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日本教育工学会 2019 年秋季全国大会のお知らせ（第三報） 
大会 Web サイト：https://www.jset.gr.jp/taikai35/ 

 

 日本教育工学会 2019 年秋季全国大会を，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/ 
     （会場までのアクセス:https://www.nagoya-congress-center.jp/access/） 
 

最寄り駅は，地下鉄名城線 西高蔵駅もしくは，地下鉄名港線 日比野駅です．自家用車でのご来場の

場合，駐車場が満車になることもございますので，ご留意ください．なお，宿泊については「15.宿泊に

ついて」をご参照の上，ホテルの確保にご注意下さい． 
 
2．大会日程 

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

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（30 分程度） 

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 

08:45～16:00 受付 
09:00～10:10  

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/日英併

記） 
企画セッション６ 

チュートリアル２（30 分程度） 
13:50～14:50  

キーノート 
15:00～16:30  

シンポジウム 
09:30～17:30 企業展示 09:30～13:50 企業展示 

 
託児所の提供について  

今大会においても，大会期間中に託児室を設置いたします．  
託児室には保育スタッフが常駐します．ご利用いただくには事前にお申込みが必要です． 
詳細は大会 Web サイトを参照してください．（https://www.jset.gr.jp/taikai35/takuji.html） 

・開設日時:2019 年 09 月 07 日（土）09:00～20:00，2019 年 09 月 08 日（日）08:45～17:00 
・対象:生後６ヶ月から６歳まで（未就学児） 
・利用料金:無料 
・利用申し込み受付期限:2019 年 08 月 20 日（火）17:00 
※定員に達した場合は受付終了となります． 
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昼食について 
 会場周辺は飲食店が少ないため，大会の参加申込時にお弁当申込をされなかった参加者は，事前に昼

食を購入して来場することをお勧めします． 
 
3．今大会での注目点・注意点 
・ 今大会でも２回のチュートリアルセッションを開催します．１日目の午前は本学会に初めて参加す

る方を主な対象としたセッション，２日目の午後は本学会論文誌における査読に関して，編集委員

会が主催するセッションを行います． 
・ 昨年度と同様に，国際交流委員会による「President Talk」を実施します．本セッションは，本学会

と交流のある海外の学会から来賓をお迎えして，海外の研究の最新の動向について話題提供してい

ただく予定です． 
・ 秋季全国大会の一般研究発表は，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． 
・ また，一般研究発表（ポスター発表）のポスターは日本語と英語の併記で作成することもできるよ

うになりました（従来通り日本語のみで作成することもできます）． 
・ 今大会より，講演論文集冊子の販売は致しません． 
・ 講演論文集は前回大会に引き続き，USB メモリ版になります． 
・ プログラム集は前大会に引き続き，受付にて印刷した冊子体をお渡しします． 
・ 参加費は，USB メモリ版の講演論文集および，プログラム集を含んだ価格となります． 
・ 企業ランチセッションが 09 月 07 日（土）の 12:00 から行われます．企業ブースへの出展企業から

プレゼンテーションをして頂きます．参加者には，先着 100 名分（２会場合計）のランチ（お弁当）

を無償提供いたします． 
 
4．キーノート・シンポジウム 

2019 年 09 月

07 日（土） 14:20～17:30 

シンポジウム 
デザイン研究をどう実際に行い，教育改善に生かすのか? 
 
【キーノート】 
Susan McKenney（Twente University） 
【シンポジウム】 
指定討論者：岸磨貴子（明治大学） 
パネラー：山口悦司（神戸大学），遠藤育男（伊東市立対島中学校），

益川弘如（聖心女子大学），河野麻沙美（上越教育大学） 
司会：根本淳子（明治学院大学），望月俊男（専修大学） 
※本キーノートとシンポジウムには通訳がつきます． 

 
 デザイン研究（DBR: design-based research）は，教育実践の改善や革新を志向した研究方法論とし

て国内外で定着しつつあり，米国の大学では Ed．M．プログラムで DBR に関する授業が開講されるな

ど，実践者にもその方法が広く知られるようになっている．統制群と実験群をもうけて比較するのでは

なく，教育実践を積み重ねる中で，学習に関する諸理論を駆使したデザインを，教育方法や学習環境に

適用し，その効果を確かめながら，実践の状況にあわせてデザインを反復的に修正していくことをとお

して，これまでの教育実践ではみることができなかった革新的な学習環境のデザイン原則を見いだすこ

とが目指される．したがって，一般的に，デザイン研究では，教育改善を志向する実践者と研究者のパ

ートナーシップの中で，実践と理論を架橋して行われる．しかし，そうした研究プロジェクトの中で，

パートナーシップをどのように構築し，また維持していくのか，どのように成果を実践の中で生かして

いくのかは，論文の中で明瞭に記述されないことが多い．本学会に参加する実践者も研究者も広く知る

ことで，新たな協調と革新が生まれることが期待される． 
 このシンポジウムでは，まずキーノートとして，Conducting Design Research in Education の著者

である Susan McKenney 教授（Twente University）に，デザイン研究をどのように実施していくのか

について概要を説明していただく（日本語通訳あり）．その後，デザイン研究という方法論を実際に現場

でどのように適用し，運用していたのかについて，日本でのこれまでの経緯や実践についてお二方から

紹介していただく．さらに，本学会でも主要なテーマの一つであり，学校教育の授業改善の方法として

定着している「授業研究」とデザイン研究の関係について整理したのち，学校以外の場面で DBR を経
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験している指定討論者と，フロアの参加者からの質疑応答を受けながら，本邦ではどのようにデザイン

研究を実施していくのがよいかを，議論する中で見出していきたい． 
 
キーノート”How to Conduct a Design Research in Educational Practice” 
Susan McKenney（Twente University） 
 
パネルディスカッション 
 
パネラー講演１ 神戸大学における理科教育のデザイン実験：大学から学校へのアプローチ 
山口悦司（神戸大学） 
 
パネラー講演２ 伊東市立東小学校における算数教育のデザイン研究： 

学校から大学へ・学校内でのアプローチ 
遠藤育男（伊東市立対島中学校），益川弘如（聖心女子大学） 
 
パネラー講演３ 授業研究とデザイン研究 
河野麻沙美（上越教育大学） 
 
 

2019 年 09 月

08 日（日） 13:50～16:30 

シンポジウム 
AI 時代に求められる教育工学の役割 
 
【キーノート】 AI は教育をどう変えるか 
       松原仁（はこだて未来大学） 
【シンポジウム】 
司会    村上正行（大阪大学） 

 パネラー  柏原昭博（電気通信大学） 
       重田勝介（北海道大学） 
指定討論者 永田智子（兵庫教育大学） 

 
 2016 年に日本政府が策定した「第 5 期科学技術基本計画」において，サイバー空間（仮想空間）とフ

ィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムにより，経済発展と社会的課題の解決を両立す

る，人間中心の社会である Society5.0 が提唱されている．人工知能（AI）や IoT（Internet of Things）
などの活用により，様々な知識や情報が共有され，いろいろな分野において今までにない新たな価値を

生み出すことが期待されている．また，AI 人材の育成も求められている． 
 本シンポジウムでは，基調講演で松原教授に人工知能の現状や展望についてご紹介いただいた上で，

教育分野への活用に関する研究について話題提供を行い，AI 時代に求められる教育工学の役割につい

て議論する． 
 
キーノート 「AI は教育をどう変えるか」 
松原仁（はこだて未来大） 
         
パネラー講演１ 教育工学における AI 研究のこれまでと今後 
柏原昭博（電気通信大学） 
 
パネラー講演２ AI 時代に期待される教育のオープン化 
重田勝介（北海道大学） 
 
指定討論 永田智子（兵庫教育大学） 
 
５．President Talk 
 大会２日目の午前に開催される President Talk では，海外の学協会関係者をお招きし，最新の研究動

向や理論，概念の紹介，各国における教育工学の重点課題や様々なテクノロジー等を利用した教育実践
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事例の共有が行われます．グローバルなレベルでの今後の研究のあり方について議論する機会となりま

す．ぜひご参加いただきますようお願いいたします． 
 
日時：2019 年 09 月 08 日（日）9:00～11:30（President Talk ①②） 
内容：１．各国代表者より 30 分間の話題提供と 10 分間の質疑応答 
   ２．指定討論者による議題提示 
   ３．全体討論 
言語:英語（通訳はありません） 
登壇者： 
・Martindale, Trey (President of AECT，Mississippi State University) 
・Cho, Eunsoon (President of KSET，Mokwon University) 
・CAET 代表者 ※現在調整中のため決定次第ご案内いたします． 
 
指定討論者：久保田 賢一（関西大学） 
司会：岩﨑千晶（関西大学） 
 
６．チュートリアルセッション 
 本学会にはじめて参加する方のために，１日目にチュートリアル１を行う予定です．本学会の活動内

容について，たとえば教育工学選書や SIG 活動などの紹介を通して，本学会が対象とする学術分野や研

究のテーマ，これまでの研究知見の概要を会長および SIG 委員長が説明します．２日目のチュートリア

ル２では，本学会論文誌「日本教育工学論文誌」の執筆・査読について，編集委員会からお話いただく

予定です． 
 いずれのセッションも大学院生や現職教員，教育工学に関する研究に取り組もうとする研究者の方々

を対象とします． 
 
７．企画セッション 
１ 09 月 07 日（土）09:30～10:30 企業によるワークショップ 
２ 09 月 07 日（土）10:50～11:50 実行委員会によるワークショップ 
３ 09 月 08 日（日）09:00～10:00 企業によるワークショップ 
４ 09 月 08 日（日）10:20～11:20 名誉会員のお二人を囲んで今後の教育工学を考える 
５ 09 月 08 日（日）11:30～12:30 JSET コミュニティ構築企画：教育工学者との出会い 
６ 09 月 08 日（日）12:30～13:30 JSET Vision 2030：学会の将来構想公開討論会 

 
８．一般研究（ポスター発表） 
 秋季全国大会の一般研究発表は，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．また，前回の大会よりポスターは日本

語と英語の併記で作成することもできるようになりました．従来通り日本語のみで作成することもでき

ます．ただし，日本語と英語の併記で作成したポスターの内容を発表する場合は，発表日は 2019 年 09
月 08 日（日）の一般研究発表５の時間帯に限られますので，ご注意ください． 
 
９．発表時間 
 発表時間は以下の予定です． 
 [一般研究] ＜ポスター発表＞70 分（昨年のポスター発表より，10 分短くなっています） 
 
10．発表内容の撮影，録音，録画等について 
 発表者，参加者の双方に次のことをお願いいたします． 

1. 発表者は参加者が発表内容を撮影，録音，録画する可能性のあることを承知の上で発表して下

さい．参加者に記録されると問題が生じる可能性がある場合には，発表者自身が参加者に記録

しないよう指示して下さい． 
2. 撮影，録音，録画したものについて，日本国の著作権法が規定している範囲以外で利用される

場合は，発表者の許可をとって下さい． 
3. 大会スタッフが記録用写真やニューズレター用写真を撮影します．撮影を拒否される方は，記

録係のスタッフに撮影しないようお伝え下さい． 
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11．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． 
 
12．大会の参加申込及び受付等について 
 大会に参加を希望される方は，以下の手順に従って申し込みをお願いします． 
 
(1) 参加費等について 
 発表者の事前支払期限は，すでに締め切られました．発表者以外の方の事前支払期限は，クレジット

カード払いの場合も払込・振替の場合も 07 月 30 日（火）です． 
 
参加費  正・准会員（名誉会員は無料） 7,000 円（当日は 9,000 円） 
学生会員            2,000 円（当日は 4,000 円） 
非会員             9,000 円（当日は 11,000 円） 
非会員の学生                4,000 円（当日は 6,000 円） 
懇親会費     4,000 円（当日は 5,000 円） 
講演論文集代（USB メモリ版）:          4,000 円 
 
 参加費には，プログラム冊子および USB メモリ版講演論文集代を含みます．参加費には，昼食費等

の食事代は含まれておりません．企業ランチセッションは，企業からの協賛費用から先着 100 名分（２

会場合計）のお弁当を提供するもので，参加費とは無関係です． 
 事前支払期限以降に送金された場合は，当日参加の場合との差額を会場でお支払い頂きます．なお，

事前支払期限までに発表者の参加費の納入が確認できない場合は，発表取り消しとなりますので，ご注

意下さい． 
 お支払い後，07 月 30 日（火）までのキャンセルについては，大会企画委員会（ ）

までご連絡下さい．送金なさった分を次年度の年会費に振り替えることができます．返金はできません．

非会員の場合は入会をして頂くことになります．この日以降は，ご連絡頂いても，原則として振替等が

できないことをご了解下さい． 
 大会参加費を事前に送金し，学会事務局に連絡することなく，大会に参加されなかった場合には，そ

の旨を大会企画委員会（ ）までご連絡下さい．プログラム冊子と USB メモリ版

講演論文集をお送りします． 
 卒業見込み年月が過ぎた学生会員で継続の連絡がない場合は，「准会員」に会員種別が変更されてい

ます．学生会員としての特典はありませんので，ご注意下さい． 
 
(2) 事前の送金と参加登録について 
 講演申し込み，事前参加申し込みのシステムには，大会Webサイト（https://www.jset.gr.jp/taikai35/）
からアクセスして下さい．支払い方法は，「①クレジットカード」「②払込・振替」「③当日現金で支払い」

の３つから選択できます． 
 
①クレジットカードによる支払い 
・ 申し込み後に，クレジットカードの情報を入力する画面に進めます． 
②払込・振替 
・ 申し込み時に表示される金額と送金内容を，郵便局に備え付けの払込取扱票に記入して，郵便局の

窓口から送金して下さい．必ず会員番号をご記入下さい．  
③当日現金で支払い 
・ クレジットカード，振込・振替による事前送金を締め切った後に選択できるようになります． 
・ 事前参加登録をして頂きますと，会場での受付が簡便になります． 
・ 登録内容が記入された電子メールが届きますので，それを印刷して，当日，会場受付にお出し下さ

い．この場合，当日参加票に記入する必要はありません． 
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(3) 参加証，領収書について 
・ クレジットカードによる支払い，あるいは払込・振替で事前送金された参加者には，大会当日，受

付で「大会参加証（名札用）」，「領収書」をお渡しします．電子メールでの送付はありませんので，

ご注意下さい． 
 
(4) 講演論文集のダウンロードについて 
・ 事前申し込みされた方は，大会初日の約１週間前（08 月 30 日（金）を予定）から講演論文集をダ

ウンロードしていただけるようになります． 
 
13．会場の設備について 
 ポスター発表の会場では，ポスター掲示用パネル（W900×H2100）を用意する予定です．また，机

および電源は用意されませんので，それを前提にした発表準備をお願いいたします． 
 
14．企業の展示について 
 大会期間中の07日（土），08日（日）の２日間，会場内展示ブースにて企業展示を行います．ま

た，07日（土）の12:00からは，出展企業による企業ランチセッションも行います．出展企業によるプ

レゼンテーションを行い，参加者には，先着100名分（２会場合計）のランチ（お弁当）を無償提供い

たします． 
 

15．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

旋をご案内します．詳細は大会Webサイト（https://www.jset.gr.jp/taikai35/）を参照して下さい． 
 
16．問い合わせ先 
 大会全般に関しては以下にお問い合わせ下さい．  
 大会企画委員会（秋季全国大会） 問い合わせ用電子メールアドレス

 
 
 
 
 
 
 
 
  

委員長 寺嶋浩介（大阪教育大学） 
副委員長 姫野完治（北海道教育大学） 
委員 
(五十音順) 

金子大輔（北星学園大学） 
小林由昭（内田洋行） 
近藤秀樹（九州工業大学） 
坂本將暢（名古屋大学） 
瀬戸崎典夫（長崎大学） 
伏木田稚子（首都大学東京） 
古田紫帆（大手前大学） 

担当副会長 美馬のゆり（公立はこだて未来大学） 
アドバイザ 鈴木克明（熊本大学） 
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コミュニティ構築企画（最終報） 
 
■テーマ：教育工学研究者とのエンカウンター 
■趣旨 
ここ 10 年間，本学会を取り巻く環境は大きく変化しております．特に，教育工学系の大学院コース

は減少・縮小していく傾向にあり，学部生や大学院生，現職教員，企業の方々を緩やかにつなげる共同

体の形成や，相互に学びあう場として，本学会が果たす役割は大きくなっています．そこで，本企画で

は，教育工学に興味を持つ方々のコミュニティを活性化するため，07 月末に開催される JSET 研究会

とあわせて合宿形式での懇親会ならびにワークショップを開催します． 
懇親会では，これまで，教育工学に興味を持っていたけれども，実践者や研究者と交流が少なく，研

究や進路に関する相談などをする機会を得たい方，教育実践をしながら研究をしている方が，教育工学

研究者らと交流する場をつくります．インフォーマルに研究の相談や進路の相談をされたい方は，ご参

加下さい． 
研究ワークショップでは，学部生・大学院生，現職教員，教育に関わっている実践者，セカンドキャ

リアとして研究者を目指す社会人などを対象に，教育工学に関する研究について議論をします．企画担

当者らが，教育工学的に研究するとはどういうことなのかを簡単に説明した後，まだ研究になっていな

いシーズ（種）や，うまく進んでいないお困りネタなど，参加者が持ち寄ったテーマでグループを構成

し，解決方法を検討していきます．教育工学に興味を持ち，研究を志す学生，院生，社会人，企業人の

皆様方にご参加いただきたいと考えております．ご家族での参加も大歓迎です．道後温泉でお会いしま

しょう． 
 
■日程：2019 年 07 月 27 日（土） 懇親会（JSET 研究会終了後） 

07 月 28 日（日） 研究ワークショップ（10:00～12:00） 
 
■会場:宿泊施設（壱湯の守）にて行います．懇親会のみの参加も可能です． 
（懇親会会費:5,500 円を予定） 
 
■宿泊施設:奥道後温泉 壱湯の守 https://www.okudogo.co.jp/ 
・ 宿泊代（１泊朝食付き） は，ツインのシングルユースは 14,190 円（税・入湯税込），ツイン２名

１室）は一人当たり 10,950 円（税・入湯税込）となります． 
・ 会場の部屋タイプがツインのみのため，宿泊はツインのシングルユース，もしくはツインでの利用

のみとなります．宿泊予約の際に，必ず部屋タイプ（ツインのシングルユースまたはツイン）をご

指定下さい． 
・ 研究会会場から宿泊施設（壱湯の守）までは無料バスにて送迎いたします． 
・ 宿泊予約は，JSET の Web サイトからリンクされた申込ページで，参加申し込みと同時に受付，会

場・宿泊担当が取りまとめて手配いたします．なお，確保している部屋数に限りがございますので，

定員になり次第，締め切らせていただきます． 
・ 壱湯の守での宿泊を希望されない方は，ご自身で松山市近隣のホテルをご予約下さい． 
 
■申し込み:日本教育工学会 HP の「コミュニティ」タグからアクセス 

(http://www.jset.gr.jp/comunity/20190727.html) 
2019 年 07 月 12 日（金）17:00 までにお申し込み下さい． 

  
■問い合わせ先

企画担当：森田裕介（早稲田大学） 
宿泊・会場担当：仲道雅輝（愛媛大学） 
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日本教育工学会研究会   http://www.jset.gr.jp/study-group/ 
研究会の開催 

 

テーマ 高等教育における FD・SD・IR・学修支援/一般 
●日  時：2019 年 7 月 27 日（土） 
●会  場：愛媛大学 城北キャンパス 愛大ミューズ棟 ３階 

（〒790-8577 愛媛県松山市文京町 3） 
●担  当：仲道雅輝

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階ミーティングルーム），A 会場（３階 M33 教室）B 会場（3 階 M32 教室） 
C 会場（１階アクティブ・ラーニング・スペース２） 
 

10:00-10:05 諸連絡 

10:05-12:10 午前の部 

    
A1) シラバス作成支援のためのルーブリックの試作 

根岸千悠，浦田悠，大山牧子（大阪大学），野瀬由季子（大阪大学大学院），佐藤浩章（大阪大

学） 
A2) マス型大学における中途退学者予測モデルの作成 

 西山慶太（専修大学） 
A3) ある地方国立大学における学修支援プログラムの現状と課題―支援学生調査からの示唆― 

保坂雅子（琉球大学） 
A4) 教授方法の可視化による授業改善についての考察―アクティブ・ラーニングポイントの妥当性検証

― 
高林友美，林透（山口大学） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
B1) プロジェクト型授業における学びのスケッチの試行 

竹岡篤永（明石工業高等専門学校），高橋暁子（徳島大学），根本淳子（明治学院大学） 
B2) チームによる授業観察の質的向上に関する考察 

 古田紫帆（大手前大学），古田壮宏（奈良教育大学），吉川裕之（奈良女子大学附属中等教育学

校） 
B3) 初任者教員が引き起こすリアリティ・ショックに関する一考察―教員志望学生が持つ教師としての

信念に着目して― 
 後藤壮史（奈良県王寺町立王寺小学校） 

B4) 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レジリエンスを高める学校教育の

在り方 
 勝田拓真，藤村裕一（鳴門教育大学大学院） 

B5) 教員育成指標で示されている人材像の特徴と教員養成学部及び教職大学院との比較 
谷塚光典（信州大学） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C1) 諸外国のプログラミングに関する学習のカリキュラムの調査 

小田理代，堀田龍也（東北大学大学院） 
C2) インクルーシブ教育に関する保育者の知識と意識の実態に関する研究 

 中川志保，藤村裕一（鳴門教育大学大学院） 
C3) 保育者の給食指導に関する意識の分析と考察 

坂本佳子，中川志保，藤村裕一（鳴門教育大学大学院） 
C4) 日本人院生による日本語教育と専門教育をつなぐ留学生向け講座の試み 

向井留実子（東京大学大学院） 
C5) 英語科現職中高教員に対する効果的なオンライン再教育モデルの模索 

 松本佳穂子（東海大学） 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
13:05-13:10 委員会挨拶・諸連絡 

13:10-14:50 午後の部① 
A5) 短大生の就職活動終了時期の予測モデルの開発 

研究会 

2019 
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片瀬拓弥（清泉女学院短期大学） 
A6) グローバル循環型人材育成プログラムの開発 

 矢野孝一（神戸情報大学院大学），武田亘明（札幌市立大学） 
A7) 日本教育工学会 FD ワークショップにおける改訂版最終レポート添削ルーブリックの形成的評価 

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） 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
B6) 相互利益に配慮した海外体験学習の成果検証に関する一考察―インドネシアの観光村の事例― 

 藤山一郎（和歌山大学），大山牧子（大阪大学） 
B7) 学校司書の職務の実態と困難感に関する研究 

 青山亜希子，藤村裕一（鳴門教育大学大学院） 
B8) 客観的臨床能力試験の医療面接における教員評価表の内容妥当性の検討 

田邊聖，高崎裕子，岡真由美（川崎医療福祉大学），是村由佳（コレムラ技研） 
B9) 初年次教育におけるレポート作成の指導法とルーブリック評価によるフィードバックの効果 

酒井浩二，小澤千晶，土井淳子，阿部一晴，乾明紀（京都光華女子大学） 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 15:05-17:10 午後の部② 

 
A8) 大学入学共通テストの試行調査問題数学Ⅰ・数学 A の調査結果からみる高校生の統計的リテラシー

の実態 
槇誠司（東京情報大学），堀田龍也（東北大学大学院） 

A9) フィリピンの地方で行う小学校理科において ICT を活用できる分野の選定 
鳥井新太，上舘（山口）美緒里（関西大学大学院），久保田賢一（関西大学） 

A10) Society 5.0 により変化する工業人像への高等学校生徒の認識とその背景に関する考察 
 西本卓，藤村裕一（鳴門教育大学大学院） 

A11) 教育工学的視点による保育内容「環境」の授業実践の試み 
 波多野和彦（江戸川大学），中村佐里（自由学園最高学部），松田清美（福岡こども短期大学），

大塚紫乃（江戸川大学） 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
B10) ビデオゲームのメディア文化論とメディア・リテラシー－情報モラルにおけるゲーム・リテラシー

に関わる授業実践－ 
 小孫康平（皇學館大学） 

B11) ICT 支援員の支援業務の現状と教員が求める支援業務の差異に関する研究 
 炭村紀子，藤村裕一（鳴門教育大学大学院） 

B12) へき地における地域資源を活用した ICT 教育プログラムの実践と分析 
上舘（山口）美緒里，中川恭輔，垣脇健吾，山野井優人（関西大学大学院） 

B13) 小学校高学年児童のマンガに対する意識・態度に関する調査結果の分析 
 大久保紀一朗，和田裕一，窪俊一，堀田龍也（東北大学大学院） 

 
● 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（3,000 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．  
● 市内電車環状線の「赤十字病院前」駅から徒歩５分です．詳しくは，愛媛大学 城北キャンパスの「交

通アクセス」（https://www.ehime-u.ac.jp/overview/access/johoku/）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：キャンパス内に生協食堂，大学周辺にコンビニエンスストアや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：教育方法・授業改善/一般 

●日  時：2019 年 10 月 19 日（土） 
●申込締切：2019 年 8 月 19 日（月）17 時 

●会  場：甲南大学 岡本キャンパス（担当：千葉美保子） 
●原稿提出：2019 年 9 月 17 日（火）17 時 

●募集内容： 
近年，急激な社会の変化のなかで，教育現場では学習者

の主体性を引き出し，学びの質を高めるための多様な取り

組みが行われています．学習の質を高めるための教育方法

やその改善・開発に関する議論は，初等中等教育のみなら

ず，高等教育においても，教授主体から学習者主体への転

換が推奨されて以降一層の高まりを見せ，アクティブラー

ニングを主軸に多種多様なアプローチからの授業改善やそ

の効果測定・評価が議論されてきました． 
これらの状況を背景に，本研究会では初等中等教育，高

等教育における教育方法・授業改善に関する研究報告を広

く募集し，それぞれの教育現場での知見を共有する場を設

けたいと考えています．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 3,000 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 教育の情報化と授業研究／一般   
●日  時：2019 年 5 月 18 日 
●発表件数：42 件 

●会  場：鹿児島大学 
●参加者数：106 名（内非会員 42 名） 

今回の研究会では，「教育の情報化と授業研究」をメイ

ンテーマに実施し，一般発表を合わせ，42 件の発表があり

ました．100 名を超える参加者で用意した研究報告集が不

足してしまうほど，盛会となりました．小学校プログラミ

ング教育や教員研修等，学校現場の教育課題に関連する研

究成果が報告されました． 
研究会では，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：山本朋弘（鹿児島大学大学院）  
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日本教育工学会論文誌 特集号 論文募集（第一報） 

「特集：STEM/STEAM 教育」 
 

STEM 教育は，既存の教科・領域の枠組みを超えて科学（Science），技術（Technology），工学

（Engineering），数学（Mathematics）を横断的かつ探究的に学ぶ新しい学びのフレームワークです．

芸術（Art）を加えて，STEAM 教育と呼ばれることもあります．日本では，科学教育，技術教育，数学

教育，情報教育（プログラミング教育を含む）や，芸術教育などの研究領域と関連があり，近年，実践

的な取り組みも行われるようになってきました．本学会においても，「STEM/STEAM 教育」に関する

実践的な研究の知見を蓄積し，国内外に広く示していくことが求められています．皆様の研究の成果を

ご投稿くださいますよう，よろしくお願い申し上げます． 
 
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．フォーマル，インフォーマルを問わず，

様々な分野で行われている STEM/STEAM 教育の設計・実践・評価に関する研究を広く募集いたしま

す． 
(1) 幼児教育，初等中等教育，高等教育における設計・実践・評価 
(2) 教員養成や人材育成における設計・実践・評価 
(3) NPO 活動，企業や組織の研修，生涯学習などの設計・実践・評価 
(4) 実社会に関連した問題解決的な学びに関する設計・実践・評価 
(5) 芸術活動と STEM が融合した学びに関する設計・実践・評価 
(6) 学習支援システムやツールなどの開発・評価 
 
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，投稿規定をご覧ください．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

ませんのでご注意ください．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．あらかじめご了承下さい． 
 
３．論文投稿締切日（2020 年 11 月発行予定） 

論文投稿締切は 2020 年の 02 月初旬になる予定です．詳しい締切日などは，次回のニューズレター

や学会 Web サイトで告知します． 
 
４．論文投稿の仕方 
原稿は，「執筆の手引」（http://www.jset.gr.jp/thesis/index.html）に従って執筆し，学会ホームペ

ージの会員専用 Web サイトから電子投稿してください．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 

 
６．特集号編集委員会 
特集号編集委員長      森田裕介 
特集号副編集委員長      舟生日出男 
特集号幹事         （検討中） 
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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 第２期第６回研究会 

『第７回情報教育研究会 in 江戸川大学』開催案内 

 下記の通り，江戸川大学情報教育研究所との共催で，「第７回情報教育研究会 in 江戸川大学」を開催

します．多くの方々のご参加をお待ちしております． 
 
●日時:2019 年 08 月 04 日（日）13:00～18:00 
●会場：江戸川大学駒木キャンパス（流山おおたかの森駅 or 豊四季駅） 
●主題：「小学校からのプログラミング教育必修化が何を目指すのか，高校では何を準備すべきか?」 
●講演：「小学校プログラミング教育導入の背景・ねらい，それを受けて必要な高等学校改革とは」 

安彦広斉（文部科学省） 
「みんなを笑顔にするプログラミング的思考の育成」 

東京都公立小学校視聴覚教育（情報教育）研究会 
「何のために共通教科「情報」が設立され必修化されたのか？ 

～普通（一般）教育と専門教育のあり方をふまえた準備～」 
松田稔樹（東京工業大学） 

「小中高大連携を目指した情報教育」 
玉田和恵 神部順子 山口敏和 小原裕二（江戸川大学）  

●パネルディスカッション: 
小中学校の先生方「プログラミング教育必修化目前の現状と本音」 
高等学校の先生方「小学校からのプログラミング必修化，高校では何を準備するの?」 

● 申し込み・問い合わせ先:江戸川大学企画総務課 
（TEL）04-7152-9908（E-mail）

文責：玉田和恵（江戸川大学） 
 

SIG-07 インストラクショナルデザイン 

『ID 勉強会（自主ゼミ）』開催案内 
SIG-07 では，今年度，オンラインで２か月に１回程度の頻度で ID 勉強会（自主ゼミ）を開催します．

テーマは毎回異なる予定ですが，参加者が持ち回りで ID 関連論文または ID 専門書の講読を行います

（いわゆる，輪読です）．SIG コアメンバーとともに，輪読に参加いただける方を募集いたします． 
 
●次回日時：2019 年 08 月 29 日（木）10：00～10：40 
●会場：Zoom （開催１週間程前に，参加者へメールにて URL を通知します） 
●参加者数：20 名程度の予定 
●参加費：無料 
●参加申込：SIG-07 の Web サイトからお申し込み下さい（https：//sites.google.com/view/jset-sig-id） 
 
※毎回の詳細（テーマおよび今後の開催日時等）も，SIG-07 の Web サイトでご案内いたします． 
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SIG-06 協調学習・学習科学／SIG-13 STEM 教育 共催 

『Learning from E-Textiles: Broadening Participation and 

Deepening Learning』ワークショップ開催案内 
●日時：2019 年 09 月 06 日（金）14：00～17：00 
●会場：Cue, 株式会社オカムラ 中部支社内 大名古屋ビルジング 14F 
●参加について：お借りするワークショップ・スペースの関係上，参加者に人数制限がございます．下記

のフォームからご登録頂いたうえで（締切を 07/31 とします），企画側で審議のうえ，ご参加頂く方に

は追ってご連絡申し上げます． 
●登壇者：Kylie Peppler， PhD（University of California at Irvine） 
●テーマ：Learning from E-Textiles： Broadening Participation and Deepening Learning 
●共催：Research and Education Center for the Learning Sciences, Shizuoka University,  

JSET SIG-06， SIG-13 
●参加申し込みフォーム: http://urx.blue/vgVU （締切 2019 年 07 月 31 日（水）） 
This workshop focuses on a set of tools and materials called e-textiles–computers and electronics 
integrated into clothing and other accessories–which represent a unique nexus of three distinct and 
historically gendered practices: crafting, coding and electronics. This workshop will briefly review 
the prior research that demonstrates how these tools and materials bear traces of their unique 
histories of cultural use and access, representing a more inclusive (and arguably more effective) 
means for teaching electronics and circuitry than traditional toolkits. The workshop will engage 
participants in learning how to design e-textiles as well as introduce next steps for incorporation 
into classroom and after-school activities. The implications for rethinking our current educational 
toolkits to align with deeper conceptual understanding as well as a set of general design principles 
for fostering more equitable participation in classrooms will be discussed. 
 
SIG-03 第 11 回研究会 

『若手研究者向け科学研究費申請ワークショップ』開催案内 
●日時:2019 年 09 月 09 日（月）10:00～16:00 
※開始・終了時間は多少前後する可能性があります 
●会場:名古屋工業大学（愛知県名古屋市昭和区御器所町） 
●参加者数:20 名程度 
●参加費:無料 
●テーマ:「若手研究者向け科学研究費申請ワークショップ」 
●プログラム（予定）: 
10:00～10:20 趣旨説明・会場校から説明 江木啓訓（電気通信大学），立岩佑一郎（名古屋工業大学） 
10:20～15:30 研究計画に関するグループディスカッション （途中，各自で昼食） 
15:30～16:00 全体討論とまとめ 
●参加申込:日本教育工学会 Web ページからお申し込み下さい．http://www.jset.gr.jp/sig/sig03.html 
 
教育工学研究を推進する研究者が，文部科学省科学研究費助成事業に申請することの重要性は論を俟

ちません．既に各研究機関や学会において，外部競争的資金を獲得するための計画書作成に関する講習，

経験者による添削などの取り組みがあります． 
「教育・学習支援システムの開発・実践」の研究領域において，若手研究者の申請を支援するワーク

ショップを実施します．参加者が自身の申請書を持ち寄り，採択経験者を交えて研究計画に関するグル

ープディスカッションを行います．「科研が書けん!」が「科研が書けた!」となることを目指します． 
全員がディスカッションに参加する形式で開催しますので，ご自身の申請書の資料をご準備のうえお

越し下さい． 
※参加には，ワークショップで取り扱う研究計画に関する，守秘義務への誓約が必要です． 
※本研究会は SIG が独自に開催する行事であり，日本教育工学会本体および日本学術振興会等が関わ

る行事ではありません． 
※本研究会への参加とワークショップの内容が，助成事業の審査に影響することはありません．実際の

申請書の作成・応募は，ご自身の判断で行って下さい． 
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SIG-07 インストラクショナルデザイン 

『ID 勉強会（自主ゼミ）』第２回・第３回「ID 理論の構築」開催報告 
 日時：2019 年 05 月 11 日（土）16:15～17:45 
 会場：［対面］溜池山王みんなの会議室 
 参加者数：計６名 
 

 ID 勉強会（自主ゼミ）第２回は，前回に続き「ID 理論の構築」をテーマに，以下の論文講読をしま

した． 
 
Lee,J., Lim,C., & Kim,H．(2017)．Development of an instructional design model for flipped learning 

in higher education．Educational Technology Research and Development,65 (2)，427-453． 
Luo,H., Koszalka,T.A., Arnone,M.P., & Choi,I.(2018). Applying case-based method in designing self-

directed online instruction: a formative research study. Educational Technology Research and 
Development,66 (2),515-544． 

 
第 1 回で時間超過となってしまった内容の続きのため，前回参加者にのみ声をかけ，小規模開催をい

たしました．Lee et al.（2017）では，理論的に構築した初期モデルを反復的に改善し，最後は大学での

実践を経て反転授業の設計モデルが開発されており，モデル開発のプロセスがわかりやすいといった意

見がでました．Luo et al．（2018）は，自己主導型オンライン学習のデザインに CBM（case-based method）
を取り入れ，CBM の有効性を確認し，理論を精錬させようという内容でした．ID モデル開発の方法論

としては形成的研究（Formative Research；FM）を用いており，FM と DBR（Design-Based Research）
の違いなどについて議論が行われました． 
 

 日時：2019 年 06 月 19 日（水）09:30～10:10 
 会場：［オンライン］Zoom 
 参加者数：計７名 
 

 ID 勉強会（自主ゼミ）第３回も「ID 理論の構築」をテーマに，以下の論文講読をしました． 
 
Lee,J. & Jang,S.(2014). A methodological framework for instructional design model development: 

Critical dimensions and synthesized procedures. Educational Technology Research and 
Development,62 (6): 743-765． 

 
 今回は Zoom を使ったオンライン開催の試験として，SIG コアメンバーを中心に実施しました．講

読した論文では 20 件の ID モデル開発論文のレビューに基づき，10 タイプの ID モデル開発手法が提

案されており，概念的 ID モデルと手続き的 ID モデルの開発手法の違い，理論主導型のアプローチと

実践主導型のアプローチのバランスなどについて議論が行われました． 
 
 第２回・第３回のレジメ等は後日 SIG-07 の Web サイト（https://sites.google.com/view/jset-sig-id）
で公開予定です． 
 

文責：高橋暁子（徳島大学） 
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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０７月２７日（土）
	 		研究会「高等教育における	FD・SD・IR・学修支援/一般」
（愛媛大学）
・	２０１９年０７月２７日（土）〜２８日（日）
	 	コミュニティ構築企画　研究ワークショップ（奥道後温
泉	壱湯の守画）

・	２０１９年０８月０４日（日）
	 	SIG-１０　『第７回情報教育研究会 in江戸川大学』（江
戸川大学）

・	２０１９年０９月０６日（金）
	 		SIG-０６	『Learning	 from	E-Textiles:	Broadening	
Participation	and	Deepening	Learning』
	 ワークショップ（Cue,	株式会社オカムラ）
・	２０１９年０９月０７日（土）〜０８日（日）
	 ２０１９年秋季全国大会（第３５回）（名古屋国際会議場）
・	２０１９年０９月０９日（月）
	 	SIG-０３	『若手研究者向け科学研究費申請』ワーク
ショップ（名古屋工業大学）

・	２０１９年１０月１９日（土）
	 研究会「教育方法・授業改善/一般」（甲南大学）
・	２０１９年１２月０８日（日）
	 大学教員のためのFD研修会
・	２０１９年１２月１４日（土）
	 	研究会「情報モラル教育の実践 /一般」（東洋英和女
学院大学）

◎国際会議の案内
２０１９年
・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)
・TALE2019
	 http://tale2019.org/
	 (12/10–13,	Yogyakarta,	Indonesia)

２36
２０１9年 7月16日


