UeLA & TIES 合同フォーラム 2016

日本の教育改革と大学オンライン教育事情
【日程】 2017年３月17日（金）〜18日（土）
1日目：大学eラーニング協議会フォーラム
2日目：NPO法人CCC-TIESシンポジウム

【会場】 帝塚山大学（奈良・東生駒キャンパス 1号館）
【参加費】

UeLAまたはTIESの会員、賛助会員・・・無料
UeLAとTIESともに非会員・・・2,000円／人（資料代・両日有効）

参加申込 http://www.cccties.org/event/e20170317/
2016 年度末に「高大接続システム改革会議」の最終報告が行われ、新たな時代に向けて高大接続を軸
とする、高等学校教育、大学入学者選抜、大学教育の一連の改革が検討され、抜本的な教育改革が推し進
められようとしています。一方で、教育現場では様々な授業改善に ICT 活用が進められ、ICT そしてオン
ライン教育は、教育改革の推進に大きな役割を担っていると言えます。
当フォーラムでは「日本の教育改革と大学オンライン教育事情」をテーマとして、初日の基調講演では、
文部科学省高等教育局大学振興課の石川仙太郎様から、高大接続改革を軸とする大学教育改革の動向につ
いてお話いただき、二日目の基調講演では、大阪教育大学科学教育センターの仲矢史雄先生から、教育現
場での ICT 活用の実情と展望についてお話いただく予定です。さらに、ポスターセッション、企業展示、
パネルディスカッションを通じて、オンライン教育現場から見た教育改革について議論を深める予定です。
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大学eラーニング協議会フォーラム

3月18日
（土）
NPO法人 CCC-TIESシンポジウム

開会挨拶

開催校挨拶
帝塚山大学 学長

NPO法人 CCC-TIES 理事長・学校法人帝塚山学園 学園長

岩井 洋

柳沢 保徳

大学eラーニング協議会 会長挨拶
佐賀大学 全学教育機構 特任教授

基調講演

大阪教育大学 科学教育センター 准教授

穗屋下 茂

仲矢 史雄

基調講演

山路を登りながら

『教育ICTの現場における実情と展望』

文部科学省 高等教育局大学振興課 課長補佐

石川 仙太郎

招待講演

『高大接続改革を軸とした大学教育改革の動向』

熊本大学 eラーニング推進機構 教授

喜多 敏博

招待実践報告

『教え方を基本から変えてみよう、
そのためのICT』

＜進行＞

千歳科学技術大学 理工学部 情報システム工学科 教授

パネルディスカッション 『オンライン教育現場から見た教育改革』

小松川 浩

＜座長＞
NPO法人 CCC-TIES 副理事長

『大学eラーニング協議会の成果報告』

小野 成志

＜パネリスト＞
大阪教育大学 科学教育センター 准教授

同日開催中のイベント

仲矢 史雄

ワークショップ

時間／ 9:30 〜 11:00
教育をかえる CHiLO ブロックチェーン 会場／ 1201 教室

教育へのブロックチェーンの導入は、高等教育のあり方を大きく変えると言われ
ています。本ワークショップでは、その最新動向を体験する事ができます。

企業展示

時間／ 11:00 〜 17:10
会場／ 1204 教室 〜 1207 教室

ポスターセッション

時間／ 16:10 〜 17:10
会場／ 1204 教室 〜 1207 教室

喜多 敏博

京都女子大学 現代社会学部 教授

宮下 健輔

大阪体育大学 体育学部 教授

工藤 俊郎

CCC-TIES 附置研究所 主任研究員

17:45
●主催

情報交換会

参加費 1人 4,000円

学内・まほろば

堀 真寿美

大学 e ラーニング協議会
NPO 法人 サイバー・キャンパス・コンソーシアムTIES

●お問い合わせ

帝塚山大学 TIES 教材開発室（2016年度UeLA代表幹事校）
E-mail：uela2016@cccties.org

小野 成志

熊本大学 eラーニング推進機構 教授

TEL：0742-48-8561

宮下 健輔

工藤 俊郎

堀 真寿美

UeLA & TIES 合同フォーラム 2016

「日本の教育改革と大学オンライン教育事情」
《プログラム》

【１日目】３月17日 (金)
9:00
9:30〜11:00

大学eラーニング協議会 総会・フォーラム
《1号館2階》

ワークショップ受付開始
ワークショップ
教育をかえるCHiLOブロックチェーン

教育へのブロックチェーンの導入は、高等教育のあり方を大きく変えると言われています。
本ワークショップでは、その最新動向を体験する事ができます。
《1201教室》

11:00〜17:10

企業展示

11:00〜12:20

幹事校ミーティング

12:00
13:00〜13:30
13:40〜14:00

15:30〜16:00
16:00〜16:10
16:10〜17:10
17:15〜17:20
17:20〜17:30

一般受付開始
《1号館2階》
《1201教室》
大学eラーニング協議会 総会 ※会員大学のみ
開 会
《1301教室》
開催校挨拶
岩井 洋 (帝塚山大学 学長)
UeLA 会長挨拶
穗屋下 茂 (佐賀大学 特任教授)
基調講演
講 師
石川 仙太郎 (文部科学省 高等教育局大学振興課 課長補佐)
演 題
高大接続改革を軸とした大学教育改革の動向
休 憩
招待実践報告
大学eラーニング協議会の成果報告
進 行
小松川 浩 (千歳科学技術大学 教授)
出展企業の紹介
休 憩
ポスターセッション
《1204教室〜1207教室》
次期代表幹事校挨拶
《1301教室》
閉 会

17:45〜19:45

情報交換会

14:00〜14:40
14:40〜14:50
14:50〜15:30

【２日目】３月18日 (土)

《1204教室〜1207教室》

※関係者のみ

参加費

一人4,000円

《１号館２階会議室》

《会場：学内・まほろば》

NPO法人 CCC-TIESシンポジウム

NPO法人CCC-TIES理事会

12:00〜
13:00〜13:10
13:10〜14:00

一般受付開始
《1号館3階・1301教室》
開会挨拶
柳澤 保徳 (NPO法人CCC-TIES 理事長)
基調講演
講 師
仲矢 史雄 (大阪教育大学 准教授)
演 題
教育ICTの現場における実情と展望
招待講演
講 師
喜多 敏博 (熊本大学 教授)
演 題
教え方を基本から変えてみよう、そのためのICT
休 憩
パネルディスカッション第１部 (パネリストからの小発表)
講 師
宮下 健輔 (京都女子大学 教授)
講 師
工藤 俊郎 (大阪体育大学 教授)
講 師
堀 真寿美 (NPO法人CCC-TIES附置研究所 主任研究員)
休 憩
パネルディスカッション第2部 (ディスカッション)
演 題
オンライン教育現場から見た教育改革
座 長
小野 成志 (NPO法人CCC-TIES 副理事長)
パネリスト 仲矢 史雄、喜多 敏博、宮下 健輔、工藤 俊郎、堀 真寿美
閉 会

14:00〜14:50
14:50〜15:05
15:05〜16:05

16:05〜16:15
16:15〜17:25

17:25〜17:30

※CCC-TIES理事のみ

《1208教室》

10:30〜12:00

会場案内

帝塚山大学 奈良・東生駒キャンパス 1 号館（奈良市帝塚山 7-1-1）
近鉄奈良線「東生駒」駅下車。「帝塚山大学」行きバスで約 5 分。

※東生駒駅のバス停、１番乗場から「74 系統バス」か「文」にお乗りいた
だくと、帝塚山大学構内のバス停に止まりますので最も便利です。
「75 系統バス」は大学構内には入りませんが、「東生駒一丁目東駅」か
「帝塚山大学前」で下車して徒歩数分です。
詳細は帝塚山大学 HP 交通・アクセスのページよりご確認ください。
（http://www.tezukayama-u.ac.jp/access/）

