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日本教育工学会 年秋期全国大会の御礼
大会実行委員会委員長 大谷尚（名古屋大学）

2019年09月07日（土）～08日（日）に名古屋国際会議場で開催されました日本教育工学会2019年秋期全国
大会（第35回）について，実行委員会を代表してご報告申し上げます． 

ご承知のように，本学会設立35年目にあたっての種々の検討の結果，今年度から秋期と春期の２回の全国大会
が，それぞれ２日間で開催されることになりました．また，一般研究発表は，秋期大会はポスター発表に，春期

大会は口頭発表に焦点化され，この２つの大会がその特色を生かして開催されることになりました． 

今回の大会はその第１回目として，多くのことを新規に計画しなければならないため，実行委員会は，さまざ

まな点で細心の注意を払いながらも，適切で合理的な意思決定を必要に応じて大胆に行うことで，今後の大会運

営のための新たなスタイルを創出することに努めました．おかげさまで今回，大会を２回に分けたにもかかわら

ず，801人の参加者を得て，全体会，キーノート・シンポジウム，チュートリアルセッション，プレジデントトー
ク，６つの企画セッションが行われるとともに，326件の研究発表が行われました．また，企業展示と企業ランチ
セッションも行われました．また，１日目の夜には，200名以上の参加者を得て，懇親会が開催されましたが，そ
こでは特に多様な層の参加者が相互に交流する様子が見られました．  

大変残念なことがあるとすれば，台風の接近のため，大会２日目に交通機関への大きな影響が出たことです．

特にJR東海は，午後2:20に，それまでの運休の予定をさらに繰り上げて，下りは午後3時以降，上りは午後4
時以降に順次運転を取りやめると発表しました．この情報は，キーノート・シンポジウムに熱心に参加なさって

いる会員には届いていない可能性があると判断し，学会本部とも相談して，シンポジウムの途中で参加者にお伝

えしました．このような状況で，早めに会場を去らなければならなくなった会員もいらっしゃいましたが，むし

ろ多くの会員は，それでも会場に残って下さり，実行委員会として大変感激いたしました． 

それでも今回の大会は，セッションの実際の観察，参加者との対話，そしてアンケートの結果などから，参加

者に概ね好評だったと自己評価しております．大会実行委員会も終了後に，心地よい疲労感とともに達成感を感

じることができました．本実行委員会を信じてこのような重要な課題と貴重な機会を与えて下さったことについ

て，学会長，大会企画委員長をはじめとするすべての学会員のみなさまに，深く感謝申し上げます．本大会が，

秋期全国大会のスローガン「じっくり議論」にふさわしい深い対話の機会となり，参加者にとって意義深いもの

となったとすれば，実行委員一同，大変嬉しく存じます． 

とはいえ，多くの新しい企画ゆえ，参加者のみなさまにご満足頂けなかった面もあったことと思います．その

ような点につきましても，ぜひ忌憚のないご意見をお寄せ下さいますようお願い申し上げます．今回の運営につ

いて，また実施上の反省点などについては，その詳細を次回以降の大会実行委員会に申し送りさせて頂きます．

今後の本学会大会のいっそうの発展に役立てて頂ければ誠に幸いです． 

最後になりましたが，本大会の実施にあたって，ご援助を下さった各企業のみなさま，またご協力下さいまし

た名古屋国際会議場，株式会社コングレに，深い謝意を表します． 
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日本教育工学会 年春季全国大会のお知らせ（第一報）
 
日本教育工学会2020年春季全国大会を下記のように 信州大学長野キャンパスにおいて開催します．既に告知

してきましたように，これまで毎年３月に開催してきた研究会は，今年度より春季全国大会となりました．多くの

方々のご参加をお待ちしています．また，研究発表にもふるってご応募下さい．

１．開催期日・会場

期日：2020年02月29日（土）～03月01日（日）（今年度から２日間の開催となります）
会場：信州大学長野キャンパス 〒380-8544 長野県長野市西長野６のロ

https://www.shinshu-u.ac.jp/access/nagano_education/ 
最寄駅

・JR長野駅善光寺口１番のりばでアルピコバス「善光寺大門行（びんずる号）」，「善光寺経由宇木行」，「善光寺・
西条経由若槻東条行」，「善光寺・若槻団地経由若槻東条行」のいずれかに乗車（10分），バス停「花の小路」下
車．（徒歩５分）

・JR長野駅善光寺口４番のりばで中心市街地循環バス『ぐるりん号』に乗車（15分），バス停「信大教育学部前」
下車．（徒歩１分）

・JR長野駅善光寺口７番のりばで，アルピコバス「県道経由戸隠中社行」，「鬼無里行」，「川後経由滝屋行」のいず
れかに乗車（ 分），バス停「信大教育学部前」下車．（徒歩１分）

２．大会日程

現在，今春大会からスタートさせる新企画もあり，プログラム調整中です，決まり次第，Webページ，ならびに
ニューズレターにてお知らせいたします．

３．SIGセッション
日本教育工学会では現在，研究グループである”Special Interest Group (SIG)”で研究活動を活発に進めています．
それぞれのSIGから研究テーマや活動，JSETにおける役割などをライトニングトークの形で紹介します．

４．シンポジウム

今大会ではシンポジウムを開催予定です．テーマは現在検討中ですので，詳細が決まり次第，Webページ，ニュ
ーズレターにてお知らせいたします．

５．一般研究（口頭発表）

春季全国大会の一般研究発表は口頭発表のみです．所定の時間内に発表を終え，質疑応答時間を設定します．発

表者交代のための時間を１分設けます．またインターナショナルセッションも一般研究発表と並行で行います．テ

ーマに関するカテゴリーについては現在，検討中です．決まり次第，Webページ，ニューズレターにてお知らせい
たします．

なお，お申し込み時にご希望された発表セッションのテーマに関するカテゴリーは大会企画委員会（春大会）で

調整させていただく場合がございます．

６．新企画

春季全国大会から一般研究発表に加え，新しい企画を検討中です．詳細が決まり次第，Webページ，ニューズレ
ターでお知らせいたします．
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７．発表時間

発表時間は発表申込された件数で調整をいたします．決まり次第，Webページ，ニューズレターにてお知らせい
たします．

８．その他

上記以外にも春季全国大会では新たな運営方針も検討されていますので，決まり次第，Webページ，ニューズレ
ターにてお知らせいたします．

９．大会までのスケジュール

2019年 12月04日（水）一般研究発表申し込み・原稿提出開始（２ページ）
参加費事前送金開始

2020年 01月08日（水）17時00分 原稿提出締切

2020年 01月15日（水）17時00分 参加者の参加費事前送金締切（クレジット，振込・振替共に）

2020年 01月29日（水）発表者以外の参加費等事前送金期限（クレジット，振込・振替共に）
＊提出原稿の差し替え期間はございませんので，ご注意下さい

10．発表申込等 
（1）発表者の資格 
・ 発表者 は，本学会の会員に限ります．ただし，会員以外が連名者となることは，差し支えありません．ここで

いう 発表者 とは，ファースト・オーサーあるいは連名者という意味ではなく，大会当日発表される方です．

・ 発表者 が年会費を納入されていない場合は，発表申し込みを行えません．また， 発表者 には，事前に大会参

加費を送金して頂くことになっております．なお，大会企画委員会が特に発表を依頼した場合はこの限りではあ

りません．

・維持会員に所属する方は，個人会員として入会していなくても最大３名まで発表ができます．ただし，大会参加

費はお支払い頂きます．該当する発表者は，2020年01月07日（火）までに大会企画委員会（ ）

にご連絡下さい．この期限を過ぎた後の受付はできませんので，ご注意下さい．

（2）発表申込件数の制限 
・会員は，一般研究で１件を発表者として申し込むことができます．

・発表者でない連名者の件数には，制限はありません．

（3）一般研究の発表申込方法 
・詳細が決まり次第，大会Webサイトにて案内いたします．その案内に従って 原稿ご提出をお願いします．

・発表日時の希望には応じられません．

・原稿の提出締切は，2020年01月08日（水）17時00分です．

（4）原稿ファイルの作成と提出 
・書式は，大会Webサイトに掲載されるテンプレートをご参照下さい．原稿は，A４サイズで２ページです．１ペ
ージや３ページ以上のものは受け付けません．

・講演論文集の電子ファイルは，本文中の文字列が検索できる方法で製作します．そのため，原稿ファイルはPDF/X-
1a形式で提出して頂きます．

・その他の原稿ファイル作成時の注意点

1．PDF 作成時に，図表やキャプションの位置が意図しない場所に移動することがあります．作成した
PDFを印刷してチェックしたのち，投稿して下さい． 
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2．PDF にフォントが埋め込まれているか自信がない場合には，一般的なフォント，文字コードを利用
して下さい．文字コードによっては，検索できない場合もあります． 

3．提出して頂いたファイルの書式や文字化け等のチェック作業は，大会企画委員会では行いません． 

（5）その他, 発表に関するお願いや注意点 
・原稿は，あるレベルで完結した内容であることを求めます．「結果は当日会場で発表する」等の書き方はしないで

下さい．大会企画委員会で判断し，修正を求める場合があります．

・類似の内容，シリーズ的な内容を複数の発表者に分割して申し込むことはできません．

・講演論文集の発行日は，事前申込者がダウンロード可能になる日です．

・提出された原稿は，学会が Web サイト等に掲載することを許諾して頂きます．
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日本教育工学会研究会

研究会の開催

テーマ 教育方法・授業改善／一般 
●日 時：2019年10月19日（土） 
●会 場：甲南大学 岡本キャンパス 8号館 
（〒658-0072 兵庫県神戸市東灘区岡本８丁目９−１） 
●担 当：千葉美保子 

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（8号館1階エントランスホール），A会場（２階821教室），B会場（２階822教室），C会場（２階823），

D会場（２階812教室） 
 

～ 諸連絡

～ 午前の部

    
A１) 大学生の主体的なリフレクションを生み出す指導者の手立てについての一考察 

芥川元喜（金沢星稜大学） 
A２) 第二外国語教育における会話型学習支援システムの開発に関する仮説 

星野リョウ（神戸大学） 
A３) 記憶再生マップを用いた初年次教育の授業改善に関する実践研究 

角和博（佐賀大学），古川美樹（佐賀県武雄市朝日小学校） 
A４) 小学校外国語教育の改善に向けた校内研修の運営方法に関する研究 

後藤壮史（奈良県王寺町立王寺小学校） 
A５) 振り返りの反復による学習効果に関する考察 

貝増匡俊（神戸女子大学），豊田寿行（公立鳥取環境大学），上向井裕介（神戸女子大学） 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
B１) 教育工学的な視点による保育内容「環境」の授業実践の試み（２） 

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） 
B２) 並行授業の知識獲得を基にした情報学演習の展開 

神谷勇毅（鈴鹿大学短期大学部） 
B３) 妖怪ワークショップの開発と実践 －文化教育・メディアリテラシー教育に向けて－ 

山田寛邦（東京大学大学院） 
B４) 基礎的 ITリテラシーを踏まえた教科情報のカリキュラムの検討―プログラミングを題材として― 

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），波多野和彦（江戸川大学） 
B５) コアカリキュラムに則した科目「教育の方法と技術」の再設計 

田中洋一（仁愛女子短期大学／熊本大学大学院） 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C１) 卒業研究のルーブリック評価による卒業時の質保証の検証 

酒井浩二，土居淳子，Carolyn Wright，知念葉子，吉田咲子，高野拓樹，佐滝剛弘（京都光華女子大学） 
C２) 著作権法の制度は，著作者を保護しているのか －各種コンテストの著作権規定から考える－ 

世良清，中村遥人，長田尚也，松田睦利（三重県立津商業高等学校） 
C３) セルフ・ハンディキャッピングとハーディネスを用いた社会人学生の類型化と成績・学習時間との関係 

中村康則（早稲田大学大学院），向後千春（早稲田大学） 
C４) 成人向けライフキャリア支援プログラムの実践と評価 

廣瀬由美子（早稲田大学大学院），森玲奈（帝京大学），向後千春（早稲田大学） 
C５) 日本語WEB聴解教材試用調査における自由回答記述の分析 

阪上彩子（関西学院大学） 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
D１) 教科担任制の中学校教員における採点業務の分析と採点時の思考に関する一考察 ―採点支援システムを用

いた場合との比較を交えて― 
中川哲，堀田龍也（東北大学大学院） 

D２) 聴覚と音声に関する授業研究（２） ―音声の特徴と活用について考えるための授業実践― 

研究会
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金子俊明（筑波大学附属聴覚特別支援学校） 
D３) 大学入学共通テストの数学における「波及効果」 

小張幸宏，伊藤稔（東京理科大学大学院） 
D４) 「昆虫の体のつくり」におけるアリを用いた教材開発－小学校理科教材の開発と授業設計－ 

吉澤樹理（明星大学大学院／立教大学） ，今野貴之（明星大学） 
D５) 図解を活用したライティングセミナーの実践 

福山佑樹，鈴木浩子（明星大学） 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

～ 委員会挨拶・諸連絡

～ 午後の部①

 
A６) 高等学校教育における ICTを活用した授業改善―英語科と家庭科におけるeポートフォリオの活用― 

時任隼平（関西学院大学） 
A７) 高等学校現代文の授業における動画活用の実践に関する一考察 

大井良知（大阪教育大学附属高等学校池田校舎） 
A８) 協働学習を導入した高等学校数学の授業設計－学習方略の獲得と数学の内容習得への効果検討－ 

名知秀斗（岐阜県立多治見北高等学校） 
A９) 哲学対話を中心とした高等学校「倫理」の評価法について 

二宮徳次郎（京都府立朱雀高等学校） 
A10) 解決策提案型PBLのサポート科目における形成的評価に関する検討 

長田尚子（立命館大学），江口瑛子（株式会社HRインスティテュート），森田泰暢（福岡大学）， 
中川洋子（立命館大学） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
B６) テキストへの理解を深める「クイズ読み」の効果と検証 

竹岡篤永（明石工業高等専門学校） 
B７) 教員養成課程における学生のICT活用能力育成を目的とした協働的に授業改善を行う授業研究の提案 

浅井瑞希，高村浩輝，森本康彦（東京学芸大学） 
B８) 中学校におけるキャリアパス志向と知財に関する意識の相関性の検証 

渥美勇輝（三重県鈴鹿市立平田野中学校），世良清（三重県立津商業高等学校），吉田拓也（四天王寺学園高 
等学校・中学校） 

B９) 記憶の再生マップによる小学校理科学習の授業改善に関する実証研究 
古川美樹（佐賀県武雄市立朝日小学校），角和博（佐賀大学），岩永雅也（放送大学） 

B10) RPAの教育分野への応用－BizRobo!とG Suiteの連携による著作権教育― 
田中健吾（香蘭女子短期大学） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C６) 小学校児童のスマートフォン等の利用に関する調査 

岸誠一，吉田千代，中尾姫梨（中国学園大学） 
C７) 小学校プログラミング教育にペアプログラミングを取り入れた実践の評価 

中山舞祐，森本康彦（東京学芸大学） 
C８) タンジブルと身体化デザインを取り入れたプログラミング学習のための教材開発―教員養成学生を対象にし

た実践とその効果― 
新井しのぶ，岩男芙美，田中るみこ，白石恵里，野上俊一（中村学園大学），大庭美奈（九州産業大学） 

C９) 大学生のパソコン操作スキルへの自信は授業内容への自信にどのように影響するか 
石川奈保子（早稲田大学），丸山美紀（早稲田大学大学院） 

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

午後の部②

 
A11) 発達障害の特性を持つ学生の対応と授業のUD化の考察－保育内容「人間関係」の授業改善を例として－ 

高林友美（サイバー大学） 
A12) 作業療法評価技術の授業改善を考える－OSCE場面のテキストマイニングによる分析－ 

川上永子（兵庫教育大学大学院／四條畷学園大学），掛川淳一，小川修史（兵庫教育大学大学院），杉原勝美

（四條畷学園大学），森広浩一郎（兵庫教育大学大学院） 
A13) プログラミング導入教育の実践と評価 

新開純子，早勢欣和（富山高等専門学校） 
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A14) 看護学実習における遅延便益の享受と学習経験レベルの要因の関係－看護学でのコミュニケーション学習に
着目して－ 
川本弥希（東京工業大学），石橋嘉一（横浜商科大学） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
B11) 小学校及び中学校の校務分掌における統計的リテラシー項目の分類による比較検討 

槇誠司（東京情報大学），中野博幸（上越教育大学），堀田龍也（東北大学大学院） 
B12) 「修学旅行探究ノート」を活用した高等学校における探究的な学びの実践と評価 

野口雅純，森本康彦（東京学芸大学），牧野雄一郎（株式会社JTB） 
B13) スマートフォンを用いた相互評価によるプレゼンテーションスキルの改善 

北村雅則（南山大学） 
B14) 映像教材の難易度に関するタギング操作と視聴操作の関連性に関する一検討 

長濱澄（東京工業大学），浅見隆平（早稲田大学），奥本隼（株式会社TwoGate），梅村恭司（豊橋技術科学
大学），森田裕介（早稲田大学） 

● 発表時間：当研究会は会員・非会員による討論の場を作ることを目的として開催してきました．討論時間を確保す
るために，持ち時間24分において質疑応答の時間を5分以上は確保していただいております．よろしくご理解願い
ます． 
● 参加費用：参加費は無料です．研究会報告集の年間予約購読代金（3,000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．  
● 阪急「岡本」駅から徒歩 10 分，JR「摂津本山」駅から約 12 分です．詳しくは，甲南大学キャンパスマップ
（https://www.konan-u.ac.jp/access/#link1）をご参照ください．なお，キャンパス内に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，大学内にコンビニエンスストアや飲食店があります．ご都合にあわせ各自
ご利用ください.

研究会の発表募集 テーマ：情報モラル教育の実践／一般

●日 時：2019年12月14日（土） 
●申込締切：2019年10月15日（火） 時 

●会 場：東洋英和女学院大学（担当：酒井郷平） 
●原稿提出：2019年11月11日（月） 時 

●募集内容： 
近年，スマートフォンやタブレットPCの普及に伴い，子どもた
ちの SNS に関するトラブルやネット依存など様々な問題が報告
されています．そこで，これらの問題に対処するため，子どもたち

への情報モラル教育の必要性が指摘されています． 
また，学校教育においてもプログラミング教育の充実や情報活

用能力の育成が目指されており，これらの資質能力とあわせた形

で情報モラルの醸成を目指していことは重要であると考えられま

す．しかしながら，現状の学校現場における情報モラル教育の実践

について，十分な知見が蓄積されているとはいえず，様々な課題が

残されています． 
このような状況を背景に，本研究会では情報モラル教育の実践

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 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． 
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日本教育工学会論文誌 特集号 論文募集（第三報）
「特集： 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）
論文投稿の締切は 2020年の02月初旬となる予定です．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．問い合せ先

日本教育工学会事務局 TEL：03-5549-2263 
FAX：03-5575-5366
Email

６．特集号編集委員会

特集号編集委員長 森田裕介（早稲田大学）

特集号副編集委員長 舟生日出男（創価大学）

特集号幹事 北澤武（東京学芸大学），瀬戸崎典夫（長崎大学）

  

Japan Society for Educational Technology

9



  

ショートレター増刊号論文募集のお知らせ（第一報）

日本教育工学会論文誌 の発行

論文受付締切： 年 月 日（水）

 
日本教育工学会論文誌 vol.44, 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．  
 
投稿規定に明記していますが，以下の点を投稿にあ

たってご注意下さい． 
 
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. 2020年 12 月に発刊の予定です 
 
ショートレターの内容については，例えば，以下の

ような内容が考えられます． 
 
• 全国大会や研究会で発表した内容をまとめたもの 
• 教育システム開発や教育実践をベースにした実践

と知見をまとめたもの 
• 教育工学研究としての速報的な内容 
• 卒業論文や修士論文等としてまとめた内容など 
 
なお，ショートレターとして掲載されたものを一層

充実させて，論文あるいは資料としての条件を満たす

ように記述したものは，論文あるいは資料に投稿でき

ます． 
 
ページ数が限られていることから，タイトル，著

者，内容については十分厳選の上，ご執筆下さい． 
特に，ショートレターの趣旨から，多人数の連名著

者はさけて下さい．研究全体がプロジェクトチームに

よる共同研究であっても，実際にショートレターの限

られた内容に直接携わり，執筆した研究者にして下さ

い． 
 
ショートレターの査読日程予定 
（2019 年度）： 
04月 担当及び査読者の指名 
05月 編集委員会で査読進捗状況の確認 
07月 編集委員会で採録，返戻の第１回決定 
09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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  安彦広斉による講演 松田稔樹による講演 高校教員によるパネルディスカッション 

コンピテンシースタンダードと能力評価手法の開発 第６回研究会

『情報教育研究会』開催報告
●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） 
●参加者数：103名 
●テーマ：「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？」 
●プログラム： 
１）Society5.0時代の人材育成について～22世紀までたくましく生き抜くための高等学校改革とは～ 

安彦広斉（文部科学省） 
２）みんなを笑顔にするためのプログラミング的思考の育成 

箕輪幸一（台東区立金曽木小学校） 
３）小中学校の先生方によるパネルディスカッション 「プログラミング教育必修化を目前の現状と本音」 

赤嶺富美子（練馬区立光和小学校） 曽木誠（杉並区立杉並第九小学校） 
清水祥平（越谷市立大袋小学校） 小川裕也（柏市立第三小学校） 岡崎靖（青梅市立第一中学校） 
伊藤太一（大島町立第一中学校） 尾山雅和（稲城市立稲城第五中学校） 

４）「江戸川大学の情報教育の取り組み 
～（１）情報モラル，（２）学童クラブでの取り組み，（３）STEM・プログラミング」 
玉田和恵・神部順子・山口敏和・小原裕二・八木徹（江戸川大学） 

５）「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／江戸川大学情報教育研究所） 

６）高等学校の先生方のパネルディスカッション 
 「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？」 

橋真也（千葉県立千葉高等学校）  春日井優（埼玉県立川越南高等学校） 
津賀宗充（茨城県教育庁高校教育課） 滑川敬章（千葉県立津田沼高等学校） 
能城茂雄（東京都立三鷹中等教育学校） 生田研一郎（中央大学杉並高等学校） 

 柴田功（神奈川県教育委員会教育局） 
本SIGの目的の１つは，学習指導要領改訂に寄与する研究成果の発信と蓄積である．情報教育研究会は本学会が
設立当初から関わってきた高等学校共通教科「情報」の教員を対象に毎年夏に開催されている．今年は，2020年よ
り小学校からのプログラミング教育必修化される目的は何か，高等学校共通教科「情報」では何を準備すべきか，

ということをテーマとした．そのため，小学校のプログラミング教育必修化を牽引した文部科学省安彦広斉視学官

から Society5.0 時代の人材育成を目的とした小学校からのプログラミング教育ついて講演をいただいた．その後，
小学校での先進事例が紹介され，小中学校の先生方によるプログラミング教育の現状に関するパネルディスカッシ

ョンが行われた．続いて，SIG-10コアメンバーの松田から，何のために共通教科「情報」が設立され必修化された
のかについて講演があり，高等学校教員によるパネルディスカッションが行われた． 

文責：玉田和恵（江戸川大学）・松田稔樹（東京工業大学） 
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メディア・リテラシー，メディア教育 第 回研究会

『先行研究の概観と今後の研究課題 ４ 』開催報告
●日時：2019年08月25日（日）13:30～16:00 
●会場：日本体育大学 世田谷キャンパス 
●参加者数：10名 
●テーマ：メディア・リテラシーに関する先行研究の概観と今後の研究課題(4) 
●プログラム： 
１．趣旨説明 中橋雄（武蔵大学） 
２．国際研究交流の報告 
・「第７回中日教育工学セミナー（2019年07月）での日本のメディア・リテラシー教育についての発表報告」 
宇治橋祐之（NHK放送文化研究所），佐藤和紀（常葉大学） 
３．研究発表・研究交流 
・「実践研究（後期中等教育）に関する先行研究の概観」鶴田利郎（国際医療福祉大学） 
・「国語科におけるメディア・リテラシー教育実践の先行研究の概観」奥泉香（日本体育大学） 
４．閉会・諸連絡 

 
SNSなどの普及によるメディア環境の変化や新しい教育課程の実施に伴って，教育工学における「メディア・リ
テラシー，メディア教育」研究のあり方も問い直していく必要があります．そのために，SIGコアメンバーが先行
研究の整理と研究課題の提案を行い，参加者と意見交流する研究会を開催しました．まず，SIG代表の中橋雄（武
蔵大学）から，今回の研究会は，「国際研究交流の報告」と「研究発表・研究交流」の２部構成になっているという

説明がなされました．特に「研究発表・研究交流」においては，メディア・リテラシーに関する先行研究で扱われ

てきた多様な研究テーマのうち，今回は「（３）実践研究」に関する先行研究についてレビューした発表を受けて，

全員で議論したいという確認がなされました． 
第７回中日教育工学セミナーについては，まず宇治橋祐之（NHK 放送文化研究所）から日本のメディア利用の
現状，SIG-08メディア・リテラシー，メディア教育の設立趣旨と活動状況，メディア・リテラシー教育の放送番組
について発表を行い，「メディア・リテラシー教育では技術の側面は教えるのか．ねらいは何か」，「生徒には受信者，

発信者どちらの立場を伝えるのか」，「評価の基準」，「年間のカリキュラム」などについて質疑，議論が行われたこ

とが報告されました．次に佐藤和紀（常葉大学）からは，日本のメディア・リテラシー教育の研究動向，日本の小

学校の教育課程とメディア・リテラシーなどについて発表を行い，「プログラミング教育」，「小学校での ICT活用
授業の実践と現状」，「メディア・リテラシーをナショナルカリキュラムでどのような工夫をして実践するのか」な

どについて質疑，議論が行われたことが報告されました． 
次に研究発表・研究交流について，第一発表者の鶴田利郎（国際医療福祉大学）から，「実践研究（後期中等教育）

に関する先行研究の概観」というタイトルで報告しました．高等学校における実践研究について，教育工学に限定

せずに論文データベースで情報を収集すると，初等教育や前期中等教育に比べて事例数は少ないが，その中で情報

科や国語科，社会科で行われている研究が多いことを明らかにしました．そして高等学校では，必修となっている

情報科を中心に，批判的な読みや創造的な表現をはじめ多くの実践が蓄積されている国語科，政治や経済，社会問

題などに踏み込んだ実践が蓄積されている社会科においてメディア・リテラシー育成を考えていく重要性が意識さ

れていることについて述べました． 
第二発表者の奥泉香（日本体育大学）からは，「国語科におけるメディア・リテラシー教育実践の先行研究の概観」

というタイトルで報告が行われました．1990年代後半からの国語科におけるメディア・リテラシー教育の変遷につ
いて，2000年前後から多くの実践が開発され発表されていること，2000年から 2010年ごろにかけて国語科で扱
われる教材の内容や媒体の種類において拡張がなされていること，また学習内容や学習方法についてメディアの言

語とその特性の学習，批判的な理解とその枠組みの学習などの点で変容や発展が見られていることなどが報告され

ました．またBurn(2017)が，参加型文化を念頭においた国語科の授業実践では，今まで以上にリプレゼンテーショ
ンの能力，及びその検討能力が重要になってきていると指摘していることなど，今後の実践の展望について述べら

れました． 
今回の研究会は，前回の会に引き続き，参加者全員がメディア・リテラシー教育の実践研究の現状を知り，今後

の方向性について深く考えるよい機会となりました． 
文責：鶴田利郎（国際医療福祉大学） 
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インストラクショナルデザイン

『第４回 勉強会（自主ゼミ）』開催報告
●日時：2019年08月29日（木）10:00～10:40 
●会場：[オンライン] Zoom 
●参加者数：８名 

 
SIG-07（インストラクショナルデザイン：Instructional Design，ID)では，オンラインで１～２か月に１回程度
の頻度で ID勉強会（自主ゼミ）を開催しています．毎回テーマは異なり，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． 
第４回の題材は，以下の論文でした． 
 
Kun Li, Jon M, Keller (2018) Use of the ARCS model in education: A literature review. Computers & Education, 

122, 54-62 
 
SIG-07のメーリングリストおよびWebページにて勉強会の参加メンバーを募集し，オンラインで開催しました． 
勉強会は，担当者が作成した資料（スライドとレジメ）を画面で共有しながら進められました．はじめに，担当

者から論文の概要（背景，目的，手続き，研究結果など）について説明が行われました．その間，参加者は，チャ

ットへ質問や疑問点などをコメントしていきました．続いて，参加者のコメントに基づき，ディスカッションが行

われました．ディスカッションでは，動機づけ（学習意欲の向上，達成など）の検討に妥当な調査期間，DBR（design-
based research）のプロセスに基づき設計・実践する必要性，さらに，自己評価によるモチベーションや態度の測
定などに関する議論が行われました． 

 
レジメなどの詳細は，Webページからご覧いただけます（Webページの「活動報告」では，過去の勉強会の資料
も紹介しています）． 

 
 

 
第５回 ID勉強会は，以下の書籍（第１章）を題材として，10月16日（水）に開催される予定です． 
◆ Lin Lin , J. Michael Spector（編著）  The Sciences of Learning and Instructional Design.
 

 
SIG-07では，引き続き ID勉強会の参加メンバーを募集しています．SIG-IDのWebページ「ID勉強会（自主
ゼミ）メンバー募集」には，勉強会の目的と参加要件，開催予定などを掲示しています．参加を希望される方は，

Webページの申し込みフォームからお申し込みください． 
 

 
今後の予定などの最新情報は，SIG-07のWebサイトにて随時更新します． 
https://sites.google.com/view/jset-sig-id 

 
文責：杉浦真由美（札幌医科大学） 
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協調学習・学習科学， 教育 共催

『

』ワークショップ開催報告
 
●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 大名古屋ビルヂング14F） 
●講演者：Kylie Peppler, PhD（University of California, Irvine） 
●参加人数：34名 
●テーマ：Learning from E-Textiles: Broadening Participation and Deepening Learning 
 
 

SIG-06（協調学習・学習科学）・SIG-13（STEM教育）では，静岡大学学習科学研究教育センター（RECLS）
との共催で，カリフォルニア大学アーバイン校のKylie Pepplerを招聘し，電池や電球などの電子機器を埋め込む
ことができるファブリック，「e テキスタイル（E-textile）」を活用した教材を体験するワークショップを開催しま
した． 
ワークショップの前半では，大島純（静岡大学）による翻訳のもと，e テキスタイルを使った学習やねらいにつ
いて説明がなされました．具体的には，電気回路における「電流」や「極性」，「接続」の深い理解を目的に開発さ

れたeテキスタイル教材を，従来の電気回路実験キットを含む他の既存教材と比較した結果，従来の電気回路実験
キットによる学習効果（転移課題）が最も低く，e テキスタイルによる学習効果が最も高い結果となった知見が紹
介されました．また，本教材を開発した背景として，従来の教材にはジェンダー視点に偏りがあり，女子の科学に

対する興味・関心を育てるには，女子が主体的に取り組みたいと思える教材が必要である点が挙げられました． 
後半では，参加者が３，４名のグループに分かれ，Pepplerが準備した素材と工具を使って実際に eテキスタイ
ルを制作しました．具体的には，LEDとスナップボタンを導電糸でフェルト生地に縫い付けることで電気回路を作
り，腕に巻きつけてスナップボタンを付けると LEDが点灯する腕輪を制作しました．また，グルーガンで飾りを
接着することで，様々なデザインの腕輪が出来上がりました．制作の体験後，参加者とともにeテキスタイルの制
作を通して科学的な概念理解が構成されるメカニズムなどについて活発な議論がなされました． 
当日の講演の様子はSIG-06 Facebookページ（https://goo.gl/E2ZSwT）で公開予定です． 

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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●日時：2019年10月15日（火）17：00〜20：00（途中参加退場いただけます） 
●会場：東京工業大学 キャンパスイノベーションセンター（東京都港区）  
●参加者数：30名（先着） 
●内容：小学校プログラミング教育研究会は，プログラミング教育に関わる研究や授業実践，ツールに関する

話題提供，情報交換やワークショップを通して，小学校プログラミング教育への疑問や不安を解消・軽減する

こと，ネットワークを広げることを目的に開催していきます． 

●アジェンダ： 
  体験セッション：17:00 - 18:00 
・Cricket（マサチューセッツ工科大学メディアラボ開発のプログラマブルコンピュータ） 

 
話題提供セッション：18:00 - 19:00 
・小学校プログラミング教育研究会の立ち上げ（安藤明伸：宮城教育大学） 
・日中教育工学フォーラム報告（森秀樹：東京工業大学） 
・マサチューセッツ工科大学によるプログラミングツール開発を振り返る（森秀樹：東京工業大学） 
～Logo，Programmable Bricks，Cricket，Scratch～ 

 
交流セッション：19:00 - 20:00 
・参加者間での交流や議論，プログラミングツール体験の続きなど自由にお使いいただきます． 

 
●申込：https://forms.gle/v3TCiM6ReTB9t4f69 

情報教育

『第 回，第 回情報教育研究会』開催案内
 
第15回情報教育研究会「ロボットやAIが普及する時代の情報モラルの現状について」 
 

AI，IoT等が実用化されていく中，自動運転やドローンの運用について議論がなされている．研究会では，ロボ
ットやAIが普及する時代の情報モラルに関する昨今の問題の検討を行います．ロボットやAIが普及する時代の情
報モラルアンケート結果の速報も公開します． 

 
日時 2019年11月14日（木）13:00～14:50 

13:00～13:20 skype接続・自己紹介 
13:20～14:00 情報モラルに関するアンケート結果の速報 
14:00～14:50 全体討議 
申し込み期限 11月12日（火） 

 
第16回情報教育研究会「ロボットやAIが普及する時代の情報モラルカリキュラム検討会」 
 
日時 2019年12月27日（金）14:30～16:30 
場所 岐阜聖徳学園大学短期大学 岐阜キャンパス（岐阜県岐阜市中鶉1-38） 
申し込み期限 12月25日（水） 

 
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：

小学校プログラミング教育

『第 回小学校プログラミング教育研究会』開催案内
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高等教育・ 第 回研究会

『トピックモデルによるテキストデータの分析の実践』開催案内
●日時：2019年11月23 日（土）13：00～17：00 
●会場：東北学院大学 土樋キャンパス ホーイ館記念館 ３階308教室 
●参加者数：20名程度 
●テーマ：「トピックモデルによるテキストデータの分析の実践」 
昨今，教育分野においても，学習活動や各種調査等をとおして，電子データの形で，大量のテキストデータを得
られるようになってきました．こうしたテキストデータを適切に分析すれば，幅広く深い情報を引き出すことがで

きます．本研究会では，SIG代表者の松河が開発した分析支援ソフトを活用した，トピックモデルによるテキスト
データの内容分類の方法を紹介します．また，参加者には分析に使用するソフトを領分してワークショップ形式で

分析を体験してもらいます．ソフトはお持ち帰りいただき，一定の条件の下，今後の分析や研究にお使いいただけ

ます．参加要件として，64bit版のWindowsと，64bit版のExcelがインストールされたノートPCを持参くださ
い．また，eduroamのアカウントをお持ち出ない方は，ご自身でネットワーク環境をご用意ください． 

 
●プログラム： 

12:45-13:00 受付 
13:00-13:05 趣旨説明  
13:05-14:00 トピックモデルも用いたデータ分析と分析ソフトの機能の説明 
14:00-14:30 ソフトのインストール等，分析のための環境設定 
14:30-15:00  休憩 
15:00-16:55  データ分析の体験と結果の活用のためのワークショップ 
16:55-17:00  閉会の挨拶 
 
●申込：https://forms.gle/4QTuXqrxUR2VEqkW9（11月16日（土）まで） 

 
●日時：2019年12月21日（土）13：00～17：00 
●会場：株式会社内田洋行 新川本社（ユビキタス協創広場 CANVAS）B1F（東京都中央区）  
●参加者数：30名（先着） 
●テーマ：「ICT？EdTech？テクノロジーは子どもの学びをどこまで支援できるのか？」 
教育におけるテクノロジーを活用したイノベーションを志向するキーワードとして「EdTech」が注目されていま
す．本ワークショップでは，適応学習（Adaptive Learning）型の教材を複数の企業から提供していただき，「学び
の個別最適化」がどの程度，実現可能なのか体験します．後半では，学校を含む教育現場での活用アイデアや，こ

のようなサービスを実証的に研究する際の手法や留意点等について意見交換を行います．研究者，院生，教員の他，

EdTechに関心を持つさまざまな立場の方の参加をお待ちしております． 
●プログラム： 

12:30-13:00 受付 
13:00-13:35 開会・趣旨説明 稲垣忠（東北学院大学） 
13:05-13:30   基調講演「ICTとEdTech〜学びを助けるテクノロジの動向」稲垣忠（東北学院大学） 
13:30-15:00 各社のサービスの説明および体験 
15:15-16:00  研究者からの質問（教材の構造，利用シーン，UX等の観点から） 

コーディネータ 倉田伸（長崎大学） 
16:00-17:00  活用・検証アイデアワークショップ  

ファシリテーター 小池翔太（千葉大学教育学部附属小学校） 
 
●申込：http://ur0.work/ATV0（11月30日（土）まで）

教育の情報化 第９回ワークショップ

『 ？ ？テクノロジーは子どもの学びをどこまで支援できるのか？』

開催案内
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高等教育・ インストラクショナルデザイン 企画

『大学教員のための 研修会（ワークショップ）』開催案内
（最終報）

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．本年度の研修内容

は，2011年度から好評である内容を踏襲し，「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－」をテ
ーマに開催いたします．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，認定ファシリテータ
ー向けの添削者研修も併せて実施する予定です．例年，３月に東京で実施していたものを，今年度は 12 月に関西
で実施することとしました．ぜひ奮ってご参加ください． 
 
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．2011年度から好評の内容を踏襲し，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行うことで，当日の活動を，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/work191208.html 
 
■ FD研修 
日時：2019年12月8日（日）13:00～17:45 
会場：関西大学千里山キャンパス（お申込み後，詳細をご案内します.） 
（阪急北千里線「関大前」駅下車，会場まで10分程度） 

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，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． 

 
■ ファシリテーター研修 
日時：2019年12月8日（日） 

9:30～12:00（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：関西大学千里山キャンパス（FD研修会と同会場を予定しています.） 
定員：8名（申し込み着順で，定員になり次第，締め切ります．） 
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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（12月08日（日）午前），ファシリテーター候補者としてFD研修への
参加（12月08日（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情報交換会を予定しております（会費：一律3,000円）． 
 
■ 添削者研修 
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３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・ファシリテーター研修を受講し認定ファシリテーター証が授与されていること 
3) 添削者研修の事前課題・最終レポートを提出する意思があること 

○事前課題：FD研修会開催の約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・ファシリテーター研修受講者の皆様と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： 

【SIG01】岩﨑千晶（関西大学）・遠海友紀（東北学院大学）・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（大阪大学）・森幹彦（法政大学）・渡辺雄貴
（東京理科大学） 

【SIG07】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）・渡邉文枝（東北大学） 

監修：鈴木克明（熊本大学・日本教育工学会会長） 
幹事：千葉美保子（甲南大学），岩﨑千晶（関西大学） 
 
◆【お問合せ先】千葉美保子 E-mail: fd-
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日本教育工学会第 期第３回理事会議事録
 
日時：2019年08月16日（金）～22日（木） 
場所：電子メールによる 
出席：理事       鈴木克明 会長，赤倉貴子 副会長，堀田龍也 副会長，山内祐平 副会長， 

室田真男 事務局長，新井健一，稲垣忠，岩崎千晶，大久保昇，小柳和喜雄，北澤武， 
木原俊行，向後千春，高橋純，寺嶋浩介，永田智子，西森年寿，根本淳子， 
姫野完治，益子典文，松河秀哉，村上正行，森田裕介，望月俊男，山田政寛 

監事 山西潤一，吉崎静夫 
総務委員会 池尻良平 

 （合計 28名） 
 
1. 前回の理事会議事録の承認について 
第18期第３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08月22日（木）現在の総会員数は3,098名となっ
た． 

3. 各種委員会から 
(1) 編集委員会 
論文誌編集進捗状況の報告があった． 

(2) 広報委員会 
ニューズレター238号と239号の台割りの提案と今後のスケジュールを承認した． 

(3) 大会企画委員会-春 
全国大会春季大会のスケジュールに伴う原稿締め切り期日に対する対応，原稿チェックの方針，懇親会

費と懇親会費キャンセルの対応について報告があった．プログラム案，新企画，シンポジウムの配信，子

連れ参加承諾方針，予稿集のオンライン配信一本化について承認した． 
(4) 企画委員会 

2019年06月29日のシンポジウムのパブリックコメントと委員の交代・新体制について承認した． 
(5) 国際交流 
国際交流委員交代について承認した． 

4. 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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日本教育工学会第 期第４回理事・評議会（合同）議事録

日時：2019年09月06日（金）17 00～18 30
場所：名古屋国際会議場 ２号館221室
出席：理事 鈴木克明 会長，赤倉貴子 副会長，室田真男 事務局長，新井健一，稲垣忠，岩崎千晶，北澤武，

高橋純，寺嶋浩介，永田智子，西森年寿，根本淳子，姫野完治，益子典文，松河秀哉，

村上正行，森田裕介，山田政寛

評議員 池尻良平，江木啓訓，影戸誠，加藤浩，岸磨貴子，瀬戸崎典夫，高橋暁子，田口真奈，時任隼平，

藤本徹，益川弘如，渡辺雄貴

監事 山西潤一 吉崎静夫

オブザーバー 美馬のゆり 合計 33名
1． 前回の理事会議事録の承認について 

第18期第03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）SIG委員会 

SIG11の追加，幹事の交代，SIG委員会規定の改定について提示され，承認した． 
（2）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． 

3. 総務・会計 
法人化検討の進捗状況（定款の改定案，今後のスケジュール）について報告がなされた． 

4. 今後の学会運営について 
評議員と監事より，学会活動に関する様々な意見をいただいた．JSET Vision 2030：学会の将来構想について，
情報共有した． 

5. その他 
以下を確認，承認した． 
(1) 郵送物を確認した． 
(2) 今後の理事会日程を確認した． 

以上
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年度 第 回 コミュニティ構築企画 開催報告
 
2019年度第２回コミュニティ構築企画は，秋季大会のセッションとして09月08日（日）11 30～12 30に，名
古屋国際会議場で開催された．テーマは，前回と同様に「教育工学研究者とのエンカウンター」であった．会場で

は，大きく，初参加者グループ，研究相談グループ，キャリア形成グループ，その他の４つに別れ，各グループに

企画委員会委員やJSETの若手教員らが入り，コミュニティ構築を行った．各グループでそれぞれが簡単な自己紹
介をした後に，悩みなどについて意見を交わした．

初参加者グループでは，「今回の全国大会になぜ参加したのか？」という話題を皮切りに，議論が進んでいった．

全国大会や企画セッションに参加することで，医療現場や高等学校の実態など，まったく異なる領域について情報

共有できた，という意見が得られた．また，大学と企業とのコラボレーションをどのように進めれば良いか，とい

った課題や，自主的に全国大会に参加した大学生がグループにいたことから，どのようにすれば学生が主体的に学

ぶようになれるのか，といったテーマについて議論が進められた．

研究相談グループでは，それぞれが受けている研究指導についての情報共有や悩み，研究室内のコミュニティな

どについて話し合いが行われた．各研究室での指導方針や指導方法について共有した後，自分の研究をどのように

相対化するかといった課題があること，大学院生が複数いる研究室では，大学院生同士での議論を行うことができ

る雰囲気が重要である，といった意見が出された．

全体として，アットホームな雰囲気で，「教育工学」ってどんな学問なんだろう？といった大きな問いから，研究

に関する具体的な議論までさまざまなテーマでの話し合いができた．それぞれの悩みや困り感を共有し，語り合う

ことで，少しずつではあるが課題解決の糸口となったのでは，と考える．このような緩やかに語り合う時間を設け

ることで，初めての参加者や学部生・大学院生にとっても，次回もまた来たいと思える学会になるのではないかと

感じた．全国大会やこのような企画セッションなどを契機として外部との横のつながりをつくっていくことで，研

究の議論にも広がっていくと考えていることから，今後もこのようなコミュニティ構築企画を企画・運営していき

たい．

文責：村上正行（大阪大学）・瀬戸崎典夫（長崎大学）
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新入会員（ 年 月 日～ 年 月 日）
入会申込者 名（正会員： 名，准会員： 名，学生会員： 名）

正会員（ 名）

永井大樹 淑徳大学

杉野弘明 東京大学

佐藤勝治 山形県立山形東高等学

校

徐甫潤 駐日本大韓民国大使館

小野雄一 筑波大学

成田忍

株式会社

白石寛子 立命館アジア太平洋大

学

二村彰 弓削商船高等専門学校

上田智 福岡県立玄界高等学校

赤塚肇 公益財団法人鉄道総合技

術研究所

准会員（ 名）

吉嶺加奈子 九州大学附属図書館

正路真一 三重大学

学生会員（ 名）

三澤紘平 成蹊大学大学院

井坪葉奈子 東京大学大学院

五十嵐真里 国際医療福祉大学

中野生子 東京大学大学院

岡﨑傑 放送大学大学院

楠本朗 熊本大学

渡辺拓実 東京大学大学院

宮下和子 熊本大学大学院

吉田丈 上越教育大学

近澤優子 兵庫教育大学大学院

村上唯斗 東京学芸大学

高橋大洋 放送大学大学院

以上
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担当副会長　：赤倉 貴子（東京理科大学）

広報副委員長：高橋 純（東京学芸大学）
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：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）

広報副委員長：光原 弘幸（徳島大学）

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「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－」（関西大学千里
山キャンパス）

・	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）

・	２０１９年１２月２１日（土）
	 	SIG０４　教育の情報化	ワークショップ（株式会社内
田洋行	新川本社 )

２０２０年
・	２０２０年０２月２９日（土）〜０３月０１日（日）
	 	＜全国大会＞２０２０年春季全国大会（信州大学 )
・	２０２０年０５月２３日（土）
	 	研究会「学習・教授システムの開発・利用 /一般」（会場：
函館工業高等専門学校 )

◎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)
２０２０年
・SITE	2020
	 https://site.aace.org/conf/
	 (4/6–10,	New	Orleans,	USA)

２38
２０１9年 10月11日


