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教教育育工工学学研研究究をを進進めめるるたためめののココミミュュニニテティィをを形形成成すするる  

委委員員会会活活動動  

日本教育工学会 副会長 村上正行（大阪大学）
2022 年 03 月 

堀田龍也会長のもと，一般社団法人日本教育工学会の新たな体制がスター
トして１年が経とうとしております．ニューズレターにおける副会長の挨拶
シリーズも第４回，最後となりました．会員サービス向上担当の村上正行が
務めさせていただきます．

私が担当する委員会は，大会企画委員会，研究会委員会，SIG 委員会とな
ります．会員のみなさまに研究を発表していただく，議論をして研究を深め
ていく，新しい研究の情報を収集してもらう，といった場を提供することが
目的となります．

大会企画委員会では，2019 年より年２回の開催となった全国大会の企画，
運営を行っています．森田裕介委員長のもと，春季大会と秋季大会の役割分
担と連携，包括的な運営を目指しています．秋季大会は「じっくり議論」を目的として，ポスター発
表やチュートリアル，キーノート・シンポジウムを実施しています．春季大会は「ゆったり発表」を
目的として，口頭発表や学生セッション，自主企画セッションなどを実施しています．それぞれ，根
本淳子副委員長（秋季担当），松河秀哉副委員長（春季担当）のもと，大会企画委員会，大会実行委
員会のみなさんにご尽力いただいております．
 研究会委員会では，年４回の研究会を開催しています．西森年寿委員長，森本康彦副委員長のも
と，さまざまな改革が進められています．2021 年度より年間パス制度を導入し，会員のみなさまに
とって複数回の参加がしやすくなっています．また，研究報告集を電子化し，J-Stage で公開される
ようになったことで，研究内容の共有がしやすくなりました．非会員の方による発表や参加も多数あ
り，本学会の活動内容を知ってもらう役割も果たしています．

SIG 委員会では，2014 年度からスタートした SIG（Special Interest Group）の運営支援を行い
ます．SIG は会員の発案したテーマに基づいて情報共有や研究開発を進めていく活動で，2020 年度
まで２期６年，研究会やセミナーなどが活発に行われてきました．2022 年度からリニューアルし，
新たに５つの SIG が活動を始めることになりました．永田智子委員長，重田勝介副委員長のもと，
各 SIG の積極的な活動が進められていくこと，期待しています． 

みなさまもご存知の通り，2020 年からコロナウイルス感染症（COVID-19）の影響で，さまざま
なイベントがオンラインでの開催となりました．この状況で，教育工学ができることはなにか，とい
うことを考え，模索しながら準備や運営をしてきました．オンライン開催によって，研究会の参加者
は増加するなど，イベントへの参加がしやすくなるといったメリットもあります．しかしながら，会
員同士の新しいつながりが生まれにくい，といったデメリットもあり，難しさを改めて実感していま
す．ニューノーマル時代において，教育工学研究を進めるためのコミュニティを形成していくことが
できるように，さまざまな面において努力していきたいと思います．

会員サービス向上の担当副会長として，会員のみなさまが本学会で活動することによって，研究を
いい形で進められる，深められるような環境を提供していきたいと思いますので，ご意見，ご要望な
どありましたら，遠慮なくご連絡いただければ幸いです．ぜひ，日本教育工学会を楽しく盛り上げて
いきましょう．
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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 3388 回回代代議議員員総総会会  公公示示  

下記の要領で第 38 回代議員総会を開催いたします． 
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 2022 年 03 月 17 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 2022 年 03 月 20 日（日）13:00～

2．会場 
オンライン開催（Zoom）

3．代議員総会の議題 
第１号議案 2021 年（2021 年 01 月 04 日～2021 年 12 月 31 日） 

事業報告及び収支決算承認の件
第２号議案 2022 年（2022 年 01 月 01 日～2022 年 12 月 31 日） 

事業計画及び収支予算案承認の件
第３号議案 事務所移転に伴う定款の改定について

議案資料は，03 月 01 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 会長 堀田龍也
2022 年 02 月 21 日 

電子メール未登録の方は事務局（ ）にお問い合わせ下さい．
※ 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．
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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（（最最終終報報））  
 

日本教育工学会 2022 年春季全国大会は鳴門教育大学にて開催予定でしたが，新型コロナウイルス
感染症対策として，オンライン開催となりました．多くの方々のご参加をお待ちしています． 

 
1. 開催期日・会場 

期日：2022 年 03 月 19 日（土）～03 月 20 日（日） 
会場：オンライン開催 
ホスト校：鳴門教育大学 
 
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 19 日（土） 03 月 20 日（日） 

0088::4455～～0088::5555  
  オープニングセレモニー 
 
0099::0000～～1100::3300  
  研究発表 
 
 
1100::4400～～1122::1100  
  研究発表／重点企画セッション 

  
  
  
0099::0000～～1100::3300  
  研究発表／学生セッション／ 
  自主企画セッション 
 
1100::4400～～1122::1100  
  研究発表／学生セッション 

1133::3300～～1155::2200  
  研究発表／学生セッション 
 
 
 
 
 
 
 
 
1155::3300～～1177::2200  
  研究発表／学生セッション／ 
   International Session 

1133::0000～～1133::5500  
  代議員総会 
 
1144::0000～～1144::1100  

全体会 
 
1144::1100～～1144::3300  

SIG セッション 
 
1144::4400～～1166：：4400  
  シンポジウム 
 
1166::4455～～1177::0000  
  クロージングセレモニー 

1188::0000～～2200::0000  
   懇親会 

  

 
3. 今大会での注目点・注意点 
（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ください．冊子版の販売はございません． 
（2）セッション・企画について 
・ 春季全国大会の発表は，口頭発表のみとなります． 
・ 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ます．また，研究発表とは別に自主

企画セッション，International Session を開催します． 
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・ 一般研究発表と学生セッションのテーマのカテゴリーは 2020 年度までの SIG のテーマに従った

ものとなります．

・ 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．

（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を含んだ価格となります．

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．

（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 2022 年 03 月 11 日（金）17:00 で，振込・振替での期限は 2022
年 03 月 14 日（月）です． 

参加費：聴講者

早割価格
11月 12日～03月 11日（17:00） 

一般価格
03 月 11 日（17:00） 
～03 月 20 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 

（2）参加費に関する注意点

（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/taikai40/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

・ 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．

事前（早割）支払期限以降に送金された場合は，一般（当日）参加の場合との差額をお支払いいた
だきます．事前（早割）支払期限までに発表者の参加費ならびに，上述差額についての納入が確認で
きない場合は，発表取り消しとなりますので，ご注意下さい．

お支払い後， 2022  年  03  月  15 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，返金自体はできません．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．

Japan Society for Educational Technology

5



6 
 

5. 一般研究（口頭発表） 

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． 
 
6．学生セッション 

・ 教育工学に関わる若手育成，若手研究の奨励を目的として，学生セッションを設置します． 
・ このセッションは学生のみの発表セッションで，通常の研究発表の後，セッション内でディスカ

ッションの時間（20 分間）を設け，発表について，発表者と参加者が深く議論することができる

ようにしております． 
 
7．International Session 

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．発表件数の都合上，今回は一般研究発表のセッションと発
表枠を共有して，１日目 15:30 からの実施を予定しております． 
 

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. 
 
8．各セッションの発表時間 

一般研究発表，学生セッション，International Session の発表時間は 20 分（発表 14 分，質疑応答
５分，交代１分）です. 
 
9．自主企画セッション 

自主企画セッションは日本学術振興会（JSPS），科学技術振興機構（JST）などの公的機関や財団
から受けた研究外部資金による研究成果の発信，普及を目的に，シンポジウムやワークショップなど
のセッションを自主企画し，実施するものです． 

 
自主企画セッション 1 03 月 20 日（日）9 時 00 分～10 時 30 分 
行動センシングが開く新たなエビデンスに基づく子どもの学びの理解 
 
昨今，個々の特性に応じた教育支援に向け学習ログ等の行動データの活用が期待されている．一方，

データ取得には課題が残る．特に，保育期や小学校低学年の子どものデータ取得は，限定される．こ
の問題に対して我々は，映像分析により，教室での子どもの振る舞いから教育活動への参加度抽出を
目指し定点観測を行い，AI を用いて子どもと先生の位置，顔・視線の向き，姿勢に関する分析を続け
ている．これらのデータから何が判り，それをどう使うか，計測システムの運用も含めて議論が必要
である．当日は，本手法の現状と可能性，さらに限界を示したうえで，本手法のメリットとデメリッ
ト，さらに倫理の問題について，参加者と共に議論したい． 

 
研究代表者：大森隆司（玉川大学） 
登壇者：山田徹志（玉川大学） 
    宮田真宏（玉川大学） 
    丸山真優子（玉川大学） 
 

10．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） 発表者は参加者が発表内容を撮影，録音，録画する可能性のあることを承知の上で発表して下
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さい．参加者に記録されると問題が生じる可能性がある場合には，発表者自身が参加者に記録

しないよう指示して下さい． 
（2） 撮影，録音，録画したものについて，日本国の著作権法が規定している範囲以外で利用される

場合は，発表者の許可をとって下さい． 
（3） 大会スタッフが記録用写真やニューズレター用写真を撮影します．撮影を拒否される方は，記

録係のスタッフに撮影しないようお伝え下さい． 
 
11．SIG セッション 

日本教育工学会では現在，研究グループである”Special Interest Group (SIG) ”で研究活動を活発に
進めています．それぞれの SIG からこれまでの研究テーマや活動，JSET における役割などを紹介し
ます. 

 
12．シンポジウム 

大会２日目の午後にはシンポジウム「教育工学における教育実践研究のススメ」が開催されます．  
 
開催趣旨 

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，教育工学における教育実践研究で直面する悩みを
いくつかとりあげ，研究アプローチ，初等中等教育，高等教育のそれぞれから悩みをどのように克服
しながら進めているのか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． 
 
第一部：教育実践研究の「質」をあげるために 

話題提供者：瀬戸崎 典夫（長崎大学），姫野完治（北海道教育大学），伏木田稚子（東京都立大学） 
司会：今野貴之（明星大学） 
 

第二部：教育工学における教育実践研究の発展 
パネリスト：山内祐平（東京大学），奈須正裕（上智大学），三石大（東北大学） 
司会：大山牧子（大阪大学） 

 
【プログラム】  
1．14:40～14:45 第一部 趣旨説明 
2．14:45～15:30 話題提供 

話題提供①：「研究方法に関する工夫と悩み」瀬戸崎典夫（長崎大学） 
話題提供②：「実践を対象化する際のスタンス・悩み・工夫」姫野完治（北海道教育大学） 
話題提供③：「授業での倫理的配慮の悩みと工夫」伏木田稚子（東京都立大学） 

3．15:30-15:40 全体討議（質疑応答含） 
4．15:40-15:45 第二部 趣旨説明 
5．15:45-16:35 パネルディスカッション（質疑応答含） 

パネリスト講演①：「日本教育工学会における教育実践研究」山内祐平（東京大学） 
パネリスト講演②：「日本教育心理学会における教育実践研究」奈須正裕（上智大学） 
パネリスト講演③：「教育システム情報学会における教育実践研究」三石大（東北大学） 

6．16:35-16:40 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． 
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13．懇親会について 

・ 日時：03 月 19 日（土）18:00～20:00
・ 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．

14．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．

15．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．

・ 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．

16．休憩室について 
会期中，発表用の zoom の部屋とは別に，自由に出入りいただける休憩室を設けます．休憩室の中

には参加者自身で移動できるブレイクアウトルームも複数設定しますので，適宜休憩室からブレイク
アウトルームに移動して会話を楽しむなど，参加者同士の交流等にご活用ください．

17．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 春季大会実行委員会
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）
松河秀哉（東北大学）
泰山裕 （鳴門教育大学）
椿本弥生（東京大学）
川面きよ（帝京大学）
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）
竹中喜一（愛媛大学）
辻宏子 （明治学院大学）
長濱澄 （東北大学）
村上正行（大阪大学）

実行委員長
実行副委員長
実行委員

藤村裕一（鳴門教育大学）
泰山裕 （鳴門教育大学）
川上綾子（鳴門教育大学）
藤原伸彦（鳴門教育大学）
江川克弘（鳴門教育大学） 
林向達 （徳島文理大学）

Japan Society for Educational Technology
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日日本本教教育育工工学学会会 22002211 年年秋秋季季全全国国大大会会（（第第 3399 回回））のの報報告告  
大大会会企企画画委委員員会会委委員員長長  森森田田裕裕介介（（早早稲稲田田大大学学））  

 
2021 年 10 月 16 日（土）～17 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

秋季全国大会（第 39 回）は，一般会員 414 人，学生会員 160 人，非会員 44 人，非会員学生 53 
人，関係者（企業展示，取材ほか）11 人の合計 682 人にご参加いただきました．多くの関係者の皆
様のご協力のおかげで無事に終えることができました．この場をお借りして御礼申し上げます． 

今回の実施に関しては，ハイブリッドで実施する予定でしたが，前回と同じく感染予防の観点から
やむを得ずオンライン１本に絞ることにいたしました．昨年の進め方を踏襲した運営を進めながら
も，より良い大会になるよう努めてまいりましたがまだ改善の余地があります．アンケートでも様々
なご意見を頂きましたので，次年度もさらに充実した大会となるよう努めてまいります． 

さて，第 39 回大会で行いましたキーノート・シンポジウム，President Talk，チュートリアルセ
ッション，企画セッションについて報告します．  
 

キキーーノノーートト・・シシンンポポジジウウムム  
 
＜シンポジウム１＞ 
 キーノートでは，溝上慎一（桐蔭学園）が「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」と題して講演した．未来への変革をもたらす「変革的コンピテンシ
ー」を定め，学びに向かう力・人間性等，主体的学習，OECD のエージェンシー，認知・非認知（社
会情緒的）スキルなどとの関係を説明した．そして「変革的コンピテンシー」「２つのライフ」「経
験への開かれ」によって特徴付けられる「時間・空間を拡張するエージェンシー」の重要性を述べ，
それらは DX や STEAM，GIGA スクール構想などと強く関連するとした． 
 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
題して，引き続き登壇の溝上のほか，パネリストとして，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），指定討論者として，堀田龍也（東北大学，
JSET 会長），コーディネータとして高橋純（東京学芸大学）によって討議が進められた． 
 長野は，「子ども同士の対話を生み出す ICT を活用した授業実践」と題して報告を行い，ICT の活
用を通して，自己，他者，対象世界との対話を通した学習の質を上げることができる一方で，AI が高
次の学力を直接的に育成するものではないと指摘した．重田は，「ICT を活用したコンピテンシー育
成の可能性と課題」と題して報告を行い，ICT によって，きめ細やかな学習評価，学習成果の可視化
と共有，コンピテンシー育成手法の多様化といった可能性がある一方で，過度な学習評価による学習
の妨げがあり得るといった課題を指摘した．塚田は，「福岡県の義務教育における ICT 活用推進の進
捗と課題」と題して報告を行い，本大会開催地である福岡県における教育の情報化について，授業や
学習指導の改善状況，教員研修，ICT 環境整備，市町村との連携など多岐にわたる観点からまとめた．
続いて，指定討論者の堀田から，コンテンツベースの指導からコンピテンシーやエージェンシー育成
に向かう際の，授業の設計原理，学習プラットフォーム等の設計原理などはどうあるべきか，教育す
る側のマインドセットの醸成のための工夫といった論点が示された．その後の討論では，アクティブ・
ラーニングと探究的な学習が重要な指導法になること，その際，時代が求める資質・能力への変化を
教師や保護者の側が実感を持って理解するにはどのようにすべきか，高度な資質・能力の育成は高度
であるが故に ICT による支援が重要となるといったことが話題となった． 
 

文責：コーディネータ 高橋純（東京学芸大学） 
 
＜シンポジウム２＞ 

学習者の履修・ 学習行動や成績・成果等の履歴，生活・健康面に関する情報，教師の指導履歴，
学校の設置者や経営に関する情報など，さまざまな教育データが蓄積されるようになった．シンポジ
ウム２では，「これからの社会における教育データの利活用を考える」と題し，教育データを教育活
動の改善にいかしていく意義や課題点について討議した．はじめに，基調講演として国立情報学研究
所の喜連川優所長より，「教育のデータ駆動化―コロナがもたらすニューノーマル―」をいただい
た．コロナ禍による学会や大学のオンライン／ハイブリッド化が進んだ現状を振り返った後，データ
駆動型教育の例として，高等教育における MOOC や LMS 上での学修行動の可視化，初等中等教育
における校務データと学習データの連携等の取り組みを紹介した上で，医療分野におけるコホート調
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査と同様に教育においても長期的視点からデータを蓄積・分析する重要性を指摘した．さらに，米国
の EDFacts を取り上げ，学区レベルの詳細なデータが公開されており，コロナ禍によるオンライン
化の影響が可視化されているとした．日本の高等教育においてもコロナ禍以降，増加した教育データ
に関する知見，講義のシェアリングなどの取り組みがはじまっており，国立情報学研究所としても
SINET6 による通信基盤とともに研究データ基盤の構築を進めており，今後，避けられない潮流で
あるデータ駆動による教育研究の高度化に積極的に取り組んでほしいと訴えた． 

次に，パネリストとして東京学芸大学大学院およびスタディサプリ教育 AI 研究所所長の小宮山利
恵子より，教育 DX の推進に必要なこととして報告がなされた．スタディサプリの現状紹介のあと，
GIGA スクール構想が前倒しされた結果，抜本的な構造改革を意味する DX を進めるためには，授業
だけでなく既存の制度や教員養成等，広範囲な変化を起こしていく必要があるとした．スタディサプ
リの研究事例として，算数・数学のつまずきの分析，レコメンドの効果検証，AI の活用による授業
動画の字幕データなどが示された．最後に，教員養成の問題として教師にこれから求められる資質と
して，データと対面の観察をもとに児童生徒の状況をより適切に把握し，学びの支援にいかす力が求
められるとした． 

首都大学東京の松田岳士からは高等教育における教学 IR の立場から教育データの活用にまつわる
課題とその解決に向けた報告がなされた．教学 IR の確立に向けた課題として「意思決定への関与」
「学びの改善」「ベンチマーク」「人材確保」の 4 つを指摘した．それぞれへの解決策として順
に，大学執行部と IR 室の間での KPI 等の指標を共有し RQ 策定時に IR 室が関与すること，教育・
学修データ使用の手続きを確立しデータによる予測・助言を実現すること，情報公開に対する社会的
コンセンサスを形成し国際的なデータ標準に参加すること，IR 担当者のスキルセットを明確化し資
格等の認定システムを構築するなどの提案がなされた．最後に，大学の EBPM 実現には組織的な課
題が多いが学習を変革するためのデータ活用には教育工学の知見が役立つと指摘した． 

指定討論者である大阪大学の村上正行からは，ラーニングアナリティクスや大学の FD における
データ活用等に取り組んできた立場から DX 時代における LX(Learning Transformation）を進めて
いく上で，1-1）教育データの活用において各主体に何を期待するか，1-2）教育データを活用してど
んな学習・教育を期待するか，2）今後の教育データ活用に対する教育工学への期待の３つの問いが
投げかけられた．討議からは，データのオープン化・共有化する文化をつくり，知見の蓄積を加速し
ていくために，公と民がすべきことを整理すること，データ活用の前提となる ICT 環境・サービス
を学校が積極的に活用すること，政府自治体は高校も含めてその後押しをすること，保護者のマイン
ドセットをアップデートすること，大学では教員だけでなく職員の積極的な関与，データ活用に関す
る基準づくり，IR の専門職化，教育工学の研究成果を広く社会で活用できるようにしていくこと
等，多方面からの提案がなされた．最後に，教育データの活用に向けたマインドセットの転換に向け
て，失敗することや法律等の制約に萎縮せずに挑戦すること，挑戦や失敗に対して寛容な社会へ向け
て情報発信を行なっていくこと等の重要性をそれぞれの立場から語り，討議のまとめとした． 

 
文責：コーディネータ 稲垣忠（東北学院大学） 

 

PPrreessiiddeenntt  TTaallkk  
 
President talk は，大会 2 日目 9 時 30 分より行われた．本年度は，中国教育技術協会（CAET）の

Quanlong Ding 理事，韓国教育工学会（KSET）の Innwoo Park 会長，米国教育コミュニケーション
工学会（AECT）の Xun Ge 会長の 3 名を迎え，本学会の堀田龍也会長とともに，各学会の活動や各
国の研究動向に関する話題提供を行った． 

Ding 理事からは，学会が推進している教育工学実践について，Park 会長からは，研究論文の分析
による学会の研究動向について，Ge 会長からは，研究を発展させるための学会戦略，それぞれ話題提
供があった．さらに，堀田会長からは，学会として推進するべき教育工学研究について報告があった． 
各発表の後，蒋妍（早稲田大学・企画戦略国際委員会委員）の司会のもと，発表内容や参加者からの
質疑を踏まえての発表者間の全体討論が行われた．各発表者同士による意見交換を通じ，今後の連携
に向けて，新たな展望が見出された． 

本年度は新たな取り組みとして日英同時通訳をつけ，参加者は 130 名を超え，これまでで最多の参
加があったことからも，President Talk に対する関心の高まりがうかがえた．さらに，各学会会員に
も広く視聴いただくことを目的に，大会終了後３週間限定での動画配信実施し，日英合計で 200 回近
い再生があった． 
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概要は，2021 年秋季全国大会ウェブサイトのプログラムページ 
（https://www.jset.gr.jp/taikai39/session.html ）よりご覧いただきたい． 
 
各発表者と講演タイトルは下記の通りである． 

・Quanlong Ding（CAET 理事，華南理工大学） 
The States & Future Treads of Educational Informalization in China 

・堀田 龍也（JSET 会長，東北大学） 
Using Educational Technology to Support Learning for the New Normal 

・Innwoo Park（KSET 会長，高麗大学校） 
Current Trends of Educational Technology Research in Korea 

・Xun Ge（AECT 会長，オクラホマ大学） 
AECT into the Future: Strategic Planning to Thrive in Response to Dynamic Changes 
in Educational Technology 
 

 
President Talk の様子（全体討論） 

 文責：千葉美保子（甲南大学） 
 

チチュューートトリリアアルルセセッッシショョンン  
 
 今年度は，動画や各種資料の事前公開は行わず，すべて当日のリアルタイムセッションのみとし
た．いずれのセッションにも，100 名程度の方々にご参加いただいた． 

チュートリアルセッション１「JSET へようこそ！研究会と全国大会の楽しみ方」（10 月 16 日（土）
９時 30 分～10 時）では，はじめに，日本教育工学会会長の堀田龍也（東北大学）より，本学会の会
員数および，全国大会，研究会，重点活動領域が紹介された．その後，これまでの経歴と JSET での
さまざまな出会いについて，「（発表について）いろんな研究者にコメントをもらう」「同世代と交わる」
「研究の着想段階で議論できる仲間をつくる」「運営のお手伝いをする」などの経験が語られた．フロ
アからは，「JSET に対して温かみを感じられた」「行き詰っている研究生活のヒントと励みになった」
「まずは発表の場をたくさん経験していきたい」など，前向きな声が寄せられた．続いて，コーディ
ネータの伏木田（東京都立大学）より，研究会の醍醐味と今後の日程，全国大会の目的および大会サ
イト「Live & On Demand Site」や専用の Twitter アカウントが案内された． 

チュートリアルセッション２「論文賞受賞者に聞く，査読対応の極意」（10 月 17 日（日）９時～９
時 30 分）では，2017 年に論文賞を受賞された瀬戸崎典夫（長崎大学）と合同英文誌 ITEL 共同編集
委員長の望月俊男（専修大学）のラジオトーク形式で進められた．「回答書のポイントは」「査読対応
時に大手術が必要になったときはどうするのか」という質問に対しては，「評価で何を明らかにしよう
としたのか，何のために行ったのかについて説明不足があった．」「回答書は査読者との対話の場．査
読者に指摘されたところに論文の不備があるため，そこを読み解くことに時間をかける．」との回答を
いただいた．また，「どのような基準で投稿しようと思うのか」という論文執筆に関する問いには，
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「（研究の）賞味期限は長くないため，できるだけ早く出したい．この日までに出すという論文化計画
をつくっている．」など，具体的な経験が述べられた． 

チュートリアルセッション３「一発返戻を避けるための心構え」（10 月 17 日（日）９時 30 分～10
時）では，日本教育工学会副会長・編集長の山内祐平（東京大学）より，会員数に対する論文投稿数
と採択数の割合，教育的な査読を主とする基本方針が説明された．続けて，査読経験のある深谷達史
（広島大学）より，一発返戻を回避する対策として，「先行研究の課題は何で，課題をどう解決するか
を明確にする」「主張を支える根拠を示す」「わかりやすく書く」などの観点からブラッシュアップを
試みるアイディアが出された．また，仲谷佳恵（東京工業大学）からはショートレターについて，「問
題提起や新規性はある程度記述されており，用語の揺れや定義の不明瞭さ，目的と分析の結果・考察
に多少のずれが見られるもの」は１回目の査読で C 判定となるが，採録の条件に対する記述の追加や
見直しが不十分である場合，２回目の査読で返戻となる事例が紹介された．全体を総括して，望月よ
り「先行研究との違いや，方法に関する伝わる説明は非常に大切」，副編集長の小柳和喜雄（関西大学）
より「回答文と本文の両方をしっかり書く」，山内より「先行研究のレビューをしっかり行い，巨人の
肩に乗る」などのアドバイスが示された． 

 文責：コーディネータ 伏木田稚子（東京都立大学） 

企企画画セセッッシショョンン  
 
 10 月 17 日（日）に，重点活動領域委員会や企業が企画した以下の３つのセッションが行われま
した． 

 企画セッション１： JSET における重点活動領域（重点活動領域委員会） 
 企画セッション２：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（ラインズ株式会社） 
 企画セッション３：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（株式会社内田

洋行） 

 企画セッション１では，重点活動領域委員会委員長の瀬戸崎典夫（長崎大学）と益川弘如氏（聖
心女子大学）が，本委員会の設立経緯，目的について説明した．情報教育部会，学習環境部会，学習
評価部会が紹介され，各部会に分かれて，それぞれの目的や活動内容が説明された．そして，目的や
内容について参加者と質疑応答をし，議論をした．本企画セッションには約 70 名が参加した．各部
会の議論への参加は，参加者が選ぶことができたのだが，情報教育部会に約 20 名，学習環境部会に
約 20 名，そして学習評価部会に約 30 名が参加した．そして最後に，企画セッション１の参加者全
員が集まり，各部会でどのような議論がなされたのかの情報共有をした． 

企画セッション２は，ラインズ株式会社が実施した．COVID-19 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，オンラインでの基礎学力強化を目的に，入学前教育や初年次教育，就職
筆記試験対策，あるいは大学独自テストを WEB で実施する方法について，教材の利用体験や事例を
交えて紹介された． 

企画セッション３は，株式会社内田洋行が行った．COVID-19 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，「学び方」や「教え方」が大き
くかつ急速に変化している．本企画セッションでは，デジタル技術を活用した働き方や，「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れた．オンライン授業・ハイフレックス授業で円滑
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，環境についても紹介され
た．  

文責：小林由昭（株式会社内田洋行） 
   宇多清二（株式会社内田洋行） 

   坂本將暢（名古屋大学） 
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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：AI・ロボットを活用した教育／一般 
●テーマ：AI・ロボットを活用した教育／一般 
●日時：2022 年 05 月 28 日（土） 
●会場：オンライン開催（担当：小林渓太） ※福井大学での現地開催は中止です． 
●募集内容： 

人工知能（AI）やロボットなど技術の発展に伴い，社会は大きな変化の中にあります．これら
の技術による社会の変化の中ではどのような教育があるべきなのか，またこれらの技術をどのよ
うに捉え，どのように活用すれば教育を高度化させることができるのか，絶えず探究を続けてい
くことが重要だと考えられます． 

このような状況を背景に，本研究会では AI・ロボットを活用した教育に関する研究報告を募集
します．AI・ロボットを「技術」として活用した教育だけでなく，「題材」や「テーマ」として活
用した教育まで，幅広い報告を期待します．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． 

●発表申し込み締め切り：2022 年 03 月 28 日（月） 
●原稿提出期限：2022 年 04 月 21 日（木） 
●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．

なお， 2022 年度より原稿見本を改訂しております．おもな変更点は，報告集の電子化および冊
子の廃止や，申し込みシステムの刷新に対応するものです． 

●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「登録番号」「パスワード」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． 

●事前参加登録締め切り：2022 年 05 月 20 日（金） 
オンライン実施のため，以下のサイト内での事前参加登録を必須とします． 
https://www.gakkai-web.net/p/jset/society_reg/new2.php?i=PfHs6Kbx 
この URL は研究会 HP にも掲載していますのでご利用ください．年間パスの方も参加登録が必
要です．登録された方にのみ参加者限定 HP の URL をお送りします． 

●参加費：参加登録時に 1000 円／１回(会員・非会員共通)，または 2000 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」をご覧く
ださい． 

●オンライン参加の方法や注意点については，参加者限定 HP に掲載しています． 
  

研究会の開催報告  テーマ：高等教育の質保証／一般 

●日時：2021 年 12 月 04 日 
●会場：オンライン開催 
●発表件数：40 件（内非会員７件） 
●参加者数：162 名（内非会員 20 名） 

2021 年 12 月 04 日（土）に開催した研究会は，「高等教育の質保証」をメインテーマとし，一
般発表と合わせて 40 件の発表がありました．当初は京都産業大学で実施予定でしたが，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． 

当日は３会場で午前午後に９つのセッションが行われ，計 40 件の発表がありました．いずれの
セッションにおきましても，発表内容についての活発な議論や様々な情報交換があり，大変有意義
な研究会となりました． 
  本研究会にご参加いただきました皆様，また開催にあたりご支援・ご協力をいただきました皆様
に深く御礼を申し上げます．ありがとうございました． 
※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：中沢正江（京都産業大学） 
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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 

2022 年度７月以降の研究会については現地開催として準備をすすめておりますが，「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）に従い，感染拡大状況
に応じて，研究会の現地開催を中止しオンライン開催と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．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．
また，2022 年度の研究会は現地開催の場合でも，その様子をライブ配信するなどのオンラインでの
視聴方法を試行的にご提供することを検討しております．詳細が決まり次第ホームページ等でご案
内します． 
 
研究会の運営について 

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
年 03 日告知）． 
●参加費：a か b のいずれかが必要です． 
 （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．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，2022 年度の年
間パスの申し込みは 04 月 30 日（土）までにお願いします． 
※連名の発表において，当日参加されない著者の方の参加料は不要です． 
●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）1000 円／１回 （非会員）2000 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
が発表料を支払えば，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
れる人すべてにお支払いいただきます． 
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SSIIGG 活活動動再再始始動動ののおお知知ららせせ  
 

SIG 委員会 委員長 永田智子（兵庫教育大学） 
 

 SIG（Special Interest Group）とは，特定のテーマに興味・関心を持つ会員がグループを形成し，
研究会やセミナー等年間を通して活動を行い，学会員のコミュニティ形成を図るものです．2021 年度
の理事会において，2022～2023 年に活動する５件の SIG の設立が認められました． 
 
・SIG-AI 人工知能の教育利用（旧 SIG-12） 
・SIG-CL 協調学習・学習科学（旧 SIG-06） 
・SIG-ID インストラクショナルデザイン（旧 SIG-07） 
・SIG-ML メディア・リテラシー，メディア教育（旧 SIG-08） 
・SIG-TL 教師教育・実践研究（旧 SIG-02） 
 

なお，SIG リニューアルに伴い，これまで使用していた SIG 番号は廃止し，今後はアルファベット
２文字で表したものを通称とします． 
  

各 SIG からの紹介文をご一読ください．ご興味を持たれた方は，「会員ページ」の「SIG 参加申請」
からご登録ください．複数の SIG に登録することができます．学会 SIG 活動のページ
（https://www.jset.gr.jp/sig/ ）やニューズレターでも随時情報提供を行ってまいりますが，参加登録
されると，各種案内メールが届くようになります．学会員のみなさまの積極的なご参加をお待ちして
おります． 
 
SSIIGG--AAII    

SSIIGG「「人人工工知知能能のの教教育育利利用用」」ののごご紹紹介介  
 
 近年のディープラーニングによる画像認識の飛躍的向上や，高精度の機械翻訳を実現とする自然言
語処理技術の発達などに代表される人工知能（AI）技術の急速な発展が社会的な話題となり，様々な
領域における社会的問題を解決するために AI 技術が適用されようとしています．一方で，教育分野
への応用は未だに道半ばであり，効果効率の高い教授システム実現のため，ラーニングアナリティク
スにおけるモデリングのため，オンライン学習のための最適なユーザーインターフェイス実装等のた
めに AI 技術を利用することは，大きな可能性を秘めています．また，社会現象的に AI がもてはやさ
れるあまり，現状の AI 技術で何が実現可能か，限界や懸念がどこにあるかが正確に理解されていな
いことが実践応用を妨げる面もあります．本 SIG では，これらの点について教育工学発展の立場から
貢献することを目指すものです． 
 2018 年に発足して以来，全国大会 SIG セッションや本 SIG の Facebook ページの整備を行い，ま
た，「スマートスピーカー等での音声ユーザーインターフェイスを利用したアプリの開発」と「クラウ
ドサービスによる自然言語処理」のチュートリアルを実施，「ロジスティック回帰による予測」と「ニ
ューラルネットワークのしくみを知る」ワークショップ，第１回研究会「CNN での深層学習による画
像認識の応用」，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」，第３回研究会
「自然言語処理ツールの教育応用」を実施するなど，人工知能関連の技術やその周辺のテクノロジー
を教育・学習・研究に利用することに興味のある方に実践的に役立つ情報共有や情報発信を行ってい
ます．これらの過去の資料の一部は，https://de.cica.jp/sig-ai/ でご覧いただけます．また，Facebook
ページ https://www.facebook.com/jsetaisig でも随時，情報共有していますので，ご覧ください． 
AI 関連テクノロジーを教育実践に応用することにご興味のある皆様のご参加をお待ちしております． 
 

文責：喜多敏博（熊本大学） 
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SSIIGG--CCLL    

SSIIGG「「協協調調学学習習・・学学習習科科学学」」ののごご紹紹介介おおよよびび研研究究会会ののおお知知ららせせ  
 
 本 SIG では，学会員の協調学習や学習科学に関する研究や実践の発展を通して，「世の中の学びを
よりよいものへと変容させる」ことに焦点を当てています．その目的に向けて，体験型あるいは最新
の知見を共有する研究会を開催し，また日本語の参照リソースを拡充する活動を行っています．それ
を通して，教育工学領域における協調学習・学習科学の研究や実践のコミュニティ拡大に取り組んで
おり，その活動は国際学習科学会でも認知されています（年会は 06 月に日本で主にオンライン開催）． 
 03 月 21 日の春大会翌日に，近年世界で重要視されている“Equity and Justice（公正と正義）”を
テーマに研究会を行います．諸外国では，様々なマイノリティやハンディキャップを持つ学習者に対
する公正な教育・学習環境の提供に関する議論や研究，実践が進んでいます．本邦でも近年インクル
ーシブ教育に注目が集まっていますが，外国人子女，少数民族，ヤングケアラーなど多様な学習者に
対する公正・公平な学びについて考える必要があり，教育工学の研究・実践でも例外ではありません． 

今回お招きする竹内身和は，カナダと日本で様々な社会的マイノリティの置かれた状況に焦点を当
て，彼らが数学的リテラシーをどのように発揮し，また育むのかに関する質的研究を多数出版してい
る気鋭の若手研究者です．本研究会で，竹内氏に世界の教授学習環境の研究・実践ではどのように公
正と正義を捉えているのかを，できるだけやさしくご説明いただくとともに，皆さんの今あるがまま
の公正と正義に関する考え方も交えて，理解を深める対話の場を設けたいと考えています． 

 
【開催案内】 
●テーマ：学びにおける equity（公正）のあり方 
●講演者：竹内身和（University of Calgary, Werklund School of Education 准教授） 
●日時 2022 年 03 月 21 日（月）13:00〜15:00（参加費無料，参加申込締切：2022 年 03 月 19 日（土））  
●会場：広島市内（定員 10 名），Zoom ※ハイブリッド形式で開催します． 
●Web ページ・参加申込：広島会場 https://buytickets.at/lsjapan/646529  

・オンライン https://zoom.us/meeting/register/tJUuf-ChqDIjGNMM3igTJVVqeJWA1JZ6qUEp 
 

文責：望月俊男（専修大学）・大浦弘樹（東京理科大学）・北澤武（東京学芸大学） 
 
SSIIGG--IIDD    

SSIIGG「「イインンスストトララククシショョナナルルデデザザイインン」」ののごご紹紹介介  
 
 SIG-ID（インストラクショナルデザイン：Instructional Design，ID）は，学校教育，企業内教育，
生涯学習，インフォーマル学習といった多様な教授学習機能共通に適用できる，基礎理論としてのイ
ンストラクショナルデザインを探求する人々のための SIG として設立しました．これまで旧 SIG-07
の活動を通して，学会内外に ID を普及させるよう努めてきましたが，引き続き ID の基礎的知見の共
有を行う場としたいと考えています．他の SIG に在籍している方を歓迎し，さまざまな領域で ID を
応用していただきたいと願っています．まずは「会員ページ」の「SIG 参加申請」にて，本 SIG への
ご登録をお待ちしております． 
 当面は，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）を開催します．初
級者向け ID ワークショップとは異なり，ID 研究の中・上級者を対象としているため，「自主ゼ
ミ」と呼んでいます．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．よろしければぜひご参加ください． 
 
 自主ゼミへの参加申し込みや今後の活動予定などの最新情報は，SIG-ID の Facebook ページおよび
Web サイトにて随時更新します． 

Facebook：https://www.facebook.com/JSET.SIGID 
Web サイト：https://sites.google.com/view/jset-sig-id 

 
文責：高橋暁子（千葉工業大学） 
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SSIIGG--MMLL    

SSIIGG「「メメデディィアア・・リリテテララシシーー，，メメデディィアア教教育育」」ののごご紹紹介介  
 
現代社会におけるメディア環境は複雑化しており，「メディア・リテラシー」とその育成を目的とす

る「メディア教育」に関する研究は，これまで以上に重要性を増しています．とりわけ，学校教育の
現場において１人１台情報端末環境が整いつつあることなど，子どもたちを取り巻くメディア環境は
大きく変化しているといえます．そうした変化に着目して学習者に求められるメディア・リテラシー
のあり方とその育成について研究を深めることは，喫緊の課題といえるでしょう．そこで，本 SIG で
は，「１人１台情報端末時代の学校教育現場においてメディア・リテラシーを育成する教育実践研究」
を主たるテーマとして研究交流を進めます． 
 日本教育工学会おけるメディア・リテラシーに関する研究成果を概観すると（1）概念・構成要素，
（2）能力測定，（3）実践研究，（4）教材開発，（5）教員養成・教師教育・教員支援，（6）諸外国の調
査，といったテーマに大別できます．本 SIG では，こうした知見と観点を踏まえつつ，新しい時代の
メディア環境に対応したメディア・リテラシーとその教育について探究・共有します．当該研究分野
に関する個々の研究発表は数多く行われ蓄積されてきましたが，それらの研究成果を有機的に結びつ
ける機会は限られていました．そこで，これまでの知見を体系的に整理し，個々の研究を加速させる
とともに，現代的な課題に対応しうる新しい成果を学会全体に貢献できる成果として発信するために
本 SIG を設立しました． 
 年２回程度，講演会，ワークショップ，研究発表などで構成する研究会を開催します．メディア・
リテラシーに関する研究は，多様な学問領域においてそれぞれに取り組まれています．国内外の他学
会に所属する研究者や教員組織とも領域越境的に研究交流の機会を設けることで，本学会の研究活動
を活性化させることができると考えています．具体的には，「教員組織」「ICT 関連・メディア関連の
企業」「他学会」「海外の研究者」と研究会を共同開催して研究交流を行う予定です．多様な立場から
得られた研究知見の相互作用によって，新たな知を創造・共有できることを期待しています． 
 
Facebook グループ：https://www.facebook.com/groups/sigml 

文責：中橋雄（日本大学） 
 

SSIIGG--TTLL    

SSIIGG「「教教師師教教育育・・実実践践研研究究」」ののごご紹紹介介  
 
教師教育・実践研究の SIG は，SIG-02 から引き続き，「自らの実践を対象化し，学び続けられるリ

サーチマインドを保持した教師が求められる中，教師教育と授業研究を密接に関連付けた研究，とり
わけ授業のみならず教育実践全体を射程に入れた研究を行うこと」を目的に，教師教育・教育実践研
究の研究コミュニティの形成に取り組みます．例えば，新しい「教師の学習モデル」の提案，実践研
究を行うための学びの場の創出，教師教育者養成の仕組みの構築などに取り組みたいと考えています． 

略称の TL は，Teaching & Learning（教授・学習），Teacher Learning（教師の学び），Technology 
in Learning（学びにおけるテクノロジの活用），Teacher education and Lesson study（教師教育と
授業研究），Transformative Learning（変革のある学び）を表しています．このような分野ですでに
研究している方だけでなく，これから研究を始めようと思っている方や，興味関心のある方のご参加
を期待しています． 

現在，1）関連分野の著名人を招いた研究会，2）萌芽的研究や若手研究者・教育実践者の研究の発
表と勉強会，3）データを用いた分析のワークショップの開催を企画しています．これまでにも「大量
退職・大量採用」「教職大学院」のような関連する時事のトピックを取り上げてきました．引き続き今
日的教育課題である「教師の資質」「個別最適な学び」「協働的な学び」「GIGA スクール」「ICT を活
用した学び」「STEAM 教育」「学習評価」「教育データの活用」「スクール・ミッション／スクール・
ポリシー」「教員の育成指標」「ポスト教員免許更新講習」「教師の人材確保」などの時事のトピックや，
今更聞けないトピックを研究会や勉強会で取り上げていきたいと考えています． 

コロナ禍であることを逆手に取り，各種イベントを対面だけでなくオンラインでも実施することで，
子育て中・介護中の会員のみなさんにも気軽に参加してもらえるようにしたり，海外の研究者を招い
たりすることも検討しています．多くの方が SIG-TL に参加してくださることを願っています． 

 
文責：坂本將暢（名古屋大学） 
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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（（最最終終報報）） 
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めめ切切りり：：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 
（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 
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/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． 
 
ショートレター編集委員会： 
編集委員長  山本朋弘（中村学園大学） 
編集委員   瀬戸崎典夫（長崎大学） 

仲谷佳恵 （東京工業大学） 
伏木田稚子（東京都立大学）  
松河秀哉（東北大学） 
池田めぐみ（東京大学） 
神藤貴昭（立命館大学） 
坂本將暢（名古屋大学） 
高木正則（岩手県立大学） 
松田岳士（東京都立大学） 
佐藤和紀（信州大学） 
根岸千悠（大阪大学） 

 
問い合わせ先： 

日本教育工学会事務局 
電子メール：short@jset.gr.jp 
Tel：03-5549-2263 
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国国際際学学会会 IICCooMMEE 開開催催ののごご案案内内 
 

ICoME（International Conference for Media in Education）第 20 回目はハワイ大学にて開催いた

します．ICoME は，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（Teaching, Colleges & Community）の連携によって，開催さ

れる国際学会です． 
ICoME2022 は，現時点ではオンラインでの開催を予定しております．ただし，新型コロナウイル

ス感染症の状況によっては，現地開催へと変更する可能性もあります．その際は日本教育メディア学

会の学会通信（https://jaems.jp/newsletter/）あるいは今後開設される学会ウェブサイト等を通じてお

知らせいたしますので，現時点では現地開催のお心づもりにてご予定を調整いただけますと幸いです． 
 
■日程：2022 年 08 月 03 日（水）～04 日（木）※米国ハワイ時間（GMT-10） 
■場所：オンライン開催（場合によってはハワイ大学にて開催） 
■ウェブサイト：準備中（開設次第 https://jaems.jp/icome/ からリンク予定） 
■今後のスケジュール 

2022 年 04 月 20 日：コンカレントセッションでの発表者の概要提出期日 
2022 年 05 月 15 日：コンカレントセッションでの発表採否の通知 
2022 年 05 月 15 日：ラウンドテーブルセッションでの発表者の概要提出期日 
2022 年 05 月 31 日：ラウンドテーブルセッションでの発表採否の通知 
2022 年 06 月 30 日：全ての発表セッションの原稿提出期日 
2022 年 07 月 01 日：参加申し込み締め切り 
2022 年 08 月 03～04 日：ICoME2022（オンライン，場合によってはハワイでの開催） 

■プレゼンテーションの種類 
（1）コンカレントセッション（一般口頭発表） 
 研究者および実践者による一般口頭発表です．概要を提出いただき，発表の採否が決定されます．

概要が採択された場合，４～８ページの原稿提出を予定しています．なお，ご提出いただいた原稿の

中から優れたものを，the International Journal for Educational Media and Technology 掲載のため

に推薦させていただくことがあります． 
（2）ラウンドテーブルセッション（学部生・大学院生向け研究発表） 
・ １つセッションにテーマが類似する複数の発表者がアサインされ，カジュアルな雰囲気で発表，

ディスカッションを行います．概要を提出していただき，発表の採否が決定されます．概要が採

択された場合，２ページの原稿提出を予定しています． 
・ 優秀な発表に対し，Young Scholar Award が授与されます．学部生，大学院生の英語発表や海外

の研究コミュニティ参加への機会となりますので，積極的に参加を推奨ください． 
■参加費（予定） 

オンラインあるいはオンサイトの開催か確定しておらず，参加費も現段階では確定しておりません．

現在開設準備中のウェブサイトにて改めてお知らせいたします． 
 

文責：岸磨貴子（明治大学），山本良太（東京大学） 
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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』』開開催催報報告告  

●日時：2021 年 12 月 11 日（土）13:00～17:00
●会場：オンライン（Zoom）
●参加者数：６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―」

FD 研修会の集合写真 

文責：遠海友紀（東北学院大学）

この研修会は，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，2 021  年  12  月  11 日（土）にオンラインで，６名の大学教員が参加して開催さ
れた．研修 は 201 1 年度から好評を得ている内容を踏襲し，大学教員のた めの FD 研修会（ワーク シ
ョップ）として「，大学授業デザインの方法―１コマの授業からシラバスまで―」をテーマに実施した．
昨年度と同様，今年度 も  COVID-19 の影響によりオンライン開催とした．本研修には，認定ファシリ
テーターとして鈴木浩子・矢島孔明が参加した．また，コーディネータとして，市川尚・岩﨑千晶・
遠海友紀・甲斐晶子・勝又あずさ・嶋田みのり・杉浦真由美・高橋暁子・千葉美保子・根本淳子・松
河秀哉・宮川幹平・村上正行・森幹彦・渡辺雄貴が関わった．

研修のデザインとして，オンライン（非同期）での事前課題を設け，受講者全員が事前学習を行っ
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．  FD 研修では最終レポートが課せられ，合格した参加者には， FD 研修の
修了証が発行される．レポート添削の結果，受講者全員（６名）に修了証が発行された．

参加者に対するアンケートでは，受講者全員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  4.0 を上回り，高い評価を得られた．昨年度に引き続き実施
し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（Zo om に
よる同期型オンライン学習）」 は平均  4.8 になるなど，高評価をいただくことができた．一方,研修の
実施時期や広報については検討の余地があることが示唆された．

次回の開催日程や場所については調整中であるが，今後も今回の知見を踏まえてより充実した研修
会となるようにしたい．次回開催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．

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

文責 登本洋子（東京学芸大学）

FFaacceebbooookk  TTwwiitttteerr

日本教育工学会広報委 員会 We b 更新情報 
Facebook：
Twitter：

（ 02  月  14  日  11 時現在 登録者   61 人） 
（ 02  月  14  日  11 時現在 登録者  126 人） 
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21



22 
 

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９９回回理理事事会会報報告告 
 
日時：令和 03 年 11 月 27 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        堀田龍也会長，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，大久保昇，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，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 25 名） 
 
議題１ 前回の理事会等議事録の承認について 

 一般社団法人日本教育工学会第 19 期第８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 11 月 27 日現在の総会員数は 3,395 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. の編集委員と論文誌発行スケジ

ュールが報告された．ITEL の編集進捗状況が報告された．ITEL のテンプレート改訂が報告さ

れた．編集委員・共同編集委員長の交代が提案され，承認した． 
議題４（戦略・国際） 

・企画戦略国際委員会 
 会員数増加の目標に向けて，現会員のニーズを満たす施策の実施（現会員のニーズ調査），退会

防止策の実施，新規会員ターゲット層の把握を行うことが報告された．学会二言語化の目標に向

けて，現会員のニーズを満たす施策の実施（現会員のニーズ調査），全国大会 WEB の英語化，全

国大会における President Talk を一般向け，CAET，AECT，KSET 向けの公開をすることが報

告された．AECT，CAET 大会開催の予定が報告された．  
・重点活動領域委員会 

 JSET 重点活動領域の活動進捗が報告された．  
議題５（会員サービス） 

・SIG 委員会 
  SIG の新規団体として，SIG_インストラクショナルデザイン，SIG_協調学習・学習科学，SIG_

メディア・リテラシー，SIG_人工知能の教育利用，SIG_教師教育・実践研究，の５つの設立を承

認することについて提案され，承認した． 2022 年の SIG 委員会の予算を 50 万円（SIG１件あ

たり 10 万円）とすることが提案され，承認した． ２名の SIG 委員幹事が提案され，承認した．

SIG 番号を廃止すること，SIG 活動のページを活動中の SIG のみ表示すること，終了した SIG
はアーカイブページを作成することが提案され，承認した． 

・研究会委員会 
これまでの研究会の参加実績と今後の実施予定が報告された．2022 年 05 月 28 日の研究会を

オンライン開催にすることと，2022 年度研究会の計画について提案され，承認した． 
・大会企画委員会 

2023 年春季全国大会（第 42 回）の会場校，実行委員長，実行委員会，日程について提案され，

承認した．協賛企業の広告枠として「企業 CM 協賛」を追加することについて提案され，承認し

た． 
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議題６（総務・広報・選挙管理） 
・広報委員会 

ニューズレター252 号の編集スケジュールが報告された．今後のニューズレターの方針につい

て提案され，承認した． 
・選挙管理委員会 

選挙管理委員会規程の作成の進捗状況と今後の予定が報告された． 
・総務委員会 

委員会規程と附則の書き方，会費に関する規程，会員サービスに関する規程が提案され，承認

した．現時点の予算執行状況が報告された．学術会議「学会名鑑」の改定について報告された．

2022 年理事会日程案が提案され，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関する進捗と今後の予定について提案され，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 1100 回回理理事事会会報報告告 
 
日時：令和 03 年 12 月 28 日（火）～令和 04 年 01 月 04 日（火） 
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９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 12 月 31 日現在の総会員数は 3,414 名

となった． 
3．各種委員会から 

(1) 編集委員会 
学会誌の発行スケジュールについて報告があった． 

4．その他 
(1) 郵送物を確認した． 
(2) 今後の理事会日程を確認した． 

  

Japan Society for Educational Technology

24



25 
 

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 1111 回回理理事事会会報報告告  
 
日時：令和 04 年 01 月 25 日（火）～28（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 10 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．2022 年 01 月 28 日現在の総会員数は 3,374 名

となった． 
3. 各種委員会から 

(1) 編集委員会 
学会誌の発行スケジュールの報告があった． 

(2) 企画戦略国際委員会 
日中フォーラムの延期について提案があり，承認した． 
CAET 大会で JSET 会長のビデオレターが送付されたことの報告があった． 

(3) 広報委員会 
ニューズレター252 号の編集スケジュールの報告があった． 

4. その他 
(1) 今後の理事会日程を確認した． 
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22002211 年年秋秋季季全全国国大大会会講講演演論論文文集集 UUSSBB メメモモリリのの購購入入ににつついいてて 

 昨年  10 月にオンラインにて開催さ れた 202 1 年秋季全国大会の論文 集  USB メモリに残部がありま

す．購入をご希望の方は，学会事務局（ ）にメールで在庫を確認の上，以下の金額を

ご送金ください．ご入金を確認後お送りいたします．

郵便振込用紙の通信欄に「 2021 年秋季全国大会講演論文 集  USB メモリ」とご明記ください．会員

の方は，会員専用ページからもご購入いただけます．特にご要望がない場合，請求書・領収証等を発

行しておりませんので，必要な方はその旨ご記入ください．

・ 2021 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：0000116600--44--445522113300  加入者名：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

新新入入会会員員（（22002211 年年 1100 月月 0099 日日～～22002211 年年 1111 月月 1166 日日））  
入会申込者 29 名（正会員：12 名，准会員：１名，学生会員：16 名） 

正会員（12 名） 
高田由美(日本赤十字秋田看護大学) 
中沢峻(公立大学法人宮城大学) 
武富志郎(宮崎大学) 
中谷正史(九州産業大学) 
森篤嗣(京都外国語大学) 
安部健太(帝京大学) 
武藤寿彰(静岡市立城山中学校) 
市野泰和(立命館大学) 
石本雄真(鳥取大学) 
杉山昇太郎(大分大学) 
小野憲史(東京国際工科専門職大学) 
森谷靖彦(横浜国立大学) 

准会員（１名）

中村祐希(ハイラブル株式会社) 

学生会員（16 名） 
永田翼(サイバー大学) 
大滝文一(University of 
Gothenburg) 
越智亮太(放送大学大学院) 
横山文映(早稲田大学) 
福岡直樹(早稲田大学) 
徳本和希(関西大学大学院) 
WANG BO(東京工業大学) 
滝沢雄太郎(信州大学) 

葛木美紀(東京大学大学院) 
辰巳慎太郎(大阪教育大学) 
古池伶美(千葉大学) 
濵田佳奈子(熊本大学大学院) 
柴田和樹(静岡大学大学院) 
平和樹(東北大学大学院) 
堀尾志保(立教大学大学院) 
宮腰健男(上越教育大学教職大学院) 

以上

新新入入会会員員（（22002211 年年 1111 月月 1177 日日～～22002211 年年 1122 月月 1144 日日））  
入会申込者 24 名（正会員：17 名，准会員：３名，学生会員：４名） 

正会員（17 名） 
藤本晴久(島根大学) 
深田秀実(小樽商科大学) 
荒木裕亮(関西大学初等部) 
安田晶子(一橋大学) 
樋口万太郎(京都教育大学附属桃山

小学校) 
服部明子(三重大学) 
岩佐奈々子(北海道大学) 
大森隆司(玉川大学 Consillience Hall) 

望月洋信(大日本住友製薬株式会社) 
大月英明(南山大学) 
元澤倫久(京都府立朱雀高等学校) 
手塚美和(静岡県静岡市立清水有度

第二小学校) 
谷和樹(玉川大学) 
塩谷直大(北見市立三輪小学校) 
林健広(下関市立清末小学校) 
五十嵐貴弘(別海町立西春別小学校) 
許鍾萬(姫路市立英賀保小学校) 

准会員（３名）

髙橋典弘(福岡教育大学附属福岡中

学校) 
麓はつ美(株式会社レンワーク) 
水本和希(横浜市立高田小学校) 

学生会員（４名）

保科洸成(金沢工業大学) 
百岳仁美(長崎大学大学院) 
高橋瑛(岩手県立大学) 
吉村有弘(放送大学大学院) 

以上 
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新新入入会会員員（（22002211 年年 1122 月月 1155 日日～～22002222 年年 0011 月月 1111 日日））  
入会申込者 43 名（正会員：14 名，准会員：３名，学生会員：26 名） 

 
正会員（14 名） 
吉田知寛(品川区立戸越小学校) 
井関文一(東京情報大学) 
河崎美保(静岡大学) 
三上明洋(関西学院大学) 
棚橋俊介(焼津市立豊田小学校) 
椿原正和(特定非営利活動法人教授

法創造研究所) 
松尾かな子(熊本高等専門学校) 
井口幸洋(明治大学) 
宮川慎也(フリーランス) 
桑原和彦(水戸市立梅が丘小学校) 
村瀬悟(みよし市立三好中学校) 
依田文一(東京都立光丘高等学校) 
照井亮(KDDI 総合研究所) 
岡本俊一(中央情報学園) 

准会員（３名） 
草本明子(頌栄女子学院中学校高等学校) 
柳楽浩平(ハイラブル株式会社) 
吉田貴史(福島市立渡利小学校) 
 
学生会員（26 名） 
齋藤遼太郎(鹿児島大学大学院) 
Barrows Jason(早稲田大学) 
古越佳子(鳴門教育大学大学院) 
熊倉誠(兵庫教育大学大学院) 
田村宗一郎(岩手県立大学) 
藤川和哉(東京理科大学大学院) 
甲斐尚和(宮崎大学大学院) 
猪原拓朗(東京大学大学院) 
崔錚(東京大学大学院) 
木村友大(大阪教育大学大学院) 

岸朱里(茨城大学) 
木村友紀奈(茨城大学) 
吉本悠人(山梨大学) 
熊澤伶桜奈(静岡大学) 
木野裕太(常葉大学) 
堀内蓮太郎(信州大学) 
大房賢太(常葉大学) 
盧峻(静岡大学) 
井上晴菜(法政大学大学院) 
安藤崇敬(東京理科大学大学院) 
和久友親(岐阜大学) 
江口愛莉(岐阜大学) 
蛯名航平(東京学芸大学) 
墨啓希(岐阜大学大学院) 
夏目健和(常葉大学) 
早川愛理(常葉大学) 

以上 

 

新新入入会会員員（（22002222 年年 0011 月月 1122 日日～～22002222 年年 0022 月月 0011 日日））  
入会申込者 20 名（正会員：15 名，准会員：１名，学生会員：４名） 

 
正会員（15 名） 
前山さやか(横浜市立大学) 
小川恒夫(東海大学) 
室敬之(一般社団法人 Link pak 研究所) 
眞砂和典(岡山理科大学) 
子原ひとみ(岡山理科大学) 
大捕瑞生(株式会社メディアオーパ

スプラス) 
坂本智香(高知大学) 

豊沢純子(大阪教育大学) 
浅井継悟(北海道教育大学) 
荻田朋子(関西学院大学) 
野坂浩美(神奈川県立田奈高等学校)
南裕子(学習院大学) 
江頭正人(東京大学大学院) 
新保和仁(石川県立いしかわ特別支

援学校) 
阿部晃成(宮城大学) 

准会員（１名） 
飯間正広(丸亀市立郡家小学校) 
 
学生会員（４名） 
鮑婕嬰(お茶の水女子大学) 
平山靖(明星大学大学院) 
大原央之(鳴門教育大学大学院) 
松本昌也(東京理科大学大学院) 

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
２０２２年０３月～２０２２年０５月
・	 	２０２２年０３月１９日（土）～２０日（日）＜全国大会＞
２０２２年春季全国大会（オンライン開催）

・	 	２０２２年０５月２８日（土）研究会「AI・ロボットを活用
した教育／一般」（オンライン開催）

◎国際会議の案内
２０２２年０５月～０８月
・iLRN	2022
	 https://immersivelrn.org/ilrn2022/
	 (2022,	05/30	–	06/04,	Online/Vienna,	Austria)
・AIED2022
	 https://aied2022.webspace.durham.ac.uk/
	 (2022,	07/27	–	31,	Online/Durham	University,	UK)
・ICoME2022
	 https://jaems.jp/icome/
	 (2022,	08/03	–	04,	Online/University	of	Hawaii,	USA)
・WCCE	2022
	 https://wcce2022.org/
	 (2022,	08/21	–	24,	広島国際会議場)

２52
２０22年 3月8日


