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１．会長

ご挨拶
会長

穗屋下

茂（佐賀大学）

昨今、少子化による全入時代を迎え、高大接続を伴った大きな教育改革が迫られています。
これまでは単なる目先の組織改革で済ませてきた大学も多いと思いますが、これからは教育方
法そのものの改善も強く迫られてくると思います。そのような中で、ICT 活用教育、アクティ
ブ・ラーニング、反転学習、主体的学びという言葉がもてはやされております。
本来、教育の質を向上させるには、少人数教育が重要と思われますが、現実は教員や職員の
定員削減が実施され、さらに国からの運営交付金等も年々減ってきています。このような状況
下において、教育改善を行うには、ICT を活用した e ラーニングを如何にうまく使えるかが問
われることになると思います。
このような状況下において、大学 e ラーニング協議会に課せられた役割は非常に大きく、こ
れから本当に必要な組織になると思います。現在、大学 e ラーニング協議会加盟大学は、協議
会加盟大学の 8 大学が集結した大学間連携共同教育事業「学士力養成のための共通基盤システ
ムを活用した主体的学びの促進」の成果も利用できるように整備計画もなされております。加
盟大学（35 校）や賛助会員（8 企業）の皆様には、本協議会の活動に向けて今後ともご協力の
ほどよろしくお願い申し上げます。

２．2015 年度代表幹事校

ご挨拶
2015 年度代表幹事校
信州大学

2015 年度は、信州大学が大学 e ラーニング協議会の代表幹事校を務めます。よろしくお願い
いたします。
また、以下の通り、2015 年度 総会・フォーラムを開催いたします。ぜひ、ご出席くださる
よう、お願いいたします。
日時：2016 年 3 月 17 日（木） （16 日：8 大学連携事業関連会議）
場所：信州大学 長野（教育）キャンパス
テーマ：高大接続を見据えた ICT の活用
【2015 年度 運営体制】
■会長：穗屋下 茂（佐賀大学）
■代表幹事校：信州大学
■監査校：岩手県立大学
■事務局校：佐賀大学
■幹事校：岩手県立大学 愛媛大学 大手前大学 金沢大学 熊本大学 佐賀大学 信州大学
創価大学 千歳科学技術大学 帝塚山大学 山梨大学
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３．総会・フォーラム 2014 開催報告
2014 年度代表幹事校
大手前大学 畑 耕治郎
今年の大学 e ラーニング協議会のフォーラムは「Open Educational Resource の潮流～教育
のオープン化と著作権～」をテーマとして、3 月 13 日に大手前大学で開催いたしました。
会場である大手前大学さくら夙川キャンパスには、88 名の方にご来場いただきました。皆様
の熱気でキャンパス内の桜のつぼみも少し膨らんだかもしれません。
基調講演では、文化庁著作権課の秋山卓也氏と北海道大学の重田勝介氏にご登壇いただきま
した。
秋山氏からは「ICT 活用教育と著作
権について～最近の政策動向と今後
の展望～」と題して、日ごろなかなか
お伺いする機会のない文化庁のお立
場から、権利者サイド、利用者サイド
それぞれの事情や、現在まさに文化庁
で取り組んでおられる最新事情まで
織り込んだ興味深いお話を伺うこと
ができました。
重田氏には「オープンエデュケーシ
ョンによる教育改善－北海道大学オ
ープンエデュケーションセンターの
取り組みから－」と題し、オープンエ
デュケーションの現状と北海道大学
の取り組み状況をご報告いただきま
した。
加盟大学からの事例発表には、8 大学からの実践報告がありました。反転学習や入学前教育、
BYOD、MOOC など、いずれのご発表も興味深いものばかりで、今後各大学で取り組みを検討され
る際には是非今回のご発表からさらなる情報交換につながればと期待しています。
また、今回初の試みとして、賛助会員（企業会員）を中心とした企業、団体による展示ブー
スを設置しました。プログラムの関係で展示をご覧いただく時間を十分に確保することができ
ないにも関わらず、企業等の皆様には出展をご快諾いただき改めて感謝を申し上げます。
e-Learning Awards 2014 フォーラムでの協議会からの発表でも産学連携をテーマとしておりま
したが、今後も大学 e ラーニング推進には大学間だけでなく、産学連携も大変重要になってき
ます。今後もご協力をお願いしたいと思います。
フォーラム後の情報交換会は、過去の開催校の皆様が様々な独自性を出されてきた中、大阪
発祥の大手前学園として「粉もん＝お好み焼き」をチョイスしました。全国からお集まりいた
だくのにこんなに庶民的なものでいいのかという運営側の不安をよそに、ご参加いただきまし
た皆様には大いに盛り上がっていただき、ご満足いただけたのではないかと思っております。
ご参加いただいた皆様、ご協力いただいた皆様に、改めて御礼申し上げます。

４．2015 年度幹事校ミーティング報告
■日時

2015 年 8 月 29 日（土）

16:30-18:00

■会場

北星学園大学（〒004-8631

北海道札幌市厚別区大谷地西 2-3-1）
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■内容

・入会審査
和歌山大学、東京家政大学、名古屋工業大学の入会が承認されました。
・e-Learning Awards 2015 参加
御茶の水ソラシティ カンファレンスセンターにて開催される e-Learning
Awards 2015（期間：2015 年 10 月 28 日～30 日）にて、29 日（木）13 時 00
分～13 時 50 分に本協議会として講演の開催を決定しました。
・2015 年度総会・フォーラム
以下の日程で、開催することが決定しました。
日時：2016 年 3 月 17 日（木） （16 日：8 大学連携）
場所：信州大学 長野（教育）キャンパス
テーマ：高大接続を見据えた ICT の活用
・書籍刊行
発行に向けて現在校正中で、事務局で数十冊を広報用として確保することと
しました。
・その他
文化庁より、著作権に関する調査依頼を受けており、前回の回答に引き続き、
調査に協力することとしました。

５．8 大学連携事業共催シンポジウム「ICT を活用した学修の実質化と可視化」報告
■日時

2015 年 8 月 30 日（日）

15:00～16:30

■会場

北星学園大学（〒004-8631

■内容

日本リメディアル教育学会第 11 回全国大会の最終日に、本協議会がステークホ
ルダーである 8 大学連携事業（文部科学省採択事業）と、日本リメディアル教育
学会の共催でシンポジウムを開催しました。ここでは、ICT を活用して授業と授
業外を効果的に接続させる先導的な取組事例を紹介しました。特に、e ラーニン
グを活用した反転学修・ブレンドラーニング等の事例と、数学・日本語・低学年
のキャリア系の教育プログラムといったキートピックを取り上げました。

北海道札幌市厚別区大谷地西 2-3-1）

６．2015 年度事業予定
１） 幹事校ミーティングのご案内
本年度第 1 回（開催済）
日時 2015 年 8 月 29 日（土）
会場 北星学園大学

16:30-18:00

本年度第 2 回（予定）
日時 2015 年 10 月 29 日（木） 15:00会場 東京工業大学キャンパス・イノベーションセンター
本年度第 3 回（予定）
日時 2016 年 3 月 17 日（木） 時間未定
会場 信州大学 長野（教育）キャンパス
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２）「e-Learning Awards 2015 フォーラム」への後援
開催時期：2015 年 10 月 28 日（水）～30 日（金）
http://www.elearningawards.jp/
会
場：御茶ノ水ソラシティ カンファレンスセンター
（JR 御茶ノ水駅聖橋口から徒歩１分・東京メトロ新御茶ノ水駅直結）
http://solacity.jp/cc/
・上記フォーラム内での、公開フォーラムの開催
開催時期：2015 年 10 月 29 日（木）13:00-13:50
開催内容：産学連携による持続可能な e ラーニング
３）総会・フォーラム 2015 の開催
開催時期：2016 年 3 月 18 日（金）
会
場：信州大学 長野（教育）キャンパス
http://www.shinshu-u.ac.jp/guidance/maps/map01.html

７．事務局からのご案内
■会費納入のお願い
2014 年度および 2015 年度の会費未納の機関は、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
■部会登録の確認
当協議会の活動の柱である部会の構成を本年度より変更いたしました。つきましては、
加盟校の皆様に、どの部会での活動に登録されるかをメールにてお知らせいただくようお
願いしております。ご連絡いただいた加盟校は、随時部会への登録を進めております。ま
だ回答されていない加盟校の方は、登録を希望する部会を事務局までお知らせください。
部会案内
URL http://www.uela.org/section.html
■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当協議会ホームページ上でご案内させていただ
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。
加盟大学イベント案内
URL http://www.uela.org/src/activity/activity.html
※ 協議会加盟大学の皆様が学会表彰を受けられたニュース等もニューズレターに掲載さ
せていただきたいので、情報がございましたら是非お寄せください。
大学ｅラーニング協議会ニューズレター NO.11（2015年9月31日 発行）
事務局：佐賀大学 全学教育機構 穗屋下研究室
〒840-8502 佐賀県佐賀市本庄町1番地
連絡先：フォーム http://www.uela.org/reference.html
E-mail
uela_offices@googlegroups.com
FAX
0952-20-4731
※ できるだけフォームまたはE-mailにてご連絡ください
大学ｅラーニング協議会：http://www.uela.org/
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