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着任の御挨拶 
日本教育工学会第９代会長 堀田龍也（東北大学） 

2021 年 04 月 
 
 令和02年度の役員改選の選挙において第９代会長に選出いただきま

した．1984 年 11 月設立，会員数 3,300 名を超える本学会の会長に選

出いただいたことに，身に余る光栄と感謝しながらも，私にこの重責が

務まるのか不安な思いです．会員の皆さんの協力のもと，本学会の発展

のために微力を尽くす所存です．どうぞよろしくお願いいたします． 
 
 会長就任にあたり一言ご挨拶申し上げます． 
 
 鈴木克明前会長は，その就任期間中に，本学会を一般社団法人に移行させるという大きな決断をさ

れ，その準備を丁寧に進めて来られました．2020 年 06 月 20 日に行われた通常総会にて全会一致で

法人化が承認されました．2021 年 03 月 07 日の臨時総会において任意団体であった日本教育工学会

は解散となり，引き続き開催された法人化最初の社員総会において，私が会長に指名されました． 
 法人化の目的の 1 つは学会の安定運営です．私の最初の仕事は，これまで３人であった副会長ポス

トを４人に増員することをお願いし，各種委員会をリードしていただくような体制を作ることでした． 
 室田真男副会長には，総務・広報担当など学会内部の担当をお願いしました．法人化後の最初の運

営，学会の財政基盤の安定化，会員へのすみやかな情報提供などのご担当をしていただきます． 
 美馬のゆり副会長には，学会外部に向けた新しい動きを作り，本学会の将来計画を戦略的に編んで

いただくお役目をお願いしました．本学会が重点的に取り組むべき活動領域は何か，これまで成果を

挙げてきた SIG の今後のあり方，国際対応等について担当していただきます． 
 村上正行副会長には，会員サービス向上担当の副会長をお願いしました．春季・秋季の全国大会の

運営，年間４回の研究会の運営，新しい形となった後の SIG の運営などを司っていただきます． 
 山内祐平副会長には，編集委員会を中心に，教育工学研究の活性化の副会長をお願いしました．論

文誌の質の向上，活性化のみならず，英文論文誌 ITEL など新しい動きを安定運営に乗せ，教育工学

研究がさらに発展することにお力をいただきます． 
 
 2020 年 11 月 21 日付の将来構想ワーキンググループによる答申をもとに，以下の４点を学会運営

の重点と置きました． 
1．法人化に伴う学会運営基盤の確立 
2．教育工学研究の活性化とプレゼンス向上 
3．会員サービスのさらなる向上 
4．社会への働きかけと事業収入 
 
 学会運営基盤の確立のためには，学会 IR は不可欠であり，会員サービスの向上に繋がりますので，

会員のみなさまのご協力をお願いすることになります．コロナ禍におけるオンライン教育等への急速

な注目により，本学会のプレゼンスは向上しましたが，ニューノーマルの時代のハイブリッドな教育

運営に関する研究の推進はさらに求められることになりました．教育工学研究の成果を社会に還元し

ていく動きも必要になりますし，それが事業収入へとつながるビジネスモデルを考えていく必要があ

ります． 
 
 この大きな変革の時代にあって，本学会を取り巻く環境の変化も予測が困難な状況ではありますが，

４人の副会長のもと，先の選挙で選任された理事・代議員のみなさま，吉崎静夫監事・鈴木克明監事

のご助言をいただきながら，学会運営に力を尽くして参ります．引き続き，会員諸氏の様々な形での

積極的な参画を，どうぞよろしくお願いします． 
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日本教育工学会 2021 年春季全国大会（第 38 回）の御礼 
大会実行委員長 住政二郎（関西学院大学） 

 
 2021 年 03 月 06 日（土）～07 日（日）にオンラインで開催されました日本教育工学会 2021 年春

季全国大会（第 38 回）について，実行委員会を代表してご報告申し上げます． 
 新型コロナウィルスの影響を受け，本大会はオンラインでの開催が当初より決定していました．し

かし，11 月中旬には第３波が到来し，実行本部を設置する予定であったキャンパスの利用すら難しい

極めて困難な状況になりました．しかし，その後，本学の時任隼平大会企画委員会副委員長が，大学

との交渉を重ね，キャンパスに足を運ぶ人数を最小限に抑えながら大会を運営する見事な計画を策定

してくださりました．この交渉プロセスと計画があったからこそ，大学からも学術集会開催補助費の

後援を受けることができたといっても過言ではありません．また，さらに状況が悪化した場合にも備

え，本学の西口啓太大会実行委員会委員と三井規裕大会実行委員会委員は，三宮や梅田近辺の代替会

場をいち早く予約し，大会運営のシミュレーションをしてくださりました．さらに，西口委員は，学

生アルバイトのみなさんが，複雑な作業でも安心して取り組めるように大変分かりやすいマニュアル

を作成し，研修をコーディネートしてくださりました．三井委員の周りでは，学生アルバイトのみな

さんの笑いがいつも絶えず，専門のファシリテーションの力を発揮し，大会運営とコロナ対応の緊張

を常にほぐしてくれました．圧巻だったのは，本学の福山佑樹大会実行委員会委員の過去の大会の経

験と実績に裏づけられたアドバイスでした．こうした情報が HP に必要だ，参加者はこう思うだろう，

と先生の具体的で明確なアドバイスに基づき多くのトラブルを未然に防ぐことができました．結果，

2 日間をとおし，ヘルプデスクへの問い合わせは数えるほどしかなく，福山委員が作成してくださっ

た細やかなマニュアルが活用されることは幸いにもほとんどありませんでした．キャンパスへの入構

制限から，大阪大学と関西大学にも分散して本部を設置しました．大阪大学の西森年寿理事には，快

く研究室を開放していただき，同じく大阪大学の村上正行大会実行委員会スーパーバイザーと井ノ上

憲司大会実行委員会委員と協力して，本学のスタッフだけではどうしても不足する部分を補っていた

だきました．関西大学の小柳和喜雄大会実行委員会スーパーバイザーには，要所要所でそれまでの作

業を再度点検するアドバイスをいただきました．今回，新たな試みであった企業 PR の時間帯を発表

セッションの中で上手く運営できたのも小柳スーパーバイザーからのアドバイスがあってのことでし

た． 
 「２日間の大会日程を，大きなトラブルもなく無事に終えることができました」という報告事項の

舞台裏では，実行委員のメンバーの微細ですが，決定的に重要な働きがありました．そして，こうし

た働きには，一人ひとりの専門性と「教育工学」の知見が生かされていることを感じました．専門性

の一部に「教育」を掲げる私たちは，人と関わることを避けてはとおれないあいまいな世界に住んで

います．そして，同時に科学的な態度の求められる「工学」を重んじています．このアンビバレント

な専門性こそ我々の強みであるように思います．再現性や一般化可能性，という科学的な態度だけで

は語り尽くせない余地があるからこそ，「他者」や「場」に対する想像力を駆動する力が学問の途上で

養われ，それがよりよりバトンをリレーする姿勢となって，本大会での運営に結実したように思いま

す．学会運営はともすると我々の教育研究の成果を試せる，絶好の機会なのかもしれません． 
 困難な状況にも関わらず，約 650 名を超える参加者にお集まりいただいたことは，我々にとっての

大きな励みとなりました．企画委員の先生方には，大会デザインのプロセスを教えていただきました．

企業 PR にご参加いただいた企業のみなさまには，大会を新たな形で盛り上げていただきました．学

生のアルバイトのみなさまには，慣れない作業にも関わらず，的確に業務をこなしていただきました．

最後になりましたが，執行部の先生方，そして学会事務局には，多大なるサポートをいただきました．

講演論文集のご挨拶でも書かせていただきましたとおり，実行委員一同，最初から最後まで「遊び心」

を忘れず，本大会に取り組めたのもみなさまのおかげです．本当にありがとうございました． 
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日本教育工学会 2021 年春季全国大会（第 38 回）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） 

 
2021 年 03 月 06 日，07 日の 2 日間にわたり，新型コロナウィルス感染症の拡大可能性から，昨年

度に引き続き，オンライン開催となりました．大会実行委員会と情報共有をしながら，対面開催の模

索を可能な限り，議論を進めてきましたが，オンライン開催となりました．早めにオンライン開催に

踏み切ったことで，発表のプラットフォームの用意，サポート支援体制の構築などスムーズにできま

した．住政二郎大会実行委員長，時任隼平大会企画委員会副委員長のリーダーシップのもと，実施体

制が構築され，準備が進められていきました．また，今回は関西学院大学だけではなく，実行委員会

スーパーバイザーをお受け下さりました村上正行理事（大阪大学），小柳和喜雄理事（関西大学）によ

るご協力を賜り，また西森年寿理事（大阪大学）におかれましては，実行委員会委員ではなかったの

にも関わらず，研究室を挙げて大阪大学における本部設置，サポート体制を構築して下さいました．

おかげをもちまして，大きなトラブルもなく，会期を終えました．実行委員会のみなさま，村上理事，

小柳理事，西森理事，現場でご支援下さりましたみなさまに大変感謝しております．ありがとうござ

いました． 
オンライン開催という状況でありながらも，多くの方が参加して下さりました．ありがとうござい

ました．271 件の発表，２件の自主企画セッション発表，653 名のご参加がありました．大会に対す

るアンケートについて，106 名の参加者よりご回答がありました．９割の参加より，大変満足・満足

のご回答を得られ，本大会が多くの参加者にとって，満足のいく，意義のある大会だったように思い

ます．大会企画委員会委員一同，大変感謝しております．多くの参加者より，「Zoom への入り口が明

確なプログラムサイトがよかった」，「開催までの案内が丁寧であった」，「３月だと本務多忙のため出

張が難しいが，オンラインだと参加しやすい」といったご意見を頂きました．また今後につきまして

も，ハイブリッド開催のご希望など検討課題もあり，今後，よりよい春季大会を企画・開催していく

ために大会企画委員会委員一同，議論して参りたいと思います． 
今回はオンライン開催ということもあり，春季全国大会では全国大会ウェブサイトにおけるバナー

広告設置とセッション内に企業 PR タイムを試行的にスタートしました．12 社の企業様から協賛を頂

きました．企業 PR タイムは発表セッションの真ん中に SIG テーマに関連するサービスや商品を３分

間で紹介して頂くもので, 試行的ではありましたが，多くの企業様より協賛を頂き，大変感謝してお

ります．ありがとうございました．アンケートでも企業 PR タイムにも多くの参加者より聴講があり，

「興味深い PR を聞くことができた」といった多くのご意見がありました．参加者からのご希望にも

ありましたようにオンライン開催，また対面開催とのブレンドは今後，１つの選択肢になることも考

えられ，協賛企業様向けのセッションをどう作っていくのか，オンラインだからこそできることを今

後，検討し，進めることが期待されます． 
 2021 年 10 月 16 日，17 日には北九州国際会議場で秋季全国大会が開催されます．新型コロナウ

ィ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，現地で開催されるように準備が

進められています．またオンラインでも参加できるような形も用意されています．また 2022 年春季

全国大会も会期・会場が決定しました．2022 年 03 月 19 日（土），20 日（日）に鳴門教育大学にて開

催されます．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． 
下記にオンラインにおいて実施されたセッション，企画，懇親会の報告を致します． 

 
 

自主企画セッション 

 
春季全国大会では，昨年度に引き続き，03 月 06 日（土），03 月 07 日（日）10 時 40 分から 12 時

10 分まで，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，２件の自

主企画セッションが開催された.  
03 月 06 日（土）の自主企画セッションは，「自律的学習者を育成するためにラーニングアナリティ
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クスができることは何か?」（研究代表者：山田政寛（九州大学））というタイトルで開催された．初め

に主旨説明にて，自律的学習者の育成に向けて，ラーニングアナリティクスが有望なソリューション

になり得ることとその展望について説明があった． 
講演では，初めに島田敬士（九州大学）より，九州大学で行われているラーニングアナリティクス

研究として，授業中における教員と受講者が提示・閲覧している資料のシンクロ状態をリアルタイム

分析するシステム，Moodle 上で行われた小テストの誤答問題に関連する授業資料推薦システム，附

属図書館と連携し，授業内容を理解するに当たっての要点をコンテンツとして収集・掲載をしている

Learner-Generated Contents(LGC)システム，ならびに LGC と連携し，要点を検索・推薦をする Bot
についても紹介があり，その成果について学習支援効果があることについて示された． 

山田政寛（九州大学）からは，ラーニングアナリティクスによって可視化される学習ログを受講者

全体と個人で比較することによる効果について講演があった．個人の学習行動を可視化するリーディ

ングパスによって，受講者全体と自分自身で授業資料に閲覧時間やメモ，マーカーなどの数を比較す

ることができ，リーディングパスを使いやすさなどの認識でメタ認知の向上に寄与することが示され

た. 他にもオンラインディスカッションのグループメンバーがどのくらい事前学習してきたのか可視

化するシステムの紹介もなされ，システムを使用している学習者の方が学習行動を積極的にとってい

ることが示された． 
最後に合田美子（熊本大学）より，インストラクショナルデザインとラーニングアナリティクスと

いうタイトルで，自律的学習者育成のためにラーニングアナリティクスがどのように寄与するか，学

習ログから学習行動パターンの分類など，これまで行われた研究から紹介があった．ラーニングアナ

リティクスのみで提示される結果では，教育・学習改善の方向性を導くことが困難であり，インスト

ラクショナルデザインと組み合わせることで，「ラーニングアナリティクスに文脈を与える」ことの重

要性について指摘された． 
パネルディスカッションでは，学習行動が学習成果に結びつくという解釈についての議論，SNS 等

の発話データの分析による学習環境の改善可能性について議論がなされた． 
 情報通信技術の発展により，様々な学習行動を, 様々な時間的粒度で収集し，分析することが可能

となったが，何を目的に，どうなることを目指すのか，どういう文脈でデータ収集され分析されるの

か，それを明確にする必要性が本自主企画セッションにより明確化された．今後のラーニングアナリ

ティクス研究の発展性，教育工学研究だからこそ，見えてくるラーニングアナリティクス研究の在り

方について今後も議論が求められる． 
03 月 07 日（日）の自主企画セッションは，「教員を対象とした集合研修の研修転移を考える」で

は，科研課題「経験学習の視点から集合研修の転移を目指す教師用アクションプランシートの開発」

に基づく発表が行われた． 
まず，研究代表者の寺嶋浩介（大阪教育大学）より，研究課題の説明とこれまでの研究の経緯，企

画セッションの趣旨について説明があった． 
その後，泰山裕（鳴門教育大学）より，教員研修の転移モデルの提案と検証について，報告された．

教員研修の転移に至る要因を受講決定時，個人内転移，校内転移の３段階に分けて，それぞれ環境要

因と個人要因を想定したモデルについて，作成と検証の経緯について報告された． 
次に，時任隼平（関西学院大学）より，高等学校英語科教員の研修転移に関わる環境要因について，

報告があった．その中では，特に高等学校においては，学校文化ごとに異なる「垂直・水平の足並み」

が存在することが明らかにされ，それにより，研修転移が困難になっている可能性について指摘され

た． 
次に，寺嶋浩介より，ICT 推進リーダー研修を対象とした校内転移を促すアクションプランシート

とそれに基づく研修デザインについて報告がなされた．環境要因も考慮に入れた研修デザインの必要

性について，提案がなされた． 
その後，共同研究者間や参加者とのディスカッションを通じて，研修転移を促す研修デザインの必

要性とそのための具体的な方策について，議論が行われた． 
どのセッションにおいても，自主企画セッションの目的である，研究成果の展開とそれに基づく実

践への提案が行われ，活発な議論がなされた． 
（文責：泰山裕・山田政寛） 
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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」 

 
 本シンポジウムは，Society 5.0 の新時代到来におい注目されているデジタル・トランスフォーメー

ション（DX）が教育の未来をどのように変えるのか，をテーマに基調講演，パネリスト講演，パネル

ディスカッションの３つのパートで構成された．本シンポジウムは，全国大会参加者に向けて Zoom
ウェビナーを通して配信された他，YouTube Live 上で一般公開され，合計で 450 名を超える方より

参加があった． 
プログラム開始前には，司会者からデジタル・トランスフォーメーションの概念や近年の教育研究

領域で注目されている現状が紹介された． 
 基調講演では，「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

―」というタイトルで，安浦寛人（九州大学名誉教授）より，教育の DX で変わるものとして，1．時

間・空間を超えた教育，2．教材の変化，3．教育や学習のプロセスの記録，がそれぞれの研究内容に

基づいて紹介された．このことを踏まえて，変わらなければならないものに，1．新しい教育手法の開

発，2．新しい環境を前提とした教育理論，3．新しい教育体制のエコシステム，という３つの論点が

提示された．一方，教育目的などを再考し続けるなど変えてはいけないことも示され，DX の推進に

おいて教育工学研究では個々の授業に閉じたものに終わるのでなく，社会全体の大きな設計図が描か

れる必要性について問題提起された． 
 パネリスト講演では，初中等教育，ならびに高等教育の観点から DX を推進する研究や取り組みの

紹介がなされた．森田裕介（早稲田大学）からは，「大学におけるデジタル・トランスフォーメーショ

ン」というタイトルで，大学における授業のオンライン化の変遷と共に，生体情報や VR 等を活用し

た最新の研究事例が紹介され，授業概念におけるパラダイムシフトの可能性が示された．高橋純（東

京学芸大学）からは，「初等中等教育のデジタル・トランスフォーメーション」というタイトルで，以

前の初中等教育における ICT 活用と比較する形で，最新の AI 分析を用いた児童の学習状況のデータ

の取得方法等が紹介された．その上でテクノロジの発展と社会変革の関係性について様々な事例を示

しながら説明がなされた．白井詩沙香（大阪大学）からは，「デジタル・トラン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〜」というタイトルで，高等教育

の中でもとりわけ教育・生活支援に関わる最先端の研究が紹介され，新しい授業形態と学生の学習環

境構築の在り方の提案がなされた． 
 パネルディスカッションでは，指定討論者 堀田龍也（東北大学）から，基調講演・パネリスト講演

での論点提示を踏まえ，個々の研究の発展と教育工学研究の発展の方向性の在り方の変容が指摘され

た．その後，ハイブリッドな教育において今後調査研究すべきことは何か・教育工学理論の拡張のた

めに取り組むべきことは何か・教育工学会として社会の変革にどのように働きかけるのか，という３

つの論点を中心に議論が深められた． 
 限られた時間ではあったが，個々の研究の変化，組織の変容，学会としての未来の方向性について，

議論ができて有意義な時間であった． 
（文責：大山牧子・長濱澄） 
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学生セッション 

 
春大会では，教育工学に関わる若手研究者の育成と若手研究の奨励を目的として，学生セッション

が開催された．各 SIG のコアメンバーが座長を務め，研究をより発展させるためのアドバイスや議論

が行われた．今回は，５つの学生セッションが開催された． 
 どの発表も，先行研究をふまえた豊かな発想による研究課題の設定と，綿密な研究計画による効果

検証が行われていた．発表に対しては，更なる研究への期待を込めた活発な質疑が行われた． 
 基本的な概念の確認や今後の展開についてなどといった基本的な質問のみならず，今後の研究の発

展を見越したコメントやアイディアが述べられることもあった．また，発表者が自らの研究をより深

く理解するための問いかけがなされる場面もみられるなど，学生セッションの「全国大会における教

育的装置」としての一面も垣間見ることができた． 
全体的に学生セッションでは，その趣旨を踏まえ，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ていた． 
（文責：泰山裕・椿本弥生） 

 
 

懇親会 

 
 大会一日目の 03 月 06 日 18:00～19:00 に，懇親会が開催された．従来行ってきた対面での立食形

式の歓談が行えないため，Zoom を活用したオンライン形式で行った． 
今回の懇親会では参加者同士の歓談を促進するため，ブレイクアウトセッションを活用したグルー

プ別歓談を行った．また，興味関心に基づいた会話を行えるよう，トピック別のルームを作成し参加

者が自由にルームを選択できるようにした． 
トピックは「オンライン授業の悩みを聞いて」や「研究の悩みを聞いて」，「研究者として生きるこ

とについて」など学会参加者のニーズを想定したものに加え，JSET の今後を担う学生会員のための

ルーム「JSET 学生会員の悩み」や「オカリナ宴」などこれまであまりみられなかったものも設定さ

れた． 
懇親会には最大約 80 名が参加し，最も興味関心を集めたのは住実行委員長による「オカリナ宴」で

あった（参加者は約 50 名）．住委員長は自前のオカリナを使って「アメージンググレイス」や「赤い

花・白い花」を演奏し，聴衆を魅了した．セッション終了時には存在しない自らの YouTube チャンネ

ルの登録を促し，確実に参加者の笑いを取ることで大会実行委員長としての初日の大役を終えた． 
 

 
オカリナ 演奏する住委員長 “チャンネル登録を！”と

叫ぶ住委員長 
（文責：時任隼平） 
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2021 年秋季全国大会のお知らせ（第二報） 
https://www.jset.gr.jp/taikai39/ 

 

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．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 サイトに順次掲載予定です． 

 
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 

10 月 16 日（土）（１日目） 10 月 17 日（日）（２日目） 

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＞ 現在，託児所開設の有無について検討をしております．

決まり次第，ご連絡いたします． 
 
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． 
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4．キーノートとシンポジウムについて 

 キーノートとシンポジウム１は下記テーマで実施予定です．シンポジウム２に関しては，詳細が決

まり次第ご案内いたします． 
 

● 日時：2021 年 10 月 16 日（土）14:00～15:00（キーノート） 
               15:10〜17:00（シンポジウム 1） 

● 場所：北九州国際会議場（ハイブリッド開催） 
● テーマ：GIGA スクールにおける「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けて（仮） 
● 登壇者（敬称略） 
基調講演者：溝上慎一（桐蔭学園理事長，桐蔭横浜大学学長・教授， 

トランジションセンター所長） 
コーディネータ：高橋純（東京学芸大学） 
指定討論者：堀田龍也（東北大学） 
パネリスト：重田勝介（北海道大学） 

塚田淳（福岡県教育庁教育振興部義務教育課） 
長野健吉（京都教育大学附属桃山小学校） 

 
5．President Talk 

例年通り，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頂く予定

です． 
 
6．チュートリアルセッション 

本学会にはじめて参加する方々に向けて，１日目にセッション１を行う予定です．本学会が対象と

する学術分野や研究のテーマ，研究会や全国大会などの活動内容について，会長および大会企画委員

がご説明いたします． 
２日目のセッション２では，本学会論文誌「日本教育工学論文誌」への投稿および査読対応につい

て，編集委員会を中心に事例をご紹介する予定です．いずれのセッションも学生や教職員，教育工学

についての研究を志す方々を広く対象とします． 
 
7．一般研究（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．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 
 
8．大会までのスケジュール 

・発表者のスケジュール 

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． 
 
9．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  
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秋季大会企画委員会 
委員長 
副委員長 
 

幹事 
 
委員 
 

 

 

 
 
 
担当副会長 

森田裕介（早稲田大学） 
根本淳子（明治学院大学） 
大久保昇（内田洋行） 
坂本將暢（名古屋大学） 

伏木田稚子（東京都立大学） 
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（神田外語大学） 
中嶌康二（関西国際大学） 
渡邉文枝（早稲田大学） 
村上正行（大阪大学） 
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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)を創刊しました！ 
 
 かねてからお知らせしていました通り，日本教育工学会（JSET）と教育システム情報学会（JSiSE）

が合同で発刊する新たな英文誌”Information and Technology in Education and Learning” (ITEL)を
オンラインで創刊しました．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

クセスジャーナルで，毎年 01 月～12 月の間で年間１巻（１号）を発刊します．採録決定次第，印刷

原稿の作成や校閲を行った上で順次公開をして参ります． 
 
 ITEL の Web サイトの URL は，https://www.j-itel.org/ 
 J-STAGE の論文掲載サイトの URL は，https://www.jstage.jst.go.jp/browse/itel/ となります． 
（ITEL の Web サイトからもリンクがなされます） 
 
 現在は，招待論文の公開をしており，採録された論文等についても編集の上，公開を進めていると

ころです． 
 
 ITEL では，Regular Paper（原著論文），Practice Paper（実践論文），Development Paper（シス

テム開発論文），Short Paper（ショートペーパー），Review Paper（レビュー論文），Translation（翻

訳論文）の６種類の投稿を受け付けております（なお，Translation は，日本教育工学会論文誌に採録

された日本語論文の英語への翻訳論文ですので，JSET 編集委員会で査読がなされた後に，ITEL 編集

委員会で閲読した上で採録いたします）．それに加え，ITEL 編集委員会では，各号で国内外の先生が

たにお願いして Invited Paper（招待論文）を収録し，最新の動向や国際共同研究等についてご紹介し

ていきたいと考えております． 
 
 現時点で，ITEL の創刊号には４本の Invited Paper，４本の Regular Paper，３本の Practice Paper
をはじめ，Development Paper, Review Paper, Short Paper が１本ずつ，それに加えて７本の

Translation が掲載予定です．まだ査読中の原稿もあります（下表）．なお，10 月までに採録された論

文（Translation を除く）につきましては，創刊号に掲載いたします．標準的な査読期間を踏まえます

と，06 月半ば頃までにご投稿いただいたものは創刊号に収録できる可能性があると思われますので，

今お手持ちの原稿がありましたら，ふるって投稿をお願いいたします． 
 
 ITEL の目標は，わが国の教育の文脈を踏まえた教育工学・教育情報システム学の研究の国際発信

を端緒として，アジア諸国をはじめ，世界の国々との研究交流のプラットフォームになることにあり

ます．わが国の教育現場を対象に研究を進める先生がたのユニークな成果を，ぜひ数多く発信してい

きたいと考えております．また，留学生や大学院生の皆さんの英語での研究発表の場になればとも考

えております．皆様の exciting な研究成果の投稿を心よりお待ちしております！ 
ITEL 編集委員会 

 
ITEL Vol.1 の編集状況（2021 年 04 月 26 日現在） 

 投稿数 査読・判定・改稿中 返戻 採択数・採択率 
Regular Paper 10 2 4 4 (50.0%) 
Practice Paper 5 0 2 3 (60.0%) 
Development Paper 2 0 1 1 (50.0%) 
Review Paper 1 0 0 1 (100%) 
Short Paper 6 2 3 1 (25.0%) 
小計 24 4 10 10 (50.0%) 
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日本教育工学会研究会 https://www.jset.gr.jp/research/ 
研究会の開催 

 

テーマ STEAM 教育／一般 
●日  時：2021 年 05 月 22 日（土） 
●会  場：オンライン開催 

※富山大学での現地開催は中止とします． 
●担  当：

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） 
今年度より研究報告集の冊子体は廃止し，発表原稿は研究会当日までに J-STAGE にてオープンアクセ

スで公開され，参加者には J-STAGE にて原稿を参照いただく予定です． 

参加登録は 05 月 16 日 17:00 までに学会 HP で案内される方法にて行ってください．オンライン開催

の方法については，参加登録いただいた方にメールにてご連絡します． 

 

10:00-10:05 諸連絡 

10:05-12:10 午前の部 

    
A1) 探究過程での対話における教師スキーム研究 －インクルーシブ教育学の対話的教育研究 

動向から－ 
荒巻恵子（帝京大学大学院） 

A2) アフリカ諸国における IT を用いた数直線課題支援 
久米晶子（公立はこだて未来大学大学院），須藤絢（函館工業高等専門学校／公立はこだて 
未来大学院），藤野雄一（公立はこだて未来大学） 

A3) STEAM 教育を学校組織で進めていく際の研究主任チームの役割 
小柳和喜雄（関西大学），杉本喜孝（帝塚山学院大学） 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
B1) Python による計測・制御とネットワークを利用した双方向性のあるコンテンツのプログラミング

授業実践と評価 
 安本太一（愛知教育大学），大久保直樹（一宮市立千秋中学校）， 
 岡部直樹（刈谷市立雁が音中学校），磯部征尊（愛知教育大学） 

B2) 小学校算数科における児童のプログラミングの認識とプログラミングの説明力に与える 
影響 
 狩野稜己（東京学芸大学大学院），江畑和歩（東京学芸大学）， 
 三井寿哉（東京学芸大学附属小金井小学校），北澤武（東京学芸大学大学院） 

B3) GIGA スクール構想直前に出版された書籍で示されている情報端末を活用した実践の特徴 
夏目健和（常葉大学），若月陸央（信州大学），手塚和佳奈（信州大学大学院）， 
三井一希（常葉大学），佐藤和紀（信州大学） 

B4) 全国高校生介護技術コンテストと校内福祉研究会の活動デザインの差異と教育効果との関係性に

関する考察 
 中山見知子，藤村裕一（鳴門教育大学大学院） 

B5) １人１台端末・クラウド環境におけるスタディログ・ライフログ・アシストログの活用に 
関する研究 

藤村裕一（鳴門教育大学大学院） 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C1) 語学教育における FD の現状 

阪上彩子（立命館大学），谷川依津江（甲南大学） 
C2) オンライン授業を経験してきた教員養成学部生の情報活用能力に関する実態調査 

下﨑高，萩原ほのみ，若月陸央，森下孟，谷塚光典，佐藤和紀（信州大学） 
C3) リアルタイム型授業における振り返りと学習成果の関連 

牧野みのり（早稲田大学大学院），尾澤重知（早稲田大学） 

研究会 

2021 
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C4) 大学生の入学時アンケートデータに対する統計モデリングの適用と修学中断メカニズムの考察 
山下直人，竹森崇人（株式会社メディアオーパスプラス），村川弘城，笹川修（日本福祉大学）， 
圓林真吾（株式会社メディアオーパスプラス），中村信次（日本福祉大学） 

C5) 自律学習支援におけるオンライン相談・対面相談の今後の実施方法の一考察 
辻美也子（京都外国語大学），河野弘美（京都外国語短期大学） 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
13:05-13:10 諸連絡 

13:10-14:50 午後の部① 
 
A4) 「Skilled Helper Model」のオンラインキャリアカウンセリングへの応用可能性 －デンマークの 

事例をもとづいて－ 
森田佐知子（高知大学） 

A5) オンライン授業を経験してきた教員養成学部生の情報活用の実践力尺度項目間の相関分析 
神生凌我，小泉遥香，堀内蓮太郎，若月陸央，谷塚光典，佐藤和紀，森下孟（信州大学） 

A6) 「キャンパスライフレス」が新入生に与える心理的影響 
戴宇熙，浦田悠，村上正行（大阪大学） 

A7) 香川大学と首都圏大学の対流促進事業による地方創生人材育成の実践 
神田亮，長尾敦史，後藤田中，米谷雄介（香川大学），蘆澤雄亮，山澤浩司（芝浦工業大学）， 
小舘亮之（津田塾大学），八重樫理人（香川大学） 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
B6) スマートグラスを用いた防災教育 VR 教材・遠隔配信プログラムの開発と実践 

稲垣忠（東北学院大学），坂本新太郎，石井里枝，新妻浩平（仙台市教育委員会） 
B7) 高校生の性の多様性に対する寛容性とフォビアに関する研究 

墓本晃一，藤村裕一（鳴門教育大学大学院） 
B8) AI による骨格検出を用いたコンピュータ使用時の視距離推定の試行 

橋本大我，板垣翔大（宮城教育大学），柴田隆史（東京福祉大学），佐藤和紀（信州大学）， 
三井一希（常葉大学），泰山裕（鳴門教育大学），堀田龍也（東北大学） 

B9) 教育データの利用に関する諸問題 
武田俊之（関西学院大学） 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C6) さまざまなタイプの授業設計活動を通じた教職課程履修生の問題解決力修得の継続的支援 

松田稔樹（東京工業大学／江戸川大学） 
C7) 単元の学習過程からみた 1 人 1 台端末を活用した学習場面の一考察 

寺内愛（霧島市立上小川小学校），山本朋弘（中村学園大学） 
C8) ICT を活用した授業研究における教師の意識変容に関する研究―学年部における小学校プログ 

ラミング授業実践に着目して― 
後藤壮史（関西大学大学院／奈良県王寺町立王寺小学校） 

C9) 児童が情報端末を活用する授業における教師の授業設計に関する傾向 
八木澤史子（大田区立西六郷小学校），大久保紀一朗（雲南市立木次小学校）， 
堀田龍也（東北大学大学院） 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 15:00-17:05 午後の部② 

 
A8) 小・中学校の探究的な学習の過程における「課題の設定」に関する研究 

深見俊崇（島根大学），森永遥香（大山町教育委員会） 
A9) 高等学校の職業学科における情報に関する専門科目による必履修情報科目の履修代替に関する 

批判的考察 
宮崎幸弘，藤村裕一（鳴門教育大学大学院） 
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A10) 理科における変数を見いだす力の評価方法に関する試案 
森川大地（板橋区立桜川小学校），中村大輝（広島大学大学院） 

A11) SDGs ゲーミフィケーション教材を用いたプロソーシャルモチベーション向上のための手法に 
関する研究 

薮内一葉（金沢工業大学大学院） 
A12) 大学オンライン授業における自己調整学習方略の活用と e ラーニング指向性との関連 

石川奈保子（早稲田大学），石田百合子（熊本大学） 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
B10) 大学生の統計学の授業の理解度に対する「説明深度の錯覚」に関する質的研究 

松田あんり（早稲田大学／株式会社ナック），尾澤重知（早稲田大学） 
B11) GIGA スクール構想が先行している小学校高学年への読解力に関するコンピュータ活用型調査 

の試行―PISA2018 年調査問題例の出題形式と内容を参考に― 
堀田雄大（熊本大学），佐藤和紀（信州大学），三井一希（常葉大学），手塚和佳奈（信州大学）， 
浅井公太（静岡市立南部小学校），久川慶貴（春日井市立藤山台小学校），堀田龍也（東北大学） 

B12) 小学校での授業場面を対象とした６か月間の端末活用の時間・頻度・場面の分析 
南條優（常葉大学），佐藤和紀（信州大学），三井一希（常葉大学） 

B13) 児童を対象とした情報活用能力に対する意識調査 
村上唯斗（東京学芸大学大学院），高橋純（東京学芸大学） 

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

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

ます．よろしくご理解願います． 
●事前参加登録：オンライン実施のため，できるだけ 05 月 16 日 17:00 までの事前参加登録をお願いし

ます．学会 HP を参照ください． 
●参加費用：参加にあたっては以下のいずれかの参加費のお支払いをお願いします． 

1000 円/1 回（会員・非会員共通），2000 円／年間４回「研究会参加年間パス」制度 
＊発表者にはこれに加えて発表料も必要です．詳しくは下の「研究会の運営について」をご覧ください． 

研究会の発表募集 テーマ：インストラクショナルデザイン／一般 
●日  時：2021 年 07 月 03 日（土） 
●申込締切：2021 年 05 月 06 日（木）17 時 

●会  場：オンライン開催（担当：高橋暁子） 
●原稿提出：2021 年 06 月 03 日（木）17 時 

●募集内容： 
インストラクショナルデザイン（ID）とは教授・学習に

関する理論やモデルを現実に稼働するものとして設計す

ることにより，学習を効果的・効率的・魅力的にするため

の手法として捉えることができます．また，その手法が適

用されるフィールドとしては，初等中等教育，高等教育，

人材育成，研修，生涯学習など，デザインされた教授学習

が行われる機会すべてを含みます． 
COVID-19 の終息が見通せない現在において，オンライ

ン教育だけでなく，対面教育のデザインも改めて見直す必

要に迫られており，ID 研究の重要性が増していると考え

られます． 
このような状況を背景に，本研究会ではインストラクシ

ョナルデザイン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： 
原稿は研究会Webページに記載されてい

る原稿見本に従って，執筆をお願いします． 
●原稿提出： 

原稿の提出は PDF 形式で，研究会 Web 
ページの「研究会マイページ」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． 
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ョナルデザイン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： 
原稿は研究会Webページに記載されてい

る原稿見本に従って，執筆をお願いします． 
●原稿提出： 

原稿の提出は PDF 形式で，研究会 Web 
ページの「研究会マイページ」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． 
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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（2020 年 04 月 02 日公表） 
https://www.jset.gr.jp/news/news-2035/ 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ください． 

研究会の運営について 
●研究会の「参加費」「発表料」について：研究会報告集の冊子体の廃止および J-STAGE でのオープ

ンアクセス化に伴い，研究報告集代や年間購読制度は廃止し「参加費」「発表料」を以下のように設定

することになりました．（2021.02.03 告知） 
（ア）参加費（a か b のいずれかが必要） 
 (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

 ※年間パスについて：当該年度内の４回の研究会のすべてに参加可能になります．ただし年度当初に

年会費などとともに会員専用ページなどで支払いをしていただく必要があります（今年は 05/14 ま

で）． 
（イ）発表料（参加費に加えて，口頭発表者は以下の料金をお支払いいただきます） 
 (a)1000 円／１回（会員），(b)2000 円／１回（非会員） 

詳しくは研究会 Web ページにてご確認ください． 
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SIG-01 高等教育・FD 

第８回セミナー『コロナ下における学習環境と 

学習支援を考える』開催報告 
●日時：2021 年 02 月 16 日（火）13:30～15:30 
●会場：オンライン開催（Zoom） 
●参加者数：44 名 
●テーマ：「コロナ下における学習環境と学習支援を考える」 
●プログラム： 

1）開会の挨拶・SIG についての説明 松河秀哉（東北大学・SIG-01 幹事） 
2）「日本の４年制大学における悉皆調査をもとにラーニングコモンズの運営・学習支援を考える」 

川面きよ（帝京大学）・岩﨑千晶（関西大学） 
3）「コロナ下におけるラーニングコモンズでの学習支援」 

遠海友紀・嶋田みのり（東北学院大学） 
4）「アクティブラーニング教室での学び―これまでとこれから―」 

矢野翔太（東京理科大学大学院）・渡辺雄貴（東京理科大学） 
5）意見交換・ふりかえり 岩﨑千晶（関西大学） 
6）閉会の挨拶 村上正行（大阪大学・日本教育工学会理事）  

 
2021 年 02 月 16 日（火）13:30～15:30 より SIG-01 高等教育・FD による第８回セミナー『コロナ

下における学習環境と学習支援を考える』をオンライン開催した．2020 年前期はオンライン授業が実

施され，後期はハイブリッド授業やハイフレックス授業も展開された．こうしたオンライン授業が実

施される中で，大学はアクティブラーニング教室の運用やラーニングコモンズでの学習支援をどのよ

うに展開する必要があるのか，に関して話題提供をし，参加者と意見交換の場を設けた．  
 松河秀哉（東北大学・SIG-01 幹事）による開会の挨拶後，「日本の４年制大学における悉皆調査を

もとにラーニングコモンズの運営・学習支援を考える」川面きよ（帝京大学）・岩﨑千晶（関西大学），

「コロナ下におけるラーニングコモンズでの学習支援」遠海友紀・嶋田みのり（東北学院大学），「ア

クティブラーニング教室での学び-これまでとこれから」矢野翔太（東京理科大学大学院）・渡辺雄貴

（東京理科大学）の３つのテーマに関する話題提供が行われた． 
 まず，「日本の４年制大学における悉皆調査をもとにラーニングコモンズの運営・学習支援を考え

る」において，川面きよから悉皆調査の結果について詳細な報告がなされた．日本におけるラーニン

グコモンズの役割，学習支援の内容，評価の方法等に関する調査結果や考察が示された． 
遠海友紀からは「コロナ下において各大学がラーニングコモンズや学習支援に対して，どういった

対応をしたのか」について関西ラーニングコモンズネットワーク参加者の質問紙調査に基づいた報告

がなされた．また遠海が所属する東北学院大学のラーニングコモンズにおける感染防止対策やオンラ

インでの学習支援の実施について報告された． 
 矢野翔太，渡辺雄貴からは，授業形態（ハイフレックス・ハイブリッド，ブレンド，対面）をどう

選択するのかに関して学習目標と照らし合わせて考えること，深い学びを意識した課題設定の重要性

について報告がなされた．またこうした授業を実施するためには，大学側の支援として，ハイフレッ

クス教室の整備や FD セミナーの実施，良い授業（GoodPractice）の収集，ならびに FD 部門と情報

システム部門を統合することの必要性について述べられた．さらに，こうした授業を実施した結果と

して学習者にどういった力が育まれたのかについて，アンケート調査の結果を用いて述べられ，自己

調整学習スキルといった授業外学習支援を充実させることの必要性が提示された． 
その後，参加者同士で積極的な意見交換が行われた．最後に，村上正行（大阪大学・日本教育工学

会理事）から閉会の挨拶をし，今後も情報共有をしていく場を設けることの重要性が報告された．ア

ンケート結果は概ね好評であり，学習支援についてさらに研究や意見交換を進めたいといった意見が

寄せられた．引き続き，そうした場を設けていきたい． 
 

文責：岩﨑千晶（関西大学） 
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SIG-06 協調学習・学習科学 

『LS Japan Research Meeting』開催報告 
●日時：2021 年 03 月 13 日（土）10:00〜14:30，14 日（日）10:00〜16:00 
●会場：オンライン開催（Zoom） 
●参加者数：50 名 
●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」 
●プログラム： 
  13 日 10:00～11:30 発表セッション１ 

11:30～13:30 ランチョンセミナー 
13:30～14:30 発表セッション２ 
13:30～14:30 発表セッション３ 

  14 日  10:00～12:00 発表セッション４ 
13:00～15:30 発表セッション５ 
15:30～16:00 発表セッション６ 

 
国内で「協調学習・学習科学」の研究に興味を持つ学生や，研究を始めてみたいと思っている，あ

るいは現在行っている研究をブラッシュアップしたい研究者を含め，「協調学習・学習科学」に関わる

会員の相互助言の機会として『LS Japan Research Meeting』を２日間にわたって開催しました． 
同研究会の開催にあたっては，発表希望者に事前に発表資料を提出してもらい，各発表に対して研

究分野が近い SIG コアメンバーがコーディネーターを担当してサポートする体制を取りました．当日

は 18 件の発表があり，発表者を含めて 50 名の参加がありました．各発表は質疑応答を含めて 30 分

とし，参加者との質疑応答を含めた活発な議論が行われました． 
１日目のランチョンセミナーでは，林勇吾（立命館大学）をお迎えして「教育用会話エージェント

を用いた学習支援に向けた実験的検討の紹介」の題目で講演いただきました．林からは，参加者が異

なる視点をもって協調的問題解決に取り組む際に，異を唱える少数派の意見が全体に影響する「少数

派効果」などの先行研究を例に挙げながら，「Cognitive Tutor」などの（協調的な）問題解決の学習プ

ロセスを支援するシステム（エージェント）研究の紹介がありました．講演後は，質疑応答に加え，

海外の学術雑誌への投稿に際しての査読対応を含めた意見交換が行われました． 
２日目の昼休みには，2022 年度の国際学習科学学会（The International Society of the Learning 

Sciences）の年会（Annual Meeting）が広島で開催されることを念頭に，国内での協調学習・学習科

学のコミュニティを広げていくためのアイデアや，2021 年度の年会と並行して国内でローカルイベ

ントを開催し，海外の著名な研究者との交流機会を作るなどの提案がなされました． 
後日実施した参加者アンケート（回答数=19）では，設問「本イベントに参加したことが，今後の研

究活動・教育活動・業務など，皆様の生活やお仕事に役立ちそうですか？」という項目に対して，「と

てもそう思う」または「そう思う」の回答が 94%を占め高い評価を得ました．「役立ちそうな内容があ

った場合，どのような内容が役に立ちそうか具体的に教えていただけますか？」という項目に対して

は，コーディネーターのコメントや関連する先行研究の情報などが役に立ったほか，他の学生による

発表なども参考になったとの声が寄せられました．また，本研究会に関する全体の感想についても，

「粗削りの研究構想の段階でもコメントをいただけたことは，大変有意義でした」といった研究計画

や構想段階の研究を発表可能とした研究会の枠組みに対する評価や，会全体の雰囲気が良かったとい

うコメントが得られました． 
 

文責：大浦弘樹（東京理科大学）・大﨑理乃（東京都立産業技術大学院大学） 
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SIG-02 教師教育・実践研究 

第 12 回研究会『教師教育・実践研究の萌芽を育む』開催報告 
●日時：2021 年 03 月 14 日（日）15:30～18:00 
●会場：オンライン開催（Zoom） 
●参加者数：20 名 
●テーマ：「教師教育・実践研究の萌芽を育む」 
●プログラム： 

1）15:30～15:45 開会行事 深見俊崇（島根大学） 
2）15:45～17:00 研究発表 司会：島田希（大阪市立大学） 

・常松嵩史（島根大学教育学部） 国内外の「学びの個別化」についての検討 
・浅野志帆（岐阜大学大学院）  高等学校「フードデザイン」における探究学習の試み 
・小國翔平（名古屋大学大学院） 児童・生徒主体の対話的な学習場面を特定する手法の開発と 

検討 
3）17:10～17:50 ディスカッションと全体共有 
4）17:50～18:00 閉会行事 深見俊崇（島根大学） 
 
SIG-02 第２期の活動計画として，「日本教育工学会内外の教師教育・実践研究に関心のある研究者・

実践者・大学院生・学生をつなぐプラットフォームとしての役割を果たす」ことを掲げている．本研

究会は，教師教育・実践研究に関する学生・院生の研究報告を基に，教師教育・実践研究の新たな可

能性を参加者とともに考えていく機会として設定した． 
研究発表は，学生・院生による次の３件であった.まず常松嵩史（島根大学教育学部）は，「個別最

適化された学び」が政策テーマとして取り上げられながらも，具体的な授業方法等が示されていない

という問題意識に基づき，海外・日本の実践事例をレビューして報告した．海外においては，初等教

育から高等教育レベルまで網羅した Khan Academy のような学習コンテンツが存在しており，コー

ナーや契約といった児童・生徒が授業中に学習内容を選択できる実践もなされている．日本において

も，緒川小学校や大村はまの実践が試みられてきた．浅野志帆（岐阜大学大学院）は，探究学習モデ

ルを基盤とした高等学校家庭科「フードデザイン」の単元を構想し，その実践結果を報告した．少人

数の事例であるという限界があったものの，その実践の有効性について，生徒の評価データから明ら

かにすることができた．最後に，小國翔平（名古屋大学大学院）は，４年生算数の授業の逐語記録か

ら，「回数」「量」「内容」を視点に「対話的な学び」を特定する手法を開発した．分析の結果，その他

の場面を含む場合も見られたが，逐語記録から一定のレベルでそれを導出することが可能となったこ

とを報告した． 
その後，ブレイクアウトルームに分かれて，３名の発表者を交えて参加者が研究発表を基に今後の

研究や実践についてディスカッションを行った．限られた時間であったが，それぞれの研究の意義を

確認しつつ，今後の方向性を考えることができた． 

現在の SIG 活動は，2020 年度をもって一区切りとなるが，発表・ディスカッションとも非常に価

値あるものとなったことから，このような機会を何らかの形で今後も継続していきたい． 
 
 
 
 
 
 

 
文責：深見俊崇（島根大学） 
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SIG-11 情報教育 第 21 回情報教育研究会 

『ロシアの小・中・高・大の情報教育とデジタル経済を支援する

情報教育エコシステムの存在』開催報告 
●日時：2021 年 03 月 26 日（金）13:30～15:30 
●会場：オンライン開催（Zoom） 
●参加者数：22 名 
●テーマ：「ロシアの小・中・高・大の情報教育とデジタル経済を支援する情報教育エコシステムの 

   存在」 
●プログラム： 

13:30～15:00 講演：坂口憲一（株式会社テクノソリューション取締役事業部長） 
15:00～15:30 ディスカッション 
司会：加納寛子（山形大学） 

 
講師は，大学在学中，サンクトペテルブルグ国立大学へ留学し，日露貿易のパイオニアである大陸

貿易株式会社を経て，大陸貿易の 100%出資会社「株式会社テクノソリューション」でソフトウェア

開発事業を行うようになり，現在は，ヘルスケアと造船 AI，日本とロシアの IT ビジネスを手掛けて

いる．2019 年はモスクワを中心とし，９つの都市を何度も訪問されるなどロシアに非常に造詣が深い

ことが伺えた． 
導入では，ロシア連邦の概況と国民生活が紹介され，国民生活では，ヘルシー志向で安価なスイー

ツが店舗に並んでいる写真や新鮮な魚介が手に入るなど物流が進んでいることが紹介された． 
情報教育においては，次の報告がされた．ロシアは，エンジニア輩出数で世界 NO.1（World Economic 

Forum 2015）やプログラミング大会で８年連続世界 NO.1（2012 以降，ICPC）である．プログラミ

ング能力が高く，優秀な IT 人材が育成されている．Google のセルゲイ・ブリン，Evernote のステパ

ン・パチコフ，Kaspersky のユージン・カスペルスキーなど，世界的に知られているサービスの開発

者でも，ロシア系エンジニアが活躍しているケースが目立つ．これらは，ロシアの情報教育のシステ

ムが確立されていることが大きい．ロシアの情報教育の特徴的なものとして，エコシステムが存在し

ている．義務教育（小学校から高等学校の 11 学年）において，「情報科学」を学ぶカリキュラムが組

まれている．第 1 学年から絵本を使って概念を中心に考え方を学び，数学の考え方を学んでいく．第

５学年からは，コンピュータの基礎（ハード・ソフトウェア）や基本的なアルゴリズムを学ぶ．高等

学校である第 10 学年からは言語を使ったプログラミングを学び，子供たちは段階的に徹底的に情報

教育を受けられる．さらに優秀な学生は先端技術開発特区（テクノパーク）でスタートアップ企業の

創出およびアクセラレータープログラムによる人材育成支援を受けられる．連邦政府，学校教育・自

治体が情報共有をして人材育成の取り組みを行っていることが分かった． 
 

 
文責：橋本はる美（摂南大学） 
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日本教育工学会第 18 期第 21 回理事会議事録 
 
日時：令和 03 年 02 月 20 日（土）14:40～16:50 
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（遠隔），堀田龍也 副会長（遠隔）， 

山内祐平 副会長（遠隔） 
室田真男 事務局長，新井健一（遠隔），稲垣 忠（遠隔），岩﨑 千晶（遠隔）， 
向後千春（遠隔），高橋純（遠隔），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），松河秀哉（遠隔）， 
村上正行（遠隔），望月俊男（遠隔），森田裕介（遠隔），山田政寛（遠隔） 

将来構想 WG 美馬のゆり（遠隔） 
監事     吉崎静夫（遠隔） 

総務委員会  池尻良平（遠隔），伏木田稚子 

（合計 24 名） 
 
1. 前回理事会議事録の承認について第 18 期第 20 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 02 月 11 日現在の総会員数は 3,319 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．合同英文誌（ITEL）編集委員会規則案について

提案され，承認した． 
(2) SIG 委員会 

SIG 報告書の提出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 

2021 年秋季全国大会の運営進捗と運営方針について提案され，承認した．  
(4) 大会企画委員会-春 

2021 年春季全国大会の運営進捗の報告がなされた．また，2022 年春季全国大会を 2022 年

03 月 19 日～20 日で開催することについて報告がなされた．  
(5) 国際交流 

2021 年実施の中日フォーラムの延期について提案され，承認した．また，国際学会 ICoME
開催と，国際学会 ICBL/ISET 開催の案内や，EDU-Port ニッポンの取り組みについて報告

がなされた． 
(6) 特別委員会 

特別委員会が設置された経緯と，特別委員会で合意した対応案が承認された． 
(7) 名誉会員候補者選考委員会 

名誉会員の表彰について山西潤一会員が候補者として推挙され，承認した． 
 
4. 総務・会計 

「臨時総会 第１号議案 2020 年度合事業報告及び収支決算」「臨時総会 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」「代議員総会 第１号議案 

2021 年事業計画および収支予算案」「代議員総会 第２号議案 理事及び監事の改選の件」が説

明され，承認した． 
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5. 今後の学会運営について 
・将来構想 WG の答申に対するパブリックコメントの回答状況の報告がなされた．本答申を新法

人の運営方針として提示するにあたり，パブリックコメントを検討しつつ最終調整を行う旨が

説明された． 
・科研費細目「審査区分表の見直し」に係る意見提出について，コロナ禍でのオンライン授業の

推進や FD への貢献などに関する意見案が説明され，承認した． 
・学会のロゴマークに一般社団法人を表記する必要があり，デザイン変更に該当するため協議を

要することが説明され，承認した．  
 
6. その他 

(1) 協賛依頼を確認した． 
(2) 郵便物を確認した． 
(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 期第 22 回理事・評議員会（合同）議事録 
 
日時：令和 03 年 03 月 05 日（金）17:00～17:50 
場所：遠隔会議システム（Zoom）による 
出席：理事     鈴木克明 会長，赤倉貴子 副会長 

室田真男 事務局長，新井健一，稲垣忠，岩崎千晶，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，望月俊男，森田裕介， 
山田政寛 

評議員    池尻良平，江木啓訓，大浦弘樹，大山牧子，加藤浩，三宮真智子，重田勝介， 
瀬戸崎典夫，田口真奈，深見俊崇，藤本徹，益川弘如，森本康彦，渡辺雄貴 

監事     吉崎静夫 
将来構想 WG 美馬のゆり 
総務委員会  伏木田稚子 

（合計 40 名） 
 

1. 前回の理事会議事録の承認について 
第 18 期第 21 回理事会議事録について原案が提示され，承認した． 
 

2. 各種委員会から 
(1) 顕彰委員会 

 春季全国大会における研究奨励賞推薦についての依頼がなされた． 
(2) 大会企画委員会-秋 

 2021 年秋季全国大会の件について，継続的に議論していくことで合意した． 
 

3. 総務・会計 
国際会議 TALE2020 の開催報告がなされた． 
 

4. 今後の学会運営について 
評議員，退任される理事，監事，会長より，これまでの活動に対する意見を頂戴した． 
 

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． 
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日本教育工学会第 18 期臨時理事会 議事録 
 
日時：令和 03 年 03 月 05 日（金）17:50～18:20 
場所：遠隔会議システム（Zoom）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 

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，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，伏木田稚子 
（合計 27 名） 

 
1．顕彰委員会から 
  論文賞の取り扱いについて，顕彰委員会からの原案について承認された． 
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一般社団法人日本教育工学会第 19 期第１回理事会議事録 
 
日 時  2021 年 03 月 07 日（日）17:00～17:30 
会 場  事務局（東京都港区赤坂 1-9-13 三会堂ビル８階会議室） 
出席者  理事    赤倉貴子，岩﨑千晶*，大久保昇*，小柳和喜雄*，北澤武，向後千春*， 

重田勝介*，瀬戸崎典夫*，高橋純*，永田智子＊，西森年寿*，根本淳子*， 
姫野完治*，堀田龍也*，益子典文*，益川弘如*，松河秀哉*，美馬のゆり*， 
村上正行*，室田真男，望月俊男*，森田裕介*，森本康彦*，山内祐平* 

監事    鈴木克明*，吉崎静夫* 
総務委員会 （オブザーバー）池尻良平，伏木田稚子 

※ *役員はオンラインによる出席（合計 28 名） 
 
１．会長（代表理事）の選定 

定款第 31 条に基づき，堀田龍也理事を会長として選定した． 
 
２．今後の学会運営について 

堀田会長より，本学会の役員依頼及び学会運営について説明があった． 
 
３．次回以降の理事会予定 

次回以降の理事会の予定を確認した． 
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学会ホームページの更新情報について 
広報委員会 

 
研究会の受付開始や論文募集など，学会ホームページの更新情報は，JSET の Facebook や Twitter

で受け取ることができます．学会ホームページ右上の各アイコンから，ご登録ください． 
会員の皆様には，学会ホームページの積極的な御活用をお願い申し上げます． 

 

 
※学会ホームページは，2020 年 07 月にリニューアルしました 

 
日本教育工学会広報委員会 Web 更新情報 

Facebook： （04 月 23 日 12 時現在 41 人） 
Twitter： （04 月 23 日 12 時現在 81 人） 

 
文責：登本洋子（東京学芸大学） 

  

Facebook Twitter 
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新入会員（2021 年 01 月 16 日～2021 年 02 月 11 日） 
入会申込者 12 名（正会員：４名，准会員：１名，学生会員：７名） 

 
正会員（４名） 
水津久美子(山口県立大学) 
垣野内将貴(千葉大学) 
三和秀平(信州大学) 
川妻篤史(桐蔭学園) 
 

 
 

准会員（１名） 
平靖之(群馬工業高等専門学校) 
 
 
 
 
 
 
 

学生会員（７名） 
亀田樹(金沢工業大学大学院) 
青木啓人(金沢工業大学大学院) 
薮内一葉(金沢工業大学大学院) 
蟹谷慧(金沢工業大学) 
小林龍柱(上越教育大学教職大学院) 
加藤圭太(熊本大学大学院) 
越智亮太(放送大学) 

以上 
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会長 堀田 龍也（東北大学）

学会についてのお問い合わせは，
下記のWebフォームから
お願いいたします．
https://www.jset.gr.jp/contact/

担当副会長

広報副委員長
広報委員長

　幹事
　幹事

 
 
　委員

島田 希（大阪市立大学）
中村 恵（幾央大学）
登本 洋子（東京学芸大学）

：光原 弘幸（徳島大学）
：高橋 純（東京学芸大学）
：室田 真男（東京工業大学）

：深見 俊崇（島根大学）
：脇本 健弘（横浜国立大学）
：佐藤 和紀（信州大学）

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０５月～２０２２年０３月
・	 	２０２１年０５月２２日（土）研究会「STEAM教育／		
	一般」（オンライン開催）　

・	 	２０２１年０７月０３日（土）研究会「インストラクショナ
ルデザイン／一般」（オンライン開催）

・	 	２０２１年１０月１６日（土）～１７日（日）＜全国大会＞
２０２１年秋季全国大会（北九州国際会議場／オンライン）

・	 	２０２１年１０月３０日（土）研究会「メディア・リテラシー
／一般」（国際医療福祉大学）

・	 	２０２１年１２月０４日（土）研究会「高等教育の質保証
／一般」（京都産業大学）

・	 	２０２２年０３月１９日（土）～２０日（日）＜全国大会＞
２０２２年春季全国大会（鳴門教育大学）

例年６月に開催しておりました総会及びシンポジウムは
法人化に伴う行事暦の変更により開催いたしません．

◎国際会議の案内
２０２１年０8月
・ICBL/ISET	2021
	 http://www.aimtech.cityu.edu.hk/icbl2021/index.html
	 http://www.aimtech.cityu.edu.hk/iset2021/index.html
	 (2021,	8/10	–	13,	Online)
・ICoME	2021
	 		http://jaems.jp/icome/
	 (2021,	8/18	–	20,	Online)

２48
２０21年 5月14日


