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【報告】

【お知らせ】
・PC カンファレンス北海道 2017
開催日：2017 年 10 月 28 日(土) 29 日(日)
会 場：室蘭工業大学（〒050-8585 北海道室蘭市水元町 27-1
テーマ: 学習支援システムと教育の国際化
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・2017 九州 PC カンファレンス in 北九州
開催日：2017 年 10 月 28 日(土) 13:00-18:00 / 29 日(日) 9:00-12:30
会 場：北九州市立大学北方キャンパス (〒802-8577 北九州市小倉南区北方 4 丁目 2 番 1 号)
テーマ：九州からはじまる新しいカタチ 〜地域・環境・グローバルの視点から〜
【報告】
・【2017PC カンファレンス開催報告】
テーマ：「創造する学び -アクティブ・ラーニング 2.0-」
日 時：2017 年 8 月 5 日（土）6 日（日）7 日（月）
会 場：慶應義塾大学 湘南藤沢キャンパス（〒252-0882 神奈川県藤沢市遠藤 5322）
公式サイト：http://www.ciec.or.jp/event/2017/

【2017PC カンファレンス開催報告】
今年の PC カンファレンスは開催校である慶應義塾大学
の全面的なご協力で開催されました。小中高教員，大学教
職員，大学生協職員，学生，企業や NPO など幅広い分野か
ら参加登録 812 名の参加者で盛会のうちに終了いたしま
した。基調講演，ラーニングスタジオ企画，セミナー，分
科会報告などを通じて互いに学び，交流を深めることがで
きました。来年度以降の PC カンファレンスの開催に向け
て，さらに多くの方に参加していただけるように益々魅力
のあるものへと充実させていきます。
開催テーマ：「創造する学び -アクティブ・ラーニング
2.0-」
開催日時：2017 年 8 月 5 日（土）6 日（日）7 日（月）
開催場所：慶應義塾大学 湘南藤沢キャンパス
（〒252-0882 神奈川県藤沢市遠藤 5322）
公式サイト：http://www.ciec.or.jp/event/2017/
主 催：一般社団法人 CIEC（コンピュータ利用教育学会）
/ 全国大学生活協同組合連合会
後 援：慶應義塾大学，文部科学省，経済産業省関東経済
産業局，神奈川県教育委員会，藤沢市教育委員会，
神奈川新聞社, NHK 横浜放送局，テレビ神奈川
実行委員会：実行委員長 井庭 崇 慶應義塾大学総合政
策学部
副実行委員長 熊坂 賢次 慶應義塾大学
CIEC 会長理事

参加費：一般：5,000 円（当日 6,000 円）学生・院生：1,500
円（当日 2,500 円）
※レセプション 5,000 円,イブニングセッション 500 円は
別途
1.参加登録者数 812 名（770 名,702 名,741 名,851 名）
※（2016 大阪大学,2015 富山大学,2014 札幌学院大学,2013
東京大学）
2.各企画報告(敬称略)
■8 月 10 日（水）
【全体会】12:30－12:40
開会挨拶：実行委員長 井庭 崇（慶應義塾大学総合政策
学部准教授）
開催校挨拶：河添 健（慶應義塾大学総合政策学部長）
主催者趣旨説明：CIEC 会長理事 熊坂 賢次（慶應義塾
大学名誉教授）
司会：長谷部 葉子（慶應義塾大学環境情報学部教授）
【基調講演】12：40−13：40
・基調講演「創造的な学びを促すパターン・ランゲージ」
井庭 崇（慶應義塾大学総合政策学部）
【IT フェアインデキシング】
13：50−15：00
IT フェア出展各社（65 社）
に翌日の IT フェア会場の展示

CIEC

について、ステージ上で 1 分間のアピールをしていただき
ました。
【ラーニングスタジオ】15：15−17：30
（1）
「鑑賞ガイドをつくる」
石川 初 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科
教授
（2）
「高校生プロジェクトが誕生する生態系とは？」
今村 亮 認定 NPO 法人カタリバマネージングディレ
クター
（3）
「予言する消費者 －未来からのデータ分析－」
小野田 哲弥 産業能率大学 情報マネジメント学部
准教授，CIEC 理事
（4）
「その研修・講座は星いくつ？～大学生協 PC 講座を
題材に～」
北村 士朗 熊本大学 教授システム学研究センター，
CIEC 副会長理事
（5）※企画キャンセル
（6）
「世界地図と地理とペーパークラフト」 Cartography,
Geography and Paper Modeling
鳴川 肇 慶應義塾大学環境情報学部准教授
（7）
「企業をしらべれば人生が変わる」
西野 嘉之 産業能率大学客員教授，ユーレット株式
会社 代表取締役 CEO
（8）
「社会的課題を仕掛けで解決しよう」
松村 真宏 大阪大学大学院経済学研究科准教授
（9）
「匿名チャットの，あやしくて創造的な学び。
」
若新 雄純 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究
科特任准教授，株式会社 NewYouth 代表取締役

【イブニングセッション：ワークショップ型】
18：00−19：45
（1）
「iPad によるデジタル教科書活用体験会」
（2）
「ゲームを利用したセキュリティの実践的演習」
（3）
「論理の動的視覚化による伝達」
（4）
「経済学・学部基礎理論教育における Microsoft
Mathematics の活用」
【イブニングセッション：交流型】18：00−19：45
（1）
「大学生協 PC 講座に共通の問題や課題を考える」
■8 月 6 日（日）
【教育・IT フェア】10：30−17：00
69 社 78 ブース出展がありました。
（※2016 年 73 ブース出
展）
各分野の「最新」
「最先端」の技術情報を入手，また実際
に機器やソフトを試すことができ，教育・研究素材の収集
や交流の場として大変好評でした。
【分科会：口頭発表・ポスターセッション】
今年の応募数は 130 本だったが，5 本の辞退があり 125 本
の発表（口頭発表 96 本．ポスター発表 29 本）となった。
その内訳を見ると，高等教育機関教員（大学等）で 80 本，

学生・院生が 27 本，初等中等教育機
関教員（小中高等）が 12 本，生協職
員が１本，その他が５本であった。

＜PC カンファレンス論文賞＞
「PCC 論文賞，学生論文賞」表彰（於：CIEC 総会会場）
進行
松下 PC カンファレンス分科会担当（選考委員長）
贈呈者 井庭 PCC 実行委員長
◎最優秀論文賞
「タブレット端末を用いた星の日周運動における空間認
識能力の育成」
新潟大学教育学部 興治文子・新潟大学教育学部
高橋雄大・新潟大学教育学部 小林昭三
◎優秀論文賞
「サウンドメディアを活用可能なインタラクティブ表現
支援のためのプラットフォーム」
椙山女学園大学 加藤良将・椙山女学園大学 亀
井美穂子・椙山女学園大学 宮下十有・椙山女
学園大学 鳥居隆司
○学生論文賞
「大学生のスマートフォンと PC での文字入力方法」
立命館大学社会学研究科 長澤直子
【レセプション】18:00−19：45
参加者のみなさまを歓迎する，和やかな交流，懇談の場
です。
司会：長谷部 葉子（慶應義塾大学 環境情報学部教授）
実行委員長挨拶：井庭 崇（慶應義塾大学総合政策学部准
教授）
主催者挨拶：毎田 伸一（全国大学生協連専務理事）
乾杯挨拶：熊坂 賢次（CIEC 会長理事/慶應義塾大学名誉
教授）
＜歓談＞
次期開催校挨拶：佐藤 宗治（大学生協九州事業連合理事
長）安藤 新二（熊本大学生活協同組合理事長）
■8 月 7 日（月）
【分科会】9:00−11:25 ※7 日は 6 教室並行で実施
【セミナー1（Part1・Part2）
】Part1：12：00−13：30 Part2：
13：45−15：15
「創造のためのコンピュテーショナルシンキング －問題
発見から問題解決へ導く力を育む－」
・セミナー1（Part1）
CIEC 韓国視察報告 橘 孝博 早稲田大学・高等学院教
諭/大学院教育学研究科客員教授
パネリスト
Kim, HanSung (キム ハンソン) KERIS（韓国教育学術情
報院） 研究員
小野田 哲也 マイクロソフト業務執行役員 文教本部長
山名 早人 早稲田大学基幹理工学部 教授
司会：興治 文子 新潟大学
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・セミナー1（Part2）
パネリスト
小松 一智 都立石神井高等学校 教諭
竹野 英敏 広島工業大学情報学部 教授
鹿野 利春 国立教育政策研究所教育課程調査官
司会：平田 義隆 京都女子中学校・高等学校
【セミナー2】12：00−13：30
「大学生協の電子書籍ビューアを活用した授業改善の取
組み」
パネリスト
馬場 正昭 京都大学理学研究科教授
吉田 賢史 早稲田大学高等学院教諭
司会：三浦 貴司 全国大学生活協同組合連合会常務
【セミナー3】12：00−13：30
「CIEC 会誌『コンピュータ＆エデュケーション』をより
良くするために —研究と論文の質向上を目指して—」
パネリスト
中村 泰之 名古屋大学（会誌編集委員）
浅野 純一 岡山理科大学（会誌編集委員）
武沢 護
早稲田大学大学院・高等学院（会誌編集委員）
片平 昌幸 秋田大学（会誌編集委員）
【セミナー4】13：45−15：15
「アクションラーニングの場としての生協を考える」
パネリスト
越塚 温美 新潟大学法学部４年 生協サポートセンター
コアメンバー
東浦 祐太 鹿児島大学生活協同組合 スタディサポート
情報機器・PC 講座担当
山内 一貴 東京大学農学部 4 年 生協新学期コアメンバ
ー
司会：北村 士朗 熊本大学 教授システム学研究センタ
ー，CIEC 副会長理事
【セミナー5】13：45−15：15
「オープンエデュケーショナルリソースと著作権につい
て —MERLOT コンテンツを充実させるために—」
パネリスト
重田 勝介 北海道大学 情報基盤センター 准教授
中野 淳 日経ＢＰ社 教育と ICT Online 編集長
司 会：武沢 護
早稲田大学大学院客員教授・高等学
院教諭，MERLOT ワーキンググループ

（文責 CIEC 事務局）

