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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（教育）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． 
 
１．開催期日・会場 

期日：2020年02月29日（土）～ 03月01日（日）（２日間の開催となります） 
会場：信州大学長野（教育）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/ 
＊会場は善光寺近くにある教育学部のキャンパスです．同じく長野市内にある工学部のキャンパスとは異なります

のでご注意下さい． 
 
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（10分），バス停「信大教育学部前」下車.（徒歩１分） 
 
２．大会日程 

02月29日（１日目） 03月01日（２日目） 
08:30〜17:00 受付 
09:00～10:20 

一般研究発表１ 
10:30～11:50 

一般研究発表２ 
自主企画セッション１ 

12:00～13:30 
ランチョンセミナー 

 
13:40〜15:20 

一般研究発表３ 
 
15:30〜17:30 

一般研究発表４ 
 
18:00～ 

懇親会 

08:30〜15:30 受付 
09:00～10:20 

一般研究発表５ 
10:30～11:50 

一般研究発表６ 
自主企画セッション２ 

12:50～13:50 
全体会・SIGセッション 

 
14:00～16:00 

シンポジウム 
 
 
 

 

日本教育工学会2020年春季全国大会のお知らせ（最終報） 
大会Webサイト：http://www.jset.gr.jp/s-taikai01/ 
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３．今大会での注目点・注意点 

・ネットワーク利用サービスの提供はございません． 
・本春季全国大会より講演論文集はオンライン配信に一本化し，USBでの配布をいたしません．あらかじめダウ

ンロードの上，ご参加下さい． 
・USBでの講演論文集をご希望の方は，１つ4,000円で販売しますので，受付窓口にてお求めください．冊子版

の販売はございません． 
・当日受付時には，プログラム冊子をお渡しします． 
 
４．一般発表・学生セッション 

・本春季全国大会の一般研究発表は，口頭発表のみです．発表テーマのカテゴリーはSIGのテーマに従ったもの

となります． 
・学生セッションは一般発表セッションの一部として開催されます．教育工学研究を担っていく若手研究者，社

会で広く活躍する学生の育成を目的として開催されますので，ぜひご参加ください． 
 
５．自主企画セッション 

今春大会では，試行的に有償の自主企画セッションを開催いたします．自主企画セッションは日本学術振興会

(JSPS)，科学技術振興機構（JST）などの公的機関や財団から受けた研究外部資金による研究成果の発信，普及を

目的に，シンポジウムやワークショップなどのセッションを自主企画し，実施するものです． 
 
02月29日（土）10時30分～11時50分 
・自主企画セッション(1-1)（会場：N204） 
ラーニングアナリティクス：自律的学習者の育成を目指して 
本自主企画セッションでは, 近年, 国内外で活発にされているラーニングアナリティクス（Learning Analytics: 

LA）研究を概観し，本研究プロジェクトにおける, 自律的学習者の育成を目的としたLA研究の成果について報告

し，今後，目指すべきLA 研究の方向性について議論を行う．本自主企画セッションによるシンポジウムでは研究

代表者より趣旨説明とLA 研究の動向について説明を行った後，３名の研究者より，それぞれ自律的学習者育成を

目的としたLA 基盤，オンラインディスカッションにおける発言の自動分類，自律的学習者を育成するために検討

すべき観点と収集すべきデータタイプについて講演を行う． 
 
研究代表者：山田政寛（九州大学） 
登壇者：島田敬士（九州大学），谷口雄太（九州大学），合田美子（熊本大学） 
 
・自主企画セッション(1-2)（会場：N303） 
教育で防ぎ得た重大事故を防ぐ能動的ＬＭＳを軸とする安全教育システムの実現にむけて 
本研究プロジェクトでは，教育を行うことで防ぎ得た重大事故を防ぐための安全教育システムを実現することを

目的としている．安全教育システムの核となるオンライン学習プラットフォームとして，能動的LMS（学習者の操

作がなくとも学習者に能動的に作用する機能をもつLMS）をMoodleをベースとして設計・開発し，「子どもの傷

害予防」「環境安全工学」「救急看護教育」の３分野において実践的に利用することを目指している．それぞれの分

野における安全教育の特徴について各分野を担当するチームが紹介し，また，研究プロジェクト全体としてのこれ

までの成果について述べる．最後に本セッション参加者でディスカッションを行う． 
 
研究代表者：喜多敏博（熊本大学） 
登壇者：喜多敏博（熊本大学），松居辰則（早稲田大学），北村光司（産業技術総合研究所） 
    富田賢吾（名古屋大学），苑田裕樹（日本赤十字九州国際看護大学） 
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03月01日 (日)  10時30分〜11時50分 
・自主企画セッション(2-1)（会場：N204） 
国際教育開発における開発コミュニケーションの在り方 
本セッションでは，開発途上国における国際教育開発プロジェクトの事例を取り上げ，そこでの開発コミュニケ

ーションの在り方について議論する．国際教育開発の分野において，「開発」とは何を意味し，何をもって「良い」

開発とするのか．また支援する側と支援される側の関係性は，どのようにあるべきなのか．本研究チームが取る基

本的立場は，「国際教育開発の進展・発展は社会文化的な制約を受けつつ，そこに関わる様々なメンバー間のコミュ

ニケーションによって生まれる」というものである．フィリピン，ミャンマー，トルコ等における国際教育開発プ

ロジェクトの事例を取り上げ，現地の関係性構築を含めた支援の在り方について考察する． 
 
研究代表者：久保田賢一（関西大学） 
登壇者：久保田賢一（関西大学），岸磨貴子（明治大学），今野貴之（明星大学），山本良太（東京大学） 

時任隼平（関西学院大学） 
 
・自主企画セッション(2-2)（会場：N302） 
評価情報を活かした授業の改善（個別最適化の取組）と教員研修の内容に関する研究小中一貫教育校は，子供の

学習経験の事実を見つめ，それを指導につなげることが重要となる．しかし「子供の学習を改善するために調査結

果を評価し用いること」「学校また学校区の改善に向けて評価情報やデータの活用を促していること」ことは容易で

はない調査結果が出ている．そこで本企画は，奈良市の協力を得て，評価情報を活かした授業の改善(個別最適化の

考え方を組み込んだ取組)，それに取り組む学校間の連携（小学校同士，小中学校），およびそれを持続的に発展さ

せて行くための研修内容や方法などに関わって，現在までに行ってきている成果から見えてきている知見を紹介し，

参加者と共に，個別最適化の取組について論議をしていく． 
 
研究代表者：小柳和喜雄（奈良教育大学） 
登壇者：廣岡由美（奈良市教育委員会事務局），松浦慎（奈良市教育委員会事務局），菊地秀文（DNP大日本印刷） 
 
・自主企画セッション(2-3)（会場：N303） 
教育補助者の熟達と成長をどのようにはかるかアクティブラーニングのような学習者の主体的・能動的な活動の

深化のためには，TA，LA，メンターなどの教育補助者の協力が不可欠である．本セッションでは，教育補助者の

熟達と成⻑をどのように客観的にはかるかをテーマとする．まず，移動や対話，身体的動作などの行動を記録する

技術の開発と，教育補助者の行動と熟達に関するルーブリックと成⻑モデルの構築についての話題提供を行う．そ

の後に，現在開発を進めている教育補助者の行動を記録して熟達を評価するウェアラブルシステムについてデモン

ストレーションを行う．最後に，教育補助者の熟達と成⻑の評価に向けた課題について総合討論を行う． 
 
研究代表者：江木啓訓（電気通信大学） 
登壇者：尾澤重知（早稲田大学），椿本弥生（東京大学），岩崎千晶（関西大学） 
 
６．ランチョンセミナー 

ランチョンセミナーではゲストスピーカー等をお招きし，AI（人工知能）分野から教育工学研究の発展性につい

て議論します．先着150名にはお弁当とお茶が無料でつきます．皆様お誘いあわせの上，ぜひご参加下さい． 
 
02月29日（土）12:00～13:30 会場：図書館2階 
はじめてのAI 〜Googleがめざす，誰もが使える機械学習～ 
講師：佐藤 一憲氏（グーグル合同会社 Google Cloud，データ＆分析チーム デベロッパーアドボケイト） 
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７．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． 
 
８．シンポジウム 

本シンポジウムは，新時代の学びを支える教員養成の一部と考えられる「教育の情報化のための教員養成」に焦

点化する．教科の指導法における ICT 活用，プログラミング教育の必修化，教育実習の ICT 活用授業実践とそれ

を支える実習校の物的・人的 ICT環境整備など，教員養成プログラムで先進的に取り組んでいる事例報告を踏まえ

て，関連SIGからの話題提供者や指定討論者，そしてフロアも交え，教育の情報化のための教員養成に対し教育工

学は何をすべきか，何ができるのかを議論したい． 
 

03月01日（日） 14時00分～16時00分 会場E504（遠隔受信側：図書館2階） 
テーマ：教育の情報化のための教員養成の取組 
講演者：東原義訓（信州大学），藤井善章（中野市立平岡小学校），村松浩幸（信州大学） 
指定討論者：小柳和喜雄（奈良教育大学） 
パネリスト：益子典文（岐阜大学），豊田充崇（和歌山大学），安藤明伸（宮城教育大学） 
司会：山田政寛（九州大学） 

 
注意点 
・本シンポジウムのみのご参加を希望される方は，1,000 円で聴講いただくことができます．シンポジウム当日に

受付窓口にて現金のみ受け付けています． 
・シンポジウムでは試行的にライブ配信を予定しております．配信プラットフォーム，アクセス方法については決

まり次第，大会ウェブサイト，ならびにニューズレターにてお知らせいたします． 
 
９．懇親会について 

懇親会は下記のように開催いたします．当日申込も受け付けますので，多数のご参加をお待ちしております． 
・日時：02月29日（土）18:00〜20:00 
・場所：THE SAIHOKUKAN HOTEL（本館２階）グラウンドボールルーム 

http://www.saihokukan.com/banquet/banquet.php 
・費用：当日6,000円（事前申込は終了しました） 
 
10．受付等について 

参加費について 
・参加費等事前送金の受付を終了しました．当日払いの事前参加登録は受け付けしています．事前参加登録を行っ

た上でご来場いただくと，受付がスムーズになりますので，ご協力をお願いいたします．申し込みシステムには，

大会Webサイトからアクセスしてください． 
・2019 年秋季全国大会から継続参加の方におかれましては，事前申込のみ 1,000 円分参加費を割引いたします．

2019 年秋季全国大会から継続参加される方で, 事前申込時に通常参加費を支払った方には割引参加費の差額

1,000 円を返還いたします．対象者の方は受付手続き時に返金対象者である札と割引前の価格の参加費領収証を

渡します．その札と割引前の価格の参加費領収証を受付の返金対象者専用のブースへお持ち下さい．専用ブース

にて，割引前価格の領収書と割引価格の領収書を交換した上で, 1000円を返還いたします． 
 
当日の受付について 
①事前送金済みの場合 
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・大会受付の「事前送金済参加者」窓口で，お名前をお伝えください． 
・大会参加証（名札用），領収書，プログラム冊子をお渡しします． 
・参加登録番号をお忘れになった方は，当日会場に掲示される「事前送金者リスト」で番号をご確認ください． 
・送金金額に不足があり，大会当日に差額をお支払いいただく場合は，「総合受付」でお受けします． 
・割引対象者で，事前申込時に通常参加費をお支払いの方は上記に示します対応をいたしますので，お手続きをお

願いいたします． 
 
②当日参加の場合 
・当日参加者は，大会受付にて，「当日参加受付票」に必要事項を記入して，それを大会受付の「当日参加者」窓口

にてお渡しください． 
・ただし，事前参加登録を行った方は，「参加登録番号」をご提示ください．「当日参加受付票」に記入していただ

く必要がなくなります． 
・大会参加証（名札用），領収書，プログラム冊子をお渡しします． 
・懇親会費を支払われた場合は，名札にマークを貼らせていただきます． 
 
③クローク 
・会場内にはクロークを用意し，お荷物をお預かりいたします．クロークの場所などについては当日の案内に従っ

てください．なお，教室のキャパシティの都合上，お断りさせていただく場合もありますので，あらかじめご承

知おきください． 
 
11．発表者へのお願いと会場の設備 

①発表時間 
発表時間は以下のとおりです．時間厳守でお願いいたします． 

[一般研究発表・自主企画セッション共通] 
発表時間は現在20分（発表14分，質疑応答５分，交代１分）になっております．時間厳守のほどよろしくお願

いいたします． 
 
[自主企画セッション] 
・セッション時間は80分です．時間厳守のほどよろしくお願いいたします． 
・再度，自主企画セッション投稿票中に記載された注意点をご確認の上，企画者側でセッション管理をお願いいた

します． 
 
②発表設備 
・発表会場にはスクリーンとプロジェクターを用意しています．プロジェクターは有線によるVGA接続のみです．

HDMIやUSB-C等の変換アダプターの用意はございませんので, 各発表者でご用意をお願いいたします． 
・会場内にはスピーカーがあり，コンピュータ等のイヤホンジャックから音声出力ができます．ただし，一部会場

にはマイク等の拡声設備はございません． 
・会場にはインターネット接続サービスの用意がございません．必要な場合は各発表者にてご用意下さい． 
 
12．発表内容の撮影，記録，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
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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． 
 
13．発表にかかる質疑応答について 

各セッションは，発表者の研究を建設的に発展させるための議論の場です． 
そのため，他の発表者や聴講者を萎縮または不快にさせる以下のような行動がフロアに見受けられた場合は，座

長は質問を静止したり，質問者に注意を促したりといった対応を行います． 
・研究内容とは関係ない質問をする 
・研究内容を強い表現で否定する 
・その他，質問者の持論を展開するなど，非建設的な発言をする 
特に，学生セッションは，これからの教育工学を担う若手研究者や学生の育成の場として機能することを目的と

していますので，発表された研究をよりよくするための観点などの建設的な提案をお願いいたします． 
 
14．託児所の提供について 

本春季全国大会においても，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し込みが必要です．申込方法等の詳細は

大会Webサイトを参照してください． 
（https://www.jset.gr.jp/s-taikai01/takuji） 
・申込受付期間：2019年12月04日（水）～2020年02月14日（金）17:00 
・開設日時：2020年02月29日（土）09:00～20:00，2020年03月01日（日）09:00～16:30 
・対象：生後６ヶ月から６歳まで（未就学児） 
・利用料金：無料 
＊定員に達した場合は受付終了となります．お申し込み・ご不明な点などがございましたら，直接，大会Webペー

ジに記載されています託児サービス業者へお問い合わせください． 
 
15．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（春季全国大会）問い合わせ用電子メールアドレス：

 
大会企画委員会（春季全国大会） 

委員長：山田政寛（九州大学） 
副委員長（五十音順，以下同様）：松河秀哉（東北大学），森下孟（信州大学） 
委員：今野貴之（明星大学），島田英昭（信州大学），椿本弥生（東京大学）．時任隼平（関西学院大学） 

福山佑樹（明星大学），御園真史（島根大学） 
担当副会長：堀田龍也（東北大学） 
アドバイザ：鈴木克明（熊本大学） 
 
大会実行委員会 

委員長：村松浩幸（信州大学） 
副委員長：島田英昭（信州大学） 
委員：東原義訓（信州大学），藤崎聖也（信州大学），森下孟（信州大学），谷塚光典（信州大学） 

 
  

Japan Society for Educational Technology

7



  

2020年秋季全国大会のお知らせ（第一報） 
 

 日本教育工学会2020年秋季全国大会を，下記のように札幌市教育文化会館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：2020年09月12日（土）～13日（日） 
会場：札幌市教育文化会館 〒060-0001 札幌市中央区北１条西13丁目 

    https://www.kyobun.org/ 
懇親会会場：サッポロビール園 〒065-0007 札幌市東区北７条東９丁目２-10 

    https://www.sapporo-bier-garten.jp 
          （会場から懇親会会場までは貸切バスで移動します） 

 
２．大会日程 

09月12日（土） 09月13日（日） 
09:30～17:00 受付 
10:00～11:10  

一般研究発表１ 
（ポスター発表） 

10:00～10:30  
チュートリアルセッション１ 

11:20～12:30  
一般研究発表２ 

  （ポスター発表） 
12:30～13:30  

ランチセッション 
13:30～14:20  

全体会 
14:30～15:30  

キーノート１ 
15:40～17:20  

シンポジウム１ 
17:20〜18:30  

移動（貸切バス） 
18:30～ 

懇親会 
 

09:15～15:00 受付 
09:40～10:50  

一般研究発表３ 
（ポスター発表） 

09:40～10:25  
チュートリアルセッション２ 

10:25～10:50  
チュートリアルセッション３ 

11:00～12:00  
企画セッション 

12:00～13:00  
コラボレーション企画 

13:00～14:10  
一般研究発表４ 

（ポスター発表） 
President Talk 

14:20～16:30  
シンポジウム２ 

 

09:30～17:20 
企業展示 

09:30～14:20 
企業展示 

＜託児所の提供について＞ 
今大会においても，大会期間中に事前申し込み制の託児室を開室します．予約通りの利用の場合には，利用料金

は学会が全額負担いたします．申し込み方法等の詳細については，後日お知らせいたします．  
＜昼食について＞ 

会場周辺には飲食店がそれほど多くないため，お弁当の注文を実施する予定です． 
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３．今大会での注目点・注意点 
・ 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． 
・ 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ます（従来通り日本

語のみで作成することもできます）． 
・ 参加費は，プログラム集，ダウンロード版の講演論文集を含んだ価格となります． 
・ 2020年春季全国大会からUSB版の講演論文集の配布をやめ，希望者のみに販売することになりました． 
・ 今大会では３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対象

としたセッション１を，２日目の午前は前半と後半に分けて，セッション２とセッション３を連続して行いま

す．前半は本学会誌に論文を投稿する方を対象に，査読対応の具体的な手順および英文誌の概要を紹介し，後

半は論文を査読する方を対象に，基本的な査読の方針について説明をする予定です． 
・ 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． 
・ 企業ランチセッションが09月12日（土）の12:30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

ーションをしていただきます．参加者には，先着順でランチ（お弁当）を無償提供いたします． 
 
４．各セッションについて 
（1）キーノート・シンポジウム 
 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いただく予定で，現在調整をしています．１

日目のシンポジウム１は，キーノートに関連した内容を検討しています．２日目のシンポジウム２は，情報モラル

教育に関連するテーマとして「Society5.0時代の情報モラル教育」を検討しています． 
（2）President Talk 
 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いただく予定です． 
（3）チュートリアルセッション 
 １日目午前のセッション１では， SIG活動の内容・方針を中心に，本学会の取り組みについてご紹介します．２

日目午前は２つに分かれ，前半のセッション２では本学会論文誌への投稿および査読対応について，後半のセッシ

ョン３では論文種別ごとの評価を含む査読の方針についてご説明します． 
 いずれのセッションも，教育工学に関する研究に取り組んでいる，またはこれからはじめる方々のご参加をお待

ちしています． 
（4）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，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発表する場

合は，発表日は 09 月 13 日（日）の一般研究発表３の時間帯に限られますので，ご注意ください．発表時間は 70
分の予定です． 
 ポスター発表の会場では，ポスター掲示用パネルを用意する予定です．また，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． 
（5）企画セッション 
 以下の４セッションを開催する予定です． 

09月13日（日）11:00～12:00 

（１）企業によるワークショップ 
（２）企業によるワークショップ 
（３）企業によるワークショップ 
（４）将来構想WGによる企画セッション 
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５．大会までのスケジュール 
05月19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23日(火)17時 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30日(火)17時 発表者の参加費事前送金締切（クレジットカード払い，郵便振替共に） 

 
08月04日(火)17時 発表者以外参加費等事前送金期限（クレジットカード払い，郵便振替共に） 

 
＊提出原稿の差し替え期間を廃止しました．  
 
６．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

加費を送金していただ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

費はお支払いいただきます．該当する発表者は，06月23日（火）までに大会企画委員会（a-taikai2020@jset.gr.jp）
にご連絡ください．この期限を過ぎた後の受付はできませんので，ご注意ください． 

(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  
・ 大会Webサイトの案内に従って，発表申し込み，原稿提出を行ってください．原稿の提出締切は，06月23日（火）

17:00です． 
・ 発表日時の希望には応じられません． 
(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ください．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形式で提出していただきます． 
・ その他の原稿ファイル作成時の注意点 

①PDF 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，投稿してください． 

②PDF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く

ださい．文字コードによっては，検索できない場合もあります． 
③提出され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) 発表原稿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

でください．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いただきます． 
(6) 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． 
・ 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ください．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ください． 
・ 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
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の許可をとってください． 
・ 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ください． 
 
７．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 
 参加費は，以下のとおりです．発表者の事前支払期限は，クレジットカード払いの場合も払込・振替の場合も06
月30日（火）17:00です．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

08月04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         4,500円（当日は5,500円） 
USB版講演論文集            4,000円 
 

 参加費には，ダウンロード版講演論文集及びプログラム冊子代を含みます．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，企業からのお弁当を先着順で提供するもので，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いただきます．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，ご注意ください． 
 お支払い後，08月04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

連絡ください．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

は入会をしていただくことになります．この日以降は，ご連絡いただいても，原則として振替等ができないことを

ご了解ください． 
 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（ ）までご連絡ください．プログラム冊子をお送りします． 
 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，ご注意ください． 
(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サイトからアクセスしてください．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

送金してください．必ず会員番号をご記入ください．  
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いただきますと，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，会場受付にお出しください．この
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(3) 参加証，領収書について 
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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． 
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・ 事前申し込みされた方は，大会初日の約１週間前（09月04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． 
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８．企業の展示について 
 大会期間中の12日（土），13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，12日（土）

の12:30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．そこでは，出展企業がプレゼンテーションを行

い，参加者には先着順でランチ（お弁当）を無償提供いたします．出展，ならびに大会プログラム等への広告協賛

を募集いたしますので，ご希望の方は大会企画委員会企業展示ワーキンググループ（ ）へお問

い合わせください．なお，出展・広告申込の第１次締切は，05月29日（金）です． 
 
９．宿泊について 
大会期間中の宿泊施設の斡旋はいたしません．観光シーズンと重なるため，宿が取りにくい事態が想定されます．

お早めにご予約されることをお勧めします． 

 
10．問い合わせ先 
 大会全般に関しては以下にお問い合わせください．  
 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 姫野完治（北海道教育大学） 
副委員長 森田裕介（早稲田大学） 

大久保昇（内田洋行） 
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） 
中嶌康二（関西国際大学） 
伏木田稚子（首都大学東京） 
渡邉文枝（東北大学） 

担当副会長 堀田龍也（東北大学） 
アドバイザ 鈴木克明（熊本大学） 

寺嶋浩介（大阪教育大学） 
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第36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  2020年06月20日（土）10:00～16:30（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 ディ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．鈴木克明会長の諮問を受けて2018年11月に設立された将来構想ワーキンググループが中心となって，将

来的に本学会が達成すべき目標と重点事項を整理し，昨年度のシンポジウム，秋季全国大会の企画セッション

などを通して，取り組むべき課題についてこれまでに検討を重ねてきた． 
本ラウンドテーブルでは，本学会のビジョン，ミッションについて議論し，今後の学会のあり方について参

加者とともに検討する． 
 
司会進行役：村上正行（企画委員会 委員長） 
登壇者：将来構想ワーキングメンバーから数名 

 
12:00～13:15 総会 

第１号議案 2019 年度（2019 年04 月01 日～2020 年03 月31 日） 
     事業報告及び収支決算承認の件 
第２号議案 2020 年度（2020 年04 月01 日～2021 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 一般社団法人への移行の件 
 
 

14:15～16:30 シンポジウム 
「GIGAスクール構想と１人１台端末環境における教育のあり方を考える」 

 
GIGAスクール構想とは，Society5.0時代に生きる子供たちの未来を見据え，児童生徒向けの１人１台学習用

端末と，高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備する構想で，2019 年 12 月に文部科学省が GIGA スク

ール実現推進本部を設置して，準備を進めている． 
本シンポジウムでは，この整備をベースにして，どのように教育の情報化を進めていくべきなのか，創造性を

育める学びの場の実現するためには何が課題なのか，その課題を解決するためにはどのような対策が必要なのか，

について議論する． 
 

パネルディスカッション：登壇者未定 
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JSETコミュニティ構築企画 

「研究奨励賞受賞者と考える教育工学との関わり2020」 
 
■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，本学会では，コミュニティ構築企画を継続的

に開催することになりました．これまで 07 月末に愛媛大学の研究会に合わせて合宿形式での懇親会ならびにワー

クショップを，09月の秋季全国大会で企画セッションとしてランチョンセミナーを開催してきました．今回，第３

弾として，春季全国大会の前日に「研究奨励賞受賞者と考える教育工学との関わり2020」を開催いたします． 
 前半は，研究奨励賞を受賞した研究者から，ご自身の研究の進め方やこれまでの苦労，工夫してきたことなどに

ついてお話しいただきます．その後，参加者の関心に応じて小グループに分かれ，現在進めている研究の方向性，

あたためている研究シーズ（種）の膨らませ方，研究者としてのキャリア形成などについて意見交換ができればと

思います． 
 また，情報交換会では，参加者を中心として，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． 
教育工学に興味をお持ちであれば，学部生，大学院生，初等・中等学校教員，企業人，研究員，高等教育機関の

研究者等を問いません．実践者や研究者と交流する場を求めている方，研究や進路に関する相談の機会を得たい方，

教育実践をしながら研究をしている方，是非ご参加いただき，教育工学研究者と交流しましょう！ 
 
■日 程：2020年02月28日（金）14:30～16:30  
 ※情報交換会（任意参加）は 17:00開始を予定しております 
■会 場：公益社団法人 長野県教育文化厚生協会 高校会館 大会議室 
     http://kouseikyoukai.com/guide/ 
■ゲスト：今野貴之氏（明星大学），仲谷佳恵氏（東京工業大学） 
■参加費：無料（情報交換会参加費は5,000円程度の実費を予定） 
■定員：50名 
 
■申込み：学会HP（http://www.jset.gr.jp/）の「コミュニティ構築」から， 

2020年02月25日（火）17:00まで にお申し込みください 
 ※会場の都合上，申し込み数が募集定員に達し次第，参加者の募集を終了いたします． 
 
■その他： 
・当日は記録及び広報や今後の企画検討に活用するため，学会委員により活動の様子を録画・撮影させて頂く場合

がありますので予めご了承ください． 
 
■企画運営：JSET企画委員会 
■問合先：

 企画担当：山田雅之（星槎大学），大﨑理乃（産業技術大学院大学），村上正行（大阪大学） 
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日本教育工学会研究会  http://www.jset.gr.jp/study-group/ 
研究会の発表募集  テーマ：学習・教授システムの開発・利用/一般 
●日  時：2020年05月23日（土） 
●申込締切：2020年03月23日（月）17時 

●会  場：函館工業高等専門学校（担当：倉山めぐみ） 
●原稿提出：2020年04月20日（月）17時 

●募集内容： 
現在，教員の現場の情報化が進み，「１人１台」のパソコン

を保有し，授業を行うことができる状況となった．その中で，

学習・教授システムの開発はますます重要な研究課題と言え

る．また，パソコンの処理能力が発達し，今まで実現できない

と考えられてきた学習方法ができるようになり，新しい学習方

法が提案され，さらに，教育現場での利用も進み始めている． 
このような状況を背景に，本研究会では学習・教授支援シス

テムの開発・利用に関する研究報告を募集します．また，従来

どおり，教育工学一般に関する発表も募集します． 

●締切日時は“平日17時”です．ご注意ください． 
●原稿執筆：締切後１週間以内に，申込時に登録

されたメールアドレス宛てに発表の採択結果

と執筆要項をお送りいたします． 
●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． 

研究会の開催報告  テーマ：情報モラル教育の実践/一般  
●日  時：2019年12月14日 
●発表件数：41件 

●会  場：東洋英和女学院大学 
●参加者数：95名（内非会員 36名） 

今回の研究会では，「情報モラル教育の実践」をメインテーマに実施し，

一般発表と合わせて41件の発表がありました．研究会では，４会場におい

て発表内容に対して，聴講者からの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． 
また，今回の研究会では 100 名近い人数が集まり，研究者，学校教員，

学生，企業など様々な立場の方が垣根を越えて情報共有できる場となりま

した． 
本研究会にご参加いただきました皆様，また開催にあたりご支援・ご協

力をいただきました皆様に深く御礼を申し上げます．ありがとうございま

した． 
担当：酒井郷平（東洋英和女学院大学） 

 

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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SIG-01高等教育・FD， SIG-7 インストラクショナルデザイン 

『大学教員のためのFD 研修会』開催報告 
●日時：2019年12月08日（日）09:30～12:00（ファシリテーション研修），13:00～15:45（FD研修） 
●会場：関西大学（千里山キャンパス） 
●参加者数：22名（ファシリテーション研修会４名，FD研修会15名，添削者研修会３名） 
●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－」 
●プログラム：午前の部：ファシリテーション研修     午後の部：FD研修 
この研修会は，本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することを目

的に，2008 年度から実施している．今回は，SIG-01（高等教育・FD）および SIG-07（インストラクショナルデ

ザイン）の共催で，2019年12月08日（日）に関西大学千里山キャンパスで，15名（大学教員・職員）が参加し

て開催された．研修は2011年度から好評を得ている内容を踏襲し，大学教員のためのFD 研修会（ワークショッ

プ）として，「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－」をテーマに実施した．テーマおよび運

営方法は昨年と同様であったが，今年度は開催地を関東から関西に移し，また実施時期を年度末から年末に変更し

実施した．担当コーディネーターとして，SIG-01より岩崎千晶・遠海友紀・勝又あずさ・森幹彦・村上正行・渡辺

雄貴，SIG-07より甲斐晶子・杉浦真由美・高橋暁子が参加した．加えて，認定ファシリテーターとして竹岡篤永・

宮川幹平が参加した． 
研修のデザインとして，前年度を踏襲して「反転授業」形式の研修としたが，混乱もなく，受講者全員が事前学

習を行っていた．ワークショップでは，それぞれが所定のワークシートに要約した授業実践事例を持ち寄り，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」などをペアやグループ

で議論しながら授業の改善案を考えた． 
また昨年度と同様に，FD 研修修了証を受け取った受講者のうち，本学会会員を対象にファシリテーターとして

の認定を目指した「ファシリテーター研修」を行なった．ファシリテーター研修には４名が参加し，FD 研修と同

じ日の午前中に同じ会場で，基本的なファシリテーション技術や，本研修の進行ポイントなどを学んだ．さらに，

午後のFD研修にファシリテーター見習いとして参加し，認定ファシリテーターのアドバイスを受けながらグルー

プワークをモデレートした．さらに昨年度より実施しているFD研修会参加者のレポートの添削者としての認定を

目指した「添削者研修」を行った．添削者研修には３名が参加し，反転授業形式で学んだ．FD 研修会までに e ラ

ーニングで添削に関して学んだ上で，当日は認定ファシリテーターとして参加し，後日には実践的にレポートを添

削した． 
FD研修・ファシリテーター研修・添削者研修のいずれも最終レポートが課せられ，合格した参加者には，FD研

修の修了証・ファシリテーターまたは添削者としての認定証がそれぞれ発行される予定である． 
 参加者に対するアンケートでは，５段階評価（５＝大変よい～１＝悪い）ですべての評価項目の平均値は４を上

回り，高い評価を得られた．  
次回は，日程は調整中であるが，東北で開催予定である．詳細が決まり次第，ニューズレターおよび学会ウェブ

ページなどで告知する．その他の地方開催のご要望は， までご一報いただきたい． 
 

 

 

 

 

 

ファシリテーション研修（午前）          FD研修会（午後） 

文責：千葉美保子（甲南大学） 
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SIG-08 メディア・リテラシー，メディア教育 第15回研究会 

『１人１台タブレット型端末時代のメディア教育』開催案内 
 

●日時：2020年02月22 日（土）09:30～16:30 
●会場：熊本大学くすの木会館 
●参加者数：40名程度 
●テーマ：「１人１台タブレット型端末時代のメディア教育」 
 文部科学省は2019年12月に「GIGAスクール実現推進本部」を設置しました．これは，１人１台の情報端末や

高速大容量の通信ネットワーク整備などを 2023 年度までに進めるものです．１人１台の時代が来る中で，私たち

はどうすればよいか，ワークショップと熊本市内で優秀な実践をされる先生方の報告を通して考えます．午前中に

は学会員による研究発表会も行います．参加は自由です．今回は，熊本県・熊本市の小・中学校情報教育研究会及

び熊本大学教育学部情報教育研究会との共催で開催いたします．たくさんの方の参加をお待ちしております．詳細・

プログラムは以下の通りです． 
 
●プログラム： 
 午前の部（09:30-11:30）学会員による研究発表 
 午後の部（13:00-16:30） 
 1．NHK「メディアタイムズ」とタブレット型端末を活用したワークショップ 
  中橋 雄（武蔵大学），宇治橋祐之（NHK放送文化研究所） 
 2．授業実践報告とパネルディスカッション（14:25-15:55） 
  実践報告 
  （１）情報教育研究会の取組 小松丸瞭（熊本市立帯山西小学校） 
  （２）タブレット端末を活用した授業実践 山下若菜（熊本市立楠小学校）， 
  （３）タブレット端末を活用した授業実践 宮津光太郎（熊本市立城南小学校） 
  コメンテーター 中橋雄（武蔵大学），佐藤和紀（常葉大学），宇治橋祐之（NHK放送文化研究所） 
  司会 前田康裕（熊本大学） 
 
●申込：https://kokucheese.com/event/index/590768/ 

文責：前田康裕（熊本大学） 
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●日時：2020年02月28日（金）13:30～17:00（受付：13:00～） 
●会場：信州大学教育学部附属長野小学校（長野市南堀77-1） 
    http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/fuzoku/nagano-sho/ 
●対象：教師を目指す方，現役教師，参観記録をとりながらの授業観察に興味のある方 
●参加者数：30名程度（参加無料ですが，会場準備と学校安全の関係から事前申込が必要です．） 
●テーマ：「授業観察・授業研究と教師・学生の学び」 
 授業研究を行う際には，目的に応じて，参観記録票（手書き，または，タブレット端末），写真（静止画），ビデ

オカメラ（動画），ICレコーダー（音声）等，さまざまな記録方法があり，最近では，教師視線カメラや360度カ

メラも用いられています． 
 本研究会では，信州大学教育学部附属長野小学校の授業を観察し，教育実習で指導されている観察記録と授業研

究の方法を体験します．参加者（研究者，実践者，実務家教員，指導主事，学生・大学院生等）同士が日頃行って

いる授業記録の取り方を比べ，各参加者は授業の何を見て，何を記録するのか，教師や教職志望学生の学びや成長

にどのようにつながっているのか，教育工学の視点から議論します． 
●プログラム： 
 第１部（13:30～14:00） 学習指導案をこう読む：授業観察前の準備 
 第２部（６校時：14:10～14:55） 授業観察の実際：参観記録をとりながら 
   ※参観授業の教科・単元等は，FacebookやSIG-02メーリングリストでお知らせします． 
 第３部（15:15～17:00） 授業をこう見た：参観記録を持ち寄って 
●申込：https://forms.gle/Gi3PjCGXiE4C3wW4A（2020年02月24日17時締切） 
日時・会場・プログラムの最新情報は，SIG-02のFacebook（https://www.facebook.com/groups/1489229758010298/）や，

メーリングリストでもお知らせします． 
文責：谷塚光典（信州大学） 

 
SIG-07 インストラクショナルデザイン 

『初心者向けIDワークショップ』開催案内 
 
●日時：2020年02月28日（金）15:00～17:00 
●会場：JA長野県ビル（JR長野駅善光寺口から徒歩10分）G会議室 
    https://www.naganoken-jabill.co.jp/guide/room/12fghij.php 
●参加者数：20名程度（応募多数の場合は本SIG主催イベント未経験の方を優先します） 
●参加費：無料 ※終了後は情報交換会を予定しています（任意参加，有料） 
●テーマ：「ID理論に触れてみよう！」 

SIG-07「インストラクショナルデザイン（ID）」は，多くのSIGが存在するなかで，それらに共通する基盤的理

論として IDを位置づけています．今回はあまり IDになじみのない方を対象に，IDを広く知ってもらう場とする

ことを目指し，IDについての話題提供を行いながら，参加者と一緒に考えるワークショップを行います．具体的に

は2017年09月に開催した学習成果の５分類のワークショップを発展させ，仮想事例の改善検討を通じて ID理論

に触れていただく予定です．教員，研究者のみならず，院生，学生など，ID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． 

SIG-02 教師教育・実践研究 

第10回研究会『授業観察・授業研究と教師・学生の学び』 

開催案内（第二報） 
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●参考書籍：鈴木克明（監修）市川尚・根本淳子（編著）『インストラクショナルデザインの道具箱101』，北大路

書房 
※必要資料は会場にて印刷配布しますので，上記書籍は必須ではありません．お持ちの方は参考までにご持参く

ださい． 
●申込：http://urx3.nu/Djw3（02月25日（火）まで） 
 
 

文責：高橋暁子（徳島大学） 
 
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Ⅱ期・第8・9回研究会 

『ゲーミング教材等の体験セッション』 

開催案内 
 
●日時・場所：第８回 2020年02月29 日（土）14:00～16:30 長野県教育会館 

第９回 2020年03月24 日（火）10:00～12:00 CIC東京（東工大田町キャンパス） 
●参加者数：各20名程度 
●テーマ：「縦糸・横糸モデルに基づく統計・数学課題学習・情報科等のゲーミング教材」 
本SIG のコアメンバーを中心としたグループでは，SIG 設立の趣旨に基づく研究の一例として，松田の「問

題解決の縦糸・横糸モデル」を各教科・分野向けに具体化したモデルの提案と，それに基づくゲーミング教材

の開発を行っています．当該研究はあくまでも一例であり，他のさまざまな提案が行われることを期待してい

ますが，SIG の趣旨の理解を広めるためにも，教材の体験セッションと情報交換会を定期的に開催していま

す．年度内は，春季大会期間中に信州大学近くで開催するとともに，03月24日は，東京工業大学附属科学技

術高校がある田町のキャンパス・イノベーション・センター東京でも行う予定です． 
●申込方法等： 
 詳細はSIGのメーリングリスト（ML）参加者に対してMLを通じて連絡しますが，両方を通じて共通に，イ

ンターネット接続可能な環境をご自身で用意して頂くか，ローカルなサーバに接続するためのネットワークケー

ブルを持参して頂くかのいずれかが必要です．なお，会場には電源等は用意されていません．また，タブレット

コンピュータは教材の利用には向かないと思います． 
 大会期間中に行う体験セッションでは，大会参加証（名札）をお持ちになってご参加ください．会場にてアク

セス用の IDとパスワードを配布します．上記開催時間帯は会場をセッション用に開いている時間帯であり，自由

に出入り可能です．ただし，席に空きがない場合は，ご自分のインターネット環境を使って適宜アクセスをお願

いします． 
 03月24日に参加する場合は，事前にMLに登録されているメールアドレスからの申し込みが必要です． 

文責：松田稔樹（東京工業大学） 
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SIG-11 情報教育 第15回研究会 

『ロボットやAIが普及する時代の情報モラルについて』 

開催報告 
 
●日 時：2019年 11月14日（土）13:00～15:00 
●会 場：山形大学小白川キャンパス，摂南大学 
     （上記以外，オンラインで接続） 
●発表者：加納寛子（山形大学），糟谷咲子（岐阜聖徳学園大学短期大学），橋本はる美（摂南大学）， 

小棹理子（湘北短期大学） 
●参加者：19名 
●プログラム： 
 １）ロボットやAIが普及する時代の 情報リテラシー情報モラルアンケート結果 

～性差と文理の違いに着目して～ 加納寛子（山形大学） 
 ２）保育者養成課程における情報モラル教育検討のための分析 糟谷咲子（岐阜聖徳学園短期大学部） 
 ３）初年次学生の情報リテラシー定着度 小棹理子（湘北短期大学） 
 ４）学生の情報端末の活用の現状 橋本はる美（摂南大学） 
 ５）全体討論 
本研究会では，ロボットや AI が普及する時代の情報モラルに関する学生のアンケート回答結果の分析報告（速

報）をベースとして，昨今の問題の議論・検討を行った．加納は，「ロボットやAIが普及する時代の 情報リテラシ

ー情報モラルアンケート結果～性差と文理の違いに着目して～」と題して報告した．とくにスマートフォンの利用

について，「スマートフォン等が手の届く範囲にないと不安な気持ちになる」という質問項目については，女性は不

安傾向が高く，男性は低いこと，また，SNS上のニュース（LINEニュースなど)で“人を探している”という内容

を見たとき，女性は信用する傾向が高いが，男性は低い傾向にあることを指摘した．糟谷の報告は，「保育者養成課

程における情報モラル教育検討のための分析」と題するものであった．画像や動画のインターネット上での効果に

対する問題意識について，対象が自分，家族，第三者であるそれぞれの場合の意識は相関する傾向がみられたが，

セキュリティ意識との間に相関は見られなかったとのことであった．橋本は「学生の情報端末の活用の現状」を報

告した．学生の情報端末の所有率は，スマートフォン，PC が圧倒的多数であったが，活用の場として PC は授業

課題で４割を占めるだけで，自由時間など授業課題以外でPC を使用するのは少数であった．また，情報源として

紙媒体の新聞や公的サイトは信頼度が高かったが，LINE など SNS の信用度が低く，フェイクニュースを見たこ

とがあるという回答が６割あったとのことであった．小棹は「初年次学生の情報リテラシー定着度」を報告した．

20 才前後の回答者は，情報リテラシーの授業の中でメール作法やセキュリティ対策を学んでいるはずであるが，

50%近くがメールで件名の記述・自分を名乗るなどの基本を守っていないこと，半数以上がパスワードの定期的変

更や安全対策を行っていないこと，などが明らかになったと述べた．今回のより詳細な報告は，2020年春季全国大

会にて行う予定である． 
文責：小棹理子（湘北短期大学） 
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SIG-01 高等教育・FD 第7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』 

開催報告 
 
●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：14名 
●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」 

SIG-01は，理論と実践を踏まえた大学教育・FD に関する研究を発展させることを目的に活動しており，高等教

育・FDの分野で研究・実践を行っている研究者に対して，交流・研鑽・発表の場を提供することで，教育工学にお

ける高等教育・FD 分野の研究・実践を活性化させるとともに，その質の向上を目指してきた．本研究会も，そう

した目的の一環として，高等教育・FD分野における新たなデータ分析の方法の普及を目指して企画された． 
昨今では，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ている．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

ができる．本研究会は，SIG代表者の松河が開発したトピックモデル分析支援ソフトを活用して，大量のテキスト

データの内容分類の方法を紹介することを目的とした． 
まず，SIG 代表者の松河(東北大学)から，趣旨説明があり，教育分野においても大量のテキストデータを分析す

る機会が増加してきた現状や，そうしたデータに従来のテキストマイニング手法を適用する場合の限界，およびそ

の限界に対するトピックモデルの利点など，研究会を企画した背景や，当日の活動の流れが説明された． 
次に，同じく松河から，トピックモデルを用いたテキストデータ分析の概要や特徴と，自身が開発したトピック

モデル分析支援ソフトウェアの機能について，１時間程度説明が行われた． 
続いて，SIGコアメンバーの大山(大阪大学)・根岸(大阪大学)から，トピックモデル分析支援ソフトのインストー

ル方法について説明がなされ，各参加者は説明に合わせて，持参したPC に，トピックモデル分析支援ソフトや，

形態素解析器のMecab，DataBaseソフトのSQLiteなど，トピックモデル分析支援ソフトの実行に必要な各種ソ

フトウェアのインストールを行った． 
持参していただいたPC 環境が事前に予告していた動作要件と異なる参加者もいたため，インストール作業は当

初の見込みより大幅に時間を要したが，休憩なども挟みつつ，最終的に全利用者のPC の環境を整え，トピックモ

デル分析支援ソフトを作動させることができた． 
その後松河から，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として，過去の教育工学会論文誌の要

旨データをトピックモデル分析支援ソフトで分析し，年代と内容の関係を考察する方法の説明と分析の体験のた

めの時間が持たれた．インストールで時間が取られたため，ここに十分な時間を割くことができなかったのは残

念であるが，分析のイメージについては共有できたと思われる． 
最後に，SIG副代表の渡辺(東京理科大学)より閉会の挨拶があり，会を締めくくった． 

文責：松河秀哉（東北大学） 
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SIG-07 インストラクショナルデザイン 

第５回『ID勉強会（自主ゼミ）』開催報告 
●日時：2019年11月26日（火）10:00～10:40 
●会場：[オンライン] Zoom 
●参加者数：６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５回の題材は，以下の書籍（第１章）でした． 
 

Spector, M. J. and Lin, L. (2018) Chapter1 Historical Introduction. Lin, L. and Spector, M. J. (Eds), The Sciences 
of Learning and Instructional Design: Constructive Articulation Between Communities. NY: Routeldge 

 
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

者から第1章の概要（背景と用語，歴史的概要，課題など）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，LS（The learning sciences）コミュニティと IDT（The instructional design 
and technology）コミュニティにおける用語の意味の違いや他領域とのコラボレーションにおける課題，領域ごと

の「教育」に対する認識の違い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）． 
 
次回以降の ID勉強会は，同様の書籍を題材として，以下の日時に開催される予定です． 
 第６回 2020年01月30日（木）10:30-11:10，担当：市川尚（岩手県立大学） 
 第７回 2020年02月20日（木）14:00-14:40，担当：甲斐晶子（熊本大学） 

 
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：渡邉文枝（東北大学） 
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SIG-14 小学校プログラミング教育 第2回研究会 

『小学校プログラミング教育研究会』開催報告 
●日時：2019年11月29日（金）17:00～20:00 
●会場：東京工業大学キャンパスイノベーションセンター 
●参加者数：13名 
●テーマ：「小学校の教科書でのプログラミングの扱いについて」「小学校理科プログラミングの体験」 
●プログラム： 

17:00-～17:30 話題提供セッション 
 ・小学校の教科書でのプログラミングの扱いについて 
17:30～19:30 体験セッション 
 ・株式会社アーテックによる小学校理科プログラミングの体験 
19:30～20:00 交流セッション 
 ・参加者間での交流や議論等 
2018年08月に活動を開始したSIG-14 小学校プログラミング教育は，本学会の初等教育のみならず，中等教育，

高等教育での様々なプログラミング教育に関わる研究の蓄積と，教育工学の特性上，様々なバックグランドを持つ

会員の知見を 2020 年度からの小学校プログラミング教育実施に活かすことを目的と立ち上げられた．本研究会で

は，SIG-14代表の安藤明伸（宮城教育大学）と森秀樹（東京工業大学）による小学校プログラミング教育に関わる

話題提供とツール体験の提供をもとに，参加者による議論を行った．この研究会は，多様な企業に協力していただ

き，少人数でプログラミング教材を体験し，授業での活用方法等についてディスカッションすることを特徴として

いる． 
まず，安藤（宮城教育大学）が現在公開されている小学校の教科書に記載されているプログラミング教育の箇所

の抜粋を紹介し，各社で扱われているプログラミング言語や指導内容，各社が提供しているオンライン教材の特徴

について解説，森（東京工業大学）とともに質疑応答を行った． 
次に体験セッションとして，株式会社アーテック（本社：大阪）より，アーテックロボ 2.0 および Studuino 等

を提供していただき，全参加者で，小学校理科の中で扱えるセンサーなどを用いたプログラムの作成を体験した．

参加者は，大学生，大学教員，小学校教員，企業の方等多様な立場の方であり，少人数という特長を活かして活発

な意見交換ができた．さらに，教材開発に携わった担当者にも来ていただいたことで，テクニカルな相談や可能性

について詳しくお話を聞くことができ，個別に相談などができた． 
最後に，全体討論としてこの教材の強みと課題，どのような利用ができるか等について，PMIチャートを利用し

てディスカッションした．経験や立場の異なる者同士でのこうした情報交換は参加者だけでなく，教材をご提供い

ただいた企業にとっても参考になったのではないかと思われる． 
なお，第3回を以下の通り企画している．QRコードにて参加申し込みを受け付けている． 

 
 
 
 
 
 
 
 

文責：安藤明伸（宮城教育大学） 
  

【次回のご案内】 
 
2020年03月13日（金） 

17:00 - 20:00（途中参加退場可能） 
embotによる小学校プログラミングの体験 

場所： 
東京工業大学キャンパスイノベーションセンター 

参加費：無料 

図 研究会の様子 
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SIG-13 STEM教育 第2回研究会 

『STEM-SIG研究会』開催報告 
●日時：2019年12月7日（土）13:00～17:35 
●会場：明治学院大学 白金キャンパス 3号館3202教室 
●参加者数：23名 
●テーマ：「STEM教育」 
●プログラム： 

１）小・中学生を対象としたバーチャル環境におけるものづくりを通したSTEM教育の実践 
瀬戸崎典夫（長崎大学） 

２）STEM教育において創造的プロセスと探究的プロセスが切り替わる契機と遷移パターンの分析 
  木村優里（東京学芸大こども未来研究所） 
３）STEAMリテラシーの育成を目指す教養教育プログラムの開発 竹中真希子（大分大学） 
４）中学校物理分野を対象としたSTEAM教育の授業デザインと生徒の学習過程に関する研究 
  北澤武（東京学芸大学） 
５）振り返りとまとめ（森田裕介・早稲田大学，齊藤智樹・順天堂大学） 
本研究会は，第1回における実践的研究の積み重ねという課題に対し，第2回研究会として，教育工学的アプロ

ーチによる STEM 教育の実践的研究の事例および課題を 4 名の先生方にご発表いただいた．また，振り返りにお

いては，発表に対する議論をさらに深めるとともに，参加者の STEM 教育に対する考えや課題として考えている

ことなどを共有した．  
まず，瀬戸崎典夫（長崎大学）がバーチャル環境におけるものづくりを学習に取り込んだSTEM教育の実践に関

する報告を行った．小・中学生による「バーチャル環境における災害に強いまちづくり」の制作活動を実践事例と

して進め，先の可能性の検討を行ったことなどを発表した．  
次に，木村優里（東京学芸大こども未来研究所）がSTEM教育を通して育成される力を「Need to do」「Need to 

know」の側面からとらえ，問題解決における創造的プロセスと探究的プロセスについて理論的に解説した．そのう

えで，これらのプロセスの切り替わりの契機や遷移パターンを実践から分析していくための観点や方法などについ

て，参加者とともに議論を進めた． 
続いて，竹中真希子（大分大学）が高等教育におけるSTEAMリテラシーの涵養に関する実践を報告した．大学

の一般教養科目において実施可能なSTEAM教育のプログラムの開発の必要性について提案するとともに，複数の

機構を組み合わせた装置の作成を通した，数学・物理の世界の発見とその魅力の発信をテーマとした実践事例につ

いて発表した． 
最後に，北澤武（東京学芸大学）から，中学校物理分野におけるSTEAM教育の授業デザインに関する事例が報

告され，学習者の膨大な活動記録に基づいた STEAM 教育のデザインに関する示唆が提供された．また，

STEM/STEAM 教育の背景を踏まえ，「情報活用能力」を考慮した授業デザインの検討と実践が必要であることを

提案した．  
各研究事例の報告では，参加者らによるグループディスカッションが実施され，報告者・参加者間での交流が行

われた．また，代表の森田裕介（早稲田大学）をファシリテーターとして，齊藤智樹（順天堂大学）による米国に

おける取組など，これまでの STEM 教育の経緯について話をいただくことで，全体での振り返りとまとめを行っ

た．                                  文責：江草遼平（明治学院大学） 
  

木村優里による研究報告 竹中真希子による研究報告 北澤武による研究報告 
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SIG-04 教育の情報化 第９回ワークショップ 

『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？』開催報告 
●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 
●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？』 
●プログラム： 
 １）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） 
 ２）各社のサービスの説明および体験 
   ・株式会社 COMPASS「Qubena」 
   ・シャープマーケティングジャパン株式会社「インタラクティブスタディ」 
   ・凸版印刷株式会社「やるKey」 
   ・株式会社Libry「Libry」 
 ３）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） 
 ４）活用・検証アイデアワークショップ 

SIG-04は，「教育の情報化」に関わる今日的課題に焦点化した実践研究の推進を目的としており，主に初等中等

教育における「教科指導における ICT活用」および「情報教育」にかかわる研究を主軸に行なっている．当会を通

して，「教育の情報化」に関わる研究者・教諭・学生・企業の方々との連携を深めることも目的の１つである． 
さて，今回のワークショップでは「EdTech」をキーワードに掲げて，適応学習（Adaptive Learning）型の教材

開発をおこなっている企業にご参集いただくこととした．参加者がそれぞれの教材のコンセプトやその機能・効果

等を体験し，いわゆる「個別最適化した学び」がどの程度実現可能となったのか，現場のニーズや今後の発展性は

どこにあるか等を検討する場として設定した． 
まずは，コアメンバーの稲垣忠（東北学院大学）による「ICTとEdTech 学びを助けるテクノロジの動向」と称

したオンライン映像を視聴し，その後，下郡啓夫（函館工業高等専門学校）が補足及び解説を加えた．下郡氏は，

ICT CONNECT21 の普及推進ワーキンググループのメンバーでもあり，EdTech について，学術的な見地及び教

育分野を超えた視点で，稲垣氏からのバトンをつないでくれた． 
これら冒頭のプレゼンによってEdTechについてのバックグラウンドを理解した上で，参加者は４社の教材を実

際に操作しながら順次体験していった． 
次に，教育工学の研究者（SIG04コアメンバー）から，各々の研究分野のスタンスで，各社の教材の意味付け・

分類・期待・課題等を語った．学習効果の検証方法等についての意見も述べられ，教育工学会としてのエッセンス

が加味されたといえる．まとめとして，研究者・教員・企業の３者がグループワークをおこない，各教材の効果的

な利用方法や新しい機能の提案等の要望をグループごとに発表した．なお，実際の開発コストや期間等の問題・技

術的な実現可能性等は別として，活用のアイディアや制作サイド（教材開発企業）への機能・インタフェイス等の

改善提案なども数多く出されたため，企業側にとっても，今後の開発方針への示唆があったものと考えられる． 
最後に，今回のワークショップ開催にあたり，休日にも関わらず，教材プレゼンを快くお引き受けいただいた４

社の皆様方，そして快適な学習空間をお貸しいただいた株式会社内田洋行の皆様方に感謝いたします． 
文責：豊田充崇（和歌山大学教職大学院） 
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SIG-11 情報教育 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』開催報告 
●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） 254演習室 
●発表者：加納寛子（山形大学），小棹理子（ソニー学園湘北短期大学），橋本はる美（摂南大学）， 

糟谷咲子（岐阜聖徳学園大学短期大学部） 
●参加者：山住富也（名古屋文理大学），寶壺貴之（岐阜聖徳学園大学） 
●プログラム： 
 14:20～受付 
 14:30～15:30 情報モラル質問紙による調査の報告 
 15:30～16:20 ディスカッション 
 16:20～16:30 まとめ 

SIG11 では，情報教育の指導とカリキュラムについて検討することを目的としている．今回はその中で情報モ

ラルの部分に焦点を絞って，カリキュラムの検討を実施した．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」での議論を基に，さらに調査結果の分析を進め議論を行った．報告内容

は以下であった． 
1．「学生の情報端末の活用の現状」について橋本より報告された．質問項目13について回答者の受け止め方が分

かれる可能性について指摘があった．学生の情報リテラシーについて，キー入力ができない，ルータの設定がで

きない，ドライブやフォルダの概念がない等の問題が指摘された． 
2．「初年次学生の情報リテラシー定着度」について小棹より報告された．ロボットやAIの普及に対する感情に肯

定と否定がみられることが報告され，プログラムの経験差，空想と体験による理解の差が背景にあるのではない

かと指摘された． 
3．「保育者養成課程における情報モラル教育検討のための分析」について糟谷より報告された．情報の開示につ

いて「いいね」などの認証要求からきていることが指摘された．また，問題を起こす可能性の高い自分の情報開

示を構わないとする学生に，どのように指導することができるかという問題提起がなされた． 
4．「性差と文理の違いに着目して」について加納より報告された．文理の違いについて PC 所持の違いがないか

質問があった． 
報告後，高等教育の情報リテラシーのカリキュラムの作成の検討のために，これまで取り組んだ小学校の情報

リテラシーのカリキュラムのためのオントロジーの作成と情報リテラシーカリキュラムについて説明され，今後

の方針について検討した．教科書分析が可能か，オントロジーをグループ分け，ラベリングできないかという意

見があった．参加者の山住より高校「情報」の情報倫理についての入学時に実施したテスト結果について紹介さ

れた．その結果，高校の情報学修の習熟について調査できる問題を分担し作成することとなった．この調査につ

いても今後検討を進める予定である． 
今回の議論を基に，より詳細な報告を2020年春季全国大会にて行う予定である． 

文責：糟谷咲子（岐阜聖徳学園大学短期大学部） 
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SIG-02 教師教育・実践研究 

第9回研究会『授業記録の中に生きる子どもの様子』開催報告 
●日時：2020年01月12日（日）13:00～16:00 
●会場：名古屋大学教育学部（教育学部棟２階E演習室） 
●参加者数：23名 
●テーマ：「授業記録の中に生きる子どもの様子」 
●講師：柴田好章（名古屋大学），進行：坂本將暢（名古屋大学） 
●プログラム 

１）開会・趣旨説明 
２）トランスクリプトにもとづく授業分析のワークショップ 

・Methods of Transcript-Based Lesson Analysisについての概説 
・個人およびグループで授業記録を読み，分析する活動 

３）まとめ 
４）閉会 

●コーディネーター：坂本將暢（名古屋大学），古田紫帆（大手前大学），島田希（大阪市立大学） 
本研究会では，トランスクリプトにもとづく授業分析を通じて，いかに授業や子どもの可能性を探索しうるのか

ということについて参加者相互に学びを深めました．まず，講師である柴田好章（名古屋大学）より，Methods of 
Transcript-Based Lesson Analysis（トランスクリプトにもとづく授業分析の方法）についての概説がなされまし

た．そこでは，授業研究の価値として，教師の成長や授業改善のみならず，「実践における理論」の構築に寄与する

という点が挙げられること，そして，そうした授業研究を根づかせるためには，教師文化および授業研究のツール

やルールが重要な役割を果たすということが述べられました．さらに，講師より，トランスクリプトにもとづく授

業分析と実証主義的なアプローチの違い等について説明がなされ，参加者はその歴史，目的，特徴について理解す

ることができました． 
次に，坂本將暢（名古屋大学）の進行により，参加者が実際に授業記録（小学校６年・社会科）を読み，分析す

る活動が行われました．まず，参加者が授業記録を音読し，教師や子どもの発言の気になる点に印をつけていきま

した．次に，授業記録をいくつかに分節化し，各分節に小見出しをつけ，それをグループで共有，意見交換を行い

ました．その後，各参加者が注目語を５つ選び，それが教師や子どもの発言の中に出現しているのかを確認しまし

た．すると，授業の鍵になると思われた注目語が意外と教師や子どもの発言の中に出現していない場合があり，参

加者は新たな気づきを得ることができました．さらに，坂本より，注目語と分節化の関連，１人の子どもの発言や

意見の変化など，トランスクリプトにもとづく授業分析の視点が提供され，参加者はより一層の分析を試みること

ができました． 
最後に，講師より授業記録を作成することは大変ではあるが，その中で多くの気づきを得ることができる重要な

作業であること，そして，何よりも子どもの思考に入り込んだ分析が可能になるといった意義等についてのまとめ

がなされました． 
今回の研究会での学びをふまえつつ，SIG-02第10回研究会を2020年02月28日（金）13:30より，信州大学教

育学部附属長野小学校において開催します．実際の授業を観察し，各参加者が授業の何を記録したのか，どのように

記録したのか，記録に基づく授業研究が教師や教職志望学生の学びや成長にどのようにつながっているのか，教育工

学の視点から議論します．ぜひご参加ください．                 文責：島田希（大阪市立大学） 
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ショートレター増刊号論文募集のお知らせ（最終報） 

日本教育工学会論文誌 vol.44 Suppl.の発行 

論文受付締切：2020年 04月01日（水）17:00 

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. 2019年12月に発刊の予定です． 
 
 ショートレターの内容については，例えば， 
以下のような内容が考えられます． 
 全国大会や研究会で発表した内容をまとめたもの 
 教育システム開発や教育実践をベースにした実践

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

充実させて，論文あるいは資料としての条件を満たす

ように記述したものは，論文あるいは資料に投稿でき

ます． 
ページ数が限られていることから，タイトル，著

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

者はさけて下さい．研究全体がプロジェクトチームに

よる共同研究であっても，実際にショートレターの限

られた内容に直接携わり，執筆した研究者にして下さ

い． 
 
ショートレターの査読日程予定 
(2020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 
 
ショートレター増刊号編集委員会 
編集委員長    渡辺雄貴（東京理科大学） 
委員（50音順）  荒木淳子（産業能率大学） 

伊藤崇達（九州大学） 
大浦弘樹（東京工業大学） 
大山牧子（大阪大学） 
瀬戸崎典夫（長崎大学） 
仲谷佳恵（東京工業大学） 
舟生日出男（創価大学） 
伏木田稚子（首都大学東京） 
松河秀哉（東北大学） 
山本朋弘（鹿児島大学）
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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，2019 年度は，2019 年 04 月から 12 月までに投稿された数となります． 

編集長 山内祐平 
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 ％ 

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 2 2   50 

2018 
年度 

論文 44 10 30 2 2 23 
教育システム開発論文 3 1 2   33 
教育実践研究論文 21 6 14 1  29 
資料 13 6 7   46 
寄書 1  1   0 

2019 
年度 

論文 38 8 14 2 14 21 
教育システム開発論文 5 1 2 1 1 20 
教育実践研究論文 12 0 6 1 5 0 
資料 13 4 4 1 4 31 
寄書 1 1    100 

 
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 ％ 

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 

2019 
年度 

論文 3  3   0 
教育実践研究論文 12 3 8 1  25 
資料 4 2 1 1  50 
寄書 2  2   0 
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 ％ 

2017 
年度 ショート 119 58 58 3  49 

2018 
年度 ショート 103 48 52 3  47 

2019 
年度 ショート 99 45 50 4  45 

 
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％ 

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 
2019 
年度 

Paper 1    1 0 
TechnicalInformation 1    1 0 
Translation 10 6 1  3 60 
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日本教育工学会と教育システム情報学会の合同英文誌

“Information and Technology in Education and Learning” 

(ITEL)発刊について（第一報） 
 

日本教育工学会 編集長 山内祐平 

 

 日本教育工学会は 1977 年より英文誌 “Educational Technology Research”(ETR)を発行して

まいりました．ETR は和文誌に掲載された論文の翻訳を通じて，日本の教育工学研究を世界に向

かって発信する重要な役割を果たしています．国際的な研究知見の交流が日常化する中で，英文

誌の役割もさらなる強化が求められており，特に英語による原著論文の増加が急務になっていま

す． 

 このような状況の中で，日本教育工学会と教育システム情報学会が協力して，既刊の

“Educational Technology Research”と“The Journal of Information and Systems in Education”
を統合し，新たな英文誌として“Information and Technology in Education and Learning” 
(ITEL)を発刊することになりました．これによりわが国における教育工学・教育システム情報学

の国際的な発信力を強化するとともに，国際的な共同研究・研究交流のプラットフォームを目指

します． 

 ITEL は J-STAGE をプラットフォームとしたオンラインのオープンアクセスジャーナルとし

て年間１巻（1 号）を刊行する予定です．現在両学会から編集委員が選定され，発刊の準備を急ピ

ッチで進めているところです．第１号の発刊は 2021 年 01 月を予定しており，2020 年 04 月より

論文募集を開始いたします． 

 論文募集に関する詳しい情報は 2020 年 03 月末にオープンする ITEL のウェブサイト

(http://www.itel.or.jp/)をご参照ください．また，次号のニューズレターにおいて編集委員や投稿

規定などの詳細情報を報告いたします． 

 ITEL の発刊にともない，ETR は 2020 年度(Vol.42)で廃刊となります．新規論文の募集は 2020
年 03 月で終わり，04 月からは ITEL の募集に切り替わります．03 月までに投稿いただいた原稿

はできるだけ ETR に掲載したいと考えておりますが，審査期間によっては ITEL に掲載すること

がありますのであらかじめご了承ください． 

引き続き学会員の皆様の英文誌への投稿を心よりお待ちしております． 
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Inspired Professional Learning. Inspired Learning Professionals. 
2019 AECT International Convention に参加して 

 
 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，教育コミュニケーション工学会）の主催する，2019 AECT 
International Convention に参加した．今回の大会では，”Inspired Professional Learning. 
Inspired Learning Professionals.”をテーマに，10 月 21 日から 10 月 25 日まで，ネバダ州ラス

ベガスにおいて開催された．日本教育工学会からは，山内祐平副会長（東京大学），渡辺雄貴（東

京理科大学）が AECT との交流，情報収集を目的に参加した．AECT の会員数は約 3000 人，大

会への参加者は約 1000 人であることから，日本教育工学会と同規模と言える．一方，AECT で

は，参加者の約４割が大学院生であり，日本からも東京理科大学等から大学院生が参加した．  
 大会の構成は，AECT の 2019 International Convention の Web ページ（https://convention2. 
allacademic.com/one/aect/aect19/）にあるが，簡潔に示したものを以下にまとめる． 
 

表 1 2019 AECT International Convention タイムテーブル 
 １日目 

10 月 21 日

（月） 

２日目 
10 月 22 日

（火） 

３日目 
10 月 23 日

（水） 

４日目 
10 月 24 日

（木） 

５日目 
10 月 25 日

（金） 

朝   Breakfast with 
Champions 

Fun: 
Walk/Run 

 

午前 Workshop など 一般発表 一般発表 一般発表 一般発表 
昼  Kickoff Lunch    

午後

１ 
Workshop など 一般発表 一般発表 一般発表 

午後

２ 
First Timer’s 
Orientation 

ポスター発表 一般発表 一般発表 

夜  International 
Reception 

International 
Dinner 

University 
Reception 

 大会の期間は，５日間と長く，前後を合わせると１週間の滞在となる．１日目は，比較的スケ

ジュールに余裕があり，興味関心に合わせた Workshop などが並行して開催される．また，１回

目の参加者を対象とした First Timer’s Orientation では，参加者同士の横のつながりを構築する

取り組みや，会場の様子などが説明される．ネームプレートには“First Timer”の文字が加わり，

他の参加者からも注目されるようになっていた．２日目から，本格的に大会がはじまる．口頭発

表は，小さい部屋から大きな部屋まであった．50 分間ごとに区切られたセッションでは，１件か

ら３件の発表が分野ごとにある．時間管理は比較的緩やかに進んでいる印象を受けた．いずれの

会場も 20 名〜30 名ほどの参加者があり，質疑応答では熱心に議論がなされていた．また，参加

者同士のディスカッションなどが行われるセッションもあった．昼には，大会の“AECT & 
Division Convention Kickoff”Lunch があり，昼食が振る舞われた．午後には，ポスターセッシ

ョンがあり，多くの発表が行われていた．夜には，International Reception（President's Reception 
for International Affiliates）があり，各国からの参加者との交流が持てた．そこでは，山内副会

長から，本学会の取り組みなどのスピーチをすることができた．３日目朝には，Breakfast with 
Champions があり，著名な研究者が各テーブルに座り，一緒に朝食をとるというイベントがあっ

た．International Dinner では，昨年同様の留学生支援の取り組みがあった．４日目朝には，皆

でラスベガスをジョギングするイベントなどがあり，参加者同士の横のつながりを構築する仕組

みがよくできている．夜の，University Reception では，教育工学研究に力を入れている大学が

ブースを出し，卒業生が集まったり，宣伝を行ったりするものだが，日本からの参加者であって

も，温かく迎え入れてもらえる．最終日は，午前中で学会は終了した． 
 発表の内容や質は幅広く，大学院生の発表も多い．参加者は，教育工学分野で著名な研究者も

多く，いろいろなアドバイスをもらえることがメリットではないだろうか． 
 AECT の今後の大会は，2020 年フロリダ州ジャクソンビル，2021 年オハイオ州コロンバス，

2022年ネバダ州ラスベガス，2023年フロリダ州オーランド，2024年カンザス州カンザスシティ，

2025 年ネバダ州ラスベガスで開催される予定である．また，次回の 2020 年大会の Proposal の
締めきりは，02 月 17 日である．今後，日本教育工学会から多くの発表者が登壇することを期待

したい． 
文責：渡辺雄貴（東京理科大学） 
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国際学会 ICoME 開催のご案内 
●日 程：2020年 08 月 17 日～19 日 
●場 所：甲南大学岡本キャンパス（神戸・兵庫） 
 

ICoME（International Conference for Media in Education）2020 は，今回で第 18 回目の実

施となります．韓国，中国と実施し，今年度は日本で開催します．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，甲南大学岡本キャンパ

スにて開催されます．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． 
なお，ICoME に関する情報は随時 ICoME2020 ウェブサイト，JAEMS ウェブサイトおよびメ

ーリングリストにて発信していきます． 
 
■日時：2020 年 08 月 17 日（月）～19 日（水） 
■場所：甲南大学岡本キャンパス，神戸，兵庫  
■テーマ：Diversity education in ICT advanced society 
■ウェブサイト：https://icome.education/ 
 ※学会に関する情報は随時ウェブサイトにてお知らせいたします． 
 
■プログラム 

17 日（月）：Opening Ceremony / Keynote speech / Concurrent Session 
18 日（火）：Keynote speech / Concurrent Session / Round Table (Parallel Forum) 
19 日（水）：Keynote speech / President Talk / Closing Ceremony / Field Tour 
※プログラムは直前まで変更の可能性があります． 

 
■学会までのスケジュール（プロポーザル・参加申込期限）【厳守】 

Proposal submission(Concurrent Session)  March 30th, 2020  
Proposal submission(Roundtable Session)  April 30th, 2020  
Proceedings file submission(Both Concurrent and Round Table Session)  June 30th, 2020  
Registration for participation (Early Bird)  June 30th, 2020 
Registration for participation  July 30th, 2020 

 
■参加費 

Faculty / Primary or Secondary Teacher / Company Employee / Other 15,000JPY 
Graduate Student(Doctoral and Master Course)            5,000JPY 
Undergraduate Student                       3,000JPY 
※参加費の支払いは，日本円での現地での現金払いとなります．（懇親会費など含みます） 
 

■宿泊場所 
学会での予約仲介は行いませんので，各自で宿泊場所をご準備ください． 
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日本教育工学会の法人化について 

－定款案へのご意見募集－ 
 
 本学会は 2021 年 03 月に，任意団体から一般社団法人（以下，新法人）へと移行する準備を

進めています．3,000 人あまりの会員が所属する学会として組織的な整備を行います． 
一般社団法人としての定款を整備し，法務局に登記することにより，社会的信用のある組織と

なることを目的としています．これにより，例えば現在は会長名で行っている様々な契約や銀行

口座開設などの法律行為を会長個人が行うことなく，学会が行うことができるようになります． 
法人化にあたっては，学会運営をスムーズに移行するため，次の方針で進めます． 
 
１）各種事業，会員種別，会員の権利，年会費の変更はありません 
学会誌刊行，秋季・春季大会，研究会など各種事業の実施，会員種別および会員の各事業への

参加の権利はそのまま新法人に引き継ぎます．会費の変更もありません． 
 

２）会員が参加できる代議員総会にします 
 新法人では，会員の選挙で選出された代議員（社員）による代議員総会で役員の選任や決算を

審議することになります．代議員総会での議決は代議員が行いますが，それ以外の会員も参加し

意見を述べることができるようにします． 
 
３）役員選挙の方法 
 新法人の役員選挙は，定款の上では，会員の代表である代議員のみ選挙で選び，役員候補者は

代議員総会で選任します．また，会長（代表理事）は，代議員総会で承認された理事会において

選定することになります． 

 
新法人においても，これまで同様，会員からの選挙で候補者を選び，代議員総会で役員を選任

できるよう整備を行います．また，2020 年度は役員改選の年度ですが，例年年度末の 01 月頃に

行っている役員選挙を 2020 年 08 月頃に実施することとし，投票結果を踏まえた役員体制で新

法人がスタートできるようにします． 
 

４）会計年度を変更します 
 より多くの会員が参加できる春季大会で代議員総会を行うため，新法人では，会計年度を 01
月 01 日～12 月 31 日へと変更します．これに伴い， 2020 年度（2020 年 04 月 01 日～2021 年

03 月 31 日）会費は従来通り１年分請求させていただきますが，任意団体から新法人へ移行する

会員の 2021 年度分会費は，04 月から 12 月末まで９ヶ月分の会費請求を行う予定です． 
 
  

会 員
（正会員，名誉会員）

会 長

会 長

理 事 監 事

会 員
（正会員，名誉会員）

代議員
理 事 評議員

監 事

選挙 選挙

選挙

選挙

選定

選挙

選任 選任

任意団体の役員選任のしくみ 法人化後の役員選任のしくみ

参考：日本科学教育学会「学会通信」平成25年総会号，2013

候補者
選挙

候補者
選挙

候補者
選挙
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５）法人化の具体的なスケジュール 
 次の図のように法人化を進めます．2021 年 01 月に新法人設立．その後，2021 年春季大会に

おいて，任意団体最後の定時総会を開催し，2021 年 03 月までの任意団体の決算および任意団体

解散を審議します．任意団体定時総会終了後，新法人の初めての代議員総会を開催し，2021 年

03 月（任意団体開催後から）～12 月の予算案，および新法人の役員を審議します． 
 
 

 
2020 年 02 月 一般社団法人・日本教育工学会定款案パブリックコメント（１ヶ月程度） 
2020 年 06 月 第 36 回通常総会にて任意団体解散，法人定款案等審議 
2020 年 08 月 任意団体・役員選挙実施 
2021 年 01 月 法務局にて設立登記「一般社団法人日本教育工学会」設立 
2021 年 03 月 春季大会において任意団体最後の定時総会ならびに代議員総会開催 
  任意団体から一般社団法人へ会員移行（任意団体，残余財産寄付） 
※ 2021 年 03 月の最後の定時総会で解散を決議して以降，会員は自動的に新法人に入会すると

同時に，残余財産を新法人に移行します．これ以降は新理事会において「一般社団法人日本

教育工学会」の事業を運営します． 
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一般社団法人 日本教育工学会 定款案へのご意見 

 
 
 一般社団法人・日本教育工学会・定款（案）について，ご意見を事務局までお知らせくださ

い．2020 年 03 月 20 日（月）を期限とします． 
 
連絡先：  
期 限：2020 年 03 月 20 日（金） 

 
 

一般社団法人日本教育工学会 定款 （案） 
 

第１章 総 則 
 
（名称） 
第１条 この法人は，一般社団法人日本教育工学会と称する．この法人の英文名は Japan 

Society for Educational Technology と表記する． 
 
（事務所） 
第２条 この法人は，主たる事務所を東京都港区に置く． 
２ この法人は，理事会の決議によって，従たる事務所を設置することができる． 

 
（目的） 
第３条 この法人は，教育工学に関する学術的研究調査の情報の交換を行い，この研究調査を援

助し普及することを目的とする． 
 
（事業） 
第４条 この法人は，前条の目的を達成するために，次の事業を行う． 

（１）全国大会の開催 
（２）研究会，講演会，講習会，討論会などの開催 
（３）論文誌，会誌，ニューズレター及び図書の発行と販売 
（４）国内外の学協会との連絡及び協力  
（５）教育工学に関する情報の収集  
（６）教育工学の研究，普及及び活動に関する実績の表彰 
（７）その他前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業 

 
（公告の方法） 
第５条 この法人の公告は，電子公告により行う．ただし，事故，その他やむを得ない事由によ

り，電子公告ができない場合は，官報に掲載する方法により行う． 
 

第２章 会員及び社員 
 
（種別等） 
第６条 この法人の会員の種別は，次の通りとする． 

（１）正会員 教育工学の研究開発に携わり，本会の目的に賛同して入会した個人 
（２）准会員 教育工学に関心を持ち，本会の目的に賛同して入会した個人 
（３）学生会員 本会の目的に賛同して入会した学生 
（４）維持会員 本会の維持に協力する法人及び団体 
（５）名誉会員 教育工学の発展に特に功労のあった正会員で，理事会の推薦を経て総

会で承認された個人 
２ この法人の社員（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第１１条第１項第５号に

規定する社員をいう．以下同じ．なお，上記法律を以下「一般社団・財団法人法」とい

う）は，第１３条以下の規定をもって選出される代議員をもって社員とする． 
３ 会員は，別に定める相当のサービスを受けることができる． 
４ 会員は，一般社団・財団法人法に規定された次に掲げる社員の権利を，代議員と同様に

この法人に対して行使することができる． 
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（１）定款・代議員名簿の閲覧等 
（２）代議員総会の議事録の閲覧等 
（３）代議員の代理権証明書面等の閲覧等  
（４）議決権行使書面の閲覧等 
（５）計算書類等の閲覧等 
（６）清算法人の貸借対照表等の閲覧等 
（７）合併契約等の閲覧等 

 
（入会） 
第７条 この法人の会員となろうとする者は，別に定める入会金及び１年分の会費を添えて，入

会申込書を会長宛提出し，理事会の承認を得なければならない． 
 
（会費） 
第８条 会員は，種別に応じ，会費を前納しなければならない． 
 
（会員の資格喪失） 
第９条 会員は，次の各号のいずれかに該当する場合には，その資格を喪失する． 

（１）退会 
（２）死亡，失踪宣告を受け，維持会員にあってはその所属団体等の解散 
（３）除籍 
（４）除名 

２ 会員は，前項の規定によりその資格を喪失したときは，この法人に対する会員としての

権利を失い，義務を免れる．但し，未履行の義務は，これを免れることはできない． 
３ この法人は，会員がその資格を喪失しても，既納の金銭物件は返還しない． 

 
（退会） 
第１０条 会員で退会しようとする者は，理由を付して退会届を提出しなければならない． 
 
（除籍） 
第１１条 会費を滞納した会員は，理事会の決議を経て，これを除籍することができる． 

２ 前項によって除籍された者で，滞納会費に相当する金額を納めるときは，第７条の手

続きを経て，再び入会を許可することができる． 
 
（除名） 
第１２条 会員が，次の各号のいずれかに該当する場合には，代議員総会の決議によって，当該

会員を除名することができる．この場合，その会員に対し，代議員総会の１週間前までに，

理由を付して除名する旨の通知をなし，代議員総会において，決議の前に弁明の機会を与え

なければならない． 
（１）定款その他の規則に違反したとき 
（２）この法人の名誉を傷付け，又はこの法人の事業を妨害する行為をしたとき 
（３）その他除名すべき正当な事由があるとき 

 
第３章 代議員及び代議員総会 

 
（代議員） 
第１３条 この法人に，代議員を置く．この法人は，代議員をもって一般社団・財団法人法に規

定する社員とする． 
 
（代議員の選任） 
第１４条 代議員を選出するため，正会員及び名誉会員による代議員選挙を行う．代議員選挙を

行うために必要な事項は理事会において別に定める． 
２ 代議員は正会員の中から選ばれることを要する． 
３ 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くことになるときに備えて補欠の代議員を選

挙することができる．補欠の代議員の任期は，任期の満了前に退任した代議員の任期の満

了する時までとする． 
４ 代議員選挙は，代議員の任期が満了する年の８月から１０月までに実施する． 
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（代議員の任期） 
第１５条 代議員の任期は，選任の４年後に実施される代議員選挙の終了の時までとし，再任を

妨げない．ただし，代議員は，第９条から第１２条までの規定により会員資格を喪失したと

きは，代議員の資格を失う． 
２ 代議員が代議員総会の決議取消しの訴え，法人の解散の訴え，責任追及の訴え及び役員

の解任の訴えを提起している場合（一般社団・財団法人法第２７８条第１項に規定する訴

えの提起の請求をしている場合を含む．）は，当該訴訟が終結するまでの間，当該代議員

は社員たる地位を失わない．ただし，役員の選任及び解任並びに定款変更についての議決

権を有しない． 
 
（代議員の職務権限） 
第１６条 代議員は，正会員を代表して代議員総会に出席し，審議事項を審議し決議する． 
 
（代議員の報酬） 
第１７条 代議員は無報酬とする． 
 
（代議員総会） 
第１８条 代議員総会は，すべての代議員をもって組織する．この法人は，代議員総会をもって

一般社団・財団法人法に規定する社員総会とする． 
２ 代議員総会における議決権は，代議員１名につき，１個とする． 
３ 理事，監事及び事務局長は，やむを得ない事由がある場合を除き，代議員総会に出席

しなければならない． 
４ 会員は，代議員総会に出席して意見を述べることができる． 
 
（代議員総会の種別） 
第１９条 代議員総会は，定時代議員総会及び臨時代議員総会の２種類とする． 

２ 定時代議員総会は，年１回，前事業年度終了後３か月以内に開催する． 
３ 臨時代議員総会は，必要がある場合には，いつでも開催することができる． 
 

（代議員総会の権限） 
第２０条 代議員総会は，次の事項について決議する． 

（１）役員の選任及び解任 
（２）定款の変更 
（３）各事業年度の事業報告及び決算 
（４）会費及び入会金の金額 
（５）会員の除名 
（６）役員の報酬等の額 
（７）長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け 
（８）解散及び残余財産の処分 
（９）理事会において付議された事項 
（10）その他一般社団・財団法人法に規定されている事項及びこの定款において定めら

れた事項 
 
（代議員総会の招集） 
第２１条 代議員総会は，法令に別段の定めがある場合を除き，理事会の決議に基づき会長が招

集する． 
２ 代議員が代議員総数の議決権の５分の１以上を有する代議員の同意を得て，会長に対

し，代議員総会の目的である事項及び招集の理由を示して，代議員総会の招集を請求し

たときは，会長は，請求の日から６週間以内の日を代議員総会の日とする臨時代議員総

会の招集の通知を発しなければならない． 
３ 前項の規定にかかわらず，代議員全員の同意があるときは，招集の手続きを経ること

なく，代議員総会を開催することができる． 
 
（招集通知） 
第２２条 会長は，代議員総会の７日前までに，代議員に対し，代議員総会の日時，場所，目的

である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の通知を発しなければならない．た
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だし，第２６条第 1 項で規定する書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合に

は，代議員総会の２週間前までにその通知を発しなければならない． 
２ 代議員総会に出席しない代議員が第２６条で規定する書面又は電磁的方法による議決

権を行使するとき，及び第２７条で規定する代理人による議決権を行使できることとす

るときは，前項に掲げる事項を記載した書面により，その通知をしなければならない． 
 
（代議員総会の議長） 
第２３条 代議員総会の議長は，会長がこれに当たる．会長に事故等の支障がある場合には，代

議員総会において議長を選出する． 
２ 代議員総会の議長は，代議員総会の秩序を維持し，議事を整理し，また，命令に従わ

ない者その他当該代議員総会の秩序を乱す者を退場させることができる． 
 
（定足数） 
第２４条 代議員総会は，議決権の過半数を有する代議員の出席がなければ，開催することがで

きない． 
 
（代議員総会の決議） 
第２５条 代議員総会の決議は出席した代議員の議決権の過半数をもって行う． 

２ 前項の規定にかかわらず，次に掲げる決議は，総代議員の半数以上であって，総代議

員の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行う． 
（１）会員の除名 
（２）監事の解任 
（３）定款の変更 
（４）解散及び残余財産の帰属 
（５）その他法令及びこの定款で定められた事項 

 
（書面等による議決権の行使） 
第２６条 代議員総会に出席できない代議員は，予め通知された事項について書面又は電磁的方

法をもって議決権を行使することができる． 
２ 第 1 項における書面又は電磁的議決権の行使については，第２２条第２項によって通

知された方法によって，その代議員総会の日時の直前の業務時間の終了時までに，この

法人の事務局に到達しない場合は，無効とする． 
 
（議決権の代理行使） 
第２７条 代議員総会に出席できない代議員は，他の代議員又は当該代議員が予め登録した者に

議決権の行使を委任することができる． 
２ 第１項による議決権の代理行使については，その代議員は，委任状その他の代理権を証

明する書面をその代議員総会の日時の直前までにこの法人の事務局に提出しなければなら

ない． 
 
（決議及び報告の省略） 
第２８条 理事又は代議員が代議員総会の目的である事項につき提案した場合において，当該提

案につき代議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは，その議案

を可決する代議員総会の決議があったものとみなす． 
２ 会長が代議員総会に報告すべき事項を通知した場合において，当該事項を代議員総会

に報告することを要しないことについて代議員の全員が書面又は電磁的記録により同意

の意思表示をしたときは，当該事項の代議員総会への報告があったものとみなす． 
 
（代議員総会の議事録） 
第２９条 代議員総会の議事録は，法令で定めるところにより作成する． 

２ 議事録には，当日の代議員総会の議長及び出席の会長及び代議員総会において選出さ

れた者２名が署名人となり，署名又は記名押印する． 
 

第４章 役員等 
 
（役員の種類及び定数） 
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第３０条 この法人に次の役員を置く． 
理事 １５名以上２５名以内 
監事 ２名以内 
２ 理事のうち，１名を会長，若干名を副会長とし，会長をもって一般社団・財団法人法

上の代表理事とする． 
 
（選任等） 
第３１条 理事及び監事は，代議員総会において正会員の中より選任する． 

２ 代表理事は，理事会において選定する． 
３ 監事は，理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない． 
４ 理事のうち，理事のいずれか１名とその配偶者又は３親等内の親族その他法令で定める

特別の関係にある者の合計数は，理事総数の３分の１を超えてはならない．監事について

も同様とする． 
５ 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に 
密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は，理事の総数の３分の

１を超えてはならない．監事についても同様とする． 
 
（理事の職務・権限） 
第３２条 理事は，理事会を構成し，法令及びこの定款の定めるところにより，この法人の職務

の執行を決定する． 
２ 会長は，この法人を代表し，その業務を執行する． 
３ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは，その職務を

代行する． 
４ 会長，副会長，業務を執行する理事は，毎事業年度に３ヶ月に１回以上，自己の職務の

執行の状況を理事会に報告しなければならない． 
 
（監事の職務・権限） 
第３３条 監事は，次に掲げる職務を行う． 

（１）理事の職務執行を監査し，法令で定めるところにより，監査報告を作成すること 
（２）この法人の業務並びに財産及び会計の状況を監査すること 
（３）代議員総会及び理事会に出席し，意見を述べること 
（４）理事が不正の行為をし，若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき，又

は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは，

これを代議員総会及び理事会に報告すること 
（５）前号の報告をするため必要があるときは，会長に理事会の招集を請求すること．

ただし，その請求があった日から５日以内に，２週間以内の日を理事会とする招集通知

が発せられない場合は，直接理事会を招集すること 
（６）理事が代議員総会に提出しようとする議案，書類その他法令で定めるものを調査

し，法令若しくは定款に違反し，又は著しく不当な事項があると認めるときは，その調

査の結果を社員総会に報告すること 
（７）理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為を

し，又はこれらの行為をするおそれがある場合において，その行為によってこの法人に

著しい損害が生ずるおそれがあるときは，その理事に対し，その行為をやめることを請

求すること 
（８）その他監事に認められた法令上の権限を行使すること 

 
（任 期） 
第３４条 理事の任期は，選任後２年以内に終了する事業年度のうち，最終のものに関する定時

代議員総会の終結の時までとし，再任を妨げない． 
２ 監事の任期は，選任後２年以内に終了する事業年度のうち，最終のものに関する定時

代議員総会の終結の時までとし，再任を妨げない． 
３ 補欠として又は増員により選任された役員の任期は前任者又は現任者の残任期間とす

る． 
 
（解任等） 
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第３５条 理事及び監事は，代議員総会において解任することができる．ただし，監事を解任す

る場合は，総代議員の半数以上であって，総代議員の議決権の３分の２以上の決議に基づい

て行わなければならない． 
２ 理事及び監事は，その任務を怠ったときは，この法人に対し，これによって生じた損

害を賠償する責任を負う． 
 
（報酬等） 
第３６条 理事及び監事は無報酬とする． 
 
（取引の制限） 
第３７条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は，その取引について重要な事実を開示

し，理事会の承認を得なければならない． 
（１）自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引 
（２）自己又は第三者のためにするこの法人との取引 
（３）この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこ

の法人とその理事との利益が相反する取引 
２ 前項の取引をした理事は，その取引の重要な事実を遅滞なく，理事会に報告しなけれ

ばならない． 
３ 前２項の取扱いについては，第４７条に定める理事会規則によるものとする． 

 
第５章 理事会 

 
（構 成） 
第３８条 この法人は，理事会を置く． 

２ 理事会は，すべての理事をもって構成する． 
 
（権 限） 
第３９条 理事会は，この定款に別に定めるもののほか，次の職務を行う． 

（１）代議員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定 
（２）規則の制定，変更及び廃止に関する事項 
（３）会費を滞納した会員に対する除籍の決定 
（４）前各号に定めるもののほか，この法人の業務執行の決定 
（５）理事の職務の執行の監督 
（６）代表理事，業務執行理事の選定及び解職 

２ 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を，理事に委任することができ

ない． 
（１）重要な財産の処分及び譲受け 
（２）多額の借財 
（３）重要な使用人の選任及び解任 
（４）従たる事務所その他重要な組織の設置，変更及び廃止 
（５）内部管理体制の整備（理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体

制の整備） 
 
（理事会の種別及び開催） 
第４０条 理事会は，通常理事会及び臨時理事会の２種類とする． 

２ 通常理事会は，毎事業年度に３ヶ月毎に１回以上開催する． 
３ 臨時理事会は，次の各号のいずれかに該当する場合に開催する． 

（１）会長が必要と認めたとき 
（２）会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の

請求があったとき 
（３）前号の請求があった日から５日以内に，その日から２週間以内の日を理事会の日

とする理事会の招集の通知が発せられない場合に，その請求をした理事が招集した

とき 
（４）第３３条第５号の規定により，監事から会長に招集の請求があったとき，又は監

事が招集したとき 
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（招 集） 
第４１条 理事会は，会長が招集する．ただし，会長が欠けたとき又は会長に事故があるとき

は，副会長が招集する．尚，前条第３項第３号により理事が招集する場合及び前条第３項第

４号後段により監事が招集する場合を除く． 
２ 会長は，前条第３項第２号又は第４号前段に該当する場合は，その請求があった日か

ら２週間以内に臨時理事会を招集しなければならない． 
３ 理事会を招集するときは，会議の日時，場所，目的である事項を記載した書面をもっ

て，開催日の１週間前までに，各理事及び各監事に対して通知しなければならない． 
４ 前項の規定にかかわらず，理事及び監事の全員の同意があるときは，招集の手続きを

経ることなく理事会を開催することができる． 
 
（議 長） 
第４２条 理事会の議長は，会長がこれに当たる． 
 
（決 議） 
第４３条 理事会の決議は，この定款に別段の定めがあるもののほか，特別の利害関係を有する

理事を除く理事の過半数が出席し，その過半数をもって決する． 
 
（決議の省略） 
第４４条 理事が，理事会の決議の目的である事項について提案した場合において，その提案に

ついて，決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし

たときは，その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする．ただし，監

事が異議を述べたときは，その限りではない． 
 
（報告の省略） 
第４５条 理事若しくは監事が理事及び監事の全員に対し，理事会に報告すべき事項を通知した

場合においては，その事項を理事会に報告することを要しない． 
２ 前項の規定は，第３２条第４項の規定による報告には適用しない． 

 
（議事録） 
第４６条 理事会の議事については，法令で定めるところにより議事録を作成し，出席した代表

理事及び監事は，これに署名し，又は記名押印しなければならない． 
 
（理事会規則） 
第４７条 理事会に関する事項は，法令又はこの定款に定めるもののほか，理事会において定め

る理事会規則による． 
 

第６章 資産及び会計 
 
（事業年度） 
第４８条 この法人の事業年度は，毎年１月１日に始まり同年１２月３１日に終わる． 
 
（資産） 
第４９条 この法人の資産は，次に掲げるものをもって構成する． 

（１）設立当初の財産目録に記載された財産 
（２）会費 
（３）寄付金品 
（４）財産から生じる収入 
（５）事業に伴う収入 
（６）その他の収入 

 
（事業計画及び収支予算） 
第５０条 この法人の事業計画書，収支予算書については，毎事業年度開始日の前日までに，会

長が作成し，理事会の決議を得て，直近の代議員総会に報告するものとする．これを変更す

る場合も，同様とする． 
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２ 前項の書類については，主たる事務所に（従たる事務所を設置した場合は従たる事務

所においても），当該事業年度が終了するまでの間備え置き，一般の閲覧に供するものとす

る． 
 
（事業報告及び決算） 
第５１条 この法人の事業報告及び決算については，毎事業年度終了後，会長が事業報告書及び

計算書類並びにこれらの付属明細書を作成し，監事の監査を受けた上で，理事会の決議を経

て，代議員総会の承認を受けなければならない． 
 
（長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け） 
第５２条 この法人が資金の借入をしようとするときは，その事業年度の収入をもって償還する

短期借入金を除き，代議員総会において総代議員の半数以上であって，総代議員の議決権の

３分の２以上の決議を得なければならない． 
２ この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも，前項と同じ決議を得

なければならない． 
 
（剰余金の分配の禁止） 
第５３条 この法人の剰余金は，これを一切分配してはならない．  
 

第７章 定款の変更及び解散等 
 
（定款の変更） 
第５４条 この定款は，代議員総会において，総代議員の半数以上であって，総代議員の議決権

の３分の２以上の決議により変更することができる． 
 
（解 散） 
第５５条 この法人は，一般社団・財団法人法第１４８条第１号，第２号及び第４号から第７号

までに規定する事由によるほか，代議員総会において，総代議員の半数以上であって，総代

議員の議決権の３分の２以上の決議により解散することができる． 
 
（残余財産の帰属） 
第５６条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は，代議員総会の決議を経て，公

益法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする． 
 

第８章 委員会 
 
（委員会） 
第５７条 この法人の事業を推進するために必要があるときは，理事会はその決議により，委員

会を設置することができる． 
２ 委員会に委員長をおく． 
３ 委員長は，理事会の決議を経て会長が委嘱する． 
４ 委員会の任務，構成並びに運営に関し必要な事項は，理事会の決議に より別に定め

る． 
 

第９章 事務局 
 
（設置等） 
第５８条 この法人の事務を処理するため，事務局を設置する． 

２ 事務局には，所要の職員を置く． 
３ 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は，会長が理事会の決議により，別に定め

る． 
４ 職員は，有給とする． 
５ 事務局業務は，会長が理事会の承認を得て外部に委託することができる． 

 
（備付け帳簿及び書類） 
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第５９条 主たる事務所に（従たる事務所を設置した場合は従たる事務所においても），次に掲

げる帳簿及び書類を備えておかなければならない． 
（１）定款 
（２）会員名簿 
（３）代議員，理事及び監事の名簿 
（４）認定，許可，認可等及び登記に関する書類 
（５）代議員総会及び理事会の議事に関する書類 
（６）事業計画書及び収支予算書 
（７）事業報告書及び計算書類並びにこれらの付属明細書 
（８）監査報告書 
（９）その他法令で定める帳簿及び書類 

 
第１０章 附 則 

 
（最初の事業年度) 
第６０条 この法人の最初の事業年度は，法人成立の日から令和３年１２月３１日までとする． 
 
第６１条 この法人の設立時の代議員は，正会員の中から，設立時社員全員が合意して，代議員

としての資格を与えた者とする． 
 
（設立時の役員） 
第６２条 この法人の設立時理事，設立時監事は，次のとおりとする． 

設立時理事    鈴木克明 
設立時理事    赤倉貴子 
設立時理事    堀田龍也 
設立時理事    山内祐平 
設立時理事    室田真男 
設立時監事    吉崎静夫 

２ この法人の設立時代表理事は，設立時理事の互選によって選定する． 
 
（設立時社員の氏名又は名称及び住所） 
第６３条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は，次のとおりである． 

住 所 
設立時社員    ○○○○ 
住 所 
設立時社員    ○○○○ 

 
（法令の準拠） 
第６４条 本定款に定めのない事項は，全て一般法人法その他の法令に従う． 
 
 以上，一般社団法人日本教育工学会 を設立するため，発起人の定款作成代理人である司法書

士法人大城節子事務所は，電磁的記録である本定款を作成し，電子署名する． 
 
令和 ３年  月   日 
 
設立時社員    ○○○○ 
設立時社員    ○○○○ 
 
  定款作成代理人  司法書士法人 大城 節子 事務所 
                代表社員 福井 朝子 
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※ 会員サービス 

会員種別 

機関誌と配布数 

大会

発表 

研究

会発

表 

ｼﾝﾎﾟ

ｼﾞｳﾑ

等※2 機関

誌投

稿 

SIG
活動

運営 

役

員・

代議

員選

挙投

票 

役

員・

代議

員被

選挙

権 

論文

誌 
増刊

号 
英文

誌 

正会員 1 1 1 ○ ○ ○ ○ ○※3 ○ ○ 
准会員 0 1 0 ○ ○ ○ ○ ○   
学生会員 1 1 1 ○ ○ ○ ○ ○   
維持会員 3 3 3 ○※1 ○ ○     
名誉会員 1 1 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○  

※1：個人会員として入会していなくても最大３名まで発表可（大会参加費別） 
※2：シンポジウム等は，シンポジウムのほかに，コミュニティ企画，ワークショップ，産学協

同セミナー等を含む 
※3：新規 SIG 申請発起人のうち少なくとも３名は本学会に５年以上所属している正会員，など

条件有 
 
※ 入会金・１年分の会費 
会員種別 入会金 １年分の会費 
正会員 

1,000 円 

9,000 円 
准会員 5,500 円 
学生会員 5,500 円 
維持会員 50,000 円（１口） 
名誉会員 － 不要 
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日本教育工学会第 18 期第 6 回理事会議事録 
日時：2019 年 11 月 30 日（土）14:40〜17:00 
場所：JAPET&CEC 会議室 
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，稲垣忠，岩崎千晶，小柳和喜雄，北澤武，木原俊行， 
高橋純，寺嶋浩介，姫野完治(ZOOM)，西森年寿，益子典文，松河秀哉， 
村上正行(ZOOM) ，望月俊男 ，森田裕介，山田政寛 

監事    吉崎静夫 
総務委員会 池尻良平 
将来構想 WG（オブザーバー） 松田岳士，美馬のゆり 

 (合計 24 名) 
1．前回の理事会議事録の承認について 
 第 18 期第５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 11 月 30 日現在の総会員数は，3,146

名である． 
 

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240 号の台割りの報告があった． 

(3) SIG 委員会 
今後の SIG の位置づけを検討する旨の説明があった． 

(4) 企画委員会 
JSET コミュニティ構築企画（第３弾）が提案され，承認した．  

(5) 大会企画委員会-秋 
今年度の秋大会と今後の秋大会の予定について報告があった．大会企画委員の交代につい

て承認した． 
(6) 大会企画委員会-春 
春大会の予定と企画について報告があった．  

(7) 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． 

(8) 国際交流 
秋大会でのプレジデントトーク，AECT の参加，中国教育技術協会との交流，EDU-Port の

活動について報告があった．インドで AECT Summer International Research Symposium
が開催予定との報告があった． 
(9) 顕彰委員会 
顕彰委員会委員の選出について報告され，承認した．研究奨励賞選考内規等の修正につい

て報告され，承認した． 
 

4．総務・会計 
法人化のロードマップについて説明があり，承認した．住所や会議室の使用は今まで通り

JAPET＆CEC との契約を継続し，事務局業務については長尾様と直接業務委託契約を結んだ

旨について報告があった． 
 

5．その他 
(1) 教育工学会将来構想 WG の進捗と今後のスケジュールについて報告があった． 
(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 18 期第 7 回理事会議事録 
日時：2019 年 12 月 20 日（金）～26 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６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 12 月 26 日現在の総会員数は 3,166

名となった． 
 

3．各種委員会から 
(1) 編集委員会 

論文誌編集，ITEL 編集委員会の設置と規則案に関する進捗状況の報告があった． 
 

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 18 期第 8 回理事会議事録 
日時：2020 年 01 月 16 日（木）～22 日（水） 
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７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．2020 年 01 月 22 日現在の総会員数は 3,213 名

となった． 
 
3．各種委員会から 

(1) 編集委員会 
論文誌編集に関する進捗状況の報告があった． 

(2) 大会企画委員会-秋 
大会のスケジュール，シンポジウム案，企画セッション案について報告があった． 

(3) 大会企画委員会-春 
参加申込者数（337 名），発表申込数（269 件），採択された自主企画セッションについて報

告があった． 
 

2. 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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2020 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）．３月に，2020 年

度（2020 年 04 月 01 日～2021 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．2019
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１回発行 
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． 
 

  

◆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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2020 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：  
 

2019 年秋季全国大会講演論文集 USB メモリの購入について 
 
昨年 09 月に名古屋国際会議場で開催された 2019 年秋季全国大会の論文集 USB メモリに残部があり

ます．購入をご希望の方は，学会事務局（ ）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「2019 年秋季全国大会講演論文集 USB メモリ」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． 
・ 2019 年秋季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） 
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 USB メモリ 5,000 円+送料となります． 
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新入会員（2019 年 10 月 12 日～2020 年 01 月 10 日） 
入会申込者 80 名１機関（正会員：43 名，准会員：７名，学生会員：30 名，維持会員：１機関） 

正会員（43 名） 

黒田秀子(関西外国語大学) 

野尻浩 

松本朱実(近畿大学研究員) 

Mohamed YusoffFatin Amirah(富山

大学) 

新名彩美(日南振徳高等学校) 

加藤圭太(愛知県立旭陵高等学校) 

名知秀斗(多治見北高等学校) 

金川弘希(大阪市立苗代小学校) 

島崎俊介(電気通信大学) 

小野塚若菜(株式会社ベネッセコーポ

レーション) 

山本礼二(目白大学) 

高橋克茂(独立行政法人都市再生機構

東日本都市再生本部) 

横山弘毅(株式会社バンザン) 

武藤ゆみ子(玉川大学) 

真田誠至(福山大学) 

高田大輔(新潟医療福祉大学) 

久川慶貴(春日井市立藤山台小学校) 

福島泰子(名古屋大学) 

小倉恭彦(国立教育政策研究所) 

小林和也(北海道大学) 

田中宏明(北海道大学オープンエデュ

ケーションセンター) 

藤野友和(福岡女子大学) 

林原洋二郎(ヴィスト株式会社) 

伊藤勝久(神奈川工科大学) 

リャンジールー(京都先端科学大学) 

草薙邦広(広島大学) 

栗田由菜(合同会社インフィニティー

オクターバー) 

芳賀了(長野県立病院機構) 

高鍬裕樹(大阪教育大学) 

佐藤美子(四天王寺大学) 

山田祥之(電気通信大学) 

新海尚子(津田塾大学) 

佐藤政枝(横浜市立大学) 

須藤絢(函館工業高等専門学校) 

福岡賢二(神戸情報大学院大学) 

磯和壮太朗(皇學館大学) 

松浦李恵(宝塚大学) 

村岡千種(北海道科学大学) 

末繁美和(岡山大学) 

宮田真宏(玉川学園) 

有賀三夏(東北芸術工科大学) 

波呂房江(神奈川県立,綾瀬高等学校) 

永井孝(ものつくり大学) 

 

准会員（７名） 

川上徹行(鹿嶋市立豊津小学校) 

奥山圭一(世田谷区立東玉川小学校) 

今田雅彦(関西大学) 

和田政輝(長岡工業高等専門学校) 

土井国春(東みよし町立昼間小学校) 

田中雄也(寝屋川市立第八中学校) 

林なおみ(新潟市立五十嵐小学校) 

 

学生会員（30 名） 

佐々裕美(早稲田大学大学院) 

田中久美子(筑波大学) 

ワード弥生(熊本大学) 

墓本晃一(鳴門教育大学院) 

内田早紀子(筑波大学大学院) 

彭悦(京都大学) 

古荘智子(名古屋大学大学院) 

今瀬耕佑(東京学芸大学大学院) 

橋本尊弥(横浜国立大学) 

高岡侑平(立命館大学大学院) 

真鍋貴拓(東洋大学大学院) 

谷口なぎさ(東京学芸大学) 

島部日向子(岐阜大学大学院) 

石原浩一(鳴門教育大学教職大学院) 

中西奈菜(鳴門教育大学教職大学院) 

青柳尚朗(東京大学大学院) 

安藤寛子(自由学園) 

徐宇凡(九州大学) 

橋本佳蓉子(東京理科大学大学院) 

郡司日奈乃(千葉大学) 

神庭直輝(広島大学) 

浅川藍里(聖心女子大学大学院) 

牧野みのり(早稲田大学) 

浅井瑞希(東京学芸大学) 

小俣海斗(東京大学大学院) 

菅原優(東京大学) 

小山将史(東京工業大学) 

川村章人(熊本大学大学院) 

加田早耶花(聖心女子大学大学院) 

 

維持会員（１機関） 

株式会社 JMC, 事業推進部 戦略企

画課 

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）

9

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
２０２０年０２月～２０２０年１２月
・	２０２０年０２月２９日（土）から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）

・	２０２０年０６月２０日（土）
	 		第 36 回通常総会ならびにシンポジウム開催（会場：東
京工業大学　大岡山キャンパス）

・	２０２０年０７月１１日（土）
	 	研究会「教育方法・教育実践研究 /一般」（会場 : 新
島学園短期大学）

・	２０２０年０９月１２日（土）から０９月１３日（日）
	 	＜全国大会＞2020 年秋季全国大会（会場 : 札幌市教
育文化会館）

・	２０２０年１０月２４日（土）
	 	研究会「教育の情報化 /一般」（会場 : 常葉大学	静岡
草薙キャンパス）

・	２０２０年１２月１２日（土）
	 	研究会「学習支援システム/一般」（会場 : 長崎大学	
文教キャンパス）

◎国際会議の案内
２０２０年０２月～２０２０年０７月
・SITE	2020
	 https://site.aace.org/conf/
	 (2020,	4/6–10,	New	Orleans,	USA)
・AERA	2020	Annual	Meeting
	 https://www.aera20.net/
	 (2020,	4/17	–	21,	San	Francisco,	USA)
・EdMedia	+	Innovate	Learning	2020
	 http://www.aace.org/conf/edmedia/
	 (2020,	6/1	–	5,	Amsterdam,	Netherlands)
・Global	Learn	2020
	 http://www.aace.org/conf/glearn/
	 (2020,	7/6	–	8,	Shanghai,	China)

２40
２０20年 2月21日


