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大学ｅラーニング協議会ニューズレター
発

行：大学 e ラーニング協議会 広報委員会

1. 大学 e ラーニング協議会/日本リメディアル教育学会合同フォーラム 2017 の
ご案内
2017 年度の総会ならびにフォーラムを、以下のとおり開催いたします。今年は、岩手県立大学
にて、
「ICT 活用教育の組織的な導入と運用」をテーマに、各大学の取組事例の共有を中心に意見
交換を図っていきます。特に、新規加盟大学の皆様には是非ご参加頂き、今後の ICT 活用のノウハ
ウについて情報収集して頂ければと思います。
合同フォーラム 1 日目（2 月 28 日）午前は、入学前教育・初年次教育・スキル教育（反転）に
トピックを絞って、ICT を積極的に活用されている事例をセミナー形式で報告します。また、協
議会が提供しております共通基盤システムの利用研修及び新しい教材や機能の紹介も行います。
午後は、ICT 活用教育に関して、行政及び専門的な観点で山路尚武先生(文部科学省高等教育局専
門教育課課長補佐)と尾家祐二先生(九州工業大学学長)に講話を頂きます。また、午後のポスター
セッションでは、第一部会を中心に学内的な運用に関するポスター発表を募集致します。詳細
は、本ニューズレター4 ページ「4．事務局からのご案内」をご参照ください。
2 日目（3 月 1 日）は、第二部会・第三部会の事例を中心とした発表を予定しています。今回は
日本リメディアル教育学会との合同研究会としておりますので、是非関連する先生方の研究成果の
発表の場としてもご活用ください。
なお、1 日目に幹事校ミーティングを行いますので、幹事校の皆様は必ずご参加くださいますよ
うお願いいたします。また、情報交換会を 1 日目の夕刻から予定しておりますので、一人でも多く
の方のご参加をお待ちしております。
参加ならびにポスター発表の申し込みは、下記より受け付けます。
◆合同フォーラム 2017 申込ページ：https://www.cccties.org/event/e20180228/
〇参加申込〆切日： 2 月 26 日（月）
〇発表申込〆切日：12 月 27 日（水）

■ 合同フォーラム概要
会期

2018 年 2 月 28 日(水) − 3 月 1 日（木）

会場

岩手県立大学 ※1 日目と 2 日目で会場が変わりますのでご注意ください。

日程

1 日目：大学 e ラーニング協議会 総会・フォーラム
2018 年 2 月 28 日(水) 9:00～18:00
岩手県立大学 滝沢キャンパス（〒020-0693 岩手県滝沢市巣子 152-52）
2 日目：日本リメディアル教育学会東北支部・ICT 活用教育部会／大学 e ラーニン
グ協議会（第二・第三部会）合同研究会
2018 年 3 月 1 日(木) 9:30～16:00
岩手県立大学 アイーナキャンパス（〒020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通 1-7-1）
1

テーマ

ICT 活用教育の組織的な導入と運用

対象

大学 e ラーニング協議会加盟校教職員ならびに日本リメディアル教育学会会
員ほか合わせて約 150 名程度（見込）
大学 e ラーニング協議会、日本リメディアル教育学会
岩手県立大学（予定）
uela2017@cccties.org

主催
後援または共催
お問い合わせ先

■ タイムテーブル
１日目

2 月 28 日(水) 大学 e ラーニング協議会フォーラム

08:30～
09:00～10:40

11:00～12:00
11:00～17:40
11:00～12:20
13:00～13:30
13:40～14:00
14:00～14:30
14:30～15:10
15:10～15:25
15:25～15:45
15:45～17:25

17:30～17:35
17:35～17:45
19:00～21:00

受付開始
《共通講義棟 205 講義室前》
事例報告会(1)：ICT 活用事例
1. 入学前教育の事例（岩手県立大学）
2. 初年次教育・アクティブラーニング＋反転の事例（愛知大学）
3. 3. コンピテンシーを意識した CBT 活用（千歳科学技術大学）
共通基盤システム（CIST-Solomon）の利用方法及び教材紹介
企業展示
幹事校ミーティング(幹事校のみ)
大学 e ラーニング協議会総会 (会員大学のみ)
開 会
開催校挨拶
鈴木 厚人 氏(岩手県立大学学長)
UeLA 会長挨拶 穗屋下 茂 氏(佐賀大学全学教育機構特任教授)
基調講演(1)
山路 尚武 氏(文部科学省高等教育局専門教育課課長補佐)
基調講演(2)
尾家 祐二 氏 (九州工業大学学長)
休 憩
出展企業の紹介
事例報告会(2)：ICT の組織的導入（第一部会）
1. ポスター発表者のライトニングトーク（15:45～16:15）
2. ポスターセッション（16:25～17:25）
次期代表幹事校挨拶
閉 会
情報交換会
場所：ジャーランジャーラン（盛岡市盛岡駅前通 9-3 ジャーランビル 4F）
http://www.pyonpyonsya.co.jp/shop/shop12
費用：5,000 円
形式：立食形式の飲み放題の予定

２日目 3 月 1 日(木)
日本リメディアル教育学会東北支部・ICT 活用教育部会／大学 e ラーニング協議会（第二・第三部
会）合同研究会
09:00～
09:30～09:50
10:00～12:00
12:00～13:00
13:10～14:35
14:40～14:55
14:55～15:50
15:50～16:00

《アイーナキャンパス学習室 1》

受付開始
東北支部 総会
口頭発表
昼食
口頭発表
休憩
口頭発表
閉会式
2

2. 協議会よりお知らせ
１）共通基盤システム活用のご案内
協議会では、昨年度まで文部科学省の補助事業で行っておりました大学間共同教育連携事業の
成果を引き継ぎ、本協議会会員向けサービスとして、基盤教育向けの e ラーニング教材の共同利用
を開始しました。数学（中学・高校・大学初級）、日本語、SPI 対策をまずは利用できます。また、
年内には英検対策（５級から準２級）までの内容を整備します。
会員大学は、試験利用期間（1 年間程度）は無料で、本格利用に際しては年間７万円で、どの科
目でも利用可能としています。詳しくは、下記までご連絡ください。
千歳科学技術大学 理工学部 教授 小松川浩 hiroshi@photon.chitose.ac.jp
千歳科学技術大学 理工学部 助教 山川広人 yamakawa@photon.chitose.ac.jp

２）大学間連携 FD 研修 要請のご案内
協議会では、ICT を活用した FD 研修やシステムに関する利用説明に対する、大学間の調整を行
っています。
上記の共通基盤を活用した事例の紹介、入学前教育の実践事例、反転学習の取組み、また、Moodle
の運用方法等、連携大学が提供可能な情報について、講師派遣の形で、各大学の FD 研修などに派
遣をいたします。
協議会 HP の「視察・講師派遣」ページをご覧頂き、ご興味のある大学は、担当校 信州大学 長
谷川（uela-dispatch@googlegroups.com）までご連絡ください。
「視察・講師派遣」ページ：
https://www.uela.cloud/index/dispatch.html

3. 書籍のご案内
日本リメディアル教育学会（http://jade-web.org）と本協議会
が監修した書籍「大学における e ラーニング活用実践集 大学に
おける学習支援への挑戦 2」が、2016 年 1 月 30 日に、ナカニシ
ヤ出版から発行されました。
http://www.nakanishiya.co.jp/book/b214708.html
この書籍は、大学教育現場での ICT を活用した教育実践とア
クティブラーニングを含む新たな教育方法、教育効果の評価に関
する知見をまとめ、さまざまなノウハウとともに紹介したもので
す。
ご購入、図書館への推薦など、ご周知くださいますようご協力
よろしくお願いいたします。
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4. 事務局からのご案内
■「合同フォーラム 2017」におけるポスター発表者の募集について
2018 年 2 月 28 日開催の合同フォーラム 2017 において、各加盟大学での e ラーニング実践に
関する発表を募集します。
今年度の総会・フォーラムのテーマは「ICT 活用教育の組織的な導入と運用」です。加盟大学の
皆様に、ICT の組織的な導入に関する事例発表をお願いしたいと考えております。
現在先進的な取り組みをされている大学でも、ここに至るまでには様々な課題を乗り越えた経
験をされています。フォーラムや情報交換会での活発な議論につながるリアルな悩みや課題の発表
をお待ちしております。
〇募集テーマ：
「ICT の組織的導入」
（10 分×6 校程度）
発表タイトル（40 字以内） 発表内容要旨（200 字以内）
なお、発表していただく方には、当日配付する予稿集の原稿を提出していただきます。
申込方法等、詳細は下記 HP をご参照ください。
◆合同フォーラム 2017 申込ページ：https://www.cccties.org/event/e20180228/
〇発表申込〆切：2017 年 12 月 27 日（水）
〇原稿提出〆切：2018 年 1 月 31 日（水）
搬入や設営、撤収などについては、追って、代表幹事校より個別にご連絡させていただきます。

■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。
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.16（2017年12月1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：E-mail uela_offices@googlegroups.com
FAX
0952-20-4731
※ できるだけE-mailにてご連絡ください
大学ｅラーニング協議会：https://www.uela.cloud/
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