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重重点点活活動動領領域域委委員員会会とと企企画画戦戦略略国国際際委委員員会会がが合合同同でで取取りり組組んんだだ  

「「会会員員ササーービビスス向向上上とと国国際際化化にに向向けけたた意意識識調調査査」」  
 

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） 
 
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．ニュー

ズレターの巻頭挨拶のリレーが始まり，２巡目となりました．私が担当す

るのは，新たに設置された重点活動領域委員会と企画戦略国際委員会です． 
重点活動領域委員会は，学会が時限付きで重点的に進める領域の活動で，

「情報教育部会」，「学習環境部会」，「学習評価部会」３つの部会を発足し

ました．デジタル・トランスフォーメーション（DX）の急激な進展により，

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，社会に貢献することを目指しています．現在は各部会で調査研究をすすめ，全

国大会等で報告をしています． 
企画戦略国際委員会は，AECT（Association for Educational Communications and Technology），

CAET（China Association for Educational Technology），KSET（Korea Society of Educational 
Technology）を中心に海外の教育工学領域の学会と交流・連携強化を進めています．AECT では毎年

JSET 枠において JSET 委員が報告を行っています．2022 年度は企画戦略国際委員が日本の学習環境

に関する報告を予定しています． 
またこれら２つの委員会が合同で取り組んでいる活動として「日本教育工学会会員サービス向上と国

際化に向けた意識調査」があります．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を整備し，多様な収入源を確保する

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．そこで，2020 年 11 月に提出された将来

構想 WG の答申を踏まえ，会員の声を活かした具体的な活動を提案するために会員／非会員向けてアン

ケート調査を実施しました．以下にその概略を報告します． 
実施期間は 2022 年 03 月 18 日～06 月 30 日で，回答者数は会員対象アンケートで 783 名，非会員対

象では 83 名でした．本学会の会員数が 3000 名強であるため，かなりの会員の方に回答いただけたこと

に対し，心より感謝申し上げます．会員対象アンケートの結果を見ると，回答者属性は 40～50 代が約

６割で，職業属性としては大学教員からの回答が最も多くありました．また入会３年未満の会員，10 年

以上の会員からの回答がそれぞれ約３分の１ずつでした． 
「学会の諸活動への認知度」に関しては，学会誌，学会ホームページ，全国大会，ニュースレターで

７割以上が「利用している」と回答し，COVID-19 の影響や SIG 活動を再検討する期間もあったため，

合宿，SIG 活動で２割以上が「知らない」と回答がありました．またこれらの項目に関する「満足度」

では，全項目で否定的回答（やや不満，不満）は１割未満であり，総じて満足度は高いことがわかりま

した．「学会参加のメリット」としては，「教育工学分野における質の高い情報の入手」「教育工学分野に

おけるトレンドの把握」「研究発表の場」など情報収集や研究発表の場としてのメリットを感じている

傾向がありました．詳細については今後，学会ホームページ等で報告を致します．また，本アンケート

の回答者には抽選で amazon ギフト券が配られています．当選者の方おめでとうございます． 
これらの調査結果を踏まえ，今後も会員のニーズに応えていくことはもちろん，世界の中でも先進的

で挑戦的な研究ができ，社会に貢献していけるよう，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）を生かした活動を実施してまいります．学会

は会員のみなさまによって成り立っています．直前に迫っている秋大会，そして年間を通じた活動への

積極的なご参加をお待ちしています． 
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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（（第第三三報報））  
hhttttppss::////wwwwww..jjsseett..ggrr..jjpp//ttaaiikkaaii4411//  

 
 
日本教育工学会 2022 年秋季全国大会を，下記のように開催致します． 
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つの方法で実施致します．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なりますので，

多くの方々のご参加をお待ちしています．最新情報は https://www.jset.gr.jp/taikai41/ に順次掲載致し

ますのでご確認下さい． 
  
11．．開開催催期期日日・・会会場場  
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 分まっすぐお進み下さい．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分ご乗車下さい． 
 
  
22．．大大会会日日程程  

09 月 10 日(土) 

ホール アクト 
スタジオ 

大会議室 中会議室 アクトスタジオ・

大会議室 
オンライン 

09:30～10:00 
チュートリアル

セッション１ 

      09:30～16:00 
企業展示 

一般研究発表 
（オンデマンド） 
企業展示 
（オンデマンド） 

  10:10～12:10 
一般研究発表１ 

10:10～12:10 
一般研究発表２ 

10:10～11:10 
企業セッション

１ 

  10:10～11:00 
コアタイム１ 

  10:10～11:00 
コアタイム１ 

   

11:20～12:10 
コアタイム２ 

11:20～12:10 
コアタイム２ 

 

12:10～13:40 昼食   

13:40～14:30 
全体会 

      

14:50～15:50 
キーノート 

16:00～18:00 
シンポジウム１ 
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09 月 11 日(日) 

ホール アクト

スタジオ

大会議室 中会議室 アクトスタジオ・

大会議室

オンライン

09:30～10:00 
チュートリアル

セッション２

09:30～14:30 
企業展示

一般研究発表

（オンデマンド） 
企業展示

（オンデマンド） 
10:10～12:10 
一般研究発表３

10:10～12:10 
一般研究発表４

10:10～11:10 
企業セッション

２

10:10～11:00 
コアタイム３

10:10～11:00 
コアタイム３

11:20～12:10 
コアタイム４

11:20～12:10 
コアタイム４

11:20～12:20 
企業セッション

３

12:10～13:40 昼食 

13:40～14:10 
チュートリアル

セッション３

14:30～17:00 
シンポジウム２

受付について

● 受付は両日 09:15 より，１階ホール前に設置予定です．

● クロークをご利用予定の方は，受付にてご案内します．

昼食について

● 昼食時，お弁当等の持ち込みによる飲食は，中会議室をご利用下さい．

● 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/ ）」をご参照下さい．

備考

● ホールで開催するセッションはオンライン配信の対象予定です．

● 託児所の提供はありませんのでご注意下さい．

● 施設内全面禁煙となっており，喫煙所はありませんのでご注意下さい．

● 新型コロナウイルス感染症対策については，https://www.jset.gr.jp/taikai41/notice.html をご

覧下さい．

33.. 各各セセッッシショョンンににつついいてて

（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」

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）
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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：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）

指定討論者：古田紫帆（大手前大学）

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（第１部・第２部）

寺嶋浩介（大阪教育大学）

古田紫帆（大手前大学）

（2）チュートリアルセッション（オンライン配信あり）

本大会では，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
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，ポスター発表のみです．対面およびオンラインでの発表

方法の詳細 は https://www.jset.gr.jp/taikai41/presentation.html をご確認下さい．

● 川崎会場での対面発表会場では，コアタイムで指定された時間帯に発表者がポスター前で

説明等に従事しています．それ以外の時間であってもポスターは掲示されていますので，

自由にご覧下さい．
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● オンラインの発表はオンデマンド型で行います．

● オンデマンド発表は，参加申込者のみがアクセスできる大会参加者専用の Web サイト（参

加者用サイト）に掲載されます．参加者用サイトは大会実施期間も含めて一定期間（09 月

05 日から 10 月 16 日を予定）公開されます．その間にオンライン上でポスターや発表動画

を閲覧し，ディスカッションが可能です．

44．．大大会会ままででののススケケジジュューールルとと参参加加費費  

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．

●振込による申込は 09 月 07 日（水）14 時 30 分までです．それ以降はクレジットカードによる支払

いとなります．

●詳細は，大会ホームページをご確認下さい．

5．問い合わせ先 

大会全般に関しては，以下にお問い合わせ下さい．  

大会企画委員会（秋季全国大会）問い合わ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 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） 
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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（（第第二二報報））

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.  

11．．開開催催期期日日・・会会場場（（状状況況にによよりり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：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 
https://www.u-gakugei.ac.jp/ 

22．．会会場場へへののアア

・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

33．．大大会会ままででののススケケジジュューールル  

【発表者のスケジュール】

・発表（参加）申込受付期間：11 月 11 日（金）～01 月 13 日（金）17:00

・発表原稿（２頁）締め切り：01 月 13 日（金）17:00
・参加費送金締め切り ：02 月 17 日（金）17:00 
・プログラム決定・通知 ：02 月上旬 
・2023 年春季全国大会講演論文集のダウンロード開始：03 月 17 日（金）

※発表にあたっては，発表と参加両方の申し込みおよび早割期間での参加費送金が必要となります．

【参加者（発表者以外）のスケジュール】

・参加の参加申込受付期間     ：11 月 11 日（金） 
・参加費送金（早割り価格）締め切り：11 月 12 日（金）～03 月 17 日（金）17:00

・参加費送金（一般価格）締め切り ：03 月 17 日（金）17:00～03 月 26 日（日）

【自主企画セッション申込スケジュール】

今大会でも自主企画セッションを公募にて実施します．詳細は決定次第お知らせします．

・公募締め切り：12 月 16 日（金）17:00
・採否の通知 ：12 月 23 日（金）

44．．大大会会当当日日ののススケケジジュューールル  

以下は現時点での案となります．諸事情によって変更の可能性がありますので，引き続き今後のお知

らせをご確認下さい．

（～ 03  月  17  日（金）17:00）

クセス  https://www.u-gakugei.ac.jp/access/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（（第第二二報報））

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. 

11．．開開催催期期日日・・会会場場（（状状況況にによよりり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：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
https://www.u-gakugei.ac.jp/

22．．会会場場へへののアアククセセスス  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

33．．大大会会ままででののススケケジジュューールル

【発表者のスケジュール】

・発表（参加）申込受付期間：11 月 11 日（金）～01 月 13 日（金）17:00

・発表原稿（２頁）締め切り：01 月 13 日（金）17:00
・参加費送金締め切り ：02 月 17 日（金）17:00
・プログラム決定・通知 ：02 月上旬

・2023 年春季全国大会講演論文集のダウンロード開始：03 月 17 日（金）

※発表にあたっては，発表と参加両方の申し込みおよび早割期間での参加費送金が必要となります．

【参加者（発表者以外）のスケジュール】

・参加の参加申込受付期間     ：11 月 11 日（金）

・参加費送金（早割り価格）締め切り：11 月 12 日（金）～03 月 17 日（金）17:00

・参加費送金（一般価格）締め切り ：03 月 17 日（金）17:00～03 月 26 日（日）

【自主企画セッション申込スケジュール】

今大会でも自主企画セッションを公募にて実施します．詳細は決定次第お知らせします．

・公募締め切り：12 月 16 日（金）17:00
・採否の通知 ：12 月 23 日（金）

44．．大大会会当当日日ののススケケジジュューールル

以下は現時点での案となります．諸事情によって変更の可能性がありますので，引き続き今後のお知

らせをご確認下さい．

（～ 03 月  17 日（金）17:00）
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03 月 25 日（土） 03 月 26 日（日） 
08:45～09:15 
チュートリアルセッション 
 

 

09:20～10:50  
研究発表  
 
11:00～12:30 
研究発表/自主企画セッション 

09:00～10:30 
研究発表 
 
10:30～11:50 
研究発表/自主企画セッション 

昼休み 昼休み 
13:30～15:10 
研究発表/自主企画セッション 
 
15:30～17:30 
研究発表 
 

13:00～13:50 
代議員総会 
 
14:00～14:10 
全体会 
 
14:10～14:30 
SIG セッション 
 
14:40～16:40 
シンポジウム 

18:00～20:00 
懇親会 

16:45～17:00 
クロージングセレモニー 

 
※一般研究時発表 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） 
 
55．．今今大大会会ににおおけけるる注注意意点点  

（1）オンライン開催の可能性 
2023 年春季全国大会については，現状では対面実施の方針ですが，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，ハイブリッドまたは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 
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下さい．

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，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決定次第お知らせ

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，インターナショナル・セッションを口頭発表に

て開催します． 
・研究発表とは別に重点活動領域セッションおよび自主企画セッションを開催します． 
・重点活動領域セッションは，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設置された３つの部会（情報教育部会，学習環境

部会，学習評価部会）の活動についてのセッションになります．日時は決定次第お知らせします． 
・自主企画セッションは，教育工学研究に関する外部研究費(科研費や JST による研究費などの公的外

部研究費や財団による研究支援)による研究成果を公開することを目的としたセッションを公募します．

詳細は，決定次第お知らせします． 
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（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．テーマは現在検討中となります．決定次第お知らせします． 

（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．

・詳細は決定次第，Web ページやニューズレターにてお知らせします．

66．．大大会会運運営営組組織織  

春季大会企画委員会 

委員長 森田裕介（早稲田大学） 

松河秀哉（東北大学）  

北澤武（東京学芸大学） 

川面きよ（成城大学） 

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）

副委員長 

幹事 

委員 

(五十音順) 

辻宏子 （明治学院大学）

長濱澄 （東北大学）

担当副会長 村上正行（大阪大学） 

春季大会実行委員会

委員長 森本康彦（東京学芸大学）

副委員長 高橋純 （東京学芸大学）

北澤武 （東京学芸大学）

委員 検討中 

(五十音順) 
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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  
●テテーーママ：教育の情報化／一般 
●日日時時：2022 年 12 月 03 日（土） 
●会会場場：鹿児島女子短期大学（鹿児島市） 
●担担当当：渡邉光浩 
●募募集集内内容容： 
「GIGA スクール構想」によって，小・中学校に児童生徒１人１台端末や高速大容量ネットワーク

が整備され，クラウドの活用も進んでいます．また，高等学校での１人１台端末環境整備も進められ
ているところです．学校の ICT 環境が整備されることで，教科指導における ICT 活用や情報活用能
力の育成に関する実践の充実・普及が一層期待できます．一方，そのためには教師の ICT 活用指導力
を向上させることが求められます．また，働き方改革の一環として校務の情報化の推進も期待されて
います．さらに，ビッグデータの活用など，先端技術を教育に取り入れようとする動きもあります． 

そこで本研究会では，「教育の情報化」をテーマとして，初等中等教育を中心に，１人１台端末の活
用や情報活用能力の育成などの実践，校務の情報化，教師の ICT 活用指導力の向上，教育データの利
活用など，教育の質の向上を図るための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 10 月 03 日（月） 
●原原稿稿提提出出期期限限：2022 年 11 月 03 日（木・祝） 
●参参加加登登録録・・支支払払期期限限：2022 年 11 月 25 日（金） *11 月上旬より研究会 HP にて登録開始 
●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． 
●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，お気を付け下さい．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」をご覧下さい． 
●参参加加方方法法： 

2022 年 12 月研究会は，現地会場での対面開催として計画しております．また，今年度の研究会は
発表しない場合にはオンラインでも視聴できるような形態での開催を試行していますが，これについ
ての 12 月研究会の具体的な方法は現在検討中です．決定次第，研究会 HP にて告知を行います． 
なお，今後の感染状況等によっては，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 にて入手して下さい． 
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研究会の開催報告  テーマ：教員養成・研修と ICT 活用／一般 
●日時：2022 年 07 月 02 日  
●会場：信州大学長野（教育）キャンパス 
●発表件数：35 件（内非会員９件） 
●参加者数：95 名（内非会員 20 名・内オンライン参加 22 名） 
 
コロナ禍がやや落ち着いた７月初旬，およそ２年ぶ

りに現地対面による研究会を開催いたしました．発表
者は現地参加，聴講のみの方はテレビ会議（Zoom）
によるオンラインでの参加も可能とし，本学会初のハ
イブリッド型の研究会となりました．久々に全国各地
の皆様と直接お会いすることができ，またオンライン
からも積極的にご質問をいただいたことで，現地・オ
ンラインの両面から活発な意見交換が行われて大い
に盛り上がった１日となりました． 
感染症対策を講じながらの開催につき，現地参加の

皆様には様々な面でご不便をお掛けしました．また，
オンライン配信においては，十分な配信環境を整える
ことができず，発表者の声が聞き取りづらかったり，
スライドが見えにくかったりした点があったかと思います．この場をお借りしてお詫び致しますとと
もに，皆様のご協力により無事に開催できましたことを心より感謝申し上げます．  

担当：森下孟（信州大学） 
 

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致します．イベント前に，必ず本学会ホームページをご確認下さい．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，ご参加下さい． 
 
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」「発表費」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下さい．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．連名者は発表費の支
払い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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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））
日本教育工学会論文誌 vol.47 Suppl.の発行 

論文受付締切：2023 年 04 月 01 日（金）17:00 

日本教育工学会論文誌 vol.47, 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. 2023 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．

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 （東京女子大学）

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（電気通信大学）

松田岳士（東京都立大学）

佐藤和紀（信州大学）

根岸千悠（京都外国語大学）

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 

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

（2023 年度）

 04 月 担当及び査読者の指名

 05 月 編集委員会で査読進捗状況の確認

 07 月 編集委員会で採録，返戻の第１回決定

 09 月 編集委員会で採録，返戻の第２回決定

10 月 最終原稿の提出

11 月 著者校正

12 月 ショートレター増刊号発行予定

投稿の仕方：

原稿は，「投稿規程」と「原稿執筆の手引」

（ https://www.jset.gr.jp/thesis/index.html ）に

従って執筆し，学会ホームページの会員専用

We b  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

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::  現現代代的的教教育育ニニーーズズとと教教育育実実践践・・教教育育技技術術」」  

変化が激しく，先行きを見通すことが難しい現代では教育に対する社会的ニーズが変化しています．

初等中等教育では，自分のよさや可能性を認識し，あらゆる他者を尊重し，協働しながら，豊かな人生

を切り拓き，持続可能な社会の創り手となるための資質・能力（社会情動的スキルや自己調整能力等を

含む）の育成が求められています．高等教育においても，学修者本位の教育の実現を目指した実践や教

育課程の改善が進められています．また，特別な支援を要する学習者，日本語を母語としない学習者，

貧困，不登校など，学習者の状況は多様化しています．GIGA スクール構想で整備された１人１台のコ

ンピュータ，BYOD/BYAD，クラウドや高速ネットワーク等の学習環境の刷新は，こうした教育環境の

変化に対応した活用が期待されています．そして、個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実，授

業内外の学びの連携，学習履歴の活用等，新たな教育技術の開発が試みられています．今回の特集号で

は，変化しつつある教育に対する社会的ニーズに対応した，資質・能力の育成を目指した教育実践や，

刷新された学習環境に対応した教育技術の開発，検証に関する知見を幅広く募集します．

11．．対対象象分分野野

本特集号で募集する論文テーマの例を示します．初等中等教育及び高等教育双方における教育実践や

教育技術に関するリサーチクエスチョンを歓迎します．

(1) 個別最適な学び，協働的な学びに関する教育実践・教育技術

(2) 社会情動的スキルや自己調整能力などの資質・能力育成に関する教育実践・教育技術

(3) 授業と授業外の学習を関連づけた教育実践（反転授業等）

(4) １人１台環境，クラウド等を使用し，新たな教育ニーズに対応した教育実践

(5) 教育ニーズの変化，ICT 環境の刷新等を受けた学習環境の構築・検証

(6) e ポートフォリオ等，学習者個別の学習履歴の蓄積，可視化に関する研究

(7) 児童生徒の多様な学習環境の保障に関する教育実践・教育技術

66．．特特集集号号編編集集委委員員会会    

特集号編集委員長 稲垣忠（東北学院大学）

特集号副編集委員長 山森光陽（国立教育政策研究所）

特集号幹事 瀬戸崎典夫（長崎大学）・伏木田稚子（東京都立大学）

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（2023 年 11 月発行予定） 

論文投稿（電子投稿による）の締切は 2023  年  02  月  10 日（金）17 時，最終原稿提出締め切りは同

じく  02  月  17 日（金）17 時です． 

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 We b 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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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． 

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 8 月 15 日現在）  Facebook 86 人，Twitter 160 人 

文責 登本洋子（東京学芸大学）

Japan Society for Educational Technology
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新新入入会会員員（（22002222 年年 0066 月月 0099 日日～～22002222 年年 0077 月月 0055 日日））  
入会申込者 58 名（正会員：24 名，准会員：８名，学生会員：26 名） 

 
正会員（24 名） 
渋谷友紀(札幌市立大学) 
一戸智之(柴田学園大学) 
笹屋孝允(香川大学) 
仲間大輔(株式会社リクルート 

マネジメントソリューションズ) 
佐藤修(玉川大学) 
蔡薫婕(帝京大学) 
阿部孝之(木更津工業高等専門学校) 
坂林毅昌(横浜市立岡村小学校) 
新谷真由(芝浦工業大学) 
前田昌志(三重大学) 
楠美順理(中京大学) 
大村昌代(メディアサイト 

株式会社) 
三國信夫(学校法人城西大学) 
塚本浩貴(東京成徳大学中学 

高等学校) 
工藤春華(京都芸術大学大学院) 
平井哲(明星学苑) 
青木あおき(京都情報大学院大学) 
瀬戸亜美(京都芸術大学大学院) 
二田亜弥(茨城工業高等専門学校) 
紺谷正樹(共同教育学部) 
西田将浩(一般社団法人進路 

指導・キャリア教育支援機構) 
大橋均(立命館小学校) 
永射紀子(国際医療福祉大学) 
金賢眞(大阪大学) 
 

 
 
 

准会員（８名） 
吉田圭輔(函館工業高等学校) 
張恩銘(東京大学) 
鈴木啓太(立命館大学) 
山田亜紀子(京都芸術大学大学院) 
杉原伸一(横浜市立市沢小学校) 
比留川浩介(雄渾特許法律事務所) 
谷杉洋(東京大学) 
奥原佑典(相模原市立相陽中学校) 
 
学生会員（26 名） 
西村僚之佑(大阪大学大学院) 
古林博恵(東京藝術大学) 
山口智美(放送大学大学院) 
西村龍之介(電気通信大学大学院) 
居原田梨佐(電気通信大学大学院) 
沙華哲(北海道大学理学院) 
矢ヶ井那津(熊本大学) 
天野裕香(熊本大学) 
倉田将希(東京大学) 
村上詩織(教育学研究科) 
井澤美砂(信州大学) 
落合道夫(熊本大学大学院) 
Whitfield Dale(北海道大学) 
田村太一(千葉大学大学院) 
池田由紀(聖心女子大学大学院) 
渡邉拓樹(東京理科大学大学院) 
村田雄太郎(東京学芸大学) 
丸山真優子(玉川大学大学院) 
 
 
 
 
 

 
阿部千聖(千葉大学大学院) 
村上遥(京都大学大学院) 
中澤紀香(東京大学大学院) 
樊心暉(東京工業大学) 
大河凌凱(関西大学) 
長野里音(東京学芸大学大学院) 
大畠陽平(東京大学大学院) 
米澤顕人(芦屋大学大学院) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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　　
※発表者は関西学院大学で発表）

・	 	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　※状況により
オンライン開催の可能性あり）

◎国際会議の案内
２０２２年１１月～２０２３年０３月
・EdMedia	+	Innovate	Learning	2022
	 https://www.aace.org/conf/edmedia/
	 (2022,	11/01	–	03,	Online)
・ICCE	2022
	 https://icce2022.apsce.net/
	 (2022,	11/28	–	12/02,	Kuala	Lumpur,	Malaysia/Online)
・TALE	2022
	 https://www.tale2022.org/
	 (	2022,	12/04	–	07,	The	Hong	Kong	Polytechnic	
University/Online)

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

２55
２０22年 9月2日




