円（論文集冊子とUSBメモリ代10,000円＋送料1,000円）） 

口座番号：00180-2-539055  加入者名：日本教育工学会

 代金後納の場合は，上記の研究会報告集と同様に（株）毎日学術フォーラムに販売を委託しています．代金は，

論文集冊子 10,000円+送料，論文集 USBメモリ 5,000円+送料，論文集冊子と USBメモリセット 12,000円+送料と

なります． 

新入会員（2018 年 11 月 08 日～2019 年 01 月 07 日） 
入会申込者 19 名（正会員：14 名，学生会員：５名） 

正会員（14 名） 

佐藤宏樹 (東京工科大学) 

江頭満正 (尚美学園大学) 

富岡直美 (四国大学短期大学部) 

松本翔里 (港区立笄小学校) 

山崎智仁 (富山大学人間発達科学部

附属特別支援学校) 

加納岳拓 (三重大学)  

佐々木裕直 (豊根村立豊根中学校) 

高橋いづみ (サイバー大学) 

陳輝 (株式会社ネットラーニング) 

小西真人 (岐阜聖徳学園大学) 

井原啓裕 (柏原市立堅上中学校) 

大橋淳史 (愛媛大学) 

髙尾郁子 (京都薬科大学) 

阿部文男 (宮城県仙台東高等学校) 

学生会員（５名）

成田志保 (鳴門教育大学) 

亀岡恭昂 (東京大学大学院) 

大江香織 (愛知教育大学) 

加隝多恵 (熊本大学大学院) 

山咲博昭 (同志社大学大学院) 

以上
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第34回全国大会講演論文集の購入について
　昨年 9 月に東北大学で開催された第 34 回全国大会の論文集に残部があります．購入をご希望の方は，学会事務局

（office@jset.gr.jp）にメールで在庫を確認の上，以下の金額をご送金ください．ご入金を確認後お送りいたします． 
郵便振込用紙の通信欄に「第 34 回全国大会講演論文集」とご明記ください．特にご要望がない場合，請求書・領

収証等を発行しておりませんので，必要な方はその旨ご記入ください．

・ 第34回全国大会講演論文集冊子 
1部 9,000円（論文集冊子代8,000円＋送料1,000円） 

・ 第34回全国大会講演論文集USBメモリ 
1部 4,500円（論文集USBメモリ代4,000円＋送料500円） 

・ 第34回全国大会講演論文集冊子とUSBメモリセット 
1部 11,000円（論文集冊子とUSBメモリ代10,000円＋送料1,000円）） 

口座番号：00180-2-539055  加入者名：日本教育工学会

 代金後納の場合は，上記の研究会報告集と同様に（株）毎日学術フォーラムに販売を委託しています．代金は，

論文集冊子 10,000円+送料，論文集 USBメモリ 5,000円+送料，論文集冊子と USBメモリセット 12,000円+送料と

なります． 

新入会員（2018 年 11 月 08 日～2019 年 01 月 07 日） 
入会申込者 19 名（正会員：14 名，学生会員：５名） 

正会員（14 名） 

佐藤宏樹 (東京工科大学) 

江頭満正 (尚美学園大学) 

富岡直美 (四国大学短期大学部) 

松本翔里 (港区立笄小学校) 

山崎智仁 (富山大学人間発達科学部

附属特別支援学校) 

加納岳拓 (三重大学)  

佐々木裕直 (豊根村立豊根中学校) 

高橋いづみ (サイバー大学) 

陳輝 (株式会社ネットラーニング) 

小西真人 (岐阜聖徳学園大学) 

井原啓裕 (柏原市立堅上中学校) 

大橋淳史 (愛媛大学) 

髙尾郁子 (京都薬科大学) 

阿部文男 (宮城県仙台東高等学校) 

学生会員（５名）

成田志保 (鳴門教育大学) 

亀岡恭昂 (東京大学大学院) 

大江香織 (愛知教育大学) 

加隝多恵 (熊本大学大学院) 

山咲博昭 (同志社大学大学院) 

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）

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
２０１９年
・	２０１９年０３月０４日（月）
大学教員のためのＦＤ研修会（ワークショップ）
「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	神楽坂キャンパス）
・	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０３月２３日（土）
産学協同セミナー
「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」
（内田洋行　新川オフィス）
・	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
２０１９年
・SITE	2019	
	 http://site.aace.org/
	 (3/18	–	22,	Las	Vegas,	USA)
・Global	Learn	2019
	 https://www.aace.org/conf/glearn/
	 (6/10	–	12,	Princeton-Mercer,	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)
・2019	AECT	International	Convention
	 https://members.aect.org/events/call/
	 (10/21	–	25,	Las	Vegas,	USA)
・E-Learn	2019
	 http://www.aace.org/conf/elearn/
	 (11/4	–	7,	New	Orleans,	USA)

２33
２０１9年 3月1日


