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代議員選任報告 
 
2021 年 01 月 04 日に一般社団法人日本教育工学会が設立したことに伴い，以下の 20 名を代議員と

して選任した． 
 
＜第 19 期：2021 年 1 月 4 日～第 20 期代議員選挙終了の時まで（２年後）＞ 
加藤浩（放送大学），大山牧子（大阪大学），田口真奈（京都大学），豊田充崇（和歌山大学）， 
大浦弘樹（東京工業大学），影戸誠（日本福祉大学），江木啓訓（電気通信大学）， 
高橋暁子（徳島大学），時任隼平（関西学院大学），池尻良平（東京大学） 
 
＜第 19・20 期：2021 年 01 月 04 日～第 21 期代議員選挙終了の時まで（４年後）＞ 
稲垣忠（東北学院大学），木原俊行（大阪教育大学），寺嶋浩介（大阪教育大学）， 
合田美子（熊本大学），市川尚（岩手県立大学），谷塚光典（信州大学），脇本健弘（横浜国立大学）， 
仲谷佳恵（東京工業大学），伏木田稚子（東京都立大学），佐藤和紀（信州大学） 
 

以上 
 
 

日本教育工学会 臨時総会・公示 
 

下記の要領で臨時総会を開催いたします． 

正会員には，委任状のハガキを別途郵送しております．当日欠席の場合は，委任状にご記入の上，記

名捺印して 2021 年 03 月 04 日（木）までに到着するよう，ご返送下さいますようお願い申し上げます． 

 

記 

 

１．日時 2021 年 03 月 07 日（日）12:30～ 

２．会場 

  Zoom を用いたオンライン会議 

※ 参加 URL とパスワードは電子メールにてご案内いたします． 

電子メール未登録の方は事務局 )にお問い合わせ下さい． 

 

３．総会の議題 

第１号議案 2020 年度(2020 年 04 月 01 日～2021 年 03 月 31 日) 

事業報告及び収支決算承認の件 

第２号議案 名誉会員候補者の推薦について 

第３号議案 一般社団法人への移行の件 

 

議案資料は，02 月 20 日以降に学会 Web ページに掲載いたします． 

 

 

日本教育工学会 会長 鈴木克明 

2021 年 02 月 15 日 
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一般社団法人日本教育工学会 第 37 回代議員総会 公示 
 

下記の要領で第 37 回代議員総会を開催いたします． 

代議員総会は，これまでの任意団体日本教育工学会の通常総会の開催回数を引き継いで「一般社団法

人日本教育工学会第 37 回代議員総会」とします．会員各位および代議員各位のご出席をお願いいたし

ます．なお，代議員総会では代議員が議決を行いますが，それ以外の会員も参加して意見を述べること

ができます． 

代議員の皆様には電子メールにて開催通知を送信させていただきます．ご出席されない場合には，お

名前，議案の賛否を記入したメールを 2021 年 03 月 04 日（木）までに送信いただきますようお願いし

ます． 

 

記 

 

１．日時 2021 年 03 月 07 日（日）日本教育工学会臨時総会終了後～ 

２．会場 

  Zoom を用いたオンライン会議 

※ 参加 URL とパスワードは電子メールにてご案内いたします． 

電子メール未登録の方は事務局( )にお問い合わせ下さい． 

 

３．代議員総会の議題 

第１号議案 2021 年度(2021 年 01 月 01 日～2021 年 12 月 31 日) 

事業計画及び収支予算案承認の件 

第２号議案 理事及び監事の改選の件 

 

議案資料は，02 月 20 日以降に学会 Web ページに掲載いたします． 

 

 

一般社団法人日本教育工学会 理事長 鈴木克明 
2021 年 02 月 15 日 
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日本教育工学会 2021 年春季全国大会のお知らせ（最終報） 
 
日本教育工学会 2021 年春季全国大会は関西学院大学西宮上ケ原キャンパスにて開催予定でしたが，

新型コロナウイルス感染症の感染状況の改善に見通しが立たないため，前回の秋季全国大会に引き続

きオンライン開催となりました．前回の春季大会とは異なり，正式なオンライン開催となりますので

ご注意下さい．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：2021 年 03 月 06 日（土）～03 月 07 日（日） 
会場：オンライン開催 
ホスト校：関西学院大学 

 
2．大会日程 

各日のスケジュールは下記の通りになっています． 
03 月 06 日（土）（１日目） 03 月 07 日（日）（２日目） 

08:40～08:55 
オープニングセレモニー 
09:00～10:30 
一般研究発表１ 
10:40～12:10 
一般研究発表２ 
自主企画セッション１ 
13:30〜15:20 
一般研究発表３ 
15:30～17:40 
一般研究発表４ 
18:00～19:00 
懇親会 

09:00～10: 30 
一般研究発表５ 
10:40～12:10 
一般研究発表６ 
自主企画セッション２ 
12:30～13:25 
臨時総会・代議員総会 
13:30～13:40 
全体会 
13:40～14:40 
SIG トーク 
14:50～16:40 
シンポジウム  

 

3．今大会での注目点・注意点 

3.1. 講演論文集等について 

・ 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（+送料 500 円）で販売しますので，学会終

了後，学会事務局にて購入方法についてお問合せ下さい．冊子版の販売はございません． 
3.2. セッション・企画について 

・ 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．インターナショナルセッションも口頭発表にて開催致します． 
・ 研究発表の枠では，一般研究発表と学生セッションを開催し，研究発表とは別に自主企画セッシ

ョンを開催します． 
・ 発表ツールとして，Zoom を使用します．Zoom による発表環境は大会側で提供しますので，参

加者のみなさまは本大会のために Zoom と契約する必要はありません．発表者は画面共有機能を

利用できます．パワーポイント等を適宜利用しながら発表を行って下さい． 
・ 今春季大会では全国大会の協賛企業様による自社サービスや商品を紹介する企業 PR タイムを行

います．一般研究発表のセッションの中で実施します． 
・ シンポジウムは非会員にも公開します．会員向けには Zoom ウェビナーで，非会員向けには

YouTube Live で配信します．アクセス方法は決まり次第，大会ウェブサイトにてお知らせいた

します． 
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日本教育工学会 2021 年春季全国大会のお知らせ（最終報） 
 
日本教育工学会 2021 年春季全国大会は関西学院大学西宮上ケ原キャンパスにて開催予定でしたが，

新型コロナウイルス感染症の感染状況の改善に見通しが立たないため，前回の秋季全国大会に引き続

きオンライン開催となりました．前回の春季大会とは異なり，正式なオンライン開催となりますので

ご注意下さい．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：2021 年 03 月 06 日（土）～03 月 07 日（日） 
会場：オンライン開催 
ホスト校：関西学院大学 

 
2．大会日程 

各日のスケジュールは下記の通りになっています． 
03 月 06 日（土）（１日目） 03 月 07 日（日）（２日目） 

08:40～08:55 
オープニングセレモニー 
09:00～10:30 
一般研究発表１ 
10:40～12:10 
一般研究発表２ 
自主企画セッション１ 
13:30〜15:20 
一般研究発表３ 
15:30～17:40 
一般研究発表４ 
18:00～19:00 
懇親会 

09:00～10: 30 
一般研究発表５ 
10:40～12:10 
一般研究発表６ 
自主企画セッション２ 
12:30～13:25 
臨時総会・代議員総会 
13:30～13:40 
全体会 
13:40～14:40 
SIG トーク 
14:50～16:40 
シンポジウム  

 

3．今大会での注目点・注意点 

3.1. 講演論文集等について 

・ 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（+送料 500 円）で販売しますので，学会終

了後，学会事務局にて購入方法についてお問合せ下さい．冊子版の販売はございません． 
3.2. セッション・企画について 

・ 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．インターナショナルセッションも口頭発表にて開催致します． 
・ 研究発表の枠では，一般研究発表と学生セッションを開催し，研究発表とは別に自主企画セッシ

ョンを開催します． 
・ 発表ツールとして，Zoom を使用します．Zoom による発表環境は大会側で提供しますので，参

加者のみなさまは本大会のために Zoom と契約する必要はありません．発表者は画面共有機能を

利用できます．パワーポイント等を適宜利用しながら発表を行って下さい． 
・ 今春季大会では全国大会の協賛企業様による自社サービスや商品を紹介する企業 PR タイムを行

います．一般研究発表のセッションの中で実施します． 
・ シンポジウムは非会員にも公開します．会員向けには Zoom ウェビナーで，非会員向けには

YouTube Live で配信します．アクセス方法は決まり次第，大会ウェブサイトにてお知らせいた

します． 
 

 

3.3. 参加費について 

・ 参加費は，オンライン配信の講演論文集およびプログラム冊子を含んだ価格となります． 
・ 2020 年秋季全国大会ご参加の会員には参加費の継続参加割引が適用されます．参加申込システ

ムで会員番号をご入力いただき，料金カテゴリーから「割引」を選択した上で参加費をお支払い

下さい．なお，早割申込をされた方のみ継続参加割引の対象となります．一般（当日）参加申込

の場合は割引対象となりませんのでご注意下さい．また，割引対象者であるにも関わらず，誤っ

て通常価格をお支払いされた場合でも，返金はできません．十分ご確認・ご注意の上，お支払い

をお願いします． 
 
4．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． 
 

4.1 参加費等について 

発表者に関する参加受付は締め切り, 支払期間は終了しました．聴講者のみの参加を受け付けていま

す. 聴講者の方の事前支払期限は 2021 年 02 月 26 日（金）17:00 です．一般価格も含めて, 振込・振

替の場合は 2021 年 03 月 01 日（月）です． 
 
聴講者 
 

早割価格 
10 月 02 日 
～02 月 26 日（17:00) 

一般価格 
02 月 26 日（17:00） 
～03 月 07 日（14:30） 

正・准会員 
（名誉会員は無料） 7,000 円 9,000 円 

学生会員 0 円 2,000 円 

非会員 9,000 円 11,000 円 

非会員の学生 2,000 円 4,000 円 
 
講演論文集代（USB 版）：4,000 円（+送料 500 円） 
 
4.2 参加費に関する注意点 

・ 参加費のお支払い後，2021 年 03 月 03 日（火）までのキャンセルについては春大会企画委員会 
（ ）までご連絡下さい．送金なさった分を次年度の年会費に振り替えるこ

とができますが，返金はできません．また，非会員の方がキャンセルされる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，原則として振り替え等ができない

ことをご了承下さい．卒業見込み年月が過ぎた学生会員で継続の連絡がない場合は，「准会員」

に会員種別が変更されています．学生会員としての特典はありませんのでご注意下さい． 
 

4.3 事前（早割）の送金と参加登録について 

発表申し込み，事前参加申し込みのシステムには， 
大会 Web サイト（https://www.jset.gr.jp/taikai38/index.html）からアクセスして下さい． 
支払い方法は，「①クレジットカード」「②払込・振替」の２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 振込・振替（2021 年 03 月 01 日まで） 
・申し込み時に表示される金額と送金内容を，郵便局に備え付けの払込取扱票に記入して， 
郵便局の窓口から送金して下さい．必ず会員番号をご記入下さい． 
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4.4. 学会期中に参加申込（当日受付による参加）される場合のご注意 

・ 会期中は振込・振替による参加費のお支払いは受けつけておりません．オンライン決済のみにな

りますので，ご注意下さい． 
・ 会期中に参加申込をされ，学会参加ができない，サービスがご利用になれないなどの場合は，ヘ

ルプデスク（ ）へお問い合わせ下さい． 
 
5．一般研究・学生セッション 

・ 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． 
・ 発表者はセッション開始 5 分前までに発表システム(Zoom)に入るようにして下さい． 
・ 発表者は自身が発表者であることが座長・聴講者にわかるように，システム表示上の氏名の前

に”○”をつけて下さい． 
・ 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，ぜひご参加下さい． 
 
6．自主企画セッション 

昨年，試行として開始いたしました自主企画セッションを今春大会では正式なものとして開催致し

ます．自主企画セッションは，文部科学省，日本学術振興会（JSPS），科学技術振興機構（JST），

総務省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と普及を目的に，シンポ

ジウムやワークショップなどのセッションを企画し実施するものです． 
 
自主企画セッション１   03 月 06 日（土）10 時 40 分～12 時 10 分 
自律的学習者を育成するためにラーニングアナリティクスができることは何か? 
 
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：山田政寛（九州大学） 
    島田敬士（九州大学） 
    合田美子（熊本大学） 
 
自主企画セッション２   03 月 07 日（日）10 時 40 分～12 時 10 分 
教員の集合研修転移について検討する 
 
教師が勤務校から離れ，教育センター等へ赴き，他の学校の教師とともに研修を受ける場を一般的

に「集合研修」という．集合研修では，勤務校から離れ，新たなことを学習できるメリットがある一

方で，その成果を活かすこと（研修転移）に課題があると言われている．本研究では，教師が集合研

修の成果を校内で転移させられるように，その実態を明らかにし，支援方策を考えようとした． 
 本セッションにおいては，教員研究の転移モデルについて報告をする．そしてそのモデルに基づき

ながら，学校現場の環境による転移の違いについて述べる．加えて，内容を ICT 推進リーダーに統一

したときの，その転移方策の多様性について事例報告する． 
 以上に基づき，研修での支援方策についていくつか提案するので，それに基づいて参加者とともに

議論をしたい． 
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研究代表者：寺嶋浩介（大阪教育大学） 
登壇者：寺嶋浩介（大阪教育大学） 
    時任隼平（関西学院大学） 
    泰山裕（鳴門教育大学） 
    藤井佑介（長崎大学） 
 
7．International Session 

昨年度に引き続き，International Session も実施致します． 
 本セッションでの発表および質疑応答は，英語で行われます．本セッションは，教育工学研究の国

際化に対応するものであるとともに，特に若い研究者に対しては，国際学会等での研究発表や討論に

備える体験を提供する機会でもあります．発表は一般研究発表と同じ時間帯で実施します． 
 
We would like to invite you to the International Session on the annual conference. The purpose of 
this session is to provide an opportunity to present papers and engage in scholarly discussions in 
English, and thus promote internationalization of the JSET community. 
This International Session will be run in parallel with the presentation session (一般研究発表). 
Young scholars as well as experienced researchers are all welcome. Papers related to the following 
topics are invited to the Session. 
 
8．発表内容の撮影，記録，録画等について 

今回のオンライン開催において，発表者，参加者の双方に次のことをお願いいたします． 
（１）参加者が発表内容を発表者の許可なく撮影，録音，録画することは原則として禁止致します．

発表者が自身の発表について撮影，録音，録画を許可する場合は，発表に先立ちその旨を参加者

にお伝え下さい． 
（２）発表者の許可のもと撮影，録音，録画したものについて，日本国の著作権法が規定している範

囲以外で利用される場合は，発表者の許可をとって下さい． 
（３）大会スタッフが記録用やニューズレター用にスクリーンショットを撮影します．大会スタッフ

による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． 
 
9．SIG トーク 

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 からこれまでの研究テーマや活動，JSET における役割などをビデオで

紹介します． 
 
10．シンポジウム 

大会２日目の午後にはシンポジウム「デジタル・トランスフォーメーションが変える教育の未来」

が開催されます． 
 
開催趣旨 
来る Society 5.0（超スマート社会）では，高度化した先端技術が，あらゆる産業や社会生活に取り

入れられ，社会のあり方そのものが大きく変化していくことが予想される．こうしたデジタル・トラ

ンスフォーメーション（DX）の急激な進展において，教育業界は異なる分野や業種との連携を通し，

これまでにない教育の形を創造する時期に差し掛かっている．コロナ禍におけるオンライン教育や学

習環境整備の広がりはそれを後押しすることとなり，教育工学研究の果たす役割はますます大きくな

る．本シンポジウムでは，これまでの教育工学研究の知見を振り返りながら，教育工学が担う教育イ

ノベーションについて議論する． 
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【プログラム】 

1. 14:50～14:55 趣旨説明 

2. 14:55～15:25 基調講演（質疑応答５分を含む） 

「教育のデジタル・トランスフォーメーション―変わるものと変えてはならないもの―」 

    安浦寛人（九州大学） 

3. 15:25～16:00 パネリスト講演 

パネリスト講演①：「大学におけるデジタル・トランスフォーメーション」 

森田裕介（早稲田大学） 

パネリスト講演②：「初等中等教育のデジタル・トランスフォーメーション」 

高橋純（東京学芸大学） 

パネリスト講演③：「デジタル・トランスフォーメーションによる学生の教育・生活支援―未来の

学校支援プロジェクトの事例紹介―」  

       白井詩沙香（大阪大学） 

4. 16:05～16:30 パネルディスカッション 

指定討論者：堀田龍也（東北大学）  

パネリスト：森田裕介（早稲田大学）高橋純（東京学芸大学）白井詩沙香（大阪大学） 

5. 16:30～16:40 総括・閉会 

 
注意点 
・ 本シンポジウムは非会員にも公開します．会員向けには Zoom ウェビナーで，非会員向けには

YouTube Live で配信します．アクセス方法は決まり次第，大会ウェブサイトにてお知らせいたし

ます． 
 
11．懇親会について 

懇親会はその他のプログラムと同様にオンラインで実施します． 

・ 日時：03 月 06 日（土）18:00～19:00 
・ 参加資格：大会参加申し込みをされた方々 
・ 費用：無料  
・ 事前申し込み：無し 後日公開されるリンクからご参加下さい．発表と同様のツール（Zoom）を

利用予定です． 
・ 準備物：学会からの飲食物提供はありません．ご自身で準備下さい．ただし，対面の時よりも咀

嚼する音がマイクを通じて相手に大きく伝わりますので食べ物の選択にはご注意下さい． 
・ 内容：ブレイクアウトセッションの機能を用いて小グループに分かれた歓談をおこないます． 

 
12．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． 
 
13. その他,発表に関するお願いや注意点 

・ 発表者は自身が発表者であることが座長・聴講者からわかるように，システム表示上の氏名の

前に”○”をつけて下さい． 
・ 発表者はセッション開始 5 分前までに発表システムに入るようにして下さい． 



Japan Society for Educational Technology

9

 

・ 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． 

 
14. 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：

 
 
  

 
春季大会企画委員会 

委員長    山田政寛（九州大学） 

副委員長   松河秀哉（東北大学） 

       時任隼平（関西学院大学） 

幹事     椿本弥生（東京大学） 

       川面きよ（帝京大学） 

委員     遠海友紀（東北学院大学） 

       大山牧子（大阪大学） 

       小林由昭（内田洋行） 

       今野貴之（明星大学） 

       泰山裕 （鳴門教育大学） 

       竹中喜一（愛媛大学） 

       長濱澄 （東京工業大学） 

       御園真史（島根大学） 

担当副会長  堀田龍也（東北大学） 

アドバイザー 鈴木克明（熊本大学） 
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2021 年秋季全国大会のお知らせ（第一報） 
 

 日本教育工学会 2021 年秋季全国大会を，下記のように開催いたします．なお，これまでお知らせし

ていた日程（09 月 25 日～26 日）に，会場周辺で大規模なイベントが開催されることが判明し，研究発

表等に多大な影響が出ると判断したため，日程を変更して開催することになりました．また，新型コロ

ナウイルス感染症（COVID-19）の状況が見通せない状況ではありますが，今大会は対面とオンライン

のハイブリッドで開催するよう準備を進めております．多くの方々の研究発表・ご参加をお待ちしてい

ます． 
 状況により予定が変更される場合があります．最新情報は大会 Web サイトでお知らせします． 
 
１．開催期日・会場 

期日：2021 年 10 月 16 日（土）～17 日（日） 
会場：北九州国際会議場（〒802-0001 北九州市小倉北区浅野 3-9-30） 

オンライン 
 
2．大会日程（予定） 

10 月 16 日(土) 10 月 17 日(日) 
09:00～09:20 オープニングセレモニー 
09:30～10:40 一般研究発表１（ポスター発表） 
09:30～10:00 チュートリアルセッション１ 
10:50～12:00 一般研究発表２（ポスター発表） 
12:00～13:00 ランチセッション 
13:00～13:50 全体会 
14:00～15:00 キーノート 
15:10～17:00 シンポジウム１ 
17:30～    懇親会 

09:00～10:10 一般研究発表３（ポスター発表） 
09:00～09:30 チュートリアルセッション２ 
09:30～10:00 チュートリアルセッション３ 
10:20～11:30 企画セッション 
11:30～12:30 コラボレーション企画 
12:30～13:40 一般研究発表４（ポスター発表） 
13:50～16:20 シンポジウム 2 
16:30～16:50 クロージングセレモニー 

08:30～17:00 受付 
09:30～17:00 企業展示 

08:30～15:00 受付 
09:30～13:40 企業展示 

＜託児所（対面参加のみ）の提供について＞ 

今大会においては，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． 

 

3．今大会での注目点・注意点 

・ 対面とオンラインのハイブリッド開催となることもふまえて，１日目(10 月 16 日)の大会開始時に

オープニングセレモニー，２日目(10 月 17 日)の大会終了時にクロージングセレモニーを設けます． 
・ 秋季全国大会の一般研究発表は，ポスター発表のみです．対面およびオンラインでの発表方法につ

いては現在検討中です．詳細は決まり次第お知らせします． 
 

4．大会までのスケジュール（予定） 

・ 発表者のスケジュール（予定） 

一般研究発表申込・原稿(2 頁)提出 06 月 22 日(火)～07 月 13 日(火)17 時 
参加費送金(早割価格) 06 月 22 日(火)～07 月 20 日(火)17 時 
プログラム決定・発表者に通知 08 月 10 日(火) 
2020 年秋季全国大会講演論文集のダウンロード開始 10 月 08 日(金) 

なお，参加者(発表者以外)のスケジュールについては現在検討中です． 
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5．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）問合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） 

幹事     坂本將暢（名古屋大学） 

       伏木田稚子（東京都立大学） 

委員     板垣翔大（宮城教育大学） 

       金子大輔（北星学園大学） 

       倉田伸（長崎大学） 

       小林由昭（内田洋行） 

       近藤秀樹（九州工業大学） 

       中嶌康二（関西国際大学） 

       渡邉文枝（早稲田大学） 

担当副会長  堀田龍也（東北大学） 

アドバイザー 鈴木克明（熊本大学） 
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テーマ：学習支援システム/一般 研究会の開催報告

●日  時：2020 年 12 月 12 日 
●発表件数：31 件 

●会  場：オンライン開催 
●参加者数：113 名（内非会員 36 名） 

令和２年１２月１２日において，メインテーマ「学習支援システム」の当研究会が計７セッション

実施され，一般発表と合わせて 31 件の発表がありました．新型コロナウイルス感染拡大防止の観点

からオンラインでの開催となりましたが，100 名以上の参加申し込みがありました．また，多くの非

会員の方もご参加いただき，活発な議論ならびに様々な視点からの情報交換がありました．日本教育

工学会研究会も，今回で４度目のオンライン開催となりました．ご参加いただいた皆様からのご意見

を基に，継続的に改善しながら運営しています． 
本研究会にご参加，また，開催にあたりご支援・ご協力いただきました皆様に，この場をお借りし

まして深く御礼を申し上げます．引き続き日本教育工学会研究会をどうぞよろしくお願いいたしま

す． 
※オンラインでの開催だったため，研究会の様子の写真がありません．ご了承ください． 

担当：倉田伸（長崎大学） 
研究会の発表募集  テーマ：STEAM 教育/一般 
●日  時：2021 年 05 月 22 日（土） 
●申込締切：2020 年 03 月 22 日（月）17 時 

●会  場：オンライン開催（担当：長谷川春生） 
●原稿提出：2020 年 04 月 19 日（月）17 時 

●募集内容： 
多様な課題が生じている今日においては，「各教科での学

習を実社会での問題発見・解決にいかしていくための教科横

断的な学習」である STEAM 教育の必要性が高まっていま

す．高等学校では「社会に開かれた教育課程」の理念の下，

産業界等と連携し，教科等横断的な学習の中で重点的に取り

組むものとされています．また，その土台として，小中学校

等においても，ものづくり体験やプログラミング教育などの

充実とともに，発達段階に応じて，児童生徒の興味・関心を

いかし，教師が一人一人に応じた学習課題を設定するなどし

て，教科等横断的な学習の中で STEAM 教育に取り組むこと

も必要であると考えられます． 
このような状況を背景に，本研究会では STEAM 教育に関

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：今回から新しいシステム

を活用する予定ですので，詳細は Web 
ページを御覧ください．03 月上旬の公

開を予定しております．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． 

 
  

 

●日  時：2020 年 12 月 12 日 
●発表件数：31 件 

●会  場：オンライン開催 
●参加者数：113 名（内非会員 36 名） 

令和２年１２月１２日において，メインテーマ「学習支援システム」の当研究会が計７セッション

実施され，一般発表と合わせて 31 件の発表がありました．新型コロナウイルス感染拡大防止の観点

からオンラインでの開催となりましたが，100 名以上の参加申し込みがありました．また，多くの非

会員の方もご参加いただき，活発な議論ならびに様々な視点からの情報交換がありました．日本教育

工学会研究会も，今回で４度目のオンライン開催となりました．ご参加いただいた皆様からのご意見

を基に，継続的に改善しながら運営しています． 
本研究会にご参加，また，開催にあたりご支援・ご協力いただきました皆様に，この場をお借りし

まして深く御礼を申し上げます．引き続き日本教育工学会研究会をどうぞよろしくお願いいたしま

す． 
※オンラインでの開催だったため，研究会の様子の写真がありません．ご了承ください． 

担当：倉田伸（長崎大学） 

研究会の発表募集  テーマ：STEAM 教育/一般 

研究会の開催報告  テーマ：学習支援システム/一般

●日  時：2021 年 05 月 22 日（土） 
●申込締切：2020 年 03 月 22 日（月）17 時 

●会  場：オンライン開催（担当：長谷川春生） 
●原稿提出：2020 年 04 月 19 日（月）17 時 

●募集内容： 
多様な課題が生じている今日においては，「各教科での学

習を実社会での問題発見・解決にいかしていくための教科横

断的な学習」である STEAM 教育の必要性が高まっていま

す．高等学校では「社会に開かれた教育課程」の理念の下，

産業界等と連携し，教科等横断的な学習の中で重点的に取り

組むものとされています．また，その土台として，小中学校

等においても，ものづくり体験やプログラミング教育などの

充実とともに，発達段階に応じて，児童生徒の興味・関心を

いかし，教師が一人一人に応じた学習課題を設定するなどし

て，教科等横断的な学習の中で STEAM 教育に取り組むこと

も必要であると考えられます． 
このような状況を背景に，本研究会では STEAM 教育に関

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：今回から新しいシステム

を活用する予定ですので，詳細は Web 
ページを御覧ください．03 月上旬の公

開を予定しております．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． 
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研究会の運営等の変更について 
研究会委員会 

 

 平素より学会研究会の運営にご協力いただき，ありがとうございます． 
 これまで，研究会は年に４回開催し，その都度研究報告集を発行してまいりましたが，本学会での研

究成果をより広く発信し，多くの方に報告集を読んでもらうための変更を検討したところ，下記の案が

理事会において認められましたので，報告いたします．次回 2021 年 05 月 22 日の研究会より実施をし

ます． 
 なお，これらの運営を円滑にすすめるために，新たなシステムを準備中です．05 月研究会の申し込み

から運用予定で，03 月上旬のオープンを目指しております．従来のスケジュール（研究会の３ヶ月前に

申し込み開始）からやや遅れる予定ですが，ご容赦下さい． 
 この後の進捗や変更等に関わる連絡は，学会 Web ページを通して行います． 
 今後も研究会の運営にご協力のほど，どうぞよろしくお願いいたします． 
 

概要 

（１）研究報告集の電子化ついて 

・ これまで冊子形態で発行されていた研究報告集ですが，冊子体は廃止し，今後新しく発行されるも

のは，J-Stage に登録できるように現在準備中です．なお，登録された報告論文については，オープ

ンアクセスとします．各回の研究会の前日までに報告論文を公開できるように進めております． 

・ これを機会に研究報告集の投稿規程を整備しましたので，参照の上ご投稿下さい． 

 

（２）研究会参加・発表にかかる費用について 

・ 研究報告集がオープンアクセスとなるので，これまであった研究報告集代や年間購読制度は廃止し

ます． 

・ 一方，報告集を電子化するための費用もかかることを踏まえ，以下のように「参加費」と「発表料」

という形態とし，以下のように設定します． 

（ア）参加費（いずれかが必要） 
(a)1000 円／１回（会員・非会員共通） 
(b)2000 円／年間４回「研究会参加年間パス」制度（会員のみ） 
（2000 円で当該年度内の４回の研究会のすべてに出席することができる．05/14（金）を申し

込み締切日とする．） 
（イ）発表料（参加費に加え，口頭発表者は以下の料金を支払う） 
  (a)1000 円／１回（会員） 
  (b)2000 円／１回（非会員） 
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日本教育工学会研究報告集投稿規程 
 

1. 日本教育工学会（以下学会）研究会は，教育工学に関わる研究発表と討論の場として，年４回実施

され，その発表原稿は日本教育工学会研究報告集として発行される． 

 

2. 会員・非会員ともに発表原稿を投稿できる．ただし，第一著者として投稿できる発表原稿は１回の

研究会につき１本までとする． 

 

3. 発表を行うものは，研究会委員会が定める書式に従って発表原稿を執筆し，十分に推敲された発表

原稿を期日までに投稿する．投稿手順の詳細は学会ホームページに記載する．発表原稿は，４～８

枚とする． 

 

4. 発表原稿は，研究会委員会によって書式の確認がなされる．書式が守られていない等の問題がある

場合，研究会委員会は修正依頼および発表延期依頼を行うことがある． 

 

5. 発表原稿の内容について，二重投稿，データのねつ造や改ざん，他の論文の盗用，自己剽窃等の不

正行為があってはならない．不正行為の詳細については，日本教育工学会論文誌の投稿規定を参照

すること．また，他者の人格，人権を尊重したものでなければならない．そのほか，写真等図版を

掲載する場合は著作権や肖像権の侵害等がないよう著者が権利者や被写体から投稿前に報告集への

掲載許可を得ておくものとする． 

 

6. 発表原稿の著作権は著者に帰属する．ただし，発表原稿について，学会による学術教育目的での利

用(学会 HP や J-STAGE 等のインターネットによる公衆送信，出版物への掲載，複写しての配布等

を含む)を，著者は無条件で許諾するものとする．もし発表原稿について，他者の著作権侵害や名誉

を害する等の理由で提訴や紛争が生じた場合には，著者が責任を負い対処するものとする．また，

このような事案への対処や著者からの申し出により，もし学会が発表原稿に関わる修正や掲載取り

やめ等の作業をする場合には，その諸費用は著者が負担することとする．これらのことについて，

著者は発表原稿の投稿によって同意したものする．なお，複数の著者がいる場合，原稿を投稿した

代表者が，これらについて著者全員から同意を得たことを保証すること． 

 

附則 

この規程は 2021 年 02 月 01 日から施行し，2021 年 05 月の研究会以降に適用する． 
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SIG-01 高等教育・FD / SIG-07 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：2020 年 12 月 13 日（日）13:00～17:00 
●会場：オンライン開催（Zoom） 
●参加者数：16 名（FD 研修 14 名，添削者研修２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－」 
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 および SIG-07 の共催で，16 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．テーマや内容は昨年同様であったが，今年度は COVID-19 の影響により初めてのオンライン

開催とした．当日は，担当コーディネーターとして，SIG-01 より遠海友紀・千葉美保子・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

ターとして上田和子・鈴木浩子・竹岡篤永・宮川幹平・矢島孔明が参加した． 

研修のデザインとして，前年度を踏襲してオンライン（非同期）での事前課題を設けたが，大きな混

乱もなく，受講者全員が事前学習を行っていた．Zoom を用いたオンラインワークショップも内容とし

ては例年とほぼ同様で，受講者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，例年のワークショップの

一部を事後課題としてオンライン（非同期）で実施した．任意の課題であったが５名の参加を確認でき

た．さらに 2018 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」を行い，２名が参加した．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，実践演習としてレポート添削を行った． 

FD 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 研修の修了証ま

たは添削者としての認定証が発行される．本稿執筆時点では認定証発行手続きを進めているところであ

るが，FD 研修は 11 名に修了証が，添削者研修は２名に認定証が発行される予定である．参加者に対す

るアンケートでは，FD 研修参加者 14 名中 13 名から回答が得られた．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．今年度新たに行ったオンラ

イン形式に関する質問項目においても，たとえば「ワークショップ当日の形式（Zoom による同期型オ

ンライン学習）」は平均 4.7 になるなど，高評価をいただくことができた．一方で，参加者の自由記述

から，グループワークの時間をもっと多くとる（余裕を持たせる）などの課題を確認できた． 

以上のように，例年と同程度の数の修了証・認定証を発行できる見込みで，参加者の満足度も高いこ

とを確認でき，コーディネーター一同，ほっと胸をなでおろしているところである． 

次回は，日程は調整中であるが，東北で開催予定である．仮にオンライン開催になったとしても，今

回の知見を踏まえてより充実した研修会としたい．次回については詳細が決まり次第，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． 

 

 

 

 

 

 

 

 

FD 研修会の集合写真（一部重複） 

文責：高橋暁子（徳島大学） 

 



 

SIG-12 人工知能の教育利用 

第３回研究会『自然言語処理ツールの教育応用 

（Google Colab で Google NL API と GiNZA を試す）』開催案内 
 
●日時：2021 年 02 月 24 日（水）15:00～17:30 
●会場：オンライン開催（Zoom） 
●対象：人工知能を自身の研究や教育実践へ導入することに興味がある方 
●参加者数：制限なし 
●テーマ：「自然言語処理ツールの教育応用（Google Colab で Google NL API と Ginza を試す）」

Google が無償で提供している，ブラウザからプログラミング言語 Python を実行できるサービス

「Google Colab」の上で，エンティティ分析，感情分析，構文解析を実行できる「Google Natural 
Language API」およびオープンソース日本語 NLP ライブラリ「GiNZA」を試用するワークショップ

です． 
●プログラム： 
 第１部（15:00～17:00） ワークショップ 
 第２部（17:00～17:30） 質疑応答 
●申込：SIG-12 の Facebook グループ（https://www.facebook.com/jsetaisig）で案内します 

 
文責：長岡千香子（熊本大学） 

 
SIG-06 協調学習・学習科学 

研究会『LS Japan Research Meeting』開催予告・発表募集 
 
●日時：2021 年 03 月 13 日（土）～14 日（日） 
●会場：オンライン開催（Zoom） 
●対象：協調学習・学習科学の研究をしている方，これから始めようと思っている方，興味のある方． 
●参加者数：全体で 90 名以内 
●テーマ：「みんなの協調学習・学習科学の研究をよりよくしよう」 
●Web ページ・参加申込：https://forms.gle/GaWtC1E2pohBP56H8；詳細は SIG の FB や Web で． 
●発表申込締切：2021 年 02 月 28 日（日） 
 
本研究会は，わが国で「協調学習・学習科学」に興味を持つ学生や，これから研究を始めてみようと

思う研究者，研究をよりよくしたいと考えている方，さらにアドバンスドな研究者，などなど，「協調

学習・学習科学」にかかわる皆さんの研究を，さらによりよいものにしていくための相互助言の機会と

して開催します．題して，「LS Japan Research Meeting」．参加者の皆さんには，JSET 春季全国大

会で発表した研究内容（同じものでも OK）や，これから取り組もうと考えている研究計画等を，粗い

段階のものでもよいので発表していただき，学習科学の観点から，研究としてよりよくしていくための

協議をします．これを１人あたり 30 分程度で行っていく予定です．皆さんも研究をブラッシュアップ

してみませんか？参加者にはご自身の研究を発表していただきたいと考えておりますが，学生や実践者

の方は，聴講のみも可能です（大学院生は，ぜひ何かを発表して下さいね）． 
なお，全体で２日間にわたる会議の中では，学習科学の分野で興味深い研究をなさっている先生によ

る基調講演も行う予定です．また，外国の先生から助言をいただける機会も企画中です． 
参加・発表希望者は，02 月 28 日（日）までに上記 URL から①タイトル，②発表者の氏名と所属，

③学生・研究者・実践者の別，④発表希望日，⑤100～300 文字程度の要旨をお送り下さい．また，発表

前日には配布用の発表資料の提出をお願いします． 
文責：望月俊男（専修大学） 
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SIG-12 人工知能の教育利用 

第１回・第２回研究会 開催報告 
●日時：2020 年 10 月 04 日（日）15:00～17:30 
●会場：オンライン開催（Zoom） 
●参加者数：17 名 
●テーマ：SIG-12 第１回研究会「CNN での深層学習による画像認識の応用」 
●プログラム： 
１）Sony NNC (Neural Network Console) へのログインとサンプルの実行 
２）独自データセットのアップロード 
３）作成した画像認識モデルの利用 
４）画像認識を応用した教育についての研究事例ご紹介 

板垣翔大（宮城教育大学） 
「木材の切断面の評価を AI の画像認識により支援するシステムの提案」 
佐藤和紀（信州大学） 
「人工知能を活用した下駄箱整理判定支援システムの小学校における試行的実践」 

 
●日時：2020 年 11 月 24 日（火）15:00～17:30 
●会場：オンライン開催（Zoom） 
●参加者数：12 名 
●テーマ：SIG-12 第２回研究会「Moodle アナリティクスを用いた学習者状況の推定」 
●プログラム： 
１）「Moodle アナリティクス機能」のインストールと実行 
２）研究事例ご紹介 

李凱（獨協大学）「Moodle の学習履歴データを用いた評価推定モデルの作成」 
 
本 SIG では，教育における効果的な AI 技術利用を促進するために，既存 LMS や教育用ツール等に

AI 技術を導入することで，よりインテリジェントな機能を実現する提案や開発を行うこと，また，研究

や教育実践への導入を検討している会員に助言を与え，協働の機会を増やすことを目指している． 
2020 年 10 月 04 日（日）15:00～17:30 に開催した「CNN での深層学習による画像認識の応用」で

は，手軽に利用できるニューラルネットワークでの画像認識処理のワークショップを行った．また，関

連する教育実践事例，研究事例の紹介を行い，活発な議論につながった． 
さらに，2020 年 11 月 24 日（火）15:00～17:30 に開催された「Moodle アナリティクスを用いた学

習者状況の推定」では国内外で広く利用されている LMS である「Moodle」に標準的に備わっている「ア

ナリティクス機能」を利用して，ルールベースの静的モデルや機械学習ベースのモデルを用いて，学習

者状態の推定結果を見るための手順について体験するワークショップを行った． 
尚，研究会当日に利用した資料や演習をまとめたページはウェブ上で公開しており（下図参照），誰

でも閲覧できる状態にしている． 

文責：長岡千香子（熊本大学） 
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SIG-02 教師教育・実践研究 

第 11 回研究会『コロナ後の授業研究を考える』開催報告 

●日時：2020 年 11 月 25 日（水）18:00～20:00 
●会場：オンライン開催（Zoom） 

●参加者：28 名 

●テーマ：コロナ後の授業研究を考える 

●講師：河野麻沙美（上越教育大学） 

●コーディネータ：坂本將暢（名古屋大学），姫野完治（北海道教育大学） 

  

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が世界中に拡がり，学校教育にも多大な影響をもたらして

いる．その影響は，子どもたちの学びの場をいかに提供するかということだけではなく，日本の学校現

場で古くから受け継がれ，教師の力量向上に寄与してきた授業研究にも及んでいる．SIG-02 教師教育・

授業研究では，河野麻沙美（上越教育大学）を講師として招き，コロナ禍，そしてコロナ後の授業研究

を考える研究会を開催した．学校教員や教育委員会に勤務する指導主事，大学教員，大学院生等 28 名

が参加した． 

河野は，科研「教師の学習文化と授業デザインの変容に着目した授業研究の文化化過程の検討」の一

環として，今年 08 月から 09 月にかけて，「コロナ禍における教員の学習機会に関する調査」を実施し，

COVID-19 の感染拡大を受けて，教員の学習機会や環境がどのように影響したのか，とくに教員同士が

協働して取り組む授業研究の機会が，昨年度と比較してどのように変化しているのかを研究している．

本研究会では，個人が自主的に参加・実施する研修や授業研究，所属校で開催する（予定の）授業研究

の増減や実施方法の見直しの現状が紹介された．研修全体として昨年度よりも減少する傾向があること，

とりわけ教育委員会が主催する公的な研修が著しく減少していること，一方で研修や授業研究のオンラ

イン化が急速に拡大していること等が報告された．研究会では，河野の報告に対して，コーディネータ

が質問を投げかけ，調査結果から読み

取れることや推測できることをふま

えて協議するとともに，参加者からチ

ャットに寄せられたコメントを交え

て意見交換をした．参加者からは，学

校や教育委員会主催の研修や授業研

究会の実情，セキュリティ対応の難し

さ，かつての活字による授業研究の意

義，オンライン化が進んだことによ

り，期せずして研修や授業研究の目的

や機能を見つめ直す機会になったこ

と等が指摘された．研究会終了後に

は，講師を囲んで個別の相談会が開か

れ，盛会のうちに終了した． 

 学校における授業研究の文化は，明治期から続く日本ならではのものではあるが，新型コロナウイル

ス感染症が収束した後につなげていくためには，改めて授業研究を行う意義やそのための方法の問い直

しが必要となる．今後，調査対象が拡大され，校種や地域による特性を分析予定であることから，引き

続き本 SIG でも検討の機会を持っていきたいと考えている． 

03 月 14 日（日）15:30～18:00 に Zoom で第 12 回研究会「萌芽的な授業研究の事例（仮）」を開催

する．SIG-02 の学会 web ページや Facebook を通じて，研究会の詳細の周知や発表者の募集をする． 

 

文責：姫野完治（北海道教育大学） 
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SIG-08 メディア・リテラシー，メディア教育 第 16 回研究会 

『デジタル・シティズンシップ： 

メディア・リテラシーとの関係から学ぶ』開催報告 
●日時：2020 年 12 月 13 日（日）15:00～17:00 
●会場：オンライン開催（Zoom） 
●参加者数：63 名 
●テーマ：デジタル・シティズンシップについてメディア・リテラシーとの関係から学ぶ 
●主催：NPO 法人 JEARN／共催：日本教育工学会 SIG-08，AMILEC 
●プログラム： 
１．開会・趣旨説明 
２．講演・質疑応答 
・「デジタル・シティズンシップの基本と実践」今度珠美（鳥取県教育委員会） 
・「メディア・リテラシーとデジタル・シティズンシップの関係」坂本旬（法政大学） 
・司会：栗田智子（実践女子大学・JEARN 副理事長） 
３．閉会 
 
今回の研究会はグローバル教育・ICT 教育を推進するネットワークとして 2003 年に設立された

NPO 法人 JEARN が主催する企画に，アジア太平洋地域でユネスコのメディア情報リテラシー

（MIL）教育の運動と設立の普及を推進する NGO である AMILEC と，本 SIG が共催する形で実施さ

れました．本企画の主旨は，文部科学省の主権者教育推進会議の報告

書においてメディア・リテラシーが重視される兆しがあるなかで，諸

外国（とりわけアメリカ）において，メディア・リテラシー教育がデ

ジタル・シティズンシップの形成に果たす役割や期待される成果，事

例や研究について考えていくことでした． 

第一講演者の今度珠美からは，国際工学教育学会におけるデジタ

ル・シティズンシップの定義を紹介していただきながら，デジタル・

シティズンシップ教育の特徴として，「学習者の知的創造を阻害することなくオンラインおよび ICT
環境において安全かつ効果的で責任を持った行動ができるよう柔軟に構成されている」などといった

ことが説明されました．そのうえで，アメリカで最初のデジタル・シティズンシップ教育教材とされ

る「Common Sense Education」についての紹介がなされました．本教材は，メディア・リテラシー

やニュース・リテラシー，確証バイアス，フィルターバブルなどといった概念を教えることが含ま

れ，人権と民主主義のための社会を創る善き市民となるために，創造者そして消費者としての責任を

自覚することなどが目指されているということです． 

第二講演者の坂本旬からは，デジタル・シティズンシップの概念が ICT 教育や教育工学における

ICT 利用の適切かつ責任ある行為規範から生まれたものである一方，そもそもメディア・リテラシー

教育ではその概念のなかにシティズンシップが内包されていたことが説明されました．近年の教育の

デジタル化により，両者の結合が求められるようになったということでした．特にアメリカの文脈で

は，2016 年のアメリカ大統領選におけるフェイクニュースの影響や，

2017 年 04 月にワシントン州で成立したデジタル・シティズンシップ

法の成立により，両者の結合に注目が集まったということです．メデ

ィア・リテラシーは未だに多義的な概念ではありますが，いずれにせ

よシティズンシップを抜きにはできないことが強調されました． 

研究会においては Zoom のチャット機能を活用し，講演中にも質問

が寄せられました．講演後の全体質疑ではコメンテーターとしてあら

たに豊福晋平（国際大学）と芳賀高洋（岐阜聖徳学園大学）も加わり，これらの質問にお答えいただ

きました．現代のデジタル・シティズンシップとメディア・リテラシー教育の関係についての理解と

議論が深まりました． 
文責：森本洋介（弘前大学） 
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SIG-13 STEM 教育 

第 6 回研究会『STEM/STEAM 教育実践の探究・創造活動について 

－小学校の実践を通して－』開催報告 
●日時：2020 年 12 月 19 日（土）10:00～12:00 
●会場：オンライン開催（Zoom） 
●参加者数：19 名 
●テーマ：「STEM/STEAM 教育実践の探究・創造活動について −小学校の実践を通して−」 
●プログラム： 

1）10:00～10:10 開催の挨拶，SIG 活動報告（森田裕介，早稲田大学） 
2）10:10～11:00 STEM/STEAM 教育の実践事例紹介 

（大谷忠，東京学芸大学；木村優里，NPO 法人東京学芸大子ども未来研究所） 
3）11:00～11:50 グループディスカッション 
4）11:50～12:00 まとめ 

 
本研究会では，「STEM/STEAM 教育実践の探究・創造活動について―小学校の実践を通して―」を

テーマに，これまでの研究会で蓄積されてきたインフォーマルな教育場面，高等教育などにおける

STEM/STEAM 教育実践の成果に基づきながら，初等教育における STEM/STEAM 教育のモデルと理

論について，２つの実践報告に基づいた紹介・議論が行われた． 
まず，大谷忠（東京学芸大学）から，幼児教育から高等教育まで連携した課題解決デザイン・探究活

動の深化及び 21 世紀型能力の育成・SDGs を見据えた課題設定を意識したカリキュラムモデルについ

ての理論の紹介が行われた．また，STEM・STEAM 教育の実践における教科，領域の統合度が高い実

践として，小学校５年生における「川と災害」の実践が報告された．ここでは，川の氾濫と防災をトピ

ックに社会・生活について，児童らが理科・社会・総合的な学習を横断しながら試行錯誤による創造と

探究の往還を行い，ありたい姿とあるべき姿として A（Art）から E（Engineering）への接続が行われ

る活動が紹介された．本実践では，教科横断的な実践における「実世界での課題を解決する能力」の育

成が期待されるものであった． 

次に，木村優里（NPO 法人東京学芸大こども未来研究所）から，上記の実践より教科の系統性を意識

したアプローチによる実践として，小学校５年生における「電流の作る磁力」の実践が報告された．電

磁石に関する実験を，実世界における課題であるゴミや資源の収集及びリサイクルの文脈を用いて，ブ

ロック教材と組み合わせたリフティングマグネットの制作を通した課題解決活動とした実践であった．

本実践では，課題解決のための教科横断的な試行錯誤から，教科横断的概念や汎用的なスキルの獲得が

期待されるものであった．  
最後に，２つの実践の報告から，SDGs に基づく課題解決における問い，STEM/STEAM 教育の視点

に基づいたカリキュラムデザインについて，グループディスカッションが行われ，活発な議論と意見交

換が行われた． 
 

  
文責：江草遼平（明治学院大学） 
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●日時：2020 年 12 月 19 日（土）13:20～16:35（13 時から接続開始） 
●場所：オンライン開催（Zoom） 
●講師：岡田謙介（東京大学） 
●参加者：26 名 
●プログラム： 

 13:00 接続開始 
13:10～13:20 参加者の簡単な自己紹介 
13:20～14:50 講演 
15:05～16:35 ハンズオン型演習 

 
情報教育を含めた教科教育では，指導へのフィードバックを念頭に置きつつ研究を行う必要がある． 

たとえば，生徒の誤答の要因を探る場合，因子を多数想定し，因子分析など従来の分析方法により誤答

の要因を見つけ，指導に活かす手法がある．ベイズ統計は，関心のある量についての不確実性を確率に

よって表現し，新しくデータが得られた際にはそれで条件づけて確率の更新を行う汎用性の高い枠組み

である．また，個人差や階層性を考慮しながらデータ生成メカニズムを表現する柔軟なモデルを構成で

き，現象の理解と予測に役立つ．とくに近年，PC 上で「R」（オープンソース・フリーソフトウェアの

統計解析向けのプログラミング言語）に「JAGS」や「Stan」などのマルコフ連鎖モンテカルロ（MCMC）

アルゴリズムを実装したソフトウエアをとりこんだ統計モデリングが可能になっている．本研究会では，

岡田謙介氏（東京大学教育学研究科准教授）をお招きし，新たな統計モデリングを可能にするベイズ統

計学の理論と実践をご講演いただいた．前半１時間半はベイズ統計学の概要と最新動向，教育分野,とく

に認知診断モデリングへの応用の紹介などが主であった．後半１時間半は「R」と「JAGS」（受講者は

事前にソフトをインストール）を用い，事前にご準備いただいたファイルを取り込み，解答者観測デー

タと事後予測分布の整合性をチェックすることによってモデルの妥当性を推定するという実践的なハ

ンズオン演習に取り組んだ．認知診断モデルとしては DINA によった．Zoom での参加者の PC 環境が

同一ではないため，多少手間取るところもあったが，全員がひととおりの実習を完了できた．シミュレ

ーションの実行にも時間がかかることが実感できた．教育研究の分野での応用例が少ないことも確認で

きた． 
参加者の関心が高く，質問で大幅に終了時間を超過しましたが，先生には丁寧にご対応いただきまし

た．心より感謝申し上げます． 

 
文責：小棹理子（湘北短期大学） 

 

SIG-11 情報教育 第 19 回情報教育研究会 

『情報教育の指導と授業改善に役立つベイズ統計』開催報告 
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SIG-07 インストラクショナルデザイン 

『第 12 回 ID 勉強会（自主ゼミ）』開催報告 
●日時：2021 年 01 月 21 日（木）13:00～13:40 
●参加者数：８名 
●会場：オンライン開催（Zoom） 
 

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．今回は第 12 回の報告をさせていただきます． 
 
第 12 回の題材は「学習デザインとラーニングアナリティクス」でした． 
 
Chapter12 Instructional Design and Learning Design 
Chapter13 Learning Analytics Design 
Lin, L. and Spector, M. J. (Eds). (2018). The Sciences of Learning and Instructional Design: 

Constructive Articulation Between Communities. Routledge. 
 
第 12 章は，学習デザイン（Learning Design，LD）がテーマでした．そもそも“Learning Design”

という用語は 2000 年頃から使われ始め，学習者の「経験」をデザインすることを重視しているところ

が特徴のようです．研究の方向性としては，①学習者の学習経験をテクニカルに表現する流れと，②文

脈に合わせた効果的な学習経験の創出という流れの 2 つがあります．①では，たとえば e ラーニングの

国際標準規格の開発（SCORM や IMS-LD）が行われています．また②では IMS-LD 以外の学習デザイ

ンを専門家コミュニティで共有するための表現（デザインパターン，パターン・ランゲージなど）や，

教師の問い/探求の支援などが試みられているようでした． 
 
第 13 章は，ラーニングアナリティクス（Learning Analytics Design，LA）がテーマでした．学習プ

ロセスをリアルタイムでモニターし，文脈に合わせた学習デザインの効果を予測することで，学習環境

の個別最適化が可能になる（ラーニングアナリティクスデザイン：Learning Analytics Design，LAD）

という内容が展開されました． 
 
議論の中では，ID と LD の違いなどを検討しまし

た．「LD は SCORM や IMS-LD という成果に代表

されるように技術寄りなイメージである」という意

見や，「LD はより詳細な学習デザイン（たとえば，

１時間の中の学習者の行動一つ一つの組み合わせを

探る）で，ID はもう少し粒度が大きいデザイン（１

科目のデザイン，あるいは最近はカリキュラムデザ

インも）では？」という意見が出ました． 
 
 
レジメなどの詳細は，SIG-07 の Web サイト（https://sites.google.com/view/jset-sig-id）

に掲載します．また，次年度の開催は未定ですが，決まり次第，上記 Web サイトにてご案

内いたします．今後も何らかの形では続けたいと考えていますので，ID にご興味ある方は

お気軽にご参加下さい． 
 

文責：高橋暁子（徳島大学） 
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SIG-08 メディア・リテラシー，メディア教育 第 17 回研究会 

『STEAM とメディア・リテラシー 

〜一人一台情報端末時代の教育を考える〜』開催報告 
●日時：2021 年 01 月 23 日（土）09:00～12:30 
●会場：オンライン開催（Zoom） 
●参加者数：103 名 
●テーマ：STEAM とメディア・リテラシー 〜一人一台情報端末時代の教育を考える〜  
 主催：熊本大学教職大学院，日本教育工学会 SIG-08  
共催：熊本大学教育学部情報教育研究会，D-project（デジタル表現研究会） 

●プログラム： 
１．開会・主催者挨拶・趣旨説明 
２．講演・「STEAM 教育とは何か」中川一史（放送大学） 
３．実践報告・後藤匡敬（熊本大学教育学部附属特別支援学校） 
      ・西尾環（熊本市立楡木小学校） 
４．パネルディスカッション「一人一台情報端末環境に求められる教育とは？」 
  パネリスト：中川一史（放送大学）中橋雄（武蔵大学）宇治橋祐之（NHK 放送文化研究所） 
  コーディネータ：前田康裕（熊本大学） 
５．閉会 
 
今回の研究会は熊本大学教職大学院が定例開催している情報教育研修会と，本 SIG の研究会を合同

開催する形で実施されました．GIGA スクール構想により一人一台情報端末を持って授業を行う環境

下では，STEAM に代表されるような教科横断型で創造的な学習や，誰もが情報の創造者・発信者と

なる学習が行われることが予想され，合わせてメディア・リテラシー教育の必要性がさらに高まると

考えられます．本企画の主旨は，STEAM とメディア・リテラシーを取り上げながら，一人一台情報

端末時代の教育の在り方について考えていくことでした． 

講演者の中川一史（放送大学）からは，STEAM 教育とはどのような教育であるかという説明の

後，ご自身が視察されたアメリカの P.A.Walsh STAM Academy や BULLIS charter school など，

STEAM 教育に重点的に取り組んでいる学校のカリキュラムや学習内容，学習環境や教員研修の現状

について紹介がなされました．「人（指導者）・もの（教材や学習環境）・こと（時間の保証，専門

機関との連携）」が充実していること，実社会の問題解決に貢献できる人材育成をめざしているこ

と，Tinkering（試行錯誤する）過程を重要視していることが特徴であり，今後このような先進事例を

参考に日本版スタンダードをどう構築していくかが課題とのことです．また，NHK の STEAM 教育の

番組「ツクランカー」を視聴し，実践イメージを膨らませました． 

後藤匡敬（熊本大学教育学部附属特別支援学校），西尾環（熊本市立楡木小学校）からは，社会との

つながりを意識した教科横断的な PBL の実践を紹介していただきました．メディア活用やプログラミ

ングを実際の問題解決のための手段として位置づけることで，探究的な学びの本質に迫ることのできる

すばらしい実践でした． 
パネルディスカッションでは，前田のコーディネートのもと，まず中橋から STEAM 教育とメディ

ア・リテラシーにはどのような接点があるのか解説がありました．次に宇治橋から中学校におけるタ

ブレット端末の活用実態調査の結果と，STEAM 教育やメディア・リテラシー教育に活用できる NHK 
for School のコンテンツの紹介がありました．その後，講演・実践発表・パネルディスカッションでの

話題を受け，参加者がブレイクアウトルームに分かれ「STEAM・メディア・リテラシーで求められる

教育」についてキーワードでまとめることで学びを整理しました． 

最後は，ブレイクアウトルームで出た各グループのキーワード，パネリストへの質問をチャット機

能を使って共有し，中川，中橋，宇治橋が寄せられた質問に答えて下さいました．STEAM とメディ

ア・リテラシー教育の関係についての理解と議論が深まりました． 

 
文責：山口眞希（金沢学院大学） 
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SIG-11 情報教育 第 20 回情報教育研究会 

「オンラインゲーム内のネットいじめや情報モラル違反を未然に

防止するための教育について」開催報告 
●日時：2021 年 01 月 31 日（日）14:00～16:00 
●場所：オンライン開催（Zoom） 
●参加者数：65 名 
●プログラム： 
１）「安心・安全にオンラインゲームを実施するために」横戸健介（CESA（コンピュータエンター

テインメント協会）） 
２）「国際比較による小中学生のゲームの実態とゲーム内のネットいじめや情報モラル違反の問題点

について」加納寛子（山形大学） 
３）「ネットいじめの背景に関する教育社会学的アプローチ －オンラインゲーム内のいじめを規定

する要因とは？－」原清治(佛教大学) 
４）「ネットを用いたいじめの二つの類型と不可視の作用」内藤朝雄（明治大学） 
５）「メディアコミュニケーションにおける心理といじめ」樫村愛子（愛知大学） 
６）ディスカッション 
 指定討論：関充明（CESA（コンピュータエンターテインメント協会）） 

 
SIG-11 では，情報教育のカリキュラム検討を目的として，大学生の情報モラル調査や情報リテラシー

チェックを実施してきた．コロナ禍でステイホームを強いられる中，大学生だけでなく小中高生がオン

ラインゲームをする機会も多い．そこでオンラインゲーム内のネットいじめや情報モラル違反を未然に

防止するための教育を検討するために，５名の先生方にご発表いただいた．まず，横戸健介（CESA）

がゲーム関連業界の団体が実施している具体的対策の報告と家庭におけるモラル教育の提案について

発表した．次に加納寛子（山形大学）が国際比較による小中学生のゲームの実態とネットいじめなどの

事例を報告した．次に，原清治（佛教大学）は，ネットいじめの可視化による分析と悪意によるいじめ

の他にどんな状況でいじめが起きるかの実態について報告を行った．次に内藤朝雄（明治大学）は，リ

アルからネットいじめに繋がるいじめとネットを介して見ず知らずの人から攻撃されるいじめの２つ

の類型とそれぞれの内容や程度によって異なる対処法が考えられると話題を提供した．最後に樫村愛子

（愛知大学）は，ゲームやネットに依存する子供たちの心理実態の紹介と実施されているさまざまな対

策について報告があった．また，ディスカッションでは，発達段階に応じた情報モラル教育や小学校の

情報教育の必要性などが話題に上がるなど発表に対する議論をさらに深め，オンラインゲームに関わる

情報モラル教育，家庭教育の必要性や課題が明らかになった．また，研究会終了後には参加者を含めた

フリートークで教育現場の立場からの意見や課題を共有できた． 

 
文責：橋本はる美（摂南大学） 
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SIG-14 小学校プログラミング教育 

オンライン公開講座『プログラミング教育の総復習』開催報告 

～鹿児島大学教育学部公開講座との共催～ 
●日時：2021 年 02 月 07 日（日）09:40〜16:40（SIG-14 としては，10:10〜12:20) 
●会場：オンライン開催（Zoom） 
●参加者数：204 名（申し込み人数） 
●テーマ：「プログラミング教育の総復習」 
●プログラム： 
（１）受付 （２）開会行事 （３）趣旨説明   山本朋弘（鹿児島大学）  

（４）事例報告「プログラミング教育の総復習」（敬称略） 

A 部会 報告者 

       上越教育大学大学院［新潟県］       礒川祐地 

       常葉大学教育学部［静岡県］         鈴木美森  

       岩沼市立岩沼小学校［宮城県］       北澤直樹  

       協議（進行）・助言（進行）     森秀樹（東京工業大学研究員） 

B 部会 報告者 

    高森町立高森中央小学校［熊本県］  福島健太・小林翼  

       西表市立榕城小学校［鹿児島県］    森永崇行 

       宮城教育大学附属小学校［宮城県］  新田佳忠 

       協議（進行）・助言（進行）     安藤明伸（宮城教育大学） 
 
 本会は，オンライン上で開催する小学校プログラミング教育の事例研究会である．小学校プログラミ

ング教育に関する調査研究や実践研究に取り組んでいる事例を取り上げ，その成果や課題をもとに参加

者が協議しながら，教職員の ICT 活用指導力の向上をねらいとした．尚，鹿児島大学教育学部の公開講

座と共同開催の形式で実施した． 
 
当日の様子について 

A 分科会では，礒川祐地による小学校プログラミング教育の先行研究 246 件の分析，上越教育大学に

よる学校支援プロジェクトでのプログラミング教育支援の報告，鈴木美森による東京都プログラミング

教育推進校の事例分析，北澤直樹による「お題解決型学習」と「技術ガバナンスレビュー学習」をテー

マとした小学校プログラミング教育実践の報告があった．その後のブレイクアウトセッションでは，報

告への感想とともに小学校でのプログラミング教育の課題について議論が行われ，授業デザインや支援

体制，教員研修など多岐にわたる課題が挙げられた． 
 
B 分科会では，３つの県から特色あふれる報告が

あった．主に小学校でのプログラミングの具体的な

内容・活動とカリキュラムの紹介が主体であった．

総合的な学習の時間との相性の良さ，探究的な活動

へのプログラミングの位置づけ，外部団体（大学（教

員，学生），JAXA，中学校技術科教員）との連携，

情報の科学的な理解を体系的に学習するための小

学校段階でのコンピュータサイエンスの取り組み

などがトピックである．その後 Jamboard をメモ

代わりにしてブレイクアウトルームにて情報交換

と協議を行った（図 1）． 
 
 

文責：安藤明伸，山本朋弘，森秀樹による分担執筆（宮城教育大学，鹿児島大学，東京工業大学） 
 

図 1 B 部会の協議の例 
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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.45 Suppl.の発行 

論文受付締切：2021 年 04 月 01 日（木）17:00 
日本教育工学会論文誌 vol.45,Suppl.は，年１回発行されるショートレターの増刊号です．奮ってご

投稿下さい． 
投稿規定に記述しているように，以下のようになっていますのでご注意下さい． 

 
1. ショートレターは，教育工学に関する，実践的な研究成果，新しい試みやその結果等，教育シス

テム開発等を記述したもの．新規性（オリジナリティ）は必ずしも高くなくても，実践研究の方

法と成果を明確に記述したものです． 
2. 刷り上がり４ページ厳守です．（４ページを超えるものは採録しない） 
3. 筆頭著者(ファースト・オーサー)は本学会会員であることが条件です．あるいは，筆頭著者が投稿

時に入会手続きおよび会費納入等をすることが必要です．なお，各会員はショートレターを年１

編に限り投稿できます． 
4. 2021 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 
(2021 年度)： 
04 月 担当及び査読者の指名 
05 月 編集委員会で査読進捗状況の確認 
07 月 編集委員会で採録，返戻の第１回決定 
09 月 編集委員会で採録，返戻の第２回決定 
10 月 最終原稿の提出 
11 月 著者校正 
12 月 ショートレター増刊号発行予定 
 
投稿の仕方： 
原稿は，「投稿規程」と「原稿執筆の手引」(https://www.jset.gr.jp/thesis/index.html）に従って執

筆し，学会ホームページの会員専用 Web サイトより電子投稿して下さい．会員の ID とパスワード

が必要です．投稿論文は電子投稿でのみ受け付けています． 
 
問い合わせ先： 
日本教育工学会事務局 
電子メール：

Tel：03-5549-2263 
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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，2020 年度は，2020 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(％) 

2018 年度 

論文 44 12 30 2  27 
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 48 18 27 3  38 
教育システム開発論文 9 2 4 3  22 
教育実践研究論文 21 7 12 2  33 
資料 20 11 7 2  55 
寄書 1 1    100 

2020 年度 

論文 27 5 8 3 (11) 31 
教育システム開発論文 4  3  (1) - 
教育実践研究論文 22 5 7 1 (9) 38 
資料 25 6 14 1 (4) 29 
寄書 1    (1) - 

 
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(％) 

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 

2020 年度 

論文 2   2  0 
教育システム開発論文 3  1 2  0 
教育実践研究論文 14 1 7 6  7 
資料 5 3 1 1  60 
寄書 2 2    100 
巻頭言・総説・展望 3 3    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(％) 

2018 年度 ショート 103 48 52 3  47 
2019 年度 ショート 99 45 50 4  45 
2020 年度 ショート 124 53 58 13  43 
 
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(％) 

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    100 
Technical Information 1 1    100 
Translation 10 9 1   90 

2020 年度 Translation 5 5    100 
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Culturally Situated Learning Design and Research 

2020 AECT International Convention に参加して 
 
JSET 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，2020 AECT 
International Convention に参加した．今回の大会は予定されていたフロリダ現地開催が見送られ，11
月 02 日から 11 月 07 日までの大会プログラムおよび事前のワークショップの全てがオンラインで開催

された．日本教育工学会からは，鈴木克明会長（熊本大学）が Opening Remarks にて動画によるバー

チャル挨拶を行ったほか，鄭仁星（国際基督教大学），根本淳子（明治学院大学），合田美子（熊本大

学），竹中喜一（愛媛大学），蒋妍（早稲田大学），高林友美（サイバー大学）が AECT との交流，情

報収集を目的に参加した． 
 

 
 
 
本大会の構成は，例年通り AECT の 2020 International Convention の Web ページ

（https://convention2.allacademic.com/one/aect/aect20/）に記載されている． 
“Culturally Situated Learning Design and Research”のテーマに従い，JSET2019 秋季大会でもデザ

イン研究の講演を行った Susan Mckenney 氏の講演など Keynote / Presidential Featured Session 計

５件が毎日行われたほか，午前も午後もバーチャルポスター発表および Zoom の口頭発表に多くの参

加者が見られ，セッション時間では終わらない議論の続きのためにヘルプデスクのブレイクアウトル

ームが複数使用されていた．また，国際的な協定を活かした Presidential Panel も２日間開催され，

各国の状況と課題が共有された．これには鈴木・合田・高林が参加し，特に COVID-19 以降の教育を

いかにデザインするかを考えなければならない，という鈴木会長からのメッセージに他国のパネル参

加者から強く共感を得られた． 
時差の都合で，毎日のプログラムが終わるごとに更新される録画の視聴が中心となる参加者のために，

大会ウェブサイトでは参加者同士がメール機能も使えるようになっていた．事前のワークショップの一

つである YouTube 字幕（英語が母語ではない参加者への配慮が各所で呼びかけられていた）を実践し

た Pre-Recording 付きの発表など，オンライン開催を活かした発表者も見られた一方，新しい試みの全

てには対応できない発表者を受け入れて助け合い，出来ることを活かして議論を深めようとする試みが

各所で見られたことも特筆に値するだろう．世界中から参加したボランティア学生は，いくつかの Zoom
セッションをサポートすることで参加費が免除されており，時差をものともせずに手探りの運営を積極

的に援助していた． 
 AECT では例年，食事や朝のランニングなどで参加者同士のコミュニティ構築にも力を入れているが，

本大会でもそれらに代わるオンライン開催なりのイベントが意識されていた．参加者にメールで複数回

告知された初日最後のプログラム First Timers’ Orientation では，扮装した担当者たちが AECT 大会

初回参加者を歓迎し，ランダムなブレイクアウトルーム，部会別のブレイクアウトルーム，全体プログ

ラムや発表から出題されるスカベンジャーハント（Google Form 回答で$5 の Amazon ギフトカードの

賞品あり）などが開催された．２日目以降の会期中は毎朝最初のプログラムとして Yoga を一緒に行っ

てみようというイベントもあるなど，随所で工夫が凝らされていた． 

Japan Society for Educational Technology

28



 

AECT の今後の大会は，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

リダ州オーランドで開催される予定である．現在の所，現地開催が予定されている 2021 年大会の

Proposal 締切は，03 月 31 日である．なお，2021 年現在でも 2020 年大会への事後登録は可能であり，

Keynote を含む 300 以上の発表録画と 100 以上のバーチャルポスターを見ることができる．AECT 
membership にも登録することになるため，AECT 会員に無料公開されている最新の Handbook や

COVID-19 Resources などへのアクセスも可能になる．今後の参加を検討する JSET 会員にはぜひ登録

（https://aect.org/convregis.php）をお勧めしたい．オンラインで実現した国際交流が，今後より多くの

会員によってさらに深められることを期待する． 
文責：高林友美（サイバー大学） 
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国際学会 ICoME 開催のご案内 
日本教育メディア学会（JAEMS） 

 

国際学会 ICoME（International Conference for Media in Education）は，今回で第 19 回目の実施

となります．昨年度は 2020 年 08 月 17 日から 19 日に甲南大学を大会事務局として，オンライン

にて開催されました．今年の ICoME2021 もオンラインで開催し，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，運営されます．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．本会が，各国の研究者間で行われる互恵的な意見交換の場とな

りますよう，皆さまのご参加を心よりお待ちしております． 
なお，オンライン開催の可能性など，ICoME に関する情報は随時 ICoME2021 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ので，それらも併せてご確認いた

だきますようお願いいたします． 
 
■ 日時：2021 年 08 月 18 日（水）～20 日（金） 
■ 会場：オンライン開催 
■ ホスト：韓国（KAEIM） 全南大学校（Chonnam National University，Korea） 
■ テーマ（仮）：Redesigning Learning in the Digital Transformation and AI 
■ タイトルおよび参加者登録締切：03 月 02 日（火） 
  ※韓国国内の助成金を利用する都合上，発表締切が非常に早くなっております． 
   06 月末予定の原稿提出時にタイトルの変更やキャンセルも可能ですので，ぜひ早めの 
   登録にご協力のほどお願い申し上げます． 
   なお，学生の事情に鑑み 2nd call として延長受付も行うことが予定されています． 
  
発表申し込みや論文提出のスケジュールなど詳細につきましては，以下のウェブページをご参照下

さい． 
ウェブページはこちら： http://jaems.jp/icome/ 
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国際学会 ICBL/ISET 開催のご案内 
 
国際学会 ICBL（International Conference on Blended Learning）2021 および ISET

（International Symposium on Educational Technology）が 2021 年 08 月 10 日～13 日まで，日本福

祉大学 東海キャンパスにて，同時開催されます．ICBL および ISET では，選ばれた投稿について

は，Extended paper を Computing in Higher Education（SSCI-indexed, impact factor = 2.673）に

載せることができます．それぞれ提出フォーマットおよび長さが異なりますので，ウェブページをご

確認下さい． 
なお，現在は現地開催を予定しておりますが，完全オンライン開催になる場合は 04 月上旬までにア

ナウンスされます．今後の情報は下記ウェブページにて更新されますので，必ず最新の情報を確認し

て下さい． 
 
■ 日時：2021 年 08 月 10 日（火）～13 日（金） 
■ 会場：日本福祉大学 
■ テーマ： Re-thinking and Re-defining the Learning Process 
■ 原稿締切：2021 年 02 月 28 日（延長されました） 
 
発表申し込みや論文提出のスケジュール，Keynote 登壇者など詳細につきましては，以下のウェブ

ページをご参照下さい． 
ウェブページはこちら： http://www.aimtech.cityu.edu.hk/icbl2021/index.html 

  http://www.aimtech.cityu.edu.hk/iset2021/index.html 
 

ICBL Call for Paper 
The conference theme of ICBL 2021 is Blended Learning: Re-thinking and Re-defining the Learning 
Process. Original papers reporting novel applications of blended learning are welcome. 
The Conference Proceedings will be published by Springer under the Lecture Notes in Computer 
Science Series. Authors of selected good papers will be invited to submit extended papers to the 
Journal of Computing in Higher Education (SSCI-indexed, impact factor = 2.673) in a Special Issue 
entitled Redefining the Learning Process Through Educational and Technological Innovations. Best 
and Excellent Paper Awards will be granted to authors of papers with exceptional merits. 
 
ISET Call for Paper 
The theme of ISET 2021 is Technological Innovation: Re-thinking and Re-defining the Learning 
Process. Original papers reporting research results or novel applications of educational technology 
are especially welcome. 
 The Symposium Proceedings will be published by the IEEE Computer Society CPS, and submitted 
to the IEEE Xplore, IEEE CSDL and EI indexing (subject to confirmation). Selected good papers will 
be recommended to relevant international journals. Best and Excellent Paper Awards will be granted 
to authors of papers with exceptional merits. 
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日本教育工学会第 18 期第 18 回理事会議事録 
 
日時：令和 02 年 11 月 21 日（土）14:40-17:40 
場所：「JAPET&CEC 会議室」と「遠隔会議システム(zoom)」 
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（遠隔），岩﨑千晶（遠隔），大久保昇（遠隔）， 
   小柳和喜雄（遠隔），木原俊行（遠隔），北澤武，寺嶋浩介（遠隔）， 
   姫野完治（遠隔），永田智子（遠隔），西森年寿（遠隔），根本淳子（遠隔）， 
   益子典文（遠隔），松河秀哉（遠隔），村上正行（遠隔），森田裕介（遠隔）， 
   山田政寛（遠隔） 

監事     吉崎静夫（遠隔） 
将来構想 WG 美馬のゆり（遠隔） 

総務委員会  池尻良平，伏木田稚子 

（合計 25 名） 
1. 前回理事会議事録の承認について 

第 18 期第 17 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 11 月 21 日現在の総会員数は 3,242 名と

なった． 
3. 各種委員会から 

(1) 編集委員会 
論文誌編集進捗状況について報告がなされた． 

(2) 広報委員会 
JSET の WWW の第一次リニューアル完了について報告された．ニューズレター246 号と 247
号の編集スケジュールについて提案され，承認した． 

(3) 大会企画委員会-秋 
秋季全国大会の振り返りと次回大会の予定について報告があった．大会企画委員会（秋）の委

員の交代について提案され，承認した．  
(4) 大会企画委員会-春 

オンライン春季全国大会について，発表申込は 12/18 の 17 時に延長し，原稿締め切りは 1 月

初旬に延長することを承認した． 
(5) 研究会委員会 

10 月 25 日の研究会の実施結果について報告がなされた． 
(6) 企画委員会 

放送大学との連携事業の進捗が報告された．2020 年 11 月 21 日付けの「日本教育工学会の将

来構想について」の答申について報告がなされた． 
(7) 国際交流 

AECT 大会におけるプレジデントトークの開催報告がなされた． 
(8) 顕彰委員会 

名誉会員の表彰の手続きの変更と名誉会員候補者選考委員会の設置について提案され，承認し

た． 
4. 総務・会計 

人文・社会科学系学協会「共同声明」に理事会として参加・賛同することについて提案され，承

認した．決算・予算関係の法人化スケジュールについて報告がなされた．国立国会図書館からの

本学会 WEB のアーカイブ依頼があった旨について報告がなされた． 
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．  
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日本教育工学会第 18 期 19 回理事会議事録 
 
日時：令和 02 年 12 月 19 日（土） 
場所：「JAPET&CEC 会議室」と「遠隔会議システム(zoom)」 
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（遠隔），岩﨑千晶（遠隔），大久保昇（遠隔）， 
   小柳和喜雄（遠隔），木原俊行（遠隔），北澤武，寺嶋浩介（遠隔）， 
   姫野完治（遠隔），永田智子（遠隔），西森年寿（遠隔），根本淳子（遠隔）， 
   益子典文（遠隔），松河秀哉（遠隔），村上正行（遠隔），森田裕介（遠隔）， 
   山田政寛（遠隔） 

監事     吉崎静夫（遠隔） 
将来構想 WG 美馬のゆり（遠隔） 

総務委員会  池尻良平，伏木田稚子 

（合計 25 名） 
1. 前回理事会議事録の承認について 

  第 18 期第 18 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 12 月 19 日現在の総会員数は 3,276 名    
となった． 

3. 各種委員会から 
(1) 編集委員会 

論文誌編集進捗状況について報告があった． 
(2) 広報委員会 

ニューズレター247 号の編集スケジュールについて提案され，承認した． 
(3) 大会企画委員会-秋 

次回大会の日程変更およびハイブリッド開催の準備について提案され，承認した． 
(4) 大会企画委員会-春 

本部の設置場所について提案され，承認した．広告・PR 募集の状況および発表申し込み件数

が報告された． 
(5) 研究会委員会 

研究会報告集の電子化，会員/非会員の参加・発表料金の変更，参加・発表登録と料金徴収シス

テムの新規開発，投稿規定の修正について提案され，承認した．秋季全国大会の日程変更に伴

う研究会の日程修正の必要性が指摘された． 
(6) 企画委員会 

放送大学との連携事業の進捗が報告された． 
(7) 国際交流 

EDU-PORT 事業に関する資料の文部科学省への提出が報告された． 
2. 総務・会計 

決算・予算関係の法人化スケジュールと依頼事項が提案され，承認した．各委員会の 11 月まで

の予算執行状況が報告された．次年度の法人会費の請求および今後の理事会日程案が提案され，

承認した．  
3. その他 

「日本教育工学会の将来構想について」答申に対するパブリックコメントを会員に求める際，評議

員の回答を必須とすることが提案され，承認した． 
「「令和 7 年度大学入学共通テスト」教科「情報」試作問題 検討タスクフォース」による意見書を

大学入試センターに送付し，学会ウェブサイトに公開されていることが報告された． 
(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． 
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日本教育工学会 18 期第 20 回理事会議事録 
 
日時：令和 3 年 01 月 21 日（木）～27 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，伏木田稚子 

（合計 29 名） 
 
1. 前回の理事会議事録の承認について 

第 18 期第 19 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．2021 年 01 月 27 日現在の総会員数は 3,305 名と

なった． 
3. 各種委員会から 

(1) 編集委員会 
論文誌編集進捗状況について報告があった． 

(2) 大会企画委員会-春 
2022 年春季全国大会（鳴門教育大学）の開催日，2021 年春季全国大会の発表件数，広告・企

業 PR 応募の状況，本部設置に係る関西学院大学の状況，外部会場設置の可能性について報告

があった． 
(3) 研究会委員会 

2022 年度 07 月以降の開催日程，研究会新システムの開発（(株) トーヨー企画からの見積り）

を承認した．2021 年度 05 月研究会のインライン実施，研究報告集の投稿規程，J-Stage への

登録，参加費・発表料について報告があった． 
(4) 顕彰委員会 

名誉会員候補者選考委員会の選考結果を受けて，名誉会員候補者２名を承認した． 
4. その他 

(1) 郵便物を確認した． 
(2) 今後の理事会日程を確認した． 
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2021 年会費納入のお願い 
 

2021 年会費は，日本教育工学会が一般社

団法人化されることを前提に，納入依頼を

させて頂きます．一般社団法人化された後

は，会計年は 01 月 01 日から 12 月 31 日ま

でになります．ただし，2021 年に限りまし

ては，一般社団法人の事業スタートが 04 月

からとなりますので，04 月から 12 月まで

の９か月分の会費を請求させて頂きます．

2021 年の年会費（９ヶ月分）の額は右記の

とおりです．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 で確認下さい．） 
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．過去の年度会

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． 
 
◆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

必ず連絡して下さい． 
 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． 
 

2021「研究会参加年間パス」会費（年額 2,000 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した．2021 年より，この研究報告集

は J-Stage に登録され，オープンアクセス可能になります．それに伴い，これまでの研究報告集代や年

間購読制度は廃止します．一方，報告集を電子化するための費用等を踏まえ，以下の様に「参加費」と

「発表料」という形で料金を設定いたします． 

（ア）参加費（いずれかが必要） 

(a)1,000 円/1 回（会員・非会員共通） 

(b)2,000 円/年間 4 回「研究会参加年間パス」制度（会員のみ） 

（2000 円で当該年内の４回の研究会のすべてに出席することができます． 

ただし，会計年頭のみの受付とします．2021 年の納入締切は 05 月 14 日（金）です．） 

（イ）発表料（参加費に加え，口頭発表者は以下の料金を支払う） 

(a)1,000 円/1 回（会員） 

(b)2,000 円/1 回（非会員） 

今回，「研究会参加年間パス」の会費納入のご案内をいたします．会計年頭のみの受付になりますの

で，ご注意下さい．2021 年の納入締切は 05 月 14 日（金）です．クレジットカード支払い，郵便局か

らの払込み，または，同封のコンビニエンスストア払込票により送金下さいますようお願いいたします． 

◆会員種別と 2021 年の年会費（4 月〜12 月） 
 会員種別 9 ヶ月分年会費 入会金 

 正会員 6,750 円 

1,000 円 
 准会員 4,125 円 

 学生会員 4,125 円 

 維持会員 37,500 円/口 

 名誉会員 無 料 - 

 
【ご参考】 
◆会員種別と 2022 年以降の年会費（1 月〜12 月）

 会員種別 年会費 入会金 

 正会員 9,000 円 

1,000 円 
 准会員 5,500 円 

 学生会員 5,500 円 

 維持会員 50,000 円/口 

 名誉会員 無 料 - 
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2020 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 月にオンラインにて開催された 2020 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

送金下さい．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「2020 年秋季全国大会講演論文集 USB メモリ」とご明記下さい．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下さい． 
・ 2020 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（2020 年 11 月 12 日～2020 年 12 月 9 日） 
入会申込者 34 名（正会員：19 名，准会員：１名，学生会員：14 名） 

正会員（19 名） 
杉山雅俊(明治学院大学) 

筒井和美(愛知教育大学) 

羽鳥康裕(東北大学) 

金高俊哉(大田区立中富小学校) 

松本邦子 

(筑波大学附属聴覚特別支援学校) 

徳田憲一郎(長崎南山中学校高等学校) 

福岡大輔(岐阜大学) 

伊藤泰史(株式会社ＡＢＳ) 

工藤孔梨子(九州大学病院) 

上田真太郎(九州大学病院) 

岡野晃二(航空自衛隊) 

木本圭一(関西学院大学) 

石上敬子(大阪経済法科大学) 

本田裕紀(熊本市教育センター) 

山田邦雅(北海道大学) 

保田裕彦 

(山口県立下関工科高等学校) 

田所裕康(駿河台大学) 

山本真理(関西学院大学) 

Bourguet Marie-Luce 
(Queen Mary University of London) 

准会員（１名） 
阿久津慎也(仙台市立第二中学校) 
 

学生会員（14 名） 
朱誉(岡山大学大学院) 
藤井紫音(東京電機大学) 
堀内誠太(早稲田大学大学院) 
岩堀翔太(東京大学大学院) 
佐々木さや香(東京学芸大学) 
藏原昂平(鹿児島大学) 
青柳燎(玉川大学) 
池田彩乃(常葉大学) 
芝本隆也(東京学芸大学) 
平山桃寧(東京学芸大学) 
藤掛壮介(玉川大学) 
藤江美奈(熊本大学大学院) 
露木新(鳴門教育大学大学院) 
照井佑季(電気通信大学) 
 
 
 
 
 

 

 

以上 
 

新入会員（2020 年 12 月 10 日～2021 年 01 月 15 日） 
入会申込者 31 名（正会員：12 名，准会員：１名，学生会員：18 名） 

正会員（12 名） 
橋本和幸(了德寺大学) 
熊川剛久(大阪体育大学) 
杉木大輔 

(獨協医科大学埼玉医療センター) 
石渡翔(株式会社フライヤー) 
永井敦(広島大学) 
石井巧(滋賀県立草津養護学校) 
真弓英彦(富士通株式会社) 
岩崎翔太(特定非営利活動法人 

PRESENTs HIROSHIMA) 
辻多聞(山口大学) 
佐久田衛(医療法人おもと会 

沖縄リハビリテーション福祉学院) 
柴英里(高知大学) 
吉田英彰(花巻市立東和小学校) 

 

准会員（１名） 
東祥代(広島大学) 
 
 

学生会員（18 名） 
齋藤瑞樹(東京学芸大学) 
上原拓馬(東京学芸大学) 
佐宗駿(東京大学大学院) 
古藤陽(東京大学大学院) 
市丸裕也(北九州市立大学) 
栢木貫(静岡大学) 
山下翔太郎(静岡大学) 
若月陸央(信州大学) 
松岡里衣(東京理科大学) 
山科正寿(慶應義塾大学大学院) 
ZHANG CHENGHAO(大阪大学大学院) 
西山慧(千葉工業大学) 
嵩下里菜(拓殖大学大学院) 
田代穂香(長崎大学) 
小國翔平(名古屋大学大学院) 
王丹萱(東京学芸大学院) 
安達実成(情報学部) 
轟木梨奈(東京学芸大学)  
              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
２０２１年０３月～２０２１年０５月
・	 	２０２１年０３月０６日（土）～０７日（日）＜全国大会＞
２０２１年春季全国大会（会場：関西学院大学）　

・	 	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
２０２１年０３月～２０２１年０４月
・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)
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