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将将来来をを見見据据ええ，，企企画画しし，，実実行行すするる新新ししいい委委員員会会活活動動 
日本教育工学会 副会長 美馬のゆり（公立はこだて未来大学） 

2021年09月 

 

 みなさまこんにちは．戦略・国際担当副会長の美馬のゆりです．堀田龍也会長のも

と，副会長が４人体制になり，ニューズレターの巻頭挨拶のリレーが始まりました．

総務・広報担当の室田副会長に続く，今回が２回目となります． 

 私が担当するのは，重点活動領域委員会と企画戦略国際委員会です．２つとも新た

に設置された委員会になります． 

 重点活動領域委員会は，本学会における特定の重要なテーマについて研究を進め，

全国大会だけはなく，研究会やセミナー等で，年間を通して活動します．SIG（Special 
Interest Group）が会員からの提案で進める活動であるのに対し，重点領域活動は，学会が時限付きで

重点的に進める領域の活動です．新たに始まった活動ですので，その領域をどのように定め，どのよう

に進めていくか，その役割や方法について，予算も含めて検討を進めています．最初に設定する領域は，

学会としての意思表示ともなり，特に重要です． 

 企画戦略国際委員会は，これまでの国際交流委員会と企画委員会を合わせた役割で，国際的な活動だ

けでなく，学会活動の企画全般を担っています．国際戦略は，2020年11月に提出された将来構想WGの

答申にあったように，グローバル化した社会においてこれからの学会活動でも最も重要な課題の一つで

す．学会が将来においても発展的かつ安定的な活動を行なっていくために，学会活動の日英二言語化や

海外の学会との交流・連携強化を進めていきます．また学会活動全体を強化，活性化するには，学会運

営のデータに基づく判断の仕組み作り，会員と学会における双方向の情報チャンネルの整備，多様な収

入源の確保など，学会員向けのサービスの質および量の向上が必要です． 

 2018年11月に将来構想WGは，鈴木克明会長（当時）から諮問を受け，2020年11月に，答申を提出し

ました．この諮問の背景には，人口減少社会が到来し，一方で知識基盤社会が進んだことなどが影響し

て，研究環境も大きく変化し，学会のあり方が問われていることがあります．さらにはオープンサイエ

ンスが進むにつれ，論文誌の購読料の無料化なども広がり，会員からの会費で運営されている学会のあ

り方の再検討が求められているからでした． 

 日本教育工学会では，これまでにもSIGの立ち上げや学会２回化などをはじめとしたさまざまな活動

に取り組んできました．さらに2020年初頭から広がったCOVID-19は，初等教育から高等教育まで，急

速にオンライン化への対応を迫り，進めることになりました．そこには教育におけるICTの活用，教職

員のスキルアップ，生涯学習環境の整備など，いずれも教育工学の知見を生かしつつ，それらの知識や

スキルを持つ人材の育成が求められてきているのです． 

 これらの背景から，学会のミッションを改めて見直し，日本教育工学会のビジョン，ミッションを定

義し，それにあわせた到達目標と評価指標の設定，中期目標を策定することが必要となりました．この

答申を受け，今年３月に企画戦略WGが設置され，重点活動領域委員会と企画戦略国際委員会の委員長，

副委員長をはじめ，それら委員会メンバーで，2030年までの中期計画を立てるためのロードマップを作

成しようとしています．その過程では，学会運営を今後担っていく若手を育成していくことも含まれま

す．議論の過程は適宜理事会に報告しつつ，早急に検討，実施が必要なことは，関係者と議論を進め，

理事会で進めていきます． 

 残念ながら今年の秋大会も全面オンラインとなりました．オンライン開催は，かなりの準備と労力，

費用を要するものでしたが，みなさまのご協力，ご尽力のおかげで，昨秋，今春と経験を積み，これま

で学会が培ってきた知見を活かしつつ，開催されます．日本教育工学会の５つの特徴，Interdisciplinary
（学際性のある），Diverse（多様な研究・多様な研究者が存在する），Open（開かれた），Flexible
（柔軟性のある），Accountable（内外に情報を発信する）を生かしてこれからも進んでいきます．学会

は会員のみなさまによって成り立っています．10月の秋大会も，積極的なご参加，議論をお待ちしてい

ます． 
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22002200 年年秋秋季季全全国国大大会会ののおお知知ららせせ((第第四四報報))  

大大会会 WWeebb ササイイトト：：hhttttppss::////wwwwww..jjsseett..ggrr..jjpp//ttaaiikkaaii3399//iinnddeexx..hhttmmll  
 

日本教育工学会 2021 年秋季全国大会を，下記のようにオンラインで開催します． 

多くの方々の研究発表・ご参加をお待ちしています． 

 

1．開催期日・会場 

  期日：2020 年 10 月 16 日（土）～17 日（日） 

  会場：オンライン開催  

  懇親会会場：オンライン開催  

 （オンライン開催会場への接続に必要な情報は参加登録を済ませた方に別途御案内いたします） 

 

2．大会日程 

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 09:00～10:10 
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 

09:30～10:40 
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 

09:30～11:30 
President Talk 

09:30～10:00 
チュートリアル 

セッション３ 

10:50～12:00 
一般研究発表２（ポスター発表） 

10:20～11:30 
企画セッション 

12:00～13:00 ランチセッション１ 11:30～12:30 ランチセッション２ 

13:00～13:50 全体会 12:30～13:40 一般研究発表４ 

（ポスター発表：日本語または日英併記） 

14:00～15:00 キーノート 13:50～16:20 シンポジウム２ 

15:10～17:00 シンポジウム１ 16:30～16:50 クロージングセレモニー 

17:30～ 懇親会 17:30～ 懇親会 

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 

 

＊スケジュールに一部変更がありました. 

 ランチセッション２が２日目の 11:30～12:30 に追加になりました. 

 懇親会は２日目に移動になりました. 

＊企業展示について 

協賛企業における商品紹介の動画や資料のダウンロード，ホームページへのリンクにて最新の教育向

けシステム・機器などの情報がアップされておりますので是非ご覧いただきますようお願いいたします． 
 
3．今大会での注目点・注意点 

①日本教育工学会 2020 年秋季全国大会は，オンラインでの開催となります． 

②１日目（10 月 16 日）の９時からオープニングセレモニー，２日目（10 月 17 日）の 16 時半からク

ロージングセレモニーを行います． 
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③懇親会はクロージングセレモニーのあとに実施します. 

④参加費は，プログラム集，ダウンロード版の講演論文集を含んだ価格となります（2020 年春季全国

大会から USB 版の講演論文集の配布を止め，希望者のみに別途販売することになりました）． 

 プログラム冊子は，大会参加申込をした方に，10 月 08 日以降に郵送されます． 

⑤学生への優遇措置を設け，学生会員が事前に参加申し込みをした際は，参加費を無料とします． 

⑥秋季全国大会の一般研究発表はポスター発表のみです．ポスターのデジタル版を事前に作成し，大

会 Web サイトに登録して大会参加者に限定公開します．その上で，発表セッションの時間帯にオンラ

イン（Zoom）による説明及び討論を行います．なお，発表時間以外でも質疑応答できるサイトや連絡

先，発表を録画した動画を任意で登録できるようにします． 

⑦大会参加及び発表のためのヘルプデスクを設けます．また，ポスター発表の登録等に関するマニュ

アルを準備いたします．詳細は大会 HP をご参照下さい． 

 

4．各セッションについて 

（1）キーノート／シンポジウム 
初日のキーノートでは，桐蔭学園理事長であり，桐蔭横浜大学学長・教授，トランジションセンタ

ー所長も務める溝上慎一による講演と質疑応答を行います． 

また，シンポジウム１では，「未来への変革をもたらすコンピテンシーの育成と GIGA スクール構

想」と題し，キーノートに関連したディスカッションを行います．２日目のシンポジウム２では，教

育データに関連するテーマとして「これからの社会における教育データの利活用を考える」を行いま

す． 

● キーノート 

「エージェンシーと非認知能力からコンピテンシー育成と GIGA スクール構想を考える」 

● キーノートスピーチ 

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） 

● シンポジウム１ 「未来への変革をもたらすコンピテンシーの育成と GIGA スクール構想」 

 

パネリスト 重田勝介（北海道大学） 

塚田淳（福岡県教育委員会） 

長野健吉（京都教育大学附属桃山小学校） 

指定討論者 堀田龍也（東北大学） 

コーディネータ 高橋純（東京学芸大学） 

 

● シンポジウム２ 

「これからの社会における教育データの利活用を考える」 

 

基調講演・パネリスト 喜連川優（国立情報学研究所） 

パネリスト 小宮山利恵子（東京学芸大学） 

松田岳士（東京都立大学） 

指定討論者 村上正行（大阪大学） 

コーディネータ 稲垣忠（東北学院大学） 
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（2）President Talk 
JSET では，2014 年に米国教育コミュニケーション・工学会（AECT），2017 年に中国教育技術協

会（CAET），2018 年に韓国教育工学会（KSET）と学術連携に関する覚書が交換され，以来国際交

流を積極的に展開してきました．過去，AECT 関係者によるランチョンセミナーおよび KSET，
CAET 関係者による International Session での各国における教育状況の話題提供が行われ，海外の教

育工学に関する研究状況について共有する機会を設けてきました． 

2018 年度より，さらにその交流を発展させることを目的として，これまでの取り組みを統合・改変

し，新たに「President Talk」を開催することとしました．President Talk では，各学協会関係者を

お招きし，最新の研究動向や理論，概念の紹介，各国における教育工学の重点課題や様々なテクノロ

ジー等を利用した教育実践事例の共有が行われます． 

今年度は，米国教育コミュニケーション・工学会（AECT），中国教育技術協会（CAET），韓国教

育工学会（KSET）の代表に加え，JSET 堀田会長も登壇し，各国の教育工学に関する研究動向や教育

課題について議論します．グローバルなレベルでの今後の研究のあり方について議論する機会となり

ます．奮ってご参加下さい． 

 

・日時：2021 年 10 月 17 日（日）9:30～11:30 
・内容：趣旨説明 

各国代表者より話題提供（20 分×４名） 

－各国の教育工学の研究動向 

－各国の ICT 教育の現状及び政策動向 

－各国が直面している教育課題 

全体討論（25 分） 

クロージング 

・登壇者：Xun Ge（AECT 会長，オクラホマ大学） 

Quanlong Ding（CAET 理事，華南理工大学） 

Innwoo Park（KSET 会長，高麗大学校） 

堀田龍也（JSET 会長，東北大学） 

・司会：蒋妍（JSET 戦略企画国際交流委員会委員（国際交流担当），早稲田大学） 

・使用言語：英語・日本語（同時通訳あり） 

 

（3）チュートリアルセッション 
本大会では，３つのチュートリアルセッションを設ける予定です． 

● セッション１ 10 月 16 日（土）09:30～10:00 
● セッション２ 10 月 17 日（日）09:00～09:30 
● セッション３ 10 月 17 日（日）09:30～10:00 

セッション１「JSET へようこそ！研究会と全国大会の楽しみ方」は，本学会にはじめて参加する方々

に向けた，ウェルカムセッションの位置づけです．本学会が対象とする学術分野や研

究テーマ，研究会や全国大会などの活動内容の紹介を中心に，学会長ならびに大会企

画委員がご案内します． 

セッション２「論文賞受賞者に聞く，査読対応の極意」は，前大会に引き続き，編集委員会との共同

セッションになります．本学会論文誌への投稿と査読対応の事例を，過去に論文賞を

受賞した学会員がご紹介します．本大会では，瀬戸崎典夫（長崎大学）にご登壇いた

だきます． 

セッション３「一発返戻を避けるための心構え」は，今大会はじめての試みとなる，編集委員会との

共同セッションです．査読１回目の返戻に関する事例をもとに，特徴や注意すべきポ
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イントを査読経験のある学会員がご説明します．深谷達史（広島大学）ならびに仲谷

佳恵（東京工業大学）のお２人にご登壇いただきます. 

 

（4）一般研究（ポスター発表） 
 秋季全国大会の一般研究発表はポスター発表のみです．ポスターを事前に公開し，発表者と参加者

による討論を Zoom ミーティングで行います．発表時間は 70 分です． 

 なお，発表時間以外でも質疑応答できるサイトや連絡先，発表を録画した動画を任意で登録できる

ようにします．  

 

（5）企画セッション 
企画セッション１ 

・日時：2021 年 10 月 17 日（日）10:20～11:30 
・企画：重点活動領域委員会 

・登壇者：委員長 瀬戸崎典夫（長崎大学） 

     副委員長 益川弘如（聖心女子大学） 

・テーマ：JSET における重点活動領域 

・内容： 

 デジタル・トランスフォーメーション（DX）の急激な進展により，Society5.0 時代に活躍する高

度情報活用人材の育成に加えて，新たな学習環境や評価のあり方が求められています．このような

時代において，教育工学研究の果たす役割は，ますます大きくなることが想定されます．本学会で

は，学会として重点的に取り組んでいる領域を社会に示し，学会としてのプレゼンスを高め，社会

貢献に寄与することを目指しています．そこで，重点活動領域委員会を設置し，重点的に活動する

領域として３つの部会を発足しました． 

本セッションでは，３つの部会から構成される重点活動領域について紹介するとともに，今後の

活動計画等について説明させていただきます．また，多くの会員の皆様からのご意見をいただくこ

とにより，重点活動領域の方向性について議論できればと思いますので，是非ご参加下さい． 

 

企画セッション２ 

・日時：2021 年 10 月 17 日（日）10:20～11:30 
・企業名：ラインズ株式会社 

・登壇者：ラインズ株式会社 綱取真那，辻尾実加 

・テーマ：オンラインでの基礎学力強化・入学前教育・就職筆記試験対策とテストの WEB 化 

・内容： 

 本セッションでは，オンラインでの入学前教育や初年次教育，就職筆記試験対策，テストの WEB
化について実際の事例をご紹介いたします． 

 弊社は，「基礎学力の強化」をテーマに e ラーニング教材をご提供しています．５教科のリメデ

ィアル教育用サービス「ラインズドリル」と，就職筆記試験対策用サービス「ラインズ SPI」は，

現在約 150 校の大学・専門学校で活用いただいております.また昨年から，大学独自のテストを

WEB 上で実施可能とするサービスも開始いたしました． 

 今年度は COVID-19 デルタ株の影響を受け，例年通りの授業や筆記試験対策が難しい中，オンラ

インでの対応についてご相談を多数いただいています. 

 事例のご紹介を通して今後のご対応の参考となれば幸いです． 

 教材の体験や意見交換についても実施を予定しておりますので，ぜひご参加下さい． 

 

企画セッション３ 

・日時：2021 年 10 月 17 日（日）10:20～11:30 

Japan Society for Educational Technology
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・企業名：株式会社内田洋行 

・登壇者：株式会社内田洋行 太田裕士 

・テーマ：デジタル技術を活用した働き方や学び方の実践事例のご紹介 

・内容： 

 新型コロナウイルス感染症の影響により，遠隔でのオンライン授業や，対面とオンラインを併用

して行うハイフレックス授業等，児童・生徒・学生の「学び方」や教員の「教え方」が大きくかつ

急速に変化してきています．企業においても同様に働き方や社内外とのコミュニケーション方法に

急速な変化が求められています． 

 本セッションでは，デジタル技術を活用した働き方や，弊社の「Future Class Room」での新た

な学習形態を実験するための検証空間を用いたパートナーや顧客との遠隔・オンラインでのコミュ

ニケーションについて，実践事例を交えて紹介させて頂きます．あわせて，オンラインやハイフレ

ックスで円滑に運営やコミュニケーションを行うためのソリューション，サービス，環境について

ご紹介させて頂きます． 

 

5．一般研究（ポスター発表）について 

（1）発表方法について 
 大会当日，割り当てられた発表セッションの時間帯においては，指定された Zoom のブレイクアウ

トルームに参加し，オンラインで説明及び討論を実施してください．発表時間は 70 分です．昨年の秋

季全国大会とは異なり，Zoom ミーティングは大会企画委員会が設置しますので，発表者の Zoom アカ

ウントは不要です．Zoom のクライアントは最新版を利用してください． 

（2）発表したと見なすための要件 

 本大会で発表したとみなされるためには，（a）ポスターのデジタル版の事前登録，（b）発表時間

帯における Zoom での発表への従事，の２点が必要です．どちらか一方でも行われなかった場合は，

発表取り消しとなります． 

（3）発表内容の撮影，録音，録画等について 

 大会における受信画像，発表資料の録画（画面キャプチャを含む），保存，再配布を禁止します．

また，大会スタッフが記録用・ニューズレター用に写真撮影や画面キャプチャをすることがありま

す． 

 

6．大会の参加申込及び受付等について 

大会に参加を希望される方は，以下の手順に従って申し込みをお願いします． 

 
（1）参加費等について  

発表者以外の方の「払込・振替」でのお支払い期限は，2021 年 10 月 04 日（月）です．これ以降

は，クレジットカード払いのみのお取り扱いとなります． 

 

 参加者 
 

一一般般価価格格 

1100 月月 1166 日日（（1144::3300））ままでで 

正正・・准准会会員員（（名名誉誉会会員員はは無無料料）） 9,000 円 

学学生生会会員員 2,000 円 

非非会会員員 11,000 円 

非非会会員員のの学学生生 4,000 円 

 参加費には，ダウンロード版講演論文集代を含みます. 
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 お支払い後，10 月 13 日（水）17 時までのキャンセルについては，大会企画委員会 

（             ）までご連絡下さい．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．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

て振替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． 

 USB 版講演論文集は，4,000 円（送料＋500 円）での販売を計画しています．購入方法に

ついては，大会終了後にお知らせいたします． 

 

（2）参加登録について 
参加申し込みのシステムには，大会 Web サイトからアクセスして下さい．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：支払い申し込み後に，クレジットカードの情報を入力する画面に進めます． 

②払込・振替：申し込み時に表示される金額と送金内容を，郵便局に備え付けの払込取扱票に記入し

て，郵便局の 窓口から送金して下さい．必ず会員番号をご記入下さい． 

 ＊当日の支払いは対応できなくなりました．事前の送金をお願いします． 

 

（3）参加証，領収書について 

 参加登録時に，マイページへのログイン情報についてのメールが送付されます．大会当日以降に参

加証・領収書をダウンロードすることができます． 

 

（4）講演論文集のダウンロードについて  

 事前申し込みされた方は，大会初日の約１週間前（10 月 08 日（金）を予定）から講演論文集をダ

ウンロードしていただけるようになります． 

 

7．企業の展示について 

本大会では，協賛企業によるオンライン展示を行います． 

商品紹介の動画や資料のダウンロード，ホームページへのリンクにて最新の教育向けシステム・機

器などの情報がアップされておりますので是非ご覧いただきますようお願いいたします． 

 また，企業ランチセッション１を 16 日（土）12:00～13:00，企業ランチセッション２を 17 日

（日）11:30～12:30 に開催いたします.それぞれ前半は，協賛企業からの最新の教育向けシステム・機

器のご紹介，後半は各企業の Q&A コーナーをご用意しております．直接ご質問やご相談をお受けいた

しますので奮ってのご参加お待ちしております． 

 

8．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： 
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大会企画委員会 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

大会実行委員会 
 
 
 
 
 

 
  

委員長 森田裕介（早稲田大学） 

副委員長 根本淳子（明治学院大学） 

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 

（五十音順） 

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） 

担当副会長 村上正行（大阪大学） 

委員長 山本朋弘（中村学園大学） 

幹事 倉田伸 （長崎大学） 

委員  瀬戸崎典夫（長崎大学） 

近藤秀樹（神田外語大学） 

北村史 （長崎大学） 
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日日本本教教育育工工学学会会 22002222 年年春春季季全全国国大大会会ののおお知知ららせせ（（第第二二報報））  
 

日本教育工学会 2022 年春季全国大会を下記のように，鳴門教育大学において開催します．大会まで

のスケジュールが前回春大会よりも遅くなっていますので，ご注意下さい．多くの方々のご参加をお待

ちしています．また，研究発表にもふるってご応募下さい. 

 

1．開催期日・会場（オオンンラライインン開開催催のの可可能能性性ががあありりまますす） 

・期日：2022 年 03 月 19 日（土）～03 月 20 日（日）（２日間の開催となります） 

・会場：鳴門教育大学 〒772-8502 徳島県鳴門市鳴門町高島字中島 748 番地 

https://www.naruto-u.ac.jp/ 
 

会場へのアクセス 

・徳島阿波おどり空港から徳島バス「小鳴門橋」行きまたは「鳴門公園」行きに乗車（約 20 分），鳴門

駅から徳島バス「鳴門教育大学」行きに乗車（約 15 分），「鳴門教育大学前」下車 

・東京・大阪・神戸から，高速バスで「高速鳴門」下車，徒歩約５分の小鳴門橋から，徳島バス「鳴門

教育大学」行きに乗車(約 10 分)，「鳴門教育大学前」下車 

https://www.naruto-u.ac.jp/access.html  
 

・大会までのスケジュール 

・発表・参加申込受付開始：11 月 12 日（金）～ 
・自主企画セッション申込期間：11 月 12 日（金）～12 月 17 日（金） 

・自主企画セッション採否通知：12 月 24 日（金）までに行います． 

・発表原稿締め切り：2022 年 01 月 07 日（金）17 時［延長なし］ 

 

2．大会当日のスケジュール 

以下は現時点での案となります．オンライン開催への変更など，関係諸事情によって変更の可能性が

ありますので，今後のお知らせを引き続きご確認ください． 

 
03 月 19 日（土） 03 月 20 日（日） 

99::0000～～1100::2200 
研究発表 

 

1100::3300～～1111::5500 
研究発表/ 自主企画セッション 

 

99::0000～～1100::2200 
研究発表 

 

1100::3300～～1111::5500 
研究発表/ 自主企画セッション 

 

1133::3300〜〜1155::1100 
研究発表 

1155::3300〜〜1177::3300 
研究発表 

1133::0000～～1144::3300 
全体会 

1144::4400～～1166::3300 
シンポジウム 

 

1188::0000～～2200::0000 
懇親会 

1177::0000～～ 
大会企画委員会 

 

発表時間：20 分（プレゼンテーション 15 分，質疑応答４分，交代１分） 

 

3．今大会における注意点 

（1）オンライン開催の可能性 
2022 年春季全国大会については，現状では対面実施の方向を考えていますが，新型コロナウイルス

感染症の感染状況，政府・自治体の方針や開催校内の規定などに基づき，オンライン開催となる可能性

があります． 

 

（2）講演論文集等について 
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・講演論文集はオンライン配信に一本化し，USB での配布を致しません．あらかじめダウンロードの

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

い．冊子版の販売はございません．オンライン開催となった場合は郵送致します． 
・当日受付時には，プログラム冊子をお渡しします．オンライン開催となった場合は事前申し込み済み

の方には大会前日までに郵送，当日申込の方には後日，発送致します．別途，購入を希望される方に

は購入方法をご案内致します． 
 

（3）セッション・企画について 
・本春季全国大会の一般研究発表は，口頭発表のみです．発表テーマのカテゴリーは旧 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．自主企画セッションの公募は，後日開始致します．詳細が決まり次第お知らせ致しま

す． 

 

（4）シンポジウムについて 
今大会ではシンポジウムを開催予定です．現在は下記でテーマ検討を進めております．詳細が決まり

次第，Web ページ，ニューズレターにてお知らせ致します． 

 

テーマ：教育工学における教育実践研究のススメ（仮） 
概要： 
教育工学における教育実践研究で重視される要素の一つに，科学的な問題解決がある．しかし

ながら，対象となる教育実践の課題固有性が高いことや，研究手法の多様性から，教育実践研究

で求められる評価の基準が必ずしも固定されていないことが多い．そこで教育工学分野における

教育実践研究について，その在り方や方法を改めて議論し，共通認識を高めていくことには大き

な意義がある． 
本シンポジウムは２部で構成される．第一部は，教育工学における実践研究で用いられる理論

に基づいて教育実践研究の事例をご紹介いただく．第二部では，実践研究を論文誌で採用してい

る隣接領域の学会からシンポジストをお招きし，学術誌における実践研究の意義や位置付けなど

俯瞰的な視点での議論を通して，教育工学における教育実践研究の発展を模索する． 
 
（5）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． 

・参加費の詳細は後日，Web ページやニューズレターにてお知らせ致します． 

 

4．大会運営組織 

春季大会企画委員会                春季大会実行委員会 

 
  

委員長 森田裕介（早稲田大学） 

副委員長 松河秀哉（東北大学） 

泰山裕 （鳴門教育大学） 

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） 

辻宏子 （明治学院大学） 

長濱澄 （東京工業大学） 

竹中喜一（愛媛大学） 

担当副会長 村上正行（大阪大学） 

実行委員長 藤村裕一（鳴門教育大学） 

実行副委員長 泰山裕 （鳴門教育大学） 

委員 

(五十音順) 

川上綾子（鳴門教育大学） 

藤原伸彦（鳴門教育大学） 

林向達 （徳島文理大学） 
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日日本本教教育育工工学学会会研研究究会会  https://www.jset.gr.jp/study-group/

次回研究会の参加募集 テーマ：メディア・リテラシー／一般

研究会の開催報告 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

●会場：オンライン開催

●発表件数：22 件（内非会員５件）

●参加者数：196 名（内非会員６名）

今回の研究会では，「インストラクショナルデザイン」をメインテーマに実施し，一般発表と合わせ

て 22 件の発表がありました．前回に続き，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．セッションは，午前午後あわせて５セッションが行われ，190 名を超える参

加者がオンライン上に集まり，活発な議論が行われました．発表件数は前回研究会よりやや少なかっ

たですが，参加者数は増えており，オンラインで開催によってこれまで参加しにくかった方々の参加

が増えているのかもしれません． 

本研究会にご参加いただきました皆様，また開催にあたりご支援・ご協力をいただきました皆様に

深く御礼を申し上げます．ありがとうございました． 

※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．ご了承下さい．

担当：高橋暁子（千葉工業大学）

今後の研究会の発表募集 テーマ：高等教育の質保証／一般

●日 時：2021 年 12 月 04 日（土） 
●申込締切：2021 年 10 月 04 日（月）17 時

●会 場：オンライン開催（担当：中澤正江）

●原稿提出：2021 年 11 月 04 日（木）17 時

●募集内容：

高等教育の質保証について，2020 年 01 月の中央教育

審議会大学分科会『教学マネジメント指針』にて「一人一

人の学生が，学修成果を自ら説明することができるよう

にする」が盛り込まれ，学習者本位の質保証について，よ

り一層の取り組みが求められるようになりました．この

ような情勢下で，各組織の実践も活性化し，質保証に関す

る研究の重要性も高まっていると考えられます． 

このような状況を背景に，本研究会では高等教育の質

保証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

下さい．

●原稿執筆：原稿研究会 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」を使用してご登録下さ

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

ますのでご注意下さい．

●テーマ：メディア・リテラシー／一般

●日時：202 1  年  10  月  30 日（土）

●会場：オンライン開催 ※国際医療福祉大学での現地開催は中止とします．

●連絡先：

●プログラム： 10  月上旬ごろに研究会  HP 上に掲載されますので，ご参照ください．ニューズレター

の発行スケジュールの都合上，この研究会については，プログラムはニューズレターに掲載されま

せん．

●事前参加登録締切： 10  月  23 日（土）17:00
オ ンライン実施のため，事前参加登録を必須とします．登録ページは上記プログラムとともに HP
に掲載しますのでご参照ください．年間パスの方も必要です．登録された方にのみ研究会の URL
をお送りします．なお，発表者の募集はすでに締め切っています．

●参加費： 参加登録時に  1,000 円/１回(会員・非会員共通)， または  2,000 円/年間４回「研究会参加

年間パス」制度のいずれかのお支払いをお願いします．

※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」をご覧下さ

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 4 月 2 日公表）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．また，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 年 02 月 03 日告知） 
（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．なお，今

年度の申し込みはすでに締め切っております． 

（イ）発表料：参加費に加えて，発表者には以下の発表料をお支払いいただきます． 
（会員）1,000 円/１回 （非会員）2,000 円／１回  

 ※発表１件につき１回分の支払いをお願いしています．連名の発表の場合，たとえば，代表発表者

表料を支払えば，他の連名者は発表料の必要はありません．一方，参加費の方は，当日参加される

べてにお支払いいただきます． 
 
  

Japan Society for Educational Technology
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『『大大学学教教員員ののたためめののＦＦＤＤ研研修修会会（（オオンンラライインンワワーーククシショョッッププ））』』  

開開催催案案内内  
 
この研修会は，日本教育工学会がこれまでの知見を活用し，大学教育の授業改善や教員の授業力向上

へ寄与しようと，2008 年度から実施されているものです．本研修会の修了要件を満たした方には学会

より認定書を発行し，本研修を修了したことを証明します．本年度の研修内容は，2011 年度から好評で

ある内容を踏襲し，「大学授業デザインの方法 ―1 コマの授業からシラバスまで―」をテーマに開催い

たします． 
感染症の終息が見込めない状況を踏まえ，本年度も 11 月～01 月にかけてフルオンラインで実施する

こととしました．ぜひ奮ってご参加ください．なお，FD 研修会修了者向けのファシリテーター研修，

添削者研修は，本年度は行いません．  
 
【FD 研修】 
●対象：高等教育機関の教員（非常勤講師も含む），高等教育機関の教員を目指す学生の方 

※高等教育機関で授業を行う予定のない方のお申し込みはご遠慮ください． 
●スケジュール： 

2021 年 11 月 11 日（木）～2021 年 12 月 10 日（金） 事前課題（Moodle） 
2021 年 12 月 11 日（土）13:00～17:00 オンラインワークショップ（Zoom） 
2021 年 12 月 12 日（日）～2022 年 01 月 31 日（月） 事後課題（Moodle） 

●定員：20 名（申し込み着順で，定員になり次第，締め切ります．） 
●参加費：2,000 円（学会員），3,000 円（学会員以外） 
●テーマ：「大学授業デザインの方法―１コマの授業からシラバスまで―」 
●内容： 

参加者それぞれが授業実践事例を持ち寄り，オンラインワークショップ形式で行います．授業の

デザインに関する問題意識の明確化，授業のデザインに関する情報・課題の共有などから議論を

始め，「何を誰に教えようとしているのか」，「どんな方法で教えるのか」，「続けたい点・変えたい

点は何か」などをグループで議論しながら授業の改善案を考えていきます．オンライン授業の方

法に特化したワークショップではありません．これまで同様，シラバスや授業全体を対象に改善

案の検討を行います． 
●準備物： 

高等教育機関において授業実践を行っている参加者は，自分の授業のシラバス，授業資料（スラ

イド，プリント，板書ノートなど）など，授業に関する資料を用意してください．学生等で未だ高

等教育機関において授業実践を行っていない，もしくは今後実施する予定の参加者は，実施する

ことを想定した授業デザインに関する資料を用意してください．詳細は事前課題でご案内します．

なお，シラバス・授業資料等は LMS 上で他の受講者と共有することをご承諾ください． 
●認定書：最終レポートを提出し，合格した修了生には，日本教育工学会から認定書が授与されます． 
●申し込み： 
＜会員用＞ 
会員専用ページ「入金確認・支払」より（「事前申込項目」から「2021 年度 大学教員のための FD
研修会」を選択して支払いに進んでください） 
https://www.jset.gr.jp/pg/member_s/login.php 

 
＜非会員用＞ 

https://www.jset.gr.jp/collection/index.php 
 
【企画者等】 
●企画：教育工学会  
●コーディネータ： 
市川尚（岩手県立大学）・岩﨑千晶（関西大学）・遠海友紀（東北学院大学）・甲斐晶子（熊本大

学）・勝又あずさ（成城大学）・嶋田みのり（東北学院大学）・杉浦真由美（北海道大学）・高橋暁子

（千葉工業大学）・千葉美保子（甲南大学）・根本淳子（明治学院大学）・松河秀哉（東北大学）・宮

川幹平（東海大学）・村上正行（大阪大学）・森幹彦（目白大学）・渡辺雄貴（東京理科大学） 

Japan Society for Educational Technology
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●認定ファシリテーター：

上田和子（武庫川女子大学）・鈴木浩子（日本薬科大学）・辰島裕美（金沢星稜大学女子短期大学

部）・矢島孔明（人間総合科学大学）

●監修：鈴木克明（熊本大学・日本教育工学会監事）

●幹事：遠海友紀（東北学院大学）・嶋田みのり（東北学院大学）

【お問合せ先】

Japan Society for Educational Technology
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SSIIGG 新新規規設設立立申申請請開開始始ののおお知知ららせせ 

2014 年度より実施してきた SIG 活動は，2021 年度に本学会が法人化したことを機にリニューアル

します．本学会の会員が発案したテーマをもとにした情報共有や研究開発を進め，学会員のコミュニ

ティ形成を図ります．Flexible, Open, Accountable の３つをキーワードに，SIG 主催の研究会やセミ

ナー等で年間を通して活動を行います．学会として，情報発信や場の提供，活動費の提供などのサポ

ートを行います．

SIG 新規設立のための申請の条件は下記の通りです． 
一，発起人となる SIG メンバーを５名以上有すること．メンバーの中に，代表および副代表を１名

ずつ，コアメンバーを３名以上含むこと．

一，代表・副代表については，日本教育工学会に５年以上所属している正会員であること．

一，代表・副代表については，それぞれ全国大会もしくは研究会において５年以内で５回以上発表

を行っていること（連名含む）．

一，代表・副代表のうち，少なくとも１名が，日本教育工学会誌（ショートレター特集号を含む）

に論文が掲載されていること．

一，コアメンバーに少なくとも１名の本学会理事または代議員を含むこと．

一，代表・副代表・コアメンバーは，他の代表・副代表・コアメンバーを兼ねることはできない．

詳細は https://www.jset.gr.jp/new-sig/ をご覧下さい． 

 SIG  新規設立申請の締め切りは  10  月  31 日です． SIG 新規設立申請のお申し込みおよびお問い合わ

せは， SIG 委員会（ ）までお寄せ下さい． 

Japan Society for Educational Technology
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日日本本教教育育工工学学会会論論文文誌誌  特特集集号号  論論文文募募集集（（第第一一報報））  

「「特特集集：：CCOOVVIIDD--1199 以以降降のの高高等等教教育育のの新新展展開開：：学学習習環環境境のの改改善善・・  

改改革革・・革革新新」」 

2020 年春以降続いている COVID-19 の流行は，初等・中等教育だけでなく高等教育にも大きな影響

を与え，従来多くの大学において一部の教員だけの取組であった ICT 活用教育を，全国のほとんどの教

員が担当せざるを得ない状況を作り出しました．その後，大学が置かれている状況に応じて徐々に対面

授業が再開されているものの，高等教育は COVID-19 流行前とは異なる様相を見せる可能性が高いと

言えそうです．教育工学を研究する者の多くは，まず，緊急避難的措置として始まったオンライン授業

においてノウハウや知見の提供を求められ，次に，そのレジェンドを活かす教育・学習環境の改善に取

り組んでいると考えられます．今回の特集号では，このような実践や，COVID-19 を経た高等教育から

得ることができる知見を募集します．

1．対象分野

本特集号で募集する論文テーマの例を示します．COVID-19 の流行が高等教育に与えた影響，あるい

はこれから与える影響を含むリサーチクエスチョンを歓迎します．以下のテーマはあくまで例であり，

高等教育の様々な側面に焦点を当てた研究を幅広く募集します．

（1） オンラインライブ授業の教授法，授業設計，授業実施に必要なスキル

（2） ハイブリッド・ハイフレックス型授業を支えるシステム開発

（3） オンラインアクティブラーニングのファシリテーション，学習支援

（4） オンデマンドコンテンツの開発，活用方法

（5） オンラインテスト等，遠隔での学習成果測定方法

（6） COVID-19 の下での FD とその効果

（7） ポスト・ウィズコロナ時代の学習環境整備，教育質保証

2．募集論文の種類 

通常の論文誌と同様に，「論文」「システム開発論文」「教育実践研究論文」「資料」「寄書」を募集しま

す．それぞれの論文種別については，投稿規定をご覧下さい．論文の査読は，通常の論文誌の場合と同

じです．ただし，査読は２回限りとし，編集委員会が示した掲載の条件を修正原稿で満たさない場合は

採録になりません．「ショートレター」として既に掲載されている内容を発展させて「論文」として投稿

することも可能ですが，単に分量を増やして詳細に説明しただけでは発展させたことになりませんので

ご注意下さい．なお，本特集号へ投稿された論文が特集号編集委員会にて対象分野外と判断された場合

には，一般論文として扱うことになります．あらかじめご了承下さい．

3．論文投稿締め切り日（2022 年 11 月発行予定） 

論文投稿締切は 2022 年 02 月 10 日（木）17 時，最終原稿提出締め切りは同じく 02 月 17 日（木）

17 時です． 

投稿原稿提出締切（電子投稿）：2022 年 02 月 10 日（木）17:00 
最終原稿提出締切（電子投稿）：2022 年 02 月 17 日（木）17:00 

4．論文投稿の仕方 

原稿は，「執筆の手引」（https://www.jset.gr.jp/journal/instructions-for-authors/）に従って執筆し，

学会ホームページの会員専用 Web サイトから電子投稿して下さい．郵送による投稿は受け付けており

ません．

5．問い合せ先 

日本教育工学会事務局

Japan Society for Educational Technology
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6．特集号編集委員会 

特集号編集委員長 松田岳士（東京都立大学）  
特集号副編集委員長 田口真奈（京都大学）  重田勝介（北海道大学） 
特集号幹事 渡邉文枝（早稲田大学）  長濱澄 （東京工業大学） 
委員（50 音順） 市川尚 （岩手県立大学） 稲垣忠 （東北学院大学） 
 岩崎千晶（関西大学） 大浦弘樹（東京理科大学） 
 大山牧子（大阪大学） 倉田伸 （長崎大学） 
 米谷雄介（香川大学） 今野貴之（明星大学） 
 瀬戸崎典夫（長崎大学） 時任隼平（関西学院大学） 
 冨永敦子（公立はこだて未来大学） 伏木田稚子（東京都立大学） 
 藤本徹（東京大学） 舟生日出男（創価大学） 
 光原弘幸（徳島大学） 村上正行（大阪大学） 
 森裕生 （鹿児島大学）  

 
  

Japan Society for Educational Technology
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シショョーートトレレタターー増増刊刊号号論論文文募募集集ののおお知知ららせせ（（第第一一報報））
日日本本教教育育工工学学会会論論文文誌誌  vvooll..4466  SSuuppppll..のの発発行行  

論論文文受受付付締締切切：：22002222 年年 0044 月月 0011 日日（（金金））1177::0000  

日本教育工学会論文誌 vol.46,Suppl.は，年１

回発行されるショートレターの増刊号です．

奮ってご投稿下さい．

投稿規定に明記していますが，以下の点を投

稿にあたってご注意下さい．

1. ショートレターは，教育工学に関する，実

践的な研究成果，新しい試みやその結果

等，教育システム開発等を記述したもの．

新規性（オリジナリティ）は必ずしも高く

なくても，実践研究の方法と成果を明確に

記述したものです．

2. 刷り上がり４ページ厳守です．（４ページを

超えるものは採録しない）

3. 筆頭著者（ファースト・オーサー）は本学

会会員であることが条件です．あるいは，

筆頭著者が投稿時に入会手続きおよび会費

納入等をすることが必要です．なお，各会

員はショートレターを年１編に限り投稿で

きます.
4. 2022 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

連名著者は避けて下さい．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

（2022 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

08 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/journal/instructions-for-
authors/）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 

Japan Society for Educational Technology
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学学会会ホホーームムペペーージジのの更更新新情情報報ににつついいてて  
広広報報委委員員会会  

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 7 月にリニューアルしました

日日本本教教育育工工学学会会広広報報委委員員会会 WWeebb 更更新新情情報報  

文責：登本洋子（東京学芸大学）

FFaacceebbooookk  TTwwiitttteerr  

Facebook： （ 09  月  17  日  11  時現在  53 人） 
（ 09  月  17  日  11  時現在  107 人） Twitter：

Japan Society for Educational Technology
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一一般般社社団団法法人人日日本本教教育育工工学学会会第第 1199 期期第第４４回回理理事事会会報報告告  
 
日時：令和 03 年 06 月 22 日（火）～25（金） 
場所：電子メールによる 
出席：理事    堀田龍也 会長，美馬のゆり 副会長，村上正行 副会長，室田真男 副会長， 

山内祐平 副会長，赤倉貴子，岩﨑千晶，大久保昇，緒方広明，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，益子典文，益川弘如，松河秀哉，望月俊男，森田裕介，森本康彦 

監事    鈴木克明，吉崎静夫 
総務委員会 池尻良平，伏木田稚子 

（合計 29 名） 
 
1．前回の理事会等議事録の承認について 

第 19 期第３回理事会記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 06 月 25 日現在の総会員数は 3,321 名となっ

た． 
 
3．各種委員会から 
（1）戦略・国際 

委員および委員役職変更が提案され，承認した． 
（2）大会企画委員会 

秋大会フルオンラインでの実施および参加費が提案され，承認した． 
（3）編集委員会 

学会誌の発行スケジュールに関する報告があった． 
（4）総務委員会 

以下について，確認がなされた． 
 令和４年度科学技術分野の文部科学大臣表彰科学技術賞，若手科学者賞及び研究支援賞 

受領候補者の推薦について（文部科学省 より） 
 第 20 回日本情報オリンピック実施報告 

（特定非営利活動法人情報オリンピック日本委員会 より） 
 

4．その他 
（1）郵送物について，確認した． 
（2）今後の理事会日程を確認した． 
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一一般般社社団団法法人人日日本本教教育育工工学学会会第第 1199 期期第第５５回回理理事事会会報報告告  
 
日時：令和 03 年 07 月 17 日（土）14:40～17:40 
場所：遠隔会議システム（Zoom） 
出席：理事    堀田龍也 会長，美馬のゆり 副会長，村上正行 副会長，室田真男 副会長， 

山内祐平 副会長，赤倉貴子，岩﨑千晶，大久保昇，緒方広明，小柳和喜雄，北澤武， 
重田勝介，瀬戸崎典夫，高橋 純，永田智子，西森年寿，根本淳子，益川弘如， 
松河秀哉，望月俊男，森田裕介，森本康彦 

監事    鈴木克明，吉崎静夫 
総務委員会 池尻良平，伏木田稚子 

（合計 26 名） 
 

議題１ 前回の理事会記録の承認について 
一般社団法人日本教育工学会第 19 期第４回理事会記録が提案され，承認した． 

議題２ 新入会員の承認について 
会員の移動状況が報告され，承認した．2021 年 07 月 17 日現在の総会員数は 3,348 名とな

った． 
 

各種委員会から 
議題３（編集） 
 編集委員会 

 論文誌編集進捗状況ならびに特集号 45 巻３号，45 巻 Suppl.号の編集委員と論文誌発行スケジュ

ール，特集号 46 巻３号の編集幹事が報告された．ITEL の編集進捗状況ならびに J-STAGE Web サ

イト用のロゴ案が報告された．ITEL Author Guidelines CTA 改定，ITEL CTA（Copyright Transfer 
Agreement） ，ITEL APC（article processing charge） の記載追加が提案され，承認した． 

議題４（戦略・国際） 
 企画戦略国際委員会 

 AECT 大会での JSET 報告が提案された． 
 重点活動領域委員会 

 重点活動領域の部会長候補が提案され，承認した． 
 企画戦略 WG  

 メンバーの追加が提案され，承認した．ミッション達成ロードマップ案について説明がなされた．  
議題５（会員サービス） 
 SIG 委員会 

 重点領域やこれまでとの違いを踏まえた SIG 活動の考え方，2022-2023 年度 SIG 新規設立申請

要項（案）が提案され，承認した． 
 大会企画委員会 

 秋季全国大会研究発表 （ポスター） のシステム改修の論点，改修にかかる経費，管理画面の有

無とサーバ契約の形態に基づく改修案について説明がなされた．年間サーバ契約・前回流用の C 案

が提案され，承認した．今大会のシンポジウム２の登壇者，2022 年度・2023 年度秋季全国大会の

日程と会場について報告がなされた． 
 春季全国大会までのスケジュール，シンポジウムについて提案がなされた．自主企画セッション

と学生セッション，会場，現地開催可否に関する会場校のポリシー，ハイブリッド・オンライン開

催の可能性の検討が報告された． 
 研究会委員会 

 研究会の参加実績，今後の研究会の実施形態，研究会の新しい運営状況，J-STAGE の掲載状況

について報告がなされた．2022 年 05 月研究会の会場の変更，委員の交代が提案され，承認した． 
 FD 研修会開催 

 「大学教員のための FD 研修会」の開催が提案され，承認した． 
議題６（広報・顕彰・総務） 
 顕彰委員会 

 研究奨励賞の第二段投票結果が説明され，合計点の高い上位２名に付与する案を承認した．論文
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賞の第二段投票結果が説明され，合計点の高い上位１論文に付与する案を承認した． 
 総務委員会 

 委員会関連規程が提案され，承認した．ロゴ使用に関する取扱について （内規） 提案され，承

認した． 
 広報委員会 

 ニューズレター250 号の編集スケジュールが提案され，承認した． 
議題７（特別委員会） 

 特別委員会で検討してきた論文の扱いについて，執行部で検討することを承認した． 
 
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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一一般般社社団団法法人人日日本本教教育育工工学学会会第第 1199 期期第第６６回回理理事事会会報報告告  
 
日時：令和 03 年 08 月 24 日（火）～27（金） 
場所：電子メールによる 
出席：理事    堀田龍也 会長，美馬のゆり 副会長，村上正行 副会長，室田真男 副会長， 

山内祐平 副会長，赤倉貴子，岩﨑千晶，大久保昇，緒方広明，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，益子典文，益川弘如，松河秀哉，望月俊男，森田裕介，森本康彦 

監事    鈴木克明，吉崎静夫 
総務委員会 池尻良平，伏木田稚子 

（合計 29 名） 
 
1．前回の理事会等議事録の承認について 
第 19 期第５回理事会記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 08 月 27 日現在の総会員数は 3,318 名とな

った． 
 

3．各種委員会から 
（1）編集委員会 

ITEL の刊行に関する業務委託契約が提案され，承認した． 
学会誌の発行スケジュールの報告があった． 

（2）広報委員会 
ニューズレター250 号の編集スケジュールの報告があった． 

（3）研究会委員会 
12 月 04 日の研究会（京都産業大学（京都市））の開催形態の報告があった． 

（4）会員サービス 
SIG 活動の考え方が提案され，承認した． 
SIG 委員会規程（案）が提案され，承認した． 

 
4．その他 
（1）今後の理事会日程を確認した． 
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新新入入会会員員（（22002211 年年 0055 月月 1100 日日～～22002211 年年 0066 月月 0077 日日））  
入入会会申申込込者者  2288 名名（（正正会会員員：：2211 名名，，准准会会員員：：３３名名，，学学生生会会員員：：４４名名））  

正会員（21 名） 
肥後梨恵子(東京工科大学) 
下平菜穂(信州大学) 
宮下達哉(文教大学) 
川上暁子(武蔵野大学) 
松本明日香(愛知淑徳大学) 
神山素来(学校法人桐蔭学園) 
森一平(帝京大学) 
稲垣善律(津田塾大学) 
遠藤健一(東京学芸大学大学院) 
小島隆次(滋賀医科大学) 
上野雄己(東京大学) 

萩原悟一(九州産業大学) 
朴炫宣(大阪大谷大学) 
永田真吾(山梨大学) 
小林直木(摂南大学) 
林朝子(三重大学) 
西谷尚徳(立正大学) 
瀧ヶ平悠史(北海道教育大学) 
藤山一郎(和歌山大学) 
川越至桜(東京大学) 
宮島新(信州大学) 
 

 

准会員（３名） 
伊藤寛(デロイトトーマツ 

コンサルティング合同会社) 
橋本泰央(帝京短期大学) 
上岡伸(岡山県総合教育センター) 
 
学生会員（４名） 
袁通衢(京都大学大学院) 
狩野稜己(東京学芸大学大学院) 
赤羽泰(横浜国立大学) 
高島公美(鳴門教育大学大学院) 

以上 
  

新新入入会会員員（（22002211 年年 0066 月月 0088 日日～～22002211 年年 0077 月月 0066 日日））  
入入会会申申込込者者  3300 名名（（正正会会員員：：1122 名名，，准准会会員員：：１１名名，，学学生生会会員員：：1177 名名））  

正会員（12 名） 
藤原美佳(中国短期大学) 
蜂須賀知理(東京大学) 
内田貴峰(埼玉医科大学短期大学) 
河村優詞(町田市立本町田小学校・ 

知的障害児教育ラボ) 
吉村嘉文(各務原市教育委員会) 
門間政亮(宇部フロンティア大学

短期大学部) 
細川慎二(秋田大学) 
江原遥(東京学芸大学) 
白石寛子(立命館アジア太平洋大学) 
藤本正己(徳島文理大学) 

小林美緒(阿南高専) 
鴻巣敬(東京学芸大学附属世田谷

小学校) 
 

准会員（１名） 
中西里果(小田原短期大学) 
 
学生会員（17 名） 
藤原尚志(東京理科大学) 
小山陸(東京理科大学) 
吉森航平(東京理科大学) 
松峯笑子(創価大学) 
谷口陽聖(同志社大学大学院) 

大谷温理(明治大学) 
佐藤真大(上越教育大学院) 
黒宮寛之(京都大学大学院) 
山本あすか(武庫川女子大学) 
増永遥介(立命館大学大学院) 
久保田淳(東京学芸大学大学院) 
小町昌輝(東京理科大学大学院) 
塚村祐希(東京大学大学院) 
井村明子(鳴門教育大学大学院) 
梅川紗綾(桜美林大学大学院) 
麻生智史(京都工芸繊維大学大学院) 
加納勇輝(東京理科大学大学院) 

以上 
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新新入入会会員員（（22002211 年年 0077 月月 0077 日日～～22002211 年年 0088 月月 1111 日日））  
入入会会申申込込者者  5522 名名（（正正会会員員：：2244 名名，，准准会会員員：：４４名名，，学学生生会会員員：：2244 名名））  

正会員（24 名） 
河尻純平(鈴鹿医療科学大学) 
中村寛治(アルー株式会社) 
林雅子(東北大学) 
鈴木直樹(東京学芸大学) 
市川治(滋賀大学) 
寺田将春(鹿児島純心女子大学) 

白谷智宣(第一薬科大学) 

CAI YUYING(名古屋大学大学院) 

秋澤武志(神奈川県教育委員会) 

煮雪亮(北海道大学) 

飯泉正人(牛久市立向台小学校) 

金子淳(三重大学) 

鈴木道代(創価大学) 

佐々木さくら(創価大学) 

清田雄二(日本文理大学) 

若田忠之(早稲田大学) 

安永太地(愛知教育大学大学院・静

岡大学大学院教育学研究科共同教

科開発学専攻) 

加藤眞由美(東北公益文科大学) 

和久田高之(神奈川県立相模原中

央支援学校) 

石川夏子(目白大学) 

大熊誠二(帝京大学) 

杉達郎(相模原看護専門学校) 

早川明徳(北海道職業能力開発 

大学校) 

福岡辰彦(石川県立金沢二水 

高等学校) 

 
准会員（４名） 
宋銘倫 
田中冴(聖心女子大学) 
栢木紀哉(摂南大学) 
LAMHO TIM(株式会社アスク出版) 
 
学生会員（24 名） 
細野梓(東京理科大学) 
張昱彤(東京大学) 
可知穂高(静岡大学大学院) 
久保槙祐野(明治大学大学院) 
奥野将太(熊本大学) 
南千尋(早稲田大学) 

村上綾菜(お茶の水女子大学) 
坂本昌宏(熊本大学大学院) 
新村涼一(信州大学大学院) 
大池淳一(鳴門教育大学) 
加藤陽(東京工業大学大学院) 
大鋸雅行(熊本大学大学院) 
今津直也(横浜国立大学) 
石井幸司(東京学芸大学大学院 

連合学校教育学研究科) 

下﨑高(信州大学) 
池野真央(東京工業大学大学院) 
常田泰宏(東北大学) 
中山毬子(常葉大学) 
山本世名(大阪大学大学院) 
安川隼(東京大学) 
初見香菜子(早稲田大学) 
栗田瑞樹(信州大学教職大学院) 
佐藤慎晃(横浜国立大学教職大学院) 
竹下比登美(鳴門教育大学大学院)  

以上 
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新新入入会会員員（（22002211 年年 0077 月月 0077 日日～～22002211 年年 0088 月月 1111 日日））  
入入会会申申込込者者  5522 名名（（正正会会員員：：2244 名名，，准准会会員員：：４４名名，，学学生生会会員員：：2244 名名））  

正会員（24 名） 
河尻純平(鈴鹿医療科学大学) 
中村寛治(アルー株式会社) 
林雅子(東北大学) 
鈴木直樹(東京学芸大学) 
市川治(滋賀大学) 
寺田将春(鹿児島純心女子大学) 

白谷智宣(第一薬科大学) 

CAI YUYING(名古屋大学大学院) 

秋澤武志(神奈川県教育委員会) 

煮雪亮(北海道大学) 

飯泉正人(牛久市立向台小学校) 

金子淳(三重大学) 

鈴木道代(創価大学) 

佐々木さくら(創価大学) 

清田雄二(日本文理大学) 

若田忠之(早稲田大学) 

安永太地(愛知教育大学大学院・静

岡大学大学院教育学研究科共同教

科開発学専攻) 

加藤眞由美(東北公益文科大学) 

和久田高之(神奈川県立相模原中

央支援学校) 

石川夏子(目白大学) 

大熊誠二(帝京大学) 

杉達郎(相模原看護専門学校) 

早川明徳(北海道職業能力開発 

大学校) 

福岡辰彦(石川県立金沢二水 

高等学校) 

 
准会員（４名） 
宋銘倫 
田中冴(聖心女子大学) 
栢木紀哉(摂南大学) 
LAMHO TIM(株式会社アスク出版) 
 
学生会員（24 名） 
細野梓(東京理科大学) 
張昱彤(東京大学) 
可知穂高(静岡大学大学院) 
久保槙祐野(明治大学大学院) 
奥野将太(熊本大学) 
南千尋(早稲田大学) 

村上綾菜(お茶の水女子大学) 
坂本昌宏(熊本大学大学院) 
新村涼一(信州大学大学院) 
大池淳一(鳴門教育大学) 
加藤陽(東京工業大学大学院) 
大鋸雅行(熊本大学大学院) 
今津直也(横浜国立大学) 
石井幸司(東京学芸大学大学院 

連合学校教育学研究科) 

下﨑高(信州大学) 
池野真央(東京工業大学大学院) 
常田泰宏(東北大学) 
中山毬子(常葉大学) 
山本世名(大阪大学大学院) 
安川隼(東京大学) 
初見香菜子(早稲田大学) 
栗田瑞樹(信州大学教職大学院) 
佐藤慎晃(横浜国立大学教職大学院) 
竹下比登美(鳴門教育大学大学院)  

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１０月～２０２２年０３月
・	 	２０２１年１０月１６日（土）～１７日（日）＜全国大会＞
２０２１年秋季全国大会（オンライン開催）

・	 	２０２１年１０月３０日（土）研究会「メディア・リテラシー
／一般」（オンライン開催）

・	 	２０２１年１２月０４日（土）研究会「高等教育の質保証
／一般」（オンライン開催）

・	 	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）

◎国際会議の案内
２０２１年１１月～１２月
・ICCE	2021
	 https://icce2021.apsce.net
	 (2021,	11/22	–	26,	Online)
・IEEE	TALE	2021
	 http://tale2021.org
	 (2021,	12/05	–	08,	Hybrid)
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