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I N D E X



 

2020 年 02 月 29 日（土）～03 月 01 日（日）に信州大学長野（教育）キャンパスをメイン会場

とし，オンラインでの試行として開催された日本教育工学会 2020 年春季全国大会について，実行

委員会を代表してご報告と御礼を申し上げます． 

 

名古屋大学にて開催された秋季全国大会を受けて，春季全国大会は口頭発表に焦点しての開催予

定でありましたが，拡大が続く COVID-19 への対応として，急遽テレビ会議システムを用いたオン

ラインの研究大会として試行開催を決定・実施いたしました．刻々と情勢が変わる中での対応であ

りましたが，鈴木会長，堀田副会長はじめ理事の先生方，山田大会企画委員長はじめ大会企画委員

の先生方のご協力・ご助言を受け，短期間の内に準備・運営することができました．関係の先生方

には深く感謝申し上げます． 

 

春季全国大会は，地方の大学でも実施可能にするという変更趣旨を受け，大会準備も極力省力化

しながら，進めてきました．その中で，COVID-19 の感染拡大を受け，大会企画委員会とも協議を

重ね，鈴木会長の決断もあり，02 月半ばにオンラインでの試行開催を決定しました．地方大学とし

ては異例の会員数である本学部でも，遠隔の授業や会議経験は複数有するものの，全国規模でのオ

ンラインの学会運営経験はありませんでした．しかし，実行委員会スタッフは，JSET だからこそ，

この場面で積極的に取り組もうということで，企画委員会と連携しながら，ごく短期間に大会運営

までたどり着かせることができました．その背景には，実行委員会として会員の皆様の研究発表の

場を保証したいという使命感と，未知の課題に挑戦したいという研究者としての動機付けの両面が

あったように感じています． 

研究発表としては，申し込み 215 名中，116 名の方にオンライン発表をしていただくことができ

ました．各発表会場となるミーティングルームには，初日の最初のセッションこそ若干の混乱が見

られましたが，それ以降は，座長の先生方のご協力で想定以上にスムーズに進行できました．この

間，タイマー画面で発表時間を提示したり，発表の有無や時間を画面共有で提示したり等，様々な

Tips が Twitter で発信・共有され，運営自体がアップデートされていきました．この点はさすが

JSET であると共に，これまでにない形だったと感じます．研究発表以外でもランチョンセミナー

は多くの参加者を集め盛況でした．同様に，一般にも無料公開した SIG セッションやシンポジウム

「教育の情報化のための教員養成の取組」も盛況でした．シンポジウムでは，各パネリストが遠隔

で登壇し，議論も含め，充実した会にしていただくことができました．なお，ストリーミング配信

では 390 名の視聴があり，うち 218 名は非会員の方であったことから，広報的な効果も一定あった

ようでした．また，初日夜に開催されたオンライン情報交換会も，全国各地から参加をいただき，

想定以上に盛り上がりました．もちろん運営上の課題は複数出てきたものの，短期間で無事実施で

きたのは，座長はじめパネリストの皆様，そして情報共有等でご協力いただいた参加者の皆様のお

陰と深く感謝申し上げます． 

 大会終了後，下記に示した大会の運営やシステムの運用についてのメモを公開したところ，日経

BP（日経バイオテク 2020 年 03 月 06 日）での記事掲載はじめ，海外も含め複数の学会や研究会か

ら，様々なお問い合わせをいただきました．今回の大会運営が他学会等に多少なりとも参考になれ

ば，実行委員会としても嬉しい限りです． 

 先の見えない状況と混乱が当面続きますが，こうした局面こそ，あらゆる学術的基礎の知見や方

法を利用して，「教育の問題解決」目指す本学会の出番であり，貢献できる時だと感じております．

日本教育工学会 2020 年春季全国大会の御礼 
大会実行委員会委員長 村松浩幸(信州大学) 
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春季全国大会がその契機となり，教育工学研究進展の一助になれば幸いです． 

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皆様，そして日頃の

学びの成果を発揮し，運営を下支えしてくれた本学部の学生スタッフに，深い謝意を表します． 

 

参考：学会全国大会のオンラインでの試行開催の運用メモ 

 https://cril-shinshu-u.info/archives/1473 
 
 

日本教育工学会 2020 年春季全国大会の報告 
大会企画委員会委員長（春季大会担当） 山田政寛（九州大学） 

 

2020 年 02 月 29 日,03 月 01 日の２日間にわたり，春季全国大会をオンラインにて試行されまし

た．新型コロナウイルス感染症の拡大可能性から，信州大学教育学部での現地開催が中止され，遠

隔会議システム Zoom によって，試行的な位置づけで初の春季全国大会にて，オンライン全国大会

の試行をすることとなりました．Zoom による全国大会試行については，学会執行部による中止判

断から，３，４日でスムーズにオンライン開催試行環境が整いました．それも Zoom による試行的

開催をご提案下さった大会実行委員会であります信州大学のみなさまが休日返上で環境整備，サポ

ート体制の構築，サポーターの育成をして下さったおかげです．村松浩幸大会実行委員長のリーダ

ーシップのもと，実行委員会委員のみなさまが各人でやるべきことを把握し，動かれました．この

チームワーク，体制の構築は簡単にできるものではありません．この動きに大変感銘を受けました．

信州大学のみなさまには大変感謝しております．ありがとうございました． 

 オンライン試行という状況でありながら，多数の方が参加して下さりました．発表者の都合によ

り，１つのセッションがなくなる，座長がいないという状況も起こりましたが，大会企画委員, 大

会実行委員会委員のみなさま，学生サポーターのみなさまのご協力により，その穴を埋め，対処す

ることができました．初日だけで 2,687 アクセスもありました.  

 試行後のアンケートでは全企画において，参加して下さったみなさまに満足して頂いた結果でし

た．オンライン試行の全体的評価でも 5 点中，4.33 ポイント，各企画においても，ランチョンセミ

ナーが 4.44，一般発表 4.41 と非常に高い値となっていました．自由記述でも「この短い期間でこ

こまですばらしい環境の構築をして下さったことに感謝したい」といった大会実行委員会みなさま

への感謝の意，「まさに教育工学会だからこそ行うべき試行で，大変すばらしかった」「これからの

オンライン発表を続けて欲しい」といった積極的な感想を頂き，大会企画委員会としてもうれしく

思っております．この新型コロナウイルス感染症拡大の状況がどのようになるかまだわからないと

ころがありますが，大会実行委員会であります信州大学の先生方による，今回のノウハウの共有に

より，現地開催が困難な場合でも，代替手段で進めていく，できるという自信になっていったよう

に感じます．「学びを止めない！」という言葉が広がっていますが，学びを止めないためにも私たち

日本教育工学会会員がこれまでの研究・実践を活かし，危機的状況でも乗り越えていく，それがこ

の全国大会オンライン試行に現れているように思います． 

 2020 年 09 月 12 日，13 日には札幌市教育文化会館で秋季全国大会が開催されます．新型コロナ

ウイルス感染症の状況がどうなるか，まだ見通しがついていませんが，現地開催であっても，オン

ライン開催であっても，全国大会は会員・参加者みなさまの研究や実践の推進に貢献できる価値を

提供し続けるよう企画していきます．是非日程の確保のほど，ご参加下されば幸いです． 

下記にオンライン試行において実施されたセッション，企画の報告を致します． 
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ランチョンセミナー 
 

02 月 29 日（土）の 12:00 より，ランチョンセミナーを開催した．佐藤一憲（Google 合同会社）

をお招きし，「はじめての AI〜Google が目指す，誰もが使える機械学習〜」についてご講話を頂い

た． 

 「AI と機械学習」「Google の AI 技術紹介」「機械学習のしくみ」「Google AI による画像認識の

導入事例」など，AI 技術の基本的な解説から具体的な事例等について解説頂いた．例えば，「機械

学習のしくみ」では，緯度と経度の教師データを用いて街の内側と外側を分類する事例を使って，

線形モデル（１本の線を引っ張り区切るニューラルネットワーク）と非線形モデル（１本の線では

区切ることができない事象を複数のニューラルで表現）の違いについて詳しいご説明を頂いた．ま

た，画像認識の事例ではラーメン二郎の画像分類で盛り付けを見ただけで 95%の精度を達成したこ

とや，コカコーラや 20th Century Fox などがマーケティングの手段として画像認識技術を用いて

いることを紹介頂いた． 

 佐藤からの具体的な説明に対して，聴衆からは沢山の質問が投げかけられ，それらに対しても丁

寧に回答頂いた．例えば，「生徒の（書き込んだ）感想を分類/種類を判断するといったことはあり

ますか？」という質問に対しては，書き込みがポジティブな発言に該当するのか，あるいはネガテ

ィブな発言に該当するのかを AI が文書理解によってある程度判断することができることや，AI を
カスタムすることによってより細かな分類が可能であること，ただし現時点では人間の判断程正確

にはできないことを解説頂いた．同じように，説明の自動生成に関しても，解釈が必要になるため，

現時点では研究レベルの域を出ていないことを解説頂いた． 

AI の基本的な仕組みを理解するとともに，今後の AI 活用を考える上で何をどこまですることが

できる可能性があるのかをイメージすることができる場となった． 

 

文責：時任隼平（関西学院大学） 

 

 

自主企画セッション 
 

 この春季全国大会からの新企画として，科学研究費補助金等の研究成果の展開を目的に自主企画

セッションが開催された．今回のオンライン試行において２件の自主企画セッションが開催された．

座長不足対応等により大会企画委員が初日に参加できず，筆者が登壇した 03 月 01 日に開催された

自主企画シンポジウム「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」について報告す

る．このシンポジウム企画代表者は久保田賢一（関西大学）で，外部研究資金「社会文化的アプロ

ーチによる国際教育協力の学習環境デザイン」（基盤研究 B）に基づく発表が行われた． 

 はじめに，久保田より途上国における教育開発の２つのアプローチと開発コミュニケーションの

在り方について解説があり，本シンポジウム登壇者の立つ理論的視座に関する理解を確認した．次

に，山本良太（東京大学）よるフィリピンにおける教師の主体性形成を促す介入に関する報告，岸

磨貴子（明治大学）によるトルコにおけるシリア難民支援中の「聞き手の在り方」に関する報告，

今野貴之によるミャンマーでの学習者中心型教育の普及を目的とした教育開発プロジェクトの長期

的な視野に立った評価について報告が続いた．その後，時任隼平（関西学院大学）によるベトナム

のハノイ師範大学と取り組んだ英語教育における ICT 活用に関する予備調査の報告があり，最後に

質疑応答と教育開発の在り方に関する議論が行われた．視聴者との議論の中で，「支援する―され

る」という関係性を超えた教育開発を実現するためには，文化の理解はもちろんのこと相手国の理

Japan Society for Educational Technology

4



解を深めるための現地語習得や現地の人々と関わる際の立場に関する重要性について意見交換がな

された．また，今後の教育開発の一つの形式として，日本と現地の大学間で共同研究の体制を作り

上げ，時間をかけて対話をしながら現地の教育を「改善する」とはどういう状態を指すのか議論を

重ね，イメージを共有していく必要性について確認した． 

 研究の推進，研究成果の並行展開の場として自主企画セッションが行われたが，本セッションは

その意義を十分に発揮したと感じている．今回はオンライン試行のため，２件の自主企画セッショ

ンに留まった．今後はますます広く会員に自らの研究成果を発信し，広く議論する場として自主企

画セッションを活用してもらい, 教育工学研究が活発になることを願う． 

 

文責：時任隼平（関西学院大学） 

 

 

シンポジウム「教育の情報化のための教員養成の取組」 
 

 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」をテーマに，３つのパートから行われた． 

 はじめに，これまで教員養成に重きを置いてきた信州大学教育学部の取組が説明された．信州大

学教育学部における 1995 年から 2019 年に至るまでの教員養成に関する継続的な戦略について東

原義訓（信州大学）から具体事例や論文を用いながらご紹介いただいた．加えて，信州大学におけ

る教育実習の ICT 活用授業必修化のプロセスを藤井善章（中野市立平岡小学校）にご紹介いただ

いた．さらに，FD 研修や講義におけるプログラミング教育やコンピュータ利用教育などを村松浩

幸（信州大学）から具体事例を用いながらご紹介いただいた． 

続いて，小柳和喜雄（関西大学）から，信州大学における教育の情報化に向けた教員養成につい

て要点を整理され，教科教育担当教員のプログラミングに関する内容の扱いや FD 実施，学内体制

などについて質問がされた．附属教育実践研究指導センターを推進母体として様々な問題点を明確

化しその解決策を講じてきたことが説明された．特に教育実習において ICT を活用して指導する

こと，児童生徒が ICT を活用して学ぶのを指導することを必須化してきたことを通して，教科教

育への ICT 活用の必要性を大学側へ意識化できたことが示された． 

 最後に教育の情報化に強く関わる SIG である教師教育・実践研究 SIG（SIG-02），教育の情報

化 SIG（SIG-04），小学校プログラミング教育 SIG（SIG-14）より具体的な取り組みをご紹介い

ただいた．SIG-02 より益子典文（岐阜大学）からは，教師教育・実践研究の取り組みに関する信

州大学の教育工学実践センターの役割と特徴を整理して頂き，今後の考えるべき要点について提示

された．SIG-04 の豊田充崇（和歌山大学）からは，教職大学院における実践的 ICT 活用カリキ

ュラムと情報環境の観点から，大学としての学習環境をどう整備していくのかの問題を提示され

た．SIG-14 の安藤明伸（宮城教育大学）からは，信州大学と宮城教育大学における教育の情報化

への取組みを比べ，信州大学の特徴を整理していただいた． 

 教育の情報化のための教員養成の取り組みについて信州大学の取り組みをもとに，各大学の状況

や今後の課題に向けた情報が多数共有され，有意義な時間となった． 

 

文責：今野貴之（明星大学） 
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学生セッション 
 

本春大会では，教育工学に関わる若手育成と若手研究の奨励を目的として，試行的に学生セッシ

ョンが開催された．学生セッションとは，発表者を学生に限定したセッションである．オンライン

開催となった中，９件の学生セッションが開催された． 

学生たちの中には学部生もみられたことから，おそらく初の学会発表であった発表者も多かった

と思われる．しかしながら，ここでも実行委員会と座長の支援により滞りなく発表と質疑が行われ

ていた． 

学生セッションでは.学生同士での質疑応答も積極的に行われた．その他の聴衆からの質問も，そ

の研究の中心となる基本的な概念の確認といった重要で基本的なものから，今後の研究の発展につ

ながるアイディアまで幅広くみられた．全体的に学生セッションの趣旨を踏まえ，発表者が研究を

進める後押しとなるような建設的な質疑応答が行われた．しかしながら，発表後に聴衆と議論を続

けることや，資料等を追加で配布することは対面よりもやりにくいように見受けられた．これは学

生セッションだけではなく，他の一般セッションにも散見される問題であるように思われる．資料

や議論を共有する場をオンラインでどのように確保するかは，今後の課題であるといえよう． 

 

文責：椿本弥生（東京大学）・福山佑樹（関西学院大学） 
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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（第二報） 
 

日時  2020年06月20日（土）10：00～16：30（受付09：30から） 

会場  Zoomを用いたオンライン会議（総会とシンポジウムで別々のURLを用意します） 

※総会のZoomのURL等については，委任状の郵送の際にお知らせします． 

    ※シンポジウムのURL等については，後日会員ページに記載予定です． 

  

内容が第一報から変更となりました.どうぞご了承ください． 

詳細は，決まり次第，学会ホームページ等でご案内いたします． 

 

10:00～11:45 ラウンドテーブル「コロナ禍におけるJSETの役割を考える」 

学校現場や企業などにおいて新型コロナウイルス感染症への対策が必要となり，日本教育工学

会の会員のみなさまが，各組織で重要な役割を担って対策にあたっていることだと思われます． 

本ラウンドテーブルでは，JSET会員が関わっている小，中，高校，大学，企業，インフォー

マルな学びなどの事例を提供していただき，座談会形式で質疑応答などを行って，情報を共有す

ることを目的とし，集まった情報をまとめて，広く学校や社会に提供することを目指します．ま

た，これらの活動を含めて，将来構想WGを中心として，今後の学会の役割やあり方についても

考えたいと思います． 

 

司会進行役：村上正行（企画委員会 委員長） 

 

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 

「オンライン授業のあり方を考える ～コロナウイルス対策での実践を振り返って～」 

新型コロナウイルス感染症への対策として，小・中・高・大の校種を問わず，オンライン授業

の取り組みが進んでいます．十分な準備時間，環境が整わない中，児童・生徒・学生の学びを止

めないように，さまざまな教育活動や学習支援活動が行われており，それらの実践を通して，オ

ンライン授業の利点や特性，問題点や課題なども出てきています． 

本シンポジウムでは，開催当日の段階において，さまざまな校種の事例を共有した上で，これ

までのオンライン授業の取り組みについて振り返り，オンライン授業を進めていく上でのポイン

ト，今後の教育における ICT 活用の課題などについて，議論します． 

 

パネルディスカッション：登壇者未定 
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2020 年秋季全国大会のお知らせ（第二報） 
 
１．2020 年秋季全国大会をオンライン形式で開催へ 

2019 年末以降に発生した新型コロナウイルス（COVID-19）が世界中に拡大し，いまだ収束がみ

えない状況です．改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく初の全国に緊急事態宣言が

2020 年 04 月 07 日に出され，不要不急の外出を控えるよう要請されています．この状況が大会開

催予定の 09 月 12 日～13 日まで続くかどうかは，現在のところわかりませんが，ワクチンが開発

されるまでは，少なからず現在のような状況が続くことが予想されます．予定しております秋季全

国大会は，ポスター発表を中心としていますので，たとえ３密（密閉，密集，密接）を回避したと

しても，飛沫感染の可能性があります．また，移動制限が出されている状況を鑑みますと，発表を

希望したとしても，札幌へ来訪することが難しい場合も想定されます．このような状況から，まず

は対面での開催を断念することといたしました． 
しかしながら，教育の情報化やオンライン教育に関する研究知見を有する本学会として，春季大

会で行ったオンライン開催をふまえて，さらに発展させたオンライン形式で開催したいと考えてい

ます．一部会場に足を運ぶことのできる参加者のために，対面開催と両立させることについても検

討しましたが，人数が少ないとはいえ感染のリスクがあること，また人的，金銭的に困難であるこ

とから，オンラインのみでの開催が妥当であるという結論に至りました． 
つきましては，日本教育工学会 2020 年秋季全国大会の開催にあたって，対面での開催を中止し，

オンラインで開催とすることといたします． 
 
２．オンライン開催の概要とスケジュール 

昨年度から大会が２回化されて以降，秋大会はプレミアム感を重視し，最先端の研究知見に触れ

るキーノート・シンポジウム，研究についてインタラクティブに意見交換を行うポスター発表を取

り入れています．オンラインで開催した場合も，この軸は変えず，かつオンラインならではの強み

を生かしたキーノート・シンポジウム，ポスター発表を実現したいと考えています． 
 予定している内容については，以下のように考えています． 
 
 変更点 
キーノート・シンポジウム オンラインで実施（一部で，事前に録画したものを使用） 
President Talk オンラインで実施（時差の関係から時間帯を移動する） 
チュートリアルセッション オンラインで実施 
一般研究発表（ポスター） オンラインで実施（ポスター登録，システム改修） 
企画セッション オンラインで実施 
企業展示 オンラインで実施 
懇親会 オンラインで実施 

 
オンラインでポスター発表を行うためには，大会講演論文集の原稿の他に，ポスターのファイル

等を提出してもらう必要があります．また，オンライン開催に向けて，システムを改修したり，参

加費等を検討したりするため，大会までのスケジュールを一部変更する必要があります． 
そこで，大会までのスケジュールを，以下のように変更したいと考えています． 
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 これまで 新しい日程 
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 
05 月 19 日（火） 06 月 02 日（火） 

一般研究発表申込・原稿（２ページ）提出締切 
 

06 月 23 日（火）17 時 06 月 23 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） 
06 月 30 日（火）17 時 06 月 30 日（火）17 時 

プログラム決定・発表者に通知 
 

07 月第３週 07 月 17 日（金） 

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） 
08 月 04 日（火）17 時 08 月 04 日（火）17 時 

ポスターファイル等の登録期限 
 

 08 月 31 日（月）17 時 

2020年秋季全国大会講演論文集のダウンロー

ド開始 
おおよそ一週間前 09 月 04 日（金） 

発表者以外参加費直前送金期限（クレジット

カード払い，郵便振替共に） 
 09 月 04 日（金）17 時 

 
３．今後に向けて 

航空券や宿泊費等のキャンセル料につきまして学会としてご負担致しかねますので，早めにご対

応いただきますようよろしくお願いいたします．また，大会のプログラム，発表や参加の詳しい内

容や方法については，今後大会 Web サイト（http://www.jset.gr.jp/taikai37/index.html）及びメー

ルニュースにて順次お知らせしますのでご確認下さい． 
 
４．問い合わせ先 

 大会全般に関しては以下にお問い合わせ下さい．  
 大会企画委員会（秋季全国大会）問い合わせ用電子メールアドレス：

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

委員長 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（東京都立大学） 
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） 
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合同英文誌 ITEL スタート！論文募集！ 
 

 日本教育工学会と教育システム情報学会は既刊の“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 の１号（Vol.1）は，2021 年 03 月頃を予定しておりますので，下記の要領に沿って，投稿

の準備を進めて頂きますよう，よろしくお願い致します． 

 

○ ITEL Web サイト： 

https:// www.j-itel.org 
 

○ 論文種別： 

  一般論文 (Regular Paper，基本８ページ) 

実践論文（Practice Paper，基本８ページ） 

システム開発論文（Development Paper, 基本８ページ） 

    ショート論文（Short Paper, 基本４ページで最長６ページまで） 

翻訳論文（Translation） 

JSET の和文誌に掲載された論文の翻訳論文です．こちらは JSET 側で予備査読します

ので，和文誌の翻訳論文として JSET に投稿して下さい．  

○ 投稿締切： 

１年中投稿を受け付けています． 

<投稿後７か月までには採録の可否を決定・通知する予定です> 

第 1 号への掲載のためには，８月末までの投稿が目安となります． 

 

○ 投稿要件： 

 論文は他学会において査読中でないこと，そして，その主要部分が未発表であること．た

だし，国際会議，学会の大会，研究会等で口頭発表した内容をまとめたものは投稿するこ

とができます． 

 投稿者は本会会員である必要はありませんが，会員である場合には掲載料に会員の価格が

適用されます．投稿者が２名以上の連名の場合は，そのうち少なくとも１名が会員であれ

ば，掲載料に会員価格が適用されます． 

 

○ 原稿執筆要領： 

ITEL Web サイトに，順次，執筆要領（Authors Instruction），論文執筆用テンプレートファイ

ル （Word），著作権譲渡書（Copyright Transfer Agreement）をアップロードしていきます． 

 

○ 投稿方法： 

 ITEL Web サイト上から電子投稿システムにログインして投稿を行って下さい． 

 初めて電子投稿システムを利用する場合は，まず利用者用 ID の発行手続きを行って下さい． 

 投稿論文は，論文執筆用テンプレートファイルを用いて作成し，PDF ファイルに出力してア

ップロードして下さい． 

 投稿論文は，投稿前にできるだけ英文校正（Proofreading）を受けて，証明書を提出して頂

くことが望ましいです． 

 

○ 査読方法： 

 論文の査読は，シングルブラインド制で行われます． 

 査読者は２名（Short Paper は 1 名）で，査読回数は 2 回となります（著者照会は１回のみ）． 

 評価項目は，Originality（新規性），Usefulness（有用性），Reliability（信頼性），Presentation
（明瞭性）の４項目となります． 
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 査読中に，投稿論文の種別変更はありません． 

 投稿者の希望に基づき，日本語で査読コメントを受けることもできます． 

 

○ ITEL 編集委員会： 

 共同編集委員長： 

望月俊男（JSET，専修大学）， 鷹岡亮（JSiSE，山口大学） 

 

 編集委員(JSET)： 

 大浦弘樹（東京工業大学），  緒方広明（京都大学） 

 佐藤慎一（日本福祉大学），  根本淳子（明治学院大学） 

 深谷達史（広島大学），  松田岳士（東京都立大学） 

 森田裕介（早稲田大学）， 山内祐平（東京大学） 

山田政寛（九州大学） 

  

 編集委員(JSiSE)： 

國近秀信（九州工業大学，副委員長） 

小島一晃（帝京大学，幹事）， 合田美子（熊本大学，幹事） 

稲葉利江子（津田塾大学）， 入部百合絵（愛知県立大学） 

加島智子（近畿大学），  小暮悟（静岡大学） 

林佑樹（大阪府立大学），  平井佑樹（信州大学） 

松浦健二（徳島大学），  松原行宏（広島市立大学），  

宮澤芳光（大学入試センター） 

 

ITEL 編集委員会 
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ICoME オンライン開催 
 
★Invitation（ICoME2020 のご案内） 

ICoME（International Conference for Media in Education）2020 は，今回で第 18 回目を迎え

る，日本，韓国，中国の学会が連携して推進するメディア関連国際学会です． 
新型コロナウイルスの影響により，今年度は教育工学会第 37 回長野大会の知見を活用し，オン

ライン開催としました． 
 

■Web サイト 

ICoME2020 (https://icome.education/) 
 

日程，締め切り （査読あり） 

■日時：2020 年 08 月 17 日（月）～18 日（火） 

■場所：ビデオ会議システム Zoom を用いたオンライン開催 

■テーマ：Diversity education in ICT advanced society 
■ウェブサイト：https://icome.education/ 
■プログラム 

17 日（月）：Opening Ceremony / Keynote / Roundtable Session 
18 日（火）：Keynote / Concurrent Session / Closing Ceremony 
※17 日の Roundtable Session 後に交流会，各国の大学院生や学部生が集うインフォーマルセッ

ション 

■プレゼンテーションの種類と論文等の提出 

Concurrent Session 
・大学教員，博士課程大学院生，現職教員などを対象 

（プロポーザル提出期限：05 月 31 日） 

・４～８ページのフルペーパー提出を必要とします（フルペーパー提出期限：07 月 31 日） 

Roundtable Session １，２ページ 

・修士課程大学院生，学部生を対象 

（プレゼンテーションタイトル提出期限：05 月 31 日） 

（アブストラクト１～２ページ提出期限：07 月 31 日） 

■学会までのスケジュール（プロポーザル・論文提出・参加申込期限）【厳守】 

・プロポーザル提出（Concurrent Session のみ）：05 月 31 日（日） 

・プレゼンテーションタイトル提出（Roundtable Session のみ）：05 月 31 日（日） 

・著者への通知（Concurrent Session のみ）：06 月１～２週目 

・フルペーパー提出（Concurrent Session のみ）：07 月 31 日（金） 

・アブストラクト提出（Roundtable Session のみ）：07 月 31 日（金） 

・参加申込（プレゼンテーション予定者・参加者両方）：07 月 31 日（金） 

※プレゼンテーションを伴わない参加者も，Zoom の ID およびパスワードの発行のため，必ず期

日までに参加登録を. 無料（07 月 31 日まで） 

■参加費 

・大学教員／初等中等学校教員／企業関係者・団体職員／その他：7,000 円 

・大学院生（博士課程・修士課程）：2,000 円 

・学部生：1,000 円 
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・モニター参加 無料 

※参加費振込先口座はメールで連絡． 

■問い合わせ 

（日本語可） 

※＠を半角に変換の上，ご送信下さい． 
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日本教育工学会研究会 http://www.jset.gr.jp/study-group/ 

研究会の開催 

 

テーマ 学習・教授システムの開発・利用／一般 
●日  時：2020 年 05 月 23 日（土） 
●会  場：オンライン開催 
※函館工業高等専門学校での現地開催は中止とします． 
●担  当： study-group-core@jset.gr.jp 

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） 
 
オンライン開催の方法については，学会 HP に掲載しています． 
参加申し込みは 05 月 15 日までに学会 HP にて行って下さい． 
 
10:00～10:05 諸連絡 

10:05～12:10 午前の部 

    
A1) 没入型 VR を利用した大量調理シミュレータの開発―熟練者と初心者の動きの差異の検討― 

渡辺崇，中山洋（東京電機大学） 
A2) テレイグジスタンスとソーシャルテレプレゼンスを促進させる遠隔教育支援システムの構築 

―2 種類の頭部動作検出手法の提案― 
大畠俊明（同志社大学大学院），高原まどか（室蘭工業大学），槇原絵里奈，Ivan Tanev， 
下原勝憲（同志社大学） 

A3) 地域学習における情報活用能力の育成支援環境 
―地理情報システム（GIS）の教育活用事例から― 
山口好和（北海道教育大学） 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
B1) 短期大学幼稚園教育実習生はどのような学びのめあてをもち教育実習に臨むか 

三橋功一（函館短期大学） 
B2) インクルーシブ保育に対する保育者の意識の実態と積極的な実施のために必要な研修要素 

中川志保，藤村裕一（鳴門教育大学大学院） 
B3) 1 人 1 台の情報端末を活用した小学校の授業における教師の意思決定モデルに関する提案 

―キューの詳細および教授知識の追加― 
八木澤史子，堀田龍也（東北大学大学院） 

B4) 幼稚園教育実習課題曲から見える幼児教育の音楽 
山下真由美（函館短期大学） 

B5) 臨床現場で指導を行う実地指導者育成コースの開発と効果の検証 
杉浦真由美（北海道大学） 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C1) メディア利用におけるジェンダー・ステレオタイプの比較 

小川眞理絵（東京学芸大学大学院），和田正人（東京学芸大学） 
C2) 小学生の教科の好みと教材がプログラミング学習の意欲に与える効果の検討 

新田梨乃，清水雅之（上越教育大学大学院） 
C3) アフリカ諸国の生徒が持つ数学学力および数感覚に関する研究 

須藤絢（函館工業高等専門学校／はこだて未来大学大学院），久米晶子（はこだて未来大学）， 
南部優太，藤野雄一（はこだて未来大学大学院） 

C4) 高校生の性に関する意識と無意識のバイアスの実態に関する研究 
墓本晃一，藤村裕一（鳴門教育大学大学院） 

C5) ルーブリックを活用した児童を対象としたプログラミング教育における能力の評価 
齋藤大輔，海江田祥汰，鷲崎弘宜，深澤良彰（早稲田大学），大宮秀利，佐藤衣津美， 
小野寺美咲（富士電機 IT ソリューション） 

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

13:05～13:10 委員会挨拶・諸連絡 

13:10～15:15 午後の部① 

 

研究会 

2020 
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A4) 初等中等教育の教員による手作業でのテスト採点業務と採点時における教員の思考プロセス

の調査結果の概要 
中川哲（東北大学大学院），板垣翔大（宮城教育大学），山本朋弘（鹿児島大学大学院）， 
齋藤玲（宮城教育大学），佐藤和紀（信州大学），堀田龍也（東北大学大学院） 

A5) 画像処理技術によるプレゼンテーションの振り返り支援システムの開発 
―発表者の動作傾向を基準にした類似度判定― 
松下侑輝，森裕生（鹿児島大学） 

A6) 相互評価におけるルーブリック型フォーム使用の評価行動に与える影響分析 
堀越泉（上智大学大学院），田村恭久（上智大学） 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
B6) 秋田県立大学における教職科目「教育方法論」の実践と課題 

伊藤大輔（秋田県立大学） 
B7) 小学校の教科書で用いられている図表の表現形式による分類 

安里基子（東北大学大学院），高橋純（東京学芸大学），堀田龍也（東北大学） 
B8) Society 5.0 に対応可能な高等学校機械系学科を卒業した技能者に求められる資質・能力の考察 

西本卓，藤村裕一（鳴門教育大学大学院） 
B9) 日常的にパソコンを使用している学生が１ヶ月間 Chromebook を使用した際の記録の分析 

手塚和佳奈（常葉大学），佐藤和紀（信州大学），三井一希（常葉大学），中川哲， 
堀田龍也（東北大学大学院） 

B10) 共通教育科目におけるリアルタイムフィードバックの実践と評価 
―学生の質問と授業形式の関連に関する検討― 
藏原昂平（鹿児島大学／鹿児島大学大学院），高丸理香（静岡大学），森裕生（鹿児島大学） 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C6) 縦糸・横糸モデルに基づく教育実践研究指導用 e-learning 教材 

松田稔樹（東京工業大学／江戸川大学） 
C7) 復興教育の知見を援用した教員の適応障害克服方策の研究 

―復興教育副読本の分析を通して― 
吉田秀秋，藤村裕一（鳴門教育大学大学院） 

C8) 研究会活動のオンライン開催による課題の整理 
世良清（三重県立四日市商業高等学校），吉田拓也（四天王寺東高等学校・中学校）， 
渥美勇輝（鈴鹿市立平田野中学校） 

C9) 生徒の主体的来館を促す中学校図書館実現のための要件 
青山亜希子，藤村裕一（鳴門教育大学大学院） 

C10) 諸外国のコンピュータサイエンスに関するカリキュラム比較 
小田理代（東北大学大学院），登本洋子（桐蔭学園高等学校），堀田龍也（東北大学大学院） 

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

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

おります．よろしくご理解願います． 
●事前参加登録：オンライン実施のため，05 月 15 日までの事前参加登録を必須とします．学会 HP
を参照下さい． 
●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 円を事前登録時にお支払い下さい．報告集は後日郵送されます． 
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研究会の発表募集  テーマ：教育方法・教育実践研究/一般 

●日  時：2020 年 07 月 11 日（土） 
●申込締切：2020 年 05 月 11 日（月）17 時 

●会  場：オンライン開催（現地開催中止） 
●原稿提出：2020 年 06 月 11 日（木）17 時 

●募集内容： 

現在，新型コロナウイルスの影響を踏まえ，様々な教

育機関において遠隔教育の導入，実施が検討されていま

す．これまでどおりの授業は実施できなくなり，教育現

場に工夫が求められています．また遠隔教育に限らず，

小学校では 2020 年度より，中学校では 2021 年度から学

習指導要領が全面実施されます．そうしたなかで実効性

の高い教育方法・教育実践に関する研究は，重要な研究

課題と言えます． 
このような状況を背景に，本研究会では教育方法・教

育実践研究に関する研究報告を募集します．また従来ど

おり，教育工学一般に関する発表も募集します． 

●締切日時は“平日 17 時”です．ご注意

ください． 

●原稿執筆：締切後１週間以内に，申込時

に登録されたメールアドレス宛てに発表

の採択結果と執筆要項をお送り致します． 

●原稿提出： 原稿の提出は PDF 形式で，研

究会 Web ページの「発表申込フォーム」よ

り，発表申込時に発行された「受付キー」

を使用してご登録ください．なお，期限ま

でにご提出いただけない場合は，自動的に

発表取消となりますのでご注意ください． 

新型コロナウイルス感染症に関する研究会の対応について 

新型コロナウイルス感染症に関する本学会の対応について（04 月 02 日公表） 
http://www.jset.gr.jp/news/news_oth_200402.html に従い， 

・感染拡大状況に応じて，研究会の現地開催を中止する場合があります．中止の場合は，随時本学会

ホームページに掲載いたします． 
・現地開催が中止の場合でも，オンラインで代替開催可能なものはオンラインで開催することがあり

ます． 
・イベント前に，必ず本学会ホームページをご確認下さい． 
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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SIG-13 STEM 教育 

第３回研究会『STEM／STEAM 教育』開催報告 
 
●日時：2020 年 02 月 09 日（土）13：00～17：35 
●会場：大分県立美術館（OPAM）２F 研修室 
●参加者数：22 名 
●テーマ：「STEM／STEAM 教育」 
●プログラム： 

１）STEM キャンプの実践事例と評価の構築-  
CPS としての STEM と A を統合していくということ 
齊藤智樹（順天堂大学） 

２）初等教育における Art&Design を基盤とした STEAM コンテンツ開発のための基礎研究 
   手塚千尋，杉山雅俊，江草遼平，辻宏子（明治学院大学） 
３）文科系大学における STEAM 教育のためのカリキュラム開発 
   江草遼平，杉山雅俊，辻宏子，手塚千尋（明治学院大学） 
４）STEAM の視座と認識の科学～国立大学法人における教養教育プログラムの挑戦（序章）～ 
   竹中真希子，中原久志，鈴木雄清（大分大学） 
５）振り返りとまとめ 

森田裕介（早稲田大学） 
本研究会は，STEAM 教育における A(Art)の統合と教育工学的アプローチによる STEM/STEAM

教育の理論的背景，実践的研究の事例および課題について４つのご発表をいただいた．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/STEAM 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，齊藤智樹（順天堂大学）から STEM キャンプの実践事例が報告された．社会のニーズに合

わせた問題を取り上げた実践の中で子ども達が達成したい学習が営まれる様子から，STEM 教育に

A を統合していく知見が提供された．また，文献研究の成果として，工業技術と狭義の意味の工学

に Arts が関係することについての理論的な紹介が行われた． 
次に，手塚千尋，杉山雅俊，江草遼平，辻宏子ら（明治学院大学）による基礎研究として，現在

の STEAM 教育における A のエンジニアリングとデザインが重視された立ち位置や，デザイン思考

とアート思考の違いについての説明がなされ，これからの STEAM 教育における A の位置付けにつ

いて議論された． 
続いて，江草遼平，杉山雅俊，辻宏子，手塚千尋ら（明治学院大学）から，STEAM 教育のカリ

キュラム開発として M（Mathematics）に位置付けられるリンク機構と，それによる科学・ものづ

くりをテーマとした内容の検討が報告された． 
最後に，竹中真希子，中原久志，鈴木雄清ら（大分大学）から，大学生を対象とした物理の概念

に関係するからくり装置づくりの実践事例が報告された．設計図の作成，からくり装置のデザイン，

作品のプレゼンテーションを考える活動を通した，大学生の学習について議論がなされた． 
文責：江草遼平（明治学院大学） 
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SIG-04 教育の情報化 第 10 回ワークショップ  

『一人一台の時代に一人一冊のデジタル教科書を！』 

開催報告 
 
●日時：2020 年 02 月 15 日（土）13：00～17：00 
●会場：千葉大学教育学部附属小学校 
●参加者数：36 名（うち学会員 8 名） 
●テーマ：「学習者用デジタル教科書の実践研究」 
●プログラム： 

13:00～13:40 講演「一人一台に向けてデジタル教科書を再考する」稲垣忠（東北学院大学）  
13:50～15:20 デジタル教科書体験ワークショップ   
              東京書籍，教育出版，大日本図書，光村図書による，令和２年度版小学校デジタ

ル教科書の体験 
15:30～17:00 パネルディスカッション「デジタル教科書活用の実践者と語る」 
              コーディネーター：豊田充崇（和歌山大学） 

パネラー：白井一之（荒川区立第三峡田小学校 校長） 
          谷川航 （小平第七小学校教諭） 

                        鈴木秀樹（東京学芸大学附属小金井小学校教諭） 
オープニングでは，「一人一台時代のデジタル教科書を再考する」として稲垣忠（東北学院大学）

より，2005 年から 2020 年までの流れ，研究，論点の振り返りがありました．文部科学省のガイド

ラインや実践事例集の紹介に加え，中央教育研究所が企画した教科書会社，教員，研究者による座

談会をまとめた報告書と，教科書協会が作成されたガイドブックを取り上げて，現時点での学習者

用デジタル教科書に何ができるのかを確認しました． 
その後，４社のデジタル教科書を体験してもらいました．UI やレスポンスなど実機でさわって

みながらの内容説明を，４社から受けられることもあって，質問なども多く活発な意見交換の場と

なりました．文部科学省のガイドラインもあって，特に支援の必要な児童生徒に向けた機能の充実

や，書き込みや学習活動に資するコンテンツの体験は，参加されていた文部科学省関係者からも高

い評価をいただきました． 
最後のパネルディスカッションでは，豊田充崇（和歌山大学）のコーディネートにより，３人の

先生方から学習者用デジタル教科書を活用した授業の実際について発表していただきました．白井

一之（荒川区立第三峡田小学校 校長）からは，デジタル教科書を含めた一人一台の端末の多様な

活用方法に加え，児童の親和性と教員研修の問題．谷川航（小平第七小学校）からは，学力面の変

化，S-T 線図による分析，発話量の変化など，長期間の活用から見られた教師と児童の変化につい

て．鈴木秀樹（東京学芸大学附属小金井小学校）からは，インクルーシブの視点から，児童の特性

に応じた活用についての報告がありました．「デジタルでもアナログでもできるならデジタルでや

って下さい．我々にとって ICT は『後から現れた技術』で，必死に活用方法を考えているわけで

すが，デジタルネイティブの子どもたちは，この先，我々には思いもつかない活用法を考えてくれ

るでしょう．でも，そのためには ICT を活用した経験値が必要です．今はその経験値を積ませる

ことが重要．だから，どちらでもできるならデジタルでやるべきです．」という印象に残る発言が

ありました．質疑の中から，日々の問題や課題も多く話題になり，運用にまつわるノウハウまでの

報告がありました．「これから」を考えている先生方や，新たな研究視点を探している方には大変

興味深い内容となったのではないでしょうか． 
文責：森下耕治（光村図書） 
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SIG-11 情報教育 第 17 回研究会 

『文科系大学生におけるプログラミング・組込みメディア制作

をとおした学びについて』開催報告 
 
●日時：2020 年 03 月 29 日(日) 13：30～15：00 
●会場：山形大学小白川キャンパス 及び ZOOM によるオンライン開催 
●概要 話題提供者：小嶋秀樹（東北大学） 

「文科系大学生におけるプログラミング・組込みメディア制作をとおした学びについて」 
指定討論者：甲村美帆（群馬県立女子大学），加納寛子（山形大学） 
司会：橋本はる美（摂南大学） 

●参加者：18 名 
 

本研究会では， まず話題提供者：小嶋秀樹（東北大学）（本文中すべて敬称略）から，「文科系大

学生におけるプログラミング・組込みメディア制作をとおした学びについて」というテーマで話題

提供をいただいた．小型ロボットを用いた認知発達に関する事例や，音・映像・人とのインタラク

ションによるメディアアートの事例，Arduino を用いたプログラミング教材，Miyagino や Dongbei
を用いた文系の学生の卒業研究の事例などをご紹介いただいた．その後，指定討論者：甲村美帆（群

馬県立女子大学）からは，「プログラミングというと文科系の学生はどうしても数学と結びつけてし

まい，抵抗感があるが，音楽や動画などは広く学生の興味を喚起し，文系の学生にも受け入れられ

やすいと思う」というコメントをいただいた．また，指定討論者：加納寛子（山形大学）からの，

「情報社会論の授業で，Arduino を用いたプログラミングによるスマートシティーの実装を行って

いる．メディアアートの事例等を学生に紹介したい．ただ，文系の学生の場合，プログラミングの

デバッグがうまくいかないとあきらめがちである．工夫されている点があれば教えていただきたい」

という質問に対し，小嶋から，学生と十分に個別指導の工夫についてご回答をいただいた．さらに，

授業方法論の観点から，山田雅敏（常葉大学）からは，「わたくしが所属する常葉大学経営学部は，

文系の学生が多く，授業展開を行う上で，とても勉強になった次第です」というコメントをいただ

いたほか，参加者らと活発な議論がなされ，予定時間をオーバーしてしまったが，充実したディス

カッションが行われた． 
文責：加納寛子（山形大学） 
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SIG-04 教育の情報化 

『学校と家庭をつなぐオンライン学習ガイド』公開に関する 

報告 
 

現在，新型コロナウイルス（COVID-19）の猛威が世界中に広がる中，学校現場の先生方による

学校と家庭をつなぐオンライン学習の取り組みが一部で行われています．しかし，その実践事例や

留意点は整理されておらず，大まかな指針も存在しないのが実状です．そこで本 SIG を中心とする

有志のメンバーが集まり，『学校と家庭をつなぐオンライン学習実践ガイド』を作成し，令和 02 年

03 月 31 日に公開しました．このガイドのねらいは，まだオンライン学習の経験が浅い学校現場の

先生に対して，学校と家庭をつなぐオンライン学習を実施する際に役立つ情報や気を付けるべき留

意点などの概要を周知することです．主な内容は，以下のとおりです． 
 

…………………………………………………………… 
第１章：学校と家庭をリアルタイムでつなぐオンライン学習の方法 
第２章：学校と家庭の間で時間を合わせずにやりとりするオンライン学習の方法 
第３章：オンライン学習の効果的な事例 
第４章：オンライン学習を行う上での留意点 

 
（作成したガイドの表紙）       （作成したガイドの中身の例） 

 作成したガイドがダウンロードできる URL：http://www.jset.gr.jp/sig/sig04_20200402.html 
…………………………………………………………… 

学校現場の新学期に間に合わせるために短期間で作成したため，まずは取り急ぎ評価版（試作版）

として公開いたしました．現在，Facebook などの SNS や新聞などのメディアをとおして作成した

ガイドについて周知してもらう活動を進めており，それと同時に，改善につながるご意見も

Facebook 上で募っています．今年度の５月中に改善版を公開できるよう準備中です．皆様のご協力

をお願い申し上げます． 
文責：倉田伸（長崎大学） 
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SIG-13 STEM 教育 

第４回研究会『教科横断型の学びとは：STEAM 教育の視点から』 

開催案内 
 
●日時：未定 
●会場：東京都立科学技術高校 
    http://www.st-h.ed.jp/ 
●対象：STEAM 教育に興味を持つ研究者，教員，学生等 
●共催：東京都立科学技術高校 
●参加者数：20 名程度 
●テーマ：「教科横断型の学びとは：STEAM 教育の視点から」 
 齊藤智樹（順天堂大学）による，高校生を対象とした STEAM 授業の実践について参観し，その

後，教育工学の視点から議論を行います．東京都立科学技術高校の共催のもと，STEAM 教育の授

業実践から参加する研究者，教員，学生らに STEAM 教育実践の概要を紹介するとともに，これか

らの STEAM 教育研究・実践の在り方を検討いたします． 
●プログラム（予定）： 
 第１部 事前協議（授業についての概要） 
 第２部 STEAM ワークショップ 
 第３部 研究協議 
 
詳細は SIG-13 の Facebook にて順次公開いたします． 

SIG-13：Facebook: https://www.facebook.com/JSETSIG13STEM/ 
文責：江草遼平（明治学院大学） 
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日本教育工学会第 18 期第９回目理事会議事録 
 
日時：令和 02 年 02 月 08 日（土）14：40～17：10 
場所：JAPET&CEC 会議室 
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，山内祐平 副会長， 

稲垣忠，岩崎千晶，北澤武，高橋純，姫野完治，永田智子，西森年寿，根本淳子，松河秀哉， 
村上正行，望月俊男，森田裕介，山田政寛 

監事 吉崎静夫 
 （合計 18 名） 

1. 前回の理事会議事録の承認について 
第 18 期第８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 02 月 08 日現在の総会員数は，3,225 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と，特集号 44 巻３号について 2020 年 02 月 20 日（木）17 時までに延長

がなされた旨，報告があった．査読者ガイドライン・担当ガイドラインについて，および，合同英

文誌について報告があった． 
(2) 広報委員会 

JSET の WWW 改修について，法人化のタイミングで実施する旨，承認した． 
(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) 大会企画委員会-秋 

2021 年 09 月 25 日～09 月 26 日に北九州国際会議場で 2021 年春期全国大会を開催する旨，

承認した． 
(5) 大会企画委員会-春 

今年度の春大会について報告があった．大会の呼称について，年表記と第ｘ回大会（例，札幌：

日本教育工学会 2020 年秋季全国大会（第 37 回大会））との併記で進めることで合意した． 
(6) 研究会委員会 

報告集の電子化について報告があった． 
(7) 企画委員会 

今後のスケジュールについて報告があった．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）について承認した．「国際社会への貢献に関する取り組み」について承認した． 
(8) 国際交流 

AECT2020 国際カンファレンス（11 月）について報告があった． 
(9) 選挙管理委員会 

JSET 第 19 期 2021 年度一般社団法人のための選挙スケジュールについて承認した． 
4. 総務・会計 

(1) 法人化について 
日本教育工学会の法人化について，ニューズレター（240 号）に掲載し， 2020 年 03 月 20 日
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（月）を期限として学会員から意見を募る旨，合意した． 
 

5. その他 
(1) 協賛依頼について，承認した． 
(2) 郵送物について，確認した． 
(3) 今後の理事会日程を確認した． 

 
以上 

 
 

日本教育工学会第 18 期第 10 回理事・評議会（合同）議事録 
 
日付：令和 02 年 03 月 29 日（土） 
場所：信州大学長野（教育）キャンパス 
 
1. 理事・評議員会（合同）の開催について 

新型コロナウイルスの影響で，第 18 期第 10 回理事・評議員会（合同）が中止になった． 
 

2. その他 
今後の理事会日程を確認した． 

以上 
 
  

Japan Society for Educational Technology

23



新入会員（2020 年 01 月 11 日～2020 年 01 月 30 日） 
入会申込者 12 名（正会員：２名，准会員：３名，学生会員：７名） 

 

正会員（２名） 

スミスマイケル(京都先端科学大学) 

植木美和(NTT データユニバーシティ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

准会員（３名） 

奥田昌夫(大船渡市立綾里中学校) 

中野英水(板橋区立赤塚第二中学校) 

常名剛司(静岡大学教育学部附属浜松

小学校) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学生会員（７名） 

中村麻裕(上越教育大学院) 

高橋陸斗(北海道大学) 

小嶋智志(東京学芸大学) 

SUN JING(大阪大学) 

LUO JIEJIN(大阪大学人間科学研究

科) 

升井友貴(同志社大学) 

森谷健太(宮城大学大学院) 

 

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（関西大学）

　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０５月～２０２１年０５月
・	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）　オンライン開催

・	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）　オンライン開催

・	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）　オンライン開催

・	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）

・	２０２１年０５月２２日（土）
	 	研究会「STEAM教育/一般」（会場：富山大学	五福
キャンパス）

◎国際会議の案内
２０２０年０５月～２０２１年０４月
・EdMedia	+	Innovate	Learning	2020
	 http://www.aace.org/conf/edmedia/
	 (2020,	6/23	–	26,	Online	Only)
・Innovate	Learning	Summit
	 http://www.aace.org/conf/summit/
	 (2020,	11/2	–	5,	San	Diego)
・Global	Learn	2020
	 http://www.aace.org/conf/glearn/
	 (2020,	11/30	–	12/2,	Cape	Town,	South	Africa)
・TALE	2020
	 http://tale2020.org/
	 (2020,	12/8	–	11,	Takamatsu)
・SITE	2021
	 https://site.aace.org/conf/
	 (2021,	3/29	–	4/2,	San	Diego)
・AERA	2021
	 		https://www.aera.net/Events-Meetings/Annual-
Meeting/2021-Annual-Meeting-Theme

	 (2021,	4/9	–	11,	Orlando,	FL)

２41
２０20年 5月14日


