日本デジタル教科書学会第9回年次大会（京都大会） 研究発表プログラム
第1日目（8月10日） 研究発表（1） ルームA 11A
11:00～11:20 11A1
対話で学びを深める遠隔授業の授業デザインについての一考察
山口 小百合(阿久根市立尾崎小学校)

11:20～11:40 11A2
Skypeを使用した日本語学習へのビリーフ調査―理数系留学生を対象にー
兵藤 桃香(長岡工業高等専門学科)

11:40～12:00 11A3
「オンライン寺子屋」の組織運営
～発足４日で講師２０名と生徒７０名が集まり、 １週間後には１００名の生徒と４０回以上の授業を実施した 組織でのＩ
ＣＴの活用方法について～
高瀬 浩之(松戸市立第二中学校) 堀 佳月(千葉大学大学院) 堀川玲奈(トーマス・ドゥーリー小学校（米国）)

第1日目（8月10日） 研究発表（1） ルームB 11B
11:00～11:20 11B1
デジタル教科書の逐次保存学習履歴を利用した活動状況把握とテレプレゼンス共有
青木 浩幸(国際基督教大学)

11:20～11:40 11B2
次世代型ミーティングボードを活用した授業実践報告
古林 達哉(明石工業高等専門学校)

11:40～12:00 11B3
貸与端末によるデジタル教科書・教材端末用意の重要性
山口 大輔(桐蔭学園)

第1日目（8月10日） 研究発表（1） ルームC 11C
11:00～11:20 11C1
特別支援学校におけるテクノロジーを利活用した表現活動の一提案
稲田 健実(福島県立平支援学校)

11:20～11:40 11C2
弱視のある受験者の試験解答時の行動
高木 新太(広島大学大学院教育学研究科) 氏間 和仁(広島大学) 今津 麻衣(広島大学教育学研究科)

11:40～12:00 11C3
学校でのタブレット端末の利用による生徒と保護者の健康面に対する意識の変化
柴田 隆史(東京福祉大学) 藤井 彌智(東京福祉大学) 山崎 寛山(三条市立大島中学校) 佐藤 和紀(信州大学)
堀田 龍也（東北大学)

第1日目（8月10日） 研究発表（2） ルームA 12A
15:00～15:20 12A1
デジタル漫画教材における学生支援に関する構成要素の考察
西島 花音(公立千歳科学技術大学) 川名 典人(公立千歳科学技術大学) 布施 泉(北海道大学) 曽我 聡起(公
立千歳科学技術大学)
15:20～15:40 12A2
図画工作の創造的な活動と算数の図形領域の理解を融合する実践研究から～教科を往還する「体験」が鍵となる～
藤原 智子(山陽新聞カルチャープラザ) 高瀬 浩之(松戸市立第二中学校)

15:40～16:00 12A3
タブレットを活用した震災モニュメント調査報告－「芦屋市デジタル防災マップ」の作成を事例に－
八田 友和(クラーク記念国際高等学校) 菊地 健也(クラーク記念国際高等学校) 星野 太一郎(クラーク記念国際
高等学校) 伊地知 栄美(クラーク記念国際高等学校)

第1日目（8月10日） 研究発表（2） ルームB 12B
15:00～15:20 12B1
総合的な学習の時間の発表場面でプログラミングを取り入れた単元の研究
笹谷 和生(南砺市立井波小学校) 長谷川 春生(富山大学大学院教職実践開発研究科)

15:20～15:40 12B2
小学校の検定済教科書におけるプログラミング教育に関する記載内容と取扱い
小河 智佳子(都留文科大学)

15:40～16:00 12B3
プログラミング的思考評価のルーブリックの信頼性・妥当性の評価
矢島 理勢(早稲田大学) 斎藤 大輔(早稲田大学) 鷲崎 弘宜(早稲田大学) 深澤 良彰(早稲田大学) 大宮 秀
利(富士電機ITソリューション株式会社) 小野寺 美咲(富士電機ITソリューション株式会社) 佐藤 衣津美(富士電機IT
ソリューション株式会社)

第1日目（8月10日） 研究発表（2） ルームC 12C
15:00～15:20 12C1
WEBシステムを基盤とした教員研修の一提案－Society 5.0時代の「学び続ける教員」の育成を目指して－
後藤 壮史(奈良県王寺町立王寺小学校)

15:20～15:40 12C2
ラジオ番組制作の授業実践報告：大学での取り組み
一戸 信哉(敬和学園大学)

15:40～16:00 12C3
JSDT第9回年次大会プレイベントシリーズ全10回の実施報告
久富 望(京都大学教育学研究科)

第2日目（8月11日） 研究発表（3） ルームA 23A
9:30～9:50 23A1
Scrapboxの共同編集機能を活用して，学生の意見交流を促進させる遠隔授業の実践
峰本 義明(新潟青陵大学短期大学部幼児教育学科)

9:50～10:10 23A2
コロナ禍における個別最適化学習システムの実績
林 俊信(株式会社すららネット) 奥村 理子(株式会社すららネット)

10:10～10:30 23A3
中高数学科におけるBeamerを用いた教材作成と遠隔授業実践の報告
赤間 祐也(武蔵高等学校中学校)

第2日目（8月11日） 研究発表（3） ルームB 23B
9:30～9:50 23B1
中学生の音読における教科書までの視距離 ―紙とタブレット端末の比較―
丁 嘉欣(東京福祉大学) 山崎 寛山(三条市立大島中学校) 柴田 隆史(東京福祉大学)

9:50～10:10 23B2
デジタルリーディングにおける拡大とスワイプが探索に及ぼす影響
尾原 健太( 広島大学人間社会科学研究科) 氏間 和仁(広島大学) 相羽 大輔(愛知教育大学)

10:10～10:30 23B3
電子書籍の読みやすさの心理実験による評価
島田 英昭(信州大学) 山田 裕介(セイコーエプソン株式会社)

第2日目（8月11日） 研究発表（3） ルームC 23C
9:30～9:50 23C1
小学校第5学年社会科の教科書で用いられているグラフの表現形式による分類
安里 基子(東北大学大学院情報科学研究科) 佐藤 正寿(東北学院大学文学部) 高橋 純(東京学芸大学教育学
部) 堀田 龍也(東北大学大学院情報科学研究科)
9:50～10:10 23C2
タブレット型端末を活用した音楽鑑賞授業の実践(1)
渡辺 景子(北海道教育大学附属札幌中学校)

10:10～10:30 23C3
縦断的授業アンケートによる授業改善・評価の可能性と限界
久富 望(京都大学教育学研究科)

第2日目（8月11日） 研究発表（4） ルームA 24A
11:00～11:20 24A1
コロナウイルスにおける個人情報とプライバシーに関するオンライン授業での実践
山本 周(東京理科大学大学院) 清水 克彦(東京理科大学)

11:20～11:40 24A2
スマホを利用したオンラインHRによるクラス作り～つながりを求める生徒たち～
多賀 健介(大阪暁光高等学校) 北辻 研人(大阪暁光高等学校)

11:40～12:00 24A3
遠隔講義のみで実践した大学一年生の集団づくりについて
出村 雅実(流通経済大学)

第2日目（8月11日） 研究発表（4） ルームB 24B
11:00～11:20 24B1
「地理的な思考からGISによる空間的思考へ」－空間的推論を中心に－
山本 靖(長岡大手高等学校)

11:20～11:40 24B2
ドローンを用いたプログラミング教育を支援するデジタルガイドブックの作成
五十嵐 憲吾(公立千歳科学技術大学) 曽我 聡起(公立千歳科学技術大学)

11:40～12:00 24B3
オンライン授業デジタル教科書の試み－Scratchプログラミング－
小野 功一郎(桃山学院教育大学)

第2日目（8月11日） 研究発表（4） ルームC 24C
11:00～11:20 24C1
デジタルゲームベース学習による情報セキュリティ教材のデザイン
西澤 利治(株式会社電脳商会)

11:20～11:40 24C2
中学校数学科におけるコンピュータを媒介にした間主観的学習の構想と実際(1)
－ 統合的な考え方の育成を目指す問題生成場面の設定を中心として －
風間 寛司(福井大学) 田嶋 祥大(大野市尚徳中学校) 木原 菜来(越前町立朝日小学校)
11:40～12:00 24C3
小学校小規模学級におけるクラス間交流の試みについて
～同期通信と非同期通信を組み合わせた交流学習の一例～
広瀬 一弥(亀岡市立東別院小学校) 岩居 弘樹(大阪大学サイバーメディアセンター) 藤木 謙壮(備前市教育委員
会)

