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学学会会運運営営をを支支ええるる委委員員会会活活動動（（広広報報委委員員会会とと選選挙挙管管理理委委員員会会））  
日本教育工学会 副会長 室田真男（東京工業大学） 

 

「副会長挨拶シリーズ」として始まった副会長によるニューズレター巻頭

挨拶が二巡目に入りました．前回私は，総務委員会による法人化への道のり

を中心に書かせていただきました．本号では，広報委員会と選挙管理委員会

の活動を中心に，学会が取り組んでいる新たな動きも含め，委員の皆さんの

活躍を紹介したいと思います． 

広報委員会の主な活動内容は，ニューズレターの発行と Web ページによ

る情報発信です． 

ニューズレター年に５回発行されます． ニューズレター発行における広

報委員会の役割は次の様になります．（１）ニューズレターの発行日と締切

のスケジューリング，（２）各行事の案内や報告の原稿ページ数の割付，（３）原稿の依頼・収集，

（４）集めた原稿の校正，（５）Word で組版，（６）印刷業者に納入，です．まさに雑誌の編集者の仕

事と同等ではないでしょうか．その作業の後に，印刷業者に依頼して，綺麗な表紙・体裁のニューズ

レターに仕上げてもらいます．広報委員会が，ニューズレター発行のためにとても負荷が高い仕事を

されていることがわかっていただけると思います．ニューズレターは，2018 年 10 月発行の 231 号か

ら電子化されました．紙媒体当時は，ニューズレターのページ数を４の倍数にする必要があり，ペー

ジ数の調整や組版作業がとてつもなく大変でしたが，電子化によりページ数が自由になったことは広

報委員会にとっては朗報でした．それでも，‘高負荷委員会’の一つであることに変わりはありませ

ん． 

学会のこれからの広報活動の中心としての位置づけを担うのが Web ページになります．理事会にお

いて，広報活動は Web ページ中心に移行していくことが承認され，現在その準備を進めています．そ

の Web ページ改編の中心にいるのが広報委員会です．学会ホームページは 2020 年 07 月にリニューア

ルし，現代的なデザインのページとなりました．CMS ベースの Web ページ管理になり，Web ページ

の更新は事務局だけでなく各委員会が実施できる体制になりました．その Web ページも改定から２年

が経ち，内容や構成に古さが感じられるようになりました．また，学会の広報のやり方も Web ページ

中心にすることに決まり，現在は，ニューズレターの形態や発行の在り方とともに，その見直しを進

めているところです．近いうちに新しいバージョンに改変する予定です．会員の皆さまには，Web ペ

ージを通して最新の情報をよりタイムリーに届けていき，ニューズレターとしては，一覧性やアーカ

イブ性の性格を強く持たせ，各種情報のリンク集のような形で一覧をお届けすることになる予定で

す．ニューズレターと Web 広報の一体化により，情報のタイムリーな発信と広報委員会の負荷減の両

得をねらっています． 

次に，選挙管理委員会を取り上げます．本会では，役員選挙・代議員選挙は２年ごとに開催されま

す．一般社団法人化した後も，選挙制度としては，任意団体のものを踏襲する形で進めることが合意

されており，選挙管理委員会では，法人としての新たな規程づくり，会員からの推薦者の受け付け，

役員による予備投票，会員による本投票，代議員・役員候補者リストの作成を実施します．現在は会

員による本投票は電子投票により行われており，集計作業の負荷が格段に減りました．しかしなが

ら，選挙は慎重に実施する必要があり，気の抜けない作業を行っていただいています． 

総務・広報担当副会長として，学会運営を支える広報委員会と選挙管理委員会の活動を紹介させて

頂きました．ボランティアとして活動して下さっている委員の活躍があっての学会活動です．会員の

皆様には，その点をご理解頂いた上で，今後も積極的な参画・ご協力をどうぞよろしくお願いいたし

ます． 
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日日本本教教育育工工学学会会 22002222 年年秋秋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））  
hhttttppss::////wwwwww..jjsseett..ggrr..jjpp//ttaaiikkaaii4411//

日本教育工学会 2022 年秋季全国大会を，下記のように開催いたします． 
今回は対面（川崎会場）とオンラインのハイブリット開催の予定です．一般研究発表（ポスター発表）

はオンデマンド型と現地会場での発表の２つの方法で実施いたします．会場の広さや with コロナでの

大会を検討した実施となります．参加方法は，対面，オンライン，発表はオンデマンド型とありますの

で，多くの方々のご参加をお待ちしています．最新情報は大会 Web サイトに順次掲載いたしますので

ご確認ください．

1．開催期日・会場

期日：2022 年 09 月 10 日（土）～11 日（日）

会場：カルッツかわさき&オンライン

（文化施設のご案内 http://culttz.city.kawasaki.jp/facility/ ） 
〒210-0011 神奈川県川崎市川崎区富士見１-１-４ 
（会場までのアクセス http://culttz.city.kawasaki.jp/access/ ） 

最寄り駅は，JR「川崎駅（北口東）」もしくは京急「京急川崎駅」です．徒歩の場合は，市役所通り

を約 15 分まっすぐお進みください．バスの場合は，JR「川崎駅東口バスターミナル」から「教育文化

会館前」まで約５分ご乗車ください．

2．大会日程 

09 月 10 日（土） 09 月 11 日（日） 

09:30～10:00 
チュートリア

ルセッション

１

09:30～10:00 
チュートリア

ルセッション

２

10:10～11:00 
ポスター発表

コアタイム

10:10～11:10 
企画セッショ

ン１

10:10～11:00 
ポスター発表

コアタイム

10:10～11:10 
企画セッショ

ン３

11:20～12:10 
ポスター発表

コアタイム

11:20～12:20 
企画セッショ

ン２

11:20～12:10 
ポスター発表

コアタイム

11:20～12:20 
企画セッショ

ン４

12:10～13:40 
昼食

13:40～14:30 
全体会

13:40～14:10 
チュートリア

ルセッション

３

14:50～15:50 
キーノート

16:00～18:00 
シンポジウム

１

14:30～17:00 
シンポジウム

２

クロージング

補足：ホールで開催するセッションは，すべてオンライン配信の対象予定です．
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※託児所の提供はありませんので，ご注意ください． 
※会場近隣の飲食店については，「かわさきグルメ（http://culttz.city.kawasaki.jp/shops_cat/gourmet/）」
をご参照ください． 
 
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をふまえ，オンラインでの一般研究発表（ポスター

発表）はオンデマンド型で行います． 
・ 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

ての詳細は大会 Web サイトでご確認ください． 
 
4. 各セッションについて 

（1）シンポジウムキーノート 
キーノートとシンポジウム１・２は下記テーマで実施予定です．（オンライン配信あり） 

 
・キーノート・シンポジウム１ 

● 日時：2022 年 09 月 10 日（土） 
14:50～15:50（キーノート）16:00～18:00（シンポジウム１） 

● テーマ：「AI 活用・教育データの利活用とその課題（仮）」 
  登壇者（敬称略） 

キーノート・パネリスト：安田クリスチーナ（マイクロソフト） 
パネリスト：桐生崇（文部科学省） 

緒方広明（京都大学） 
堀口悟郎（岡山大学） 

指定討論者：美馬のゆり（公立はこだて未来大学） 
コーディネータ：村上正行（大阪大学） 

 
・シンポジウム２ 

● 日時：2022 年 09 月 11 日（日）14:30～17:00 
● テーマ：「先進的な研究と教育実践の開発・成果の普及を両立させるために〜ポスト GIGA ス

クール時代の研究を目指して〜」 
 

第１部 「GIGA スクール構想の実践的展開に見る教育現場と研究者のパートナーシップ」 
パネリスト（敬称略）  
       山本良太（東京大学） 

石橋純一郎（川崎市総合教育センター） 
三井一希（山梨大学） 
稲木健太郎（壬生町教育委員会） 
 

第２部 「ポスト GIGA スクール段階で求められる研究」 
パネリスト：深見俊崇（島根大学） 

森下孟（信州大学） 
三井一希（山梨大学） 

コーディネータ：寺嶋浩介（大阪教育大学） 
他調整中 

  
（2）チュートリアルセッション（オンライン配信あり） 
   本体会では，３つのチュートリアルセッションを設けます． 

● 09 月 10 日（土）09:30～10:00 

Japan Society for Educational Technology
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セッション１  JSET へようこそ！ 全国大会を楽しむ方法を教えます

主として JSET 初心者（入会してまだ数年の人）および若手の学会員に向けて，本学会や本大会

の楽しみ方について，学会長と学会副会長がご案内します．

● 09 月 11 日（日）09:30～10:00

セッション２  論文賞受賞者に聞く，査読対応の極意

編集委員会との共同セッションです．本学会論文誌への投稿と査読対応の事例をご紹介します．

論文賞受賞経験者として大浦弘樹先生（東京理科大学），聴き手に瀬戸崎典夫先生（長崎大学）

が登壇されます．

● 09 月 11 日（日）13:40～14:10

セッション３  論文掲載に関するトラブルを避けるためには

編集委員会との共同セッションです．不適切な引用による掲載論文の取り消しなどの論文掲載

に関するトラブルを避けるため，色々なケースを紹介し，未然に防ぐために何に気をつければよ

いかについて解説します．

（3）一般研究（ポスター発表）

 秋季全国大会の一般研究発表は，オンラインでのポスター発表のみです．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．

5．大会までのスケジュール 

参加費送金（早割価格） 05 月 17 日（火）～06 月 21 日（火）17 時 

参加費送金（一般価格） 06 月 21 日（火）17 時 
～09 月 09 日（土）14 時 30 分 

2021 年秋季全国大会講演論文集のダウンロード開始 09 月 02 日（金） 

大会 Web サイトの公開 09 月 05 日（金）（予定） 

大会 Web サイトの閉鎖 10 月 16 日（日）（予定） 

参加費

一般価格

06 月 21 日（17:00）～09 月 09 日（14:30） 

正・准会員（名誉会員は無料） 9,000 円 

学生会員 2,000 円 

非会員 11,000 円 

非会員の学生 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.

●支払い方法は，「①クレジットカード」「②払込・振替」から選択できます．

●詳細は，大会ホームページをご確認ください．

5．大会までのスケジュール 

参加費送金（早割価格） 05 月 17 日（火）～06 月 28 日（火）17 時 

参加費送金（一般価格） 06 月 21 日（火）17 時 
～09 月 09 日（土）14 時 30 分 

2022 年秋季全国大会講演論文集のダウンロード開始 09 月 02 日（金） 

大会 Web サイトの公開 09 月 05 日（月）（予定） 

大会 Web サイトの閉鎖 10 月 16 日（日）（予定） 

参加費（一般価格）

06 月 21 日（17:00）～09 月 09 日（14:30） 

正・准会員（名誉会員は無料） 9,000 円 

学生会員 2,000 円 

非会員 11,000 円 

非会員の学生 4,000 円 
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主として JSET 初心者（入会してまだ数年の人）および若手の学会員に向けて，本学会や本大会

の楽しみ方について，学会長と学会副会長がご案内します．

● 09 月 11 日（日）09:30～10:00

セッション２  論文賞受賞者に聞く，査読対応の極意

編集委員会との共同セッションです．本学会論文誌への投稿と査読対応の事例をご紹介します．

論文賞受賞経験者として大浦弘樹先生（東京理科大学），聴き手に瀬戸崎典夫先生（長崎大学）

が登壇されます．

● 09 月 11 日（日）13:40～14:10

セッション３  論文掲載に関するトラブルを避けるためには

編集委員会との共同セッションです．不適切な引用による掲載論文の取り消しなどの論文掲載

に関するトラブルを避けるため，色々なケースを紹介し，未然に防ぐために何に気をつければよ

いかについて解説します．

（3）一般研究（ポスター発表）

 秋季全国大会の一般研究発表は，オンラインでのポスター発表のみです．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．

5．大会までのスケジュール 

参加費送金（早割価格） 05 月 17 日（火）～06 月 21 日（火）17 時 

参加費送金（一般価格） 06 月 21 日（火）17 時 
～09 月 09 日（土）14 時 30 分 

2021 年秋季全国大会講演論文集のダウンロード開始 09 月 02 日（金） 

大会 Web サイトの公開 09 月 05 日（金）（予定） 

大会 Web サイトの閉鎖 10 月 16 日（日）（予定） 
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06 月 21 日（17:00）～09 月 09 日（14:30） 

正・准会員（名誉会員は無料） 9,000 円 

学生会員 2,000 円 

非会員 11,000 円 
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●参加費には, ダウンロード版講演論文集代を含みます.

●支払い方法は，「①クレジットカード」「②払込・振替」から選択できます．

●詳細は，大会ホームページをご確認ください．
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6．問い合わせ先  

秋季大会企画委員会 

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 伏木田稚子（東京都立大学） 

金子大輔（北星学園大学） 

委員 

(五十音順) 

板垣翔大（宮城教育大学） 

石井雄隆（千葉大学） 

坂井裕紀（武蔵野学院大学） 

坂本將暢（名古屋大学） 

佐藤慎一（日本福祉大学） 

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） 

福山佑樹（関西学院大学） 

中嶌康二（関西国際大学） 

担当副会長 村上正行（大阪大学） 

秋季大会実行委員会 

委員長 渡辺雄貴（東京理科大学） 

副委員長 大浦弘樹（東京理科大学） 

幹事 伏木田稚子（東京都立大学） 

山本良太（東京大学） 

委員 

(五十音順) 

稲葉利江子（津田塾大学） 

岸磨貴子（明治大学） 

今野貴之（明星大学） 

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 

Japan Society for Educational Technology
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日日本本教教育育工工学学会会 22002233 年年春春季季全全国国大大会会ののおお知知ららせせ（（第第一一報報））

日本教育工学会 2023 年春季全国大会を下記のように，東京学芸大学において開催します．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

期日：2023 年 03 月 25 日（土）～ 03 月 26 日（日）（２日間の開催となります） 
会場：東京学芸大学 〒184-8501 東京都小金井市貫井北町４-１-１ 

（開催形態については決定次第ご案内します）

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

2．会場へのアクセス  https://www.u-gakugei.ac.jp/access/ 
・JR 武蔵小金井駅・北口より

【京王バス】〔５番バス停〕「小平団地」もしくは「国分寺駅北口」行に乗車，約 10 分．

「学芸大正門」下車

【徒歩】約 25 分

・JR 国分寺駅・北口より

【京王バス】〔５番バス停〕「武蔵小金井駅北口」行に乗車，約 10 分．「学芸大正門」下車

※本数が少ないため，ご注意ください．

【徒歩】約 20 分

3．大会までのスケジュール 

・発表・参加申込受付開始：2022 年 11 月中旬頃

・発表原稿締め切り：2023 年 01 月中旬頃

・発表者参加申込受付期限：2023 年 01 月中旬頃

・発表者以外の参加申込受付期限：2023 年 03 月下旬頃

※春季全国大会の日程の詳細及び，企画内容等は第二報にてお知らせします．

春季大会企画委員会

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）

北澤武（東京学芸大学）

松河秀哉（東北大学）

川面きよ（帝京大学）

今野貴之（明星大学）

石川奈保子（早稲田大学）

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）

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）

春季大会実行委員会 

実行委員長 

実行副委員長 

森本康彦（東京学芸大学） 

北澤武（東京学芸大学） 

高橋純（東京学芸大学） 

実行委員 検討中 
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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：高等教育における学習支援／一般 
●テテーーママ：高等教育における学習支援／一般 
●日日時時：2022 年 10 月 08 日（土） 
●会会場場：関西学院大学 上ケ原キャンパス（担当：西口啓太）  
●募募集集内内容容： 

大学教育の質的転換にむけた改革が推進されています．「教育から学習」や「教員中心の教育から
学生中心の学習」への移行といった学生の主体的な学びを通じた大学教育の質的向上を目指した取
り組みが広がっています．そのなかで，アクティブ・ラーニング型授業による能動的な学習やラー
ニングコモンズ等の学習環境の構築，ライティングセンター等の学習支援組織の設置といった教育
活動や学習支援活動が行われるようになりました．また，さまざまな大学でプロジェクト形式の学
習活動が行われるなど，準正課での活動による学生の学びの支援にも取り組まれています．主体的
な学習を実践するためには，教育課程や学習環境の充実による正課内外での組織的な学習支援の取
り組みが期待されます． 

そこで，本研究会では，正課，準正課，正課外の教育活動における学習支援の取り組みや学びの
効果検証など，高等教育における学習支援や学習支援環境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． 

●発発表表申申込込期期限限：2022 年 08 月 08 日（月） 
●原原稿稿提提出出期期限限：2022 年 09 月 08 日（木） 
●参参加加登登録録・・支支払払期期限限：2022 年 09 月 30 日（金） 
 
●原原稿稿執執筆筆： 

原稿は研究会 HP で配布されている原稿見本に従って，執筆をお願いします．  
●原原稿稿提提出出： 

研究会 HP から「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． 

●参参加加登登録録：  
発表者も，発表されない参加者も，研究会 HP から「参加登録」ページでの事前の参加登録を必

ずお願いします．研究会当日，現地会場の受付では事前参加登録を済ませておられるかを確認しま
す．受付では参加費・発表費のお支払いには対応できませんので，お気を付けください．なお，参
加登録と発表申込は異なります． 

●参参加加費費支支払払： 
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（2022 年度は申込締切済み）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費も必要です．詳しくは下の「研究会の運営について」をご覧くだ
さい． 

●参参加加方方法法： 
2022 年 10 月研究会は，現地会場での対面開催とします．「発表者」は現地会場で発表してくだ

さい（オンラインでの参加・発表はできません）．発表しない「参加者」は現地会場での参加を基本
としますが，オンライン（Zoom）による参加も可能です． 

オンライン配信は，１台の固定カメラでスクリーンと発表者を写しますので，スライドの文字な
どが鮮明ではない場合があります．その他，ご不便をおかけする場合もありますが，ご容赦くださ
い．また，オンライン参加者からの口頭による質疑応答は原則受け付けないこととし，現地での質
疑を優先いたしますのでご承知おきください．その他，注意事項や Zoom 接続に必要な情報等につ
いては，参加登録者へのメールにてお知らせします． 

なお，今後の感染状況によって全員オンラインに切り替える可能性があります． 
●研研究究会会報報告告集集： 

冊子体は廃しましたので，会場で配布されません．発表論文は J-STAGE にて入手してください． 
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研究会の開催報告  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  
●会場：オンライン開催  
●発表件数：25 件（内非会員 ３件）  
●参加者数：102（内非会員 22 名） 

2022 年 05 月 28 日（土）に開催した研究会は，「AI・ロボットを活用した教育」をメインテーマ
とし，一般発表と合わせて 25 件の発表がありました．当初は福井大学で実施予定でしたが，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会場で午前午後に計６つのセッションが行われ，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：小林渓太（福井大学） 
 

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 10 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予定しております．視聴方法等は研究会ごとに異なる可能性もありま
すので，事前に研究会 HP のご案内をご参照いただき，ご参加ください． 
 
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 日で締め切りました． 

※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． 
●発表費：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  
※連名発表の場合，第一著者が発表費をお支払いください．発表費は，第一著者が会員または非会員

であるかに応じて決まり，発表１件につき１名分（１回分）の支払いとなります．連名者は発表費
の必要はありません．一方，参加費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--IIDD  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  

『『第第 11 回回～～第第４４回回  定定例例ゼゼミミ＠＠オオンンラライインン』』開開催催報報告告  
●第１回：2022 年 01 月 19 日 13:00～14:00
●参加者数：７名

●テーマ：heutagogy

紹介した書籍：

Hase, S., & Blaschke, L. M. (2021). So, You Want to Do Heutagogy: Principles and Practice. In S. 
Hase, & L. M. Blaschke (Eds.), Unleashing the Power of Learner Agency (pp.13-33). EdTech Books. 

SIG-ID では昨年『学習者中心の教育を実現するインストラクショナルデザイン理論とモデル』（通称

ID4）の輪読合宿を行いましたが，その中の第 14 章「モバイル学習のためのデザイン上の考慮事項」に

登場した「heutagogy」という語が気になり，テーマとして選びました． 

本書ではヒュータゴジックな学びの原則やプロセス，指導者の条件などについて述べられており，ヒ

ュータゴジックな学習体験として，学習者が伝統的ペダゴジーの状態からアンドラゴジー的アプローチ

（自己主導学習者，self-directed learning）を経て，最終的にヒュータゴジー（自己調整学習者，self-
determined learners）になるように責任を持たせていくというデザインが提案されています． 

議論では翻訳本を読む際には原著で使われている語にも注意を払うと，その背景や文脈，抱えている

事情などのより深い理解につながることを確認しました．また，指導者に求められる条件の高さに注目

が集まり，このようなスキルをどう身につけるかや心構えについて活発な議論が行われました．

文責：甲斐晶子（青山学院大学）

●第２回：2022 年 03 月 20 日 13:00～14:00
●参加者数：10 名

●テーマ：キャリア自律と ID

紹介した論文：

(1) 堀内 泰利・岡田 昌毅（2016）．キャリア自律を促進する要因の実証的研究 産業・組織心理学研究，

29（2），73-86． 
(2) 高島 健太郎・西垣 朋哉・渡邉 汐音・竹下 智之（2021）．若手従業員の「本業外のキャリア開発活

動」への意欲と組織コミットメントの関係に関する分析 日本経営工学会論文誌，72（1），12-23． 

ゼミでは，時間の関係上，(1)の文献を中心に，適宜(2)の文献にも触れながら，担当者が作成した資料

（レジメ）を画面で共有しながら進められました．(1)の文献では，「垂直的交換関係（上司との人間関

係）」，「水平的交換関係（職場の同僚や周囲との人間関係）」，および「転機経験」が，「仕事経験からの

学び」を介してキャリア自律を促進するだろうという仮説について，約 600 名の会社員へのアンケート

結果をもとに実証・検討が行われていました．

参加者からは「すべての人がキャリア自律を意識したり，志向しているわけではない．まずは選択肢

を見せることから始めてはどうか．」「ライフステージの変化も意識した選択肢の提示も必要だと思う．」

「自ら積極的に学んでもそれを活かせる部署へ必ずしも異動できるわけではないので，人事制度の見直

しも必要．」「足場かけや自己調整に関する理論は，キャリア自律支援には有効ではないか．」などの意見

が聞かれました．

文責：石田百合子（職業能力開発総合大学校）
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●第３回：2022 年 04 月 13 日 13:00～14:00 
●参加者数：８名 
●テーマ：コロナ禍での大学オンライン授業研究レビュー 

 
教員がオンライン授業化をどのように受け止めていたかに関する研究を中心としたレビューをもと

に，ディスカッションしました．紹介された研究は，いくつかの大学の教員アンケート，教員のオンラ

イン授業の知識の実態や教員の動機づけに関する研究，非常勤講師への ICT 利用支援の実践報告，オン

ライン試験での不正行為に関する研究，障害学生への合理的配慮に関する研究でした． 
 
たとえば「不正行為」（河内ほか 2022）に関連して，多国籍の学生が参加する語学授業の例が挙げら

れました．テスト中の辞書使用の可否は国や文化の違いも関わるため，クラスルールを周知することが

重要であること，また，各学生の学習目的によっては翻訳ツール等を利用することを認めていいのでは

ないかといったことなどが話題になりました． 
 
ディスカッションでは，コロナ禍でのオンライン授業関連研究の傾向について，2021 年は研究会発

表や紀要論文が多かったものの，2022 年に入って投稿論文が増えてきたことが話題に上がりました． 
 
河内 彩香・米谷 章子・村田 道明・山本 そのこ・金子 広幸（2022）．初級日本語のオンライン試験

における不正行為対策 多文化社会と言語教育，2，48-55． 
 

文責：石川奈保子（早稲田大学） 
 

●第４回：2022 年 05 月 18 日 13:00～14:00 
●参加者数：７名 
●テーマ：進化心理学（Evolutionary psychology） 

 
紹介した論文： 
長谷川 眞理子（2001）．進化心理学の展望 科学哲学，34（2），11-23． 
Sweller, J. (2020). Cognitive load theory and educational technology. Educational Technology 

Research and Development, 68, 1–16. 
 
進化心理学とは，「ヒトの脳の働き，すなわち心が進化の産物であることの認識にたった心理学」と定

義されています（長谷川 2001）． 
Sweller（2020）は，認知的負荷理論を進化心理学の視点でとらえなおしたうえで，認知的負荷理論

に基づく適切な e ラーニングのガイダンスを提供することを目的としています．本論文によると，知識

は「生物学的一次情報（人間の生存にとって重要で，無意識に獲得される情報）」と「生物学的二次情報

（明確な指導や学習者の意識的な努力が必要）」に分割でき，認知的負荷理論はドメイン固有の二次情

報の習得に重点を置いた理論であるとのことでした．論文後半では，認知的負荷理論によって生成され

た 7 つの原則の紹介がありました． 
 
ディスカッションでは「本論文だと問題解決能力なども一次情報に位置付けられているが，教育でき

ないということか？」「問題解決能力のスコープやレベルが，現代と狩猟採集時代とでは異なるのでは？」

など，興味深い議論ができました． 
 

文責：高橋暁子（千葉工業大学） 
 

レジメなどの詳細は，SIG-ID の Web サイトに掲載します．ID にご興味ある方はお

気軽にご参加ください．https://sites.google.com/view/jset-sig-id 
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SIG-TL 

『キックオフ研究会（第 1 回研究会）』開催報告 
●日時：2022 年 06 月 11 日（土）13:00～15:00
●会場：名古屋大学教育学部棟第１講義室，Zoom ※ハイブリッド形式

●参加者数：対面５名，オンライン 17 名（合計 22 名）

●テーマ：今，なぜ比較授業分析か？〜文化基底に基づいた比較授業分析の意義〜

●講演者：サルカール アラニ モハメド レザ（名古屋大学教授）

SIG-02 を前身とする「SIG-TL 教師教育・実践研究」のキックオフ研究会を，ハイブリット形式にて

2022 年 06 月 11 日に開催しました．研究会に先立って，坂本將暢 SIG-TL 代表より，日本教育工学会

の SIG 活動および本 SIG の説明があり，ついで本研究会の講演者であるサルカール・アラニ名古屋大

学教授の紹介が行われ，研究会がスタートしました．

 研究会は，「今，なぜ比較授業分析か？」をテーマに，アラニ教授らの名古屋大学グループが取り組ん

でいる比較授業分析とその意義について講演していただきました．講演の要旨は次のとおりです．

・ 比較授業分析（Designing a cross-cultural analysis）は，異なる社会・文化の「レンズ（lens）」を

通してトランスクリプトを基に授業分析を行う方法のことである．

・ 対象となるデータは，授業の発話記録だけでなく，その授業に関する検討会の音声記録など，研究

対象である授業に関する音声記録をできるだけテキスト化したデータ（トランスクリプト）である．

・ トランスクリプトによる分析は，観察者が無意識のうちに作っている授業イメージをクリアにし，

トランスクリプト上の事実を基に分析・解釈するため，研究として成立させることができる．

・ トランスクリプト上の事実を分析・解釈を行う際には，様々なレイヤーから見ることが重要であり，

こうした比較授業分析によって「教室文化基底」の解明を行うことができる．

 講演の途中には，「なぜ授業研究が世界に広がったのか？」，「授業とは何か？授業は誰のものか？」と

いうアラニ教授の問いについて，参加者が３名程度のグループに分かれて回答を考え，全体で交流する

時間が２回設けられました．どちらもシンプルな問いでしたが，シンプルな問いだからこそ，答えを具

体化する過程で参加者それぞれが持っている文化などが現れ，副題の「文化基底に基づいた比較授業分

析の意義」を，この交流をとおして体験できたように思います．

 本研究会では，「『文化』という言葉で逃げると，理論化できない」，つまり「文化」に注目することに

よって見えてくる「問い」があること，他者のレンズを借りることで授業の本質を捉え直すことができ

ること等を，比較授業分析を用いた研究事例をもとに紹介いただき，上々なキックオフ研究会となりま

した．この勢いを維持しながら，SIG-TL は夏に勉強会，秋にワークショップ，冬に研究会を開催すべ

く，現在準備を行っております．日程等が決まりましたら，順次 web ページ等で告知していきますの

で，奮ってご参加ください．

文責：今井亜湖（岐阜大学）

・ SIG-TL web ページ： https://www.jset.gr.jp/sig/sig-tl/
・ SIG-TL Facebook： https://www.facebook.com/groups/1489229758010298
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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の学会の最新情報は，Facebook や Twitter で受け取ることができ

ます．学会 SNS にご登録のうえ，積極的なご活用をお願い申し上げます． 
  

FFaacceebbooookk  @@jjsseett..kkoouuhhoouu..uuppddaattee  
 
 
 
 
 
 
 

TTwwiitttteerr  @@JJSSEETTkkoohhoo__uuppddaattee  
 
 
 
 
 
 
 

JSET ホームページ（https://www.jset.gr.jp/） 
学会ホームページの右上の各アイコンからも登録可能です． 

 
最近の情報発信（例） 

 
登登録録状状況況（2022 年 07 月 07 日現在）  Facebook 80 人，Twitter 152 人 
 

文責 登本洋子（東京学芸大学） 
  

Japan Society for Educational Technology

13

https://www.facebook.com/jset.kouhou.update
https://twitter.com/jsetkoho_update


14 
 

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 1144 回回理理事事会会記記録録 
 

日時：令和 04 年 04 月 26 日（火）～04 月 29 日（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 13 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 04 月 29 日現在の総会員数は 3,435 名とな

った． 

 

３.各種委員会から 

＜協議題＞ 

(１)大会企画委員会 

委員（春季大会）の交代について提案があり，承認した． 

(２)総務委員会 

委員の委嘱について提案があり，承認した． 

＜報告＞ 

(３)編集委員会 

学会誌の発行スケジュールの報告があった． 

(４)広報委員会 

ニューズレター253 号の編集スケジュールの報告があった． 

(５)総務委員会 

 

その他 

 第 13 回日本学術振興会育志賞受賞候補者の推薦について（独立行政法人 日本学術振興会より） 

 後援名義事業実施報告書（一般社団法人日本教育情報化振興会より） 

 郵送物を確認した． 

 

４.今後の理事会日程 

第 19 期第 15 回以降の理事会日程を確認した． 

 

 

  

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 1155 回回理理事事会会報報告告 
 

日時：令和 04 年 05 月 21 日（土）14:40～16:10 
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（遠隔），岩﨑千晶（遠隔），緒方広明（遠隔），小柳和喜雄（遠隔）， 
重田勝介（遠隔），高橋純，永田智子（遠隔），西森年寿（遠隔），根本淳子（遠隔）， 
益子典文，益川弘如（遠隔），松河秀哉（遠隔），望月俊男（遠隔），森田裕介（遠隔）， 
森本康彦（遠隔） 

監事  鈴木克明（遠隔） 
総務委員会 池尻良平，伏木田稚子 

 （合計 22 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 14 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．2022 年 05 月 21 日現在の総会員数は 3,460 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 46 巻４号の論文誌発行スケジュール，46 巻 Suppl.号の論文

誌発行スケジュール，ITEL の編集進捗状況が報告された．2022 年 04 月 01 日付の編集委員２名

の追加が提案され，承認した．著作権規程（案）について提案があり，意見交換を行った．  
議題４（戦略・国際） 
・企画戦略国際委員会 

 AECT と MOU を最締結することについて報告があった．AECT と JSET 間で交流するための

活動が提案され，承認した． 
・企画戦略 WG 
 企画戦略 WG のメンバー１名の追加が提案され，承認した．会員向けアンケートの入力期間が１

月末に延長となることを承認した． 
議題５（会員サービス） 

・大会企画委員会 
2022 年春季大会の開催状況，2022 年秋季大会の準備状況について報告があった．  

・研究会委員会 
今後の研究会のスケジュール，および 07 月研究会（信州大）より発表者が会場で発表すること

について報告があった． 
議題６（総務・広報・選挙管理） 

・広報委員会 
今後のニューズレターの記事記述ルールと方針について報告があった． 

・顕彰委員会 
2021 年度～2022 年度顕彰委員２名の選任が提案され，承認した．第 37 回研究奨励賞の選考状

況について報告があった．第 36 回論文賞選考に係る顕彰委員会選考委員５名の選任が提案され，

承認した．第 36 回論文賞の選考状況について報告があった． 
・選挙管理委員会 

次期役員・代議員候補者の理事会推薦方法について説明があった．  
・総務委員会 

総務委員会の業務改善のため，今回の理事会から理事会記録（内容の詳細記録）の作成を取りや

めることについて報告があった． 

Japan Society for Educational Technology
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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．

新新入入会会員員（（22002222 年年 0033 月月 0088 日日～～22002222 年年 0044 月月 1122 日日））  
入会申込者 53 名（正会員：32 名，准会員：２名，学生会員：19 名） 

正会員（ 32 名） 

齊藤崇(淑徳大学) 

山本菜穂子(株式会社ブレー ンスタ

ッフコンサルタンツ)

小野健太郎(武蔵野大学) 

今村律子(福岡大学) 

氣田幸和(札幌市青少年科学館) 

坂巻文彩(九州大学大学院) 

鈴木計哉(ユニコネクト株式会社)  

小松良介(南箕輪村立南部小学校) 

林智子(稲城市立稲城第二小学校) 

笠原秀浩(練馬区立関町北小学校) 

惣脇宏(京都産業大学) 

恩田真衣(奥出雲町立仁多中学校) 

木室義彦(福岡工業大学) 

斉田俊平(大阪市立今里小学校) 

高山祐輔(帝京大学) 

佐藤智文(株式会社内田洋行) 

檀裕也(松山大学) 

天野由貴(東京工業大学) 

谷浩明(国際医療福祉大学) 

西浦明倫(立命館大学) 

山本晃彦(鈴鹿大学) 

川島裕子(大阪成蹊大学) 

中村友基(職業能力開発総合大学校) 

松本一樹(壬生町立壬生北小学校) 

藤平愛美(大阪大学) 

成川康男(玉川大学) 

井上藍(京都府立洛北高等学校) 

久保田耕司(山陽女子短期大学) 

堀舘秀一(創価大学) 

長澤元子(北海道函館西高等学校) 

吉川幸(岡山大学) 

紺谷遼太郎(くらしき作陽大学) 

准会員（２名）

亀山巌(三井物産株式会社) 

尾之上高哉(宮崎大学) 

学生会員（ 19 名） 

西あかね(神戸大学大学院) 

久保田愛海(東京大学) 

ダオゴック ミン チャウ(岡山大学

大学院) 

髙木結基(常葉大学) 

山口恭正(東北大学大学院) 

西川彩香(上越教育大学大学院) 

福島貴子(岐阜大学) 

中村ロマン(東京理科大学大学院) 

武田慧(岩手県立大学) 

正司豪(早稲田大学) 

西川歩美(東京大学大学院) 

草野佑輔(長崎大学) 

MukaiFelipe Naotto(筑波大学) 

仲沢実桜(東京大学大学院) 

康凱翔(広島大学) 

渡部慧(早稲田大学) 

張子嫣(早稲田大学大学院) 

渡邊有紗(東京理科大学大学院) 

樋口翔太(東京理科大学大学院) 
以上

Japan Society for Educational Technology

16



17 
 

新新入入会会員員（（22002222 年年 0044 月月 1133 日日～～22002222 年年 0055 月月 1100 日日））  
入会申込者 32 名（正会員：16 名，准会員：２名，学生会員：14 名） 

 

正会員（16 名） 

森岡真弥(中村学園大学) 

森力(琉球大学) 

高橋司(明治国際医療大学) 

田邉浩太郎(日本ベーリンガーイン

ゲルハイム株式会社) 

山崎克洋(小田原市教育委員会) 

諏澤宏恵(京都光華女子大学) 

森美里(大阪市立喜連中学校) 

田所裕康(千葉経済大学) 

古川俊(クラスジャパン小中学園) 

松山大輔(専門学校 北海道リハビリ

テーション大学校) 

桃井克将(徳島文理大学) 

天野裕子(関西大学) 

松下聖(近畿大学) 

陸奥田維彦(大阪教育大学) 

畝田谷桂子(鹿児島大学) 

浜崎正己(KODANSHAtech 合同会社, 

株式会社メディアインキュベート) 

 

准会員（2 名） 

三好麻実子(東京女子医科大学附属

八千代医療センター) 

柄澤周(帝京大学小学校) 

 

学生会員（14 名） 

宮島衣瑛(学習院大学大学院) 

豊田大登(東京学芸大学大学院) 

QIN XIAN(国士舘大学) 

田中真菜(明治大学大学院) 

李トウ(九州大学) 

平田沙希(九州大学) 

田知殷(明治大学大学院) 

河本昌範(静岡大学大学院) 

田中奏一郎(東京理科大学) 

小林翔太(帝京大学教職大学院) 

豊田佐和子(東京学芸大学大学院) 

瀬崎颯斗(東京大学大学院) 

松本赳史(大阪公立大学大学院) 

古越佳子(鳴門教育大学大学院) 

以上 

新新入入会会員員（（22002222 年年 0055 月月 1111 日日～～22002222 年年 0066 月月 0088 日日））  
入会申込者 37 名（正会員：16 名，准会員：３名，学生会員：18 名） 

 

正会員（16 名） 

中池竜一(愛知教育大学) 

戸村ひかり(駒沢女子大学) 

相澤純(岩手医科大学) 

外山隆一(オリンパス株式会社) 

若杉祥太(大阪教育大学) 

中垣達(川崎市立井田病院) 

森川大地(東京都板橋区立桜川小学校) 

武田俊之(関西学院大学) 

古江佳織(九州看護福祉大学) 

山下順子(成蹊大学) 

川上亮子(ロスアンデス大学) 

青柳西蔵(駒澤大学) 

松下恵子(和歌山大学) 

 

松瀬尚(日本放送協会) 

二宮和真(愛媛大学医学部附属病院) 

濱田織人(NPO 法人 SOMA) 

 

准会員（３名） 

曺圭福(韓国教育学術情報院) 

小野勝彦(すくさぽ ONO) 

田中雄也(寝屋川市立第八中学校) 

 

学生会員（18 名） 

村田貴彦(東京学芸大学) 

若松亮太(広島大学大学院) 

田村駿也(早稲田大学大学院) 

大仁田香織(新潟大学大学院) 

 

西舘茉侑(上越教育大学大学院) 

窪健斗(静岡大学教職大学院) 

月足由香(熊本大学大学院) 

菊地原守(名古屋大学大学院) 

蓬田息吹(東京大学大学院) 

舟橋涼(電気通信大学) 

鍋谷航平(電気通信大学) 

濱田龍哉(電気通信大学) 

齋田裕子(静岡大学大学院) 

川谷維摩(北海道大学大学院) 

遠藤隆平(鳴門教育大学) 

上野真(電気通信大学) 

江口文耀(大阪工業大学) 

福井隆介(静岡大学) 

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
２０２２年０９月～２０２３年０３月
・	 	2022 年 09月10日（土）～11日（日）＜全国大会＞
2022 年秋季全国大会（カルッツかわさき&オンライン）

・	 	2022 年 10月 08日（土）研究会「高等教育における学
習支援／一般」（関西学院大学	上ケ原キャンパス）

・	 	2022 年 12月 03日（土）研究会「高等教育における学
習支援／一般」（鹿児島女子短期大学　※実施形態検
討中）

・	 	2023 年 03月25日（土）～	03月26日（日）＜全国大
会＞2023 年春季全国大会（東京学芸大学　※実施形
態検討中）

◎国際会議の案内
２０２２年０７月～２０２３年０３月
・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)
・ICCE	2022
	 https://icce2022.apsce.net/
	 (2022,	11/28	–	12/02,	Kuala	Lumpur,	Malaysia)
・TALE	2022
	 https://www.tale2022.org/
	 (	2022,	12/04	–	07,	The	Hong	Kong	Polytechnic	
University)

・SITE	2023
	 https://site.aace.org/conf/
	 (2023,	03/13	–	03/17,	New	Orleans,	Louisiana,	USA)

２54
２０22年 7月29日




