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１．ニューズレター発行のお知らせ 
 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 会長  電気通信大学 岡本 敏雄 
 
この度，本協議会ではニューズレターを発刊することとなりました．ニューズレター発行は年２回を

予定し，公開フォーラム・協議会・総会のイベントを案内していきます．今回は，夏に開催されます
e-Learning WORLD 2.0（東京ビッグサイト）と教育システム情報学会全国大会で開催される公開フォ
ーラム（北海道大学）及び協議会ミーティング（千歳科学技術大学）のご案内をさせて頂きます．会員
大学皆様のご参加をお待ちしております． 
 
● e-Learning WORLD 2.0 公開フォーラム・協議会ミーティング（東京ビッグサイト） 
e-Learning WORLD 2.0 は，7 月 28 日から 30 日の期間，東京ビッグサイトで開催されます． 

協議会の公開フォーラムは，29 日午後 1時スタートで，10 大学の事例（連携の取組）の紹介を頂きま
す．同日夕方（午後 5 時 30 分）より，協議会ミーティングを東京ベイ有明ワシントンホテルにて行い
ます．ここでは，当日の議論の総括と同時に，夏のフォーラムの内容や総会に関する意見交換を行いた
いと思っております．また，部会の意見交換として，教材共有（第 5部会）と学習ログの有効活用・ポ
ートフォリオ等（第 3部会）に関する意見交換も予定しております．交流会も開催致しますので，是非
ご参加下さい． 
 
● 教育システム情報学会公開フォーラム（北海道大学）・協議会ミーティング（千歳科学技
術大学） 

	 8 月末には，教育システム情報学会の第 35 回全国大会協賛で公開フォーラムを開催します．本大会
のメインテーマは，「連携 ―集い拓く教育・システムのフロンティア― 」となっています．大会最終
日の 8 月 28 日（午後）に本協議会の金沢大学 森祥寛先生司会で，信州大学 不破泰先生と帝塚山大
学 中嶋航一先生にご登壇頂き，e ラーニング活用を成功させるための大学連携の必要性についてご議
論頂きます．北海道地域の会員大学の皆様は，連携する大学の関係者をお誘いの上，是非ご参加下さい．
詳細は大会 HP をご覧下さい． 
翌日 29 日は，千歳科学技術大学にて，協議会ミーティングの開催を予定しております． 

幹事校の皆様は，総会に向けた検討を行いますので，是非ご参加下さい．あわせて教材共有の部会（第
5 部会）ミーティングを行う予定でいます．今年から，複数大学が提供できる素材についての具体的な
検討を行いたいと考えております．ご関心ある大学の皆さまは是非ご参集下さい．なお当日の参加の有
無を事前に把握させて頂きたいので，同封の返信フォームをご返信ください． 
 
● その後の予定（協議会ミーティング（大手前大学）・総会（金沢大学）） 
	 なお，今後の予定として，12 月に情報教育研究集会（京都大学）にあわせて，協議会ミーティング
を大手前大学で開催する予定(12 月 12 日)です．さらに，3 月には金沢大学で総会と公開事例発表会を
開く予定です．詳細の案内は，次号のニューズレターで紹介します． 
 
 次号ニューズレターは，秋を目指して発刊致したいと思います．会員大学でご紹介した方が良い内容
がございましたら，事務局までご連絡ください． 
 
 
 



２．大学 eラーニング協議会 第２回公開フォーラムプログラム 
 
日時：平成 22 年 7 月 29 日（木） 13:00～ 
場所：東京ビッグサイト「e-Learning WORLD 2.0」展示会場 特設ステージ 
内容：「先導的な ICT 活用の取組みと大学連携」 
	 

13:00～13:10  開会挨拶  
e-Learning WORLD 2.0 実行委員長 
大学eラーニング協議会会長 電気通信大学大学院 岡本 敏雄 氏 

	 

第一部 先導的取組（ICTを活用した大学の質保証の取組） 
13:10～13:25 「酪農学園大学の ICT 活用教育と手書き課題活用システムの開発」 

酪農学園大学 獣医学部 遠藤 大二 氏 
 
13:25～13:40 「e ラーニングの活用による質保証可能な大学教育を目指して」 

佐賀大学 高等教育開発センター 穗屋下 茂 氏 
 

13:40～13:55 「e ラーニング実践による鏡効果としての FD」 
電気通信大学大学院 岡本 敏雄 氏 

 
 13:55～14:10 「金沢大学における全学ポータルシステム「アカンサスポータル」の開発」 

金沢大学 情報部 松平 拓也 氏 
 

14:10～14:25 「自律的な学習を促す ICT 活用教育について」 
創価大学 望月 雅光・金子 徹哉・勅使河原 可海 氏 

 
14:25～14:40 「"Development of ESP e-Learning materials for Postgraduate Chemistry 

Students" (presentation given in English)」 
大阪大学 工学研究科 上田サーソン ルーク 氏 

	 

第二部 先導的取組（大学連携の事例紹介） 
14:40～14:55 「教員免許更新講習における大学連携の試み」 

金沢大学 総合メディア基盤センター 森 祥寛 氏 
 
14:55～15:10 「e ラーニングを主とした北海道の地域医療支援を目指した異分野大学院連

携教育」 
札幌医科大学 附属総合情報センター 中村 正弘 氏 

 
15:10～15:25 「大学連携による教材共有の取組み」 

千歳科学技術大学 メディア教育センター 小松川 浩 氏 
 
15:25～15:40 「大学教育におけるデジタルペンの活用事例」 

帝塚山大学 経済学部 中嶋 航一 氏 
株式会社 シーイー・フォックス 杉山 康彦 氏 

 
15:55～16:25  全体ディスカッション 

                  
16:25         閉会挨拶 

大学ｅラーニング協議会 代表幹事校 金沢大学  
	 



３．e-Learning WORLD 2.0：協議会全体ミーティングについて（ご案内） 
	 

（１）協議会全体ミーティング 
会場：東京ベイ有明ワシントンホテル 3Ｆ リンドウ 
時間：7月 29 日 17:30～19:00 
議案：①公開フォーラムの総括・意見交換 

②今年の年次大会（総会）について 
③教育システム情報学会ジョイントの公開フォーラムについて 
④教材共有に関する意見交換（第 5部会） 
⑤学習ログの活用・ポートフォリオ等に関する意見交換（第 3部会） 
⑥その他 

	 

（２）情報交流会 
 会場：東京ベイ有明ワシントンホテル 3Ｆ メープル 
時間：19:00～21:00 
会費：5,000 円 

	 	 

※協議会全体ミーティング・情報交流会の出欠について，準備の都合上必ず別添の参加 
申込書にて 7 月 19 日（月）迄に事務局へご連絡願います． 

 

（３）会場図 

	 	 	 	 	 
■東京ベイ有明ワシントンホテル 
〒135-0063 東京都江東区有明 3-7-11 
Tel.03-5564-0111 Fax.03-5564-0525 

	 



４．千歳科学技術大学：協議会全体ミーティングについて（ご案内） 
 
（１）幹事校ミーティング 
会場：千歳科学技術大学 本部棟 2F 大会議室 
時間：8月 29 日 10:30～13:00 

  議案：①年度事業の報告 
      ②金沢大学での総会について 
      ③委員会設置（教材共有・産学連携・広報等）について 
      ④その他 
 
（２）部会ミーティング 
会場：千歳科学技術大学 本部棟（予定） 
時間：13:00～16:00 

 
※開催希望の部会は，事務局までご連絡ください．現段階では，教材共有に関する部会 
 ミーティング（第 5部会）を予定しております． 
※千歳科学技術大学までのアクセスは，学休期のため南千歳駅からタクシーとなります． 
当日は，送迎の手配を致しますので，別紙の参加回答書にてご返信ください． 

 
５．事務局からのお知らせ 
 

■総会・フォーラム 2009 を開催しました 
  日時：平成 22 年 3 月 26 日（金） 
  会場：電気通信大学 IS 棟 2 階 大会議室 
 
■新規加盟機関の紹介（平成 22 年度加盟 6 月末現在） 
4 月 1 日：関西大学 
6 月 3 日：株式会社 なうデータ研究所（賛助会員） 
6 月 11 日：名古屋学院大学 
6 月 16 日：株式会社 シーイー・フォックス（賛助会員） 
6 月 25 日：金沢電子出版 株式会社（賛助会員） 

 
■会費納入のお願い 
2010 年度，会費未納の機関は，納入をよろしくお願いいたします． 
振込口座 銀行名：北洋銀行  支店名：千歳中央支店  口座番号：普通 4126901 

       口座名義：ﾀﾞｲｶﾞｸｲｰﾗｰﾆﾝｸﾞｷﾖｳｷﾞｶｲ 
大学ｅラーニング協議会 

       ※昨年度より振込口座が変更になっておりますのでご注意願います．  
 
■加盟大学イベント案内 
加盟大学主催のフォーラム等の案内をホームページ上でご案内させて頂いております． 
掲載を希望する大学は事務局までご連絡下さい． 
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