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2013 年 2 月 25 日

平成 25 年度 GSIS 入科式における同窓会関連イベントのご案内
今年も GSIS 入科式に合わせて、以下の関連イベントを開催します。1 年に 1 度のお祭りで
す！同窓生の皆様もふるってご参加ください。
1) 日時：2013/4/6 (土) 11:00-18:00
2) 会場：富士通ラーニングメディア(FLM) 品川ラーニングセンター(品川 LC)
(品川インターシティ B 棟 12 階) 2 部屋(通常教室とコミュニティスペース)
3) プログラム：
10:30

受付開始

11:00-12:00 2012 年度修了生 学位記伝達式、eLP 授与式
12:00-13:25 昼食、修了生・同窓生ポスターセッション(修了生、同窓生による研究発表)
(食事ケータリング、FLM 品川 LC コミュニティスペース)
13:30-15:00 同窓会主催 特別企画イベント
15:00-15:25 Tea Break (コーヒー ケータリング+茶菓子)
15:30-17:00 2013 年度入科式、オリエンテーション・ガイダンス
同窓会総会 (FLM 品川 LC コミュニティスペース)
17:00-18:00 情報交換会 (FLM 品川 LC コミュニティスペース 持ち込み可※)
18:30-21:00 懇親会 (ドンナドーロ 品川インターシティー店)
※17:00-18:00 情報交換会では、積極的な飲食物の持ち込みをお願いします。
【注意】出席・欠席を問わず、同窓会 Moodle 上に用意したアンケートフォームにて、出欠
の連絡をお願いします（全員必須）
。回答締切は 2013/4/1（月）9:00 です。
【同窓会 Moodle】
http://mo.ield.kumamoto-u.ac.jp/gsis1/
ログイン後、
「教授システム学専攻 同窓会」→「2013/4/6 同窓会総会および関連イベント
へのエントリー」にアクセスしてください。
ご不明な点などのお問い合わせは、
2 期生高橋（atakahashi@kumadai.jp）へお願いします。
文責：同窓会副会長 第 2 期生 高橋暁子
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同窓会総会のご案内
同窓会総会は、毎年 1 回会長が招集し開催することが、会則に定められています（役員
名簿は、本会報の「会員情報」をご覧ください）
。そして、会員の皆さんが過半数出席（委
任を含む）されないと成立しないものでもあります。
年に 1 回での総会では、主に以下のことが審議・報告されます。
(1) 役員の選任及び承認に関する事項
(2) 事業計画及び事業報告に関する事項
(3) 予算及び決算に関する事項
(4) 会則の改廃に関する事項
(5) 会員からの求めによる審議事項
(6) その他、総会で決議することが相当な事項
この同窓会総会は、会員の皆様のご負担を考え、新会員の誕生と 1 年に 1 回の GSIS 祭
りにあわせて、例年開催されています。
2013 年度の総会につきましても、前述のとおり平成 25 年度 GSIS 入科式における同窓
会関連イベント（4 月 6 日開催）にて、下記のとおり行います。今回は、役員改選年でもあ
りますので、多くの方のご出席をお願いいたします。2012 年度修了生の皆様もこの時点で
は同窓生ですので、ご出席ください。
具体的な総会の議事内容（議事内容の募集も含めて）および出席できない方の委任方法
などにつきましては、別途ご連絡をさせていただきますので、まずは、ご予定の確保をお
願いいたします。
記
1) 名称：2013 年度 熊本大学大学院教授システム学専攻 同窓会総会
2) 日時：2013/4/6 (土) 15:30-17:00
3) 会場：FLM 品川 LC コミュニティスペース (品川インターシティ B 棟 12 階)
同日 11:00-18:00 にて実施されている「平成 25 年度 GSIS 入科式における同窓会関連イ
ベント」の 1 つとして実施されます。入科式の裏イベントです。
同窓会総会終了後は、入科式を終えたばかりの新入生も交えて、情報交換会、懇親会と
続いていきます。 同窓生（修了生を含む）、在学生、新入生、教職員が 1 年に 1 回集う、
GSIS 祭り！みんなで盛り上げましょう！（同窓会総会もね^^）
会費の納入がまだの人！同窓会総会までに納入をお願いします（本会報の「会費納入の
お願い」をご覧ください）
。
文責：同窓会副会長 第 1 期生 宮原俊之
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第 3 回同窓会ポスターセッションの発表募集
2013 年 4 月 6 日（土）の GSIS 入科式/修了式に合わせて、同窓会員によるポスターセッシ
ョンを企画しました。本企画の主旨はコンピテンシー10 の成果発表の場、そして、コンピ
テンシー12 です。OB/OG の皆様が修了後に取り組まれている、教授システム学（ID、IT、
IM、IP）に関わる研究・実践報告を募集します。
なお、当日参加できない場合でも、予稿集への原稿投稿のみの参加も可能です。
■ 発表者の資格
第一著者が教授システム学専攻同窓会員であること。
■エントリー締切り：2013 年 2 月 11 日（月）17 時まで
→【再延長しました 2 月 28 日（金）23 時まで】

・エントリー方法：以下のフォームをコピーして入力の上、メールにてお申し込みくださ
い（宛先：akai@st.gsis.kumamoto-u.ac.jp）。なお、メールの件名は「第3回 同窓会ポス
ターセッション発表申込」としてください。
----------------------発表タイトル：
著者（連名可）
：
所属：
連絡先メールアドレス：
当日のポスター発表： 発表可能・発表不可（いずれかを回答してください）
-----------------------

■原稿提出締切り：2013年3月4日（月）17時まで
原稿フォーマットなどの詳細は、同窓会 Moodle の「教授システム学専攻 同窓会」のサイ
トをご覧ください。
【同窓会 Moodle】
http://mo.ield.kumamoto-u.ac.jp/gsis1/
文責：ポスターセッション事務局 第 4 期生 甲斐晶子
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第 8 回まなばナイト実施報告
熊本大学大学院教授システム学専攻の同窓会主催で開催している「まなばナイト」第８回
が開催されましたので報告いたします。実行委員の加地です。
今回は教授システム学専攻で「教育ビジネス経営論」を担当している、産業能率大学の古
賀暁彦准教授と産業医科大学の柴田喜幸准教授の両先生にご登壇いただき、
「私が実務家教
員になっても・・・・」と題して、ご自身がサラリーマンから大学教員に転身されたお話
やお悩み相談スタイルのワークショップを実施しました。
まず導入として、
「実務家教員」とは何か、概論的に背景を説明いただきました。
大学の教員って、誰でもなれるのか。なれる人は法で定められており、学位や研究、それ
に職務実務経験によっても採用される。また、専門職大学院では、理論と実務の架け橋を
図りことを目的に３割以上を実務家教員にすると定められている。かつての実務家教員は
「実務経験に基づく知識」が期待された。しかし、これはうまくいかなかった。経験を語
るだけでは、大学の講義として数コマぐらいで話が尽きてしまうためであり、学問の文脈
に沿って教えられる「教員」としての能力も求められるのが、実務家教員であるようでし
た。
また、社会人の教員が大学に求められるようになったのには、マクロな構造変化がみられ
るということにも触れられました。大学が、中等教育（高校）までとは違う次元としてあ
った「高等教育（Higher Education）
」から、中等教育の続きの「第三段階教育（Tertiary
Education）
」へと変わってきたとのこと。高校卒業後に「働く」のではなく、なんとなく
大学来ちゃった。という若年層を受け入れる現状がある。そんな１５～３０才の若年層を
「後期こども期」と表現することもあるそう。
このような「第三段階教育」に社会が求める人材も、工場がどんどん海外に出ていくなど
の国内産業の変化により、
「生産労働者」「事務労働者」から、飲食・サービス業を担うよ
うな「笑顔労働者」
「感情労働者」にかわってきている。
そうして世間は変わったが、大学で教える人は変わっていない。研究者から教育者になっ
てきた教員よりも、酸いも甘いも知り実務を泳いできた実務家教員が社会の変化から求め
られてきているのではないか。というお話でした。
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詳しくは、発表スライドを下記にアップしていますので、ご参照ください。
http://www.manabanight.com/info/manabanight8_report
続いて、導入での背景共有を受け、実務家教員となられたお二方が、どのようにキャリア
を作られてきたかについてお話しいただきました。大変興味深い体験談などでしたが、こ
れはさすがに公開できません！ 残念です・・・
そして、休憩をはさんで「そうだ、古賀さん柴田さんに聞いてみよう！」のコーナーへ。
こちらもオフレコトークですので詳細は割愛しますが、質問はコンテンツから教育事業者
の提案仕事にまつわるもの、自身のキャリアに関するものから両先生の転身に伴う変化に
ついてまでさまざまでした。暖かくも厳しい指導から笑いを誘うぶっちゃけばなしまで、
大いに盛り上がりました。
最後に鈴木専攻長からクロージング。
ベテランではなく、プロフェッショナルでなければ。
ベテランにはリピートオーダーが来るが、その理由の説明も、後身の育成もできない。
第三者的に説明でき、結果仕事も得られる。そうでないと大学に来ても困るのではないか。
と、いつも通り、心に響く締めのトークでした。
古賀先生が早速メルマガに参加記を掲載くださっています。あわせてご覧ください。
vol.473:第８回「まなばナイト」参加記（e ラーニングかもしれない Blog）
http://blog.goo.ne.jp/sanno_el/e/638759becbc37b66a9f5c1c20c6804b2
なお、隔月で開催しておりますまなばナイトですが、４月は専攻の行事があり１回お休み
をいただき、次回は６月を予定しています。また後日案内いたしますので、どうぞご期待
ください！
http://www.manabanight.com/

文責：まなばナイト実行委員 第 1 期生 加地正典
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同窓生キャリアレポート
連載コーナーとして、修了生の活動報告を掲載します。第 1 回目は、GSIS のコンピテンシ
ー12 番目を最も達成されている修了生といっても過言ではない、第 3 期生の森田晃子さん
の登場です。

名前：森田 晃子（もりた

あきこ）

入学年度：2007 年度科目等履修生、2008 年度修士（前期課程）入学（3 期生）
現在の所属：
①株式会社サンライトヒューマン 代表取締役社長
②TDM コンサルティング株式会社 代表取締役社長



あなたのお仕事内容について教えてください。
（できれば過去から GSIS を修了する前
まで、修了後から現在に分けて書いてください）

【GSIS 入学前】
大学卒業後、製薬企業に入社。営業職（MR：Medical Representative）を経て、教育部
門へ異動、研修企画や研修講師の仕事に従事。その後、製薬企業向け業務受託企業（人材
派遣、教育受託など）に転職、引き続き研修企画や研修講師を担い、その後教育部門のマ
ネジメントを行う。企業人の教育に携わる中で、教育を体系立って学びたいと思っていた
ところ、インストラクショナルデザインのことを知り、GSIS に科目等履修生として入学。
【GSIS 入学後】
GSIS 入学と同時期に、それまで勤めた会社を退職し、独立、教育サービスを提供する（株）
サンライトヒューマンを設立。主に製薬企業を対象とした教育コンサルティング、トレー
ナーズ・トレーニング、e ラーニング教材開発などを行い、ID の普及に努める。
【GSIS 修了後】
卒業後 1 年が経過した 2011 年 7 月に、GSIS で共に学んだ同期で、熊大発ベンチャーとし
て TDM コンサルティング（株）を設立。GSIS の修了コンピテンシーにもあるように、
「11.実践から得られた成果を学会や業界団体等を通じて普及し、社会に貢献できる。
」
「12. 教授システム学専攻の同窓生として、専門性を生かして専攻の発展・向上に寄与でき
る。
」を実現していくために、GSIS の先生方と一緒にセミナー実施、企業や医療機関に対
する教育コンサルティング、資格講座開発などを行っている。昨年 2012 年の夏は、ARCS
モデルのケラー先生と鈴木先生と東京でセミナーも開催しました（写真参照）。
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セミナー前に訪れたスカイツリー展望台に手、ケラー先生ご夫婦、鈴木教授との貴重な４
ショット 2012/8/10 撮影


GSIS で学んだことは、現在、役に立っていますか？役立っている場合は、何がどのよ
うに役立っているのか、具体的に教えてください。

ものすごく役だっています。学費分は十分に元取ったのではないでしょうか（笑）
私は薬剤師の資格を持ち、長らく製薬業界で働いてきたため医療・薬学系の内容の専門家
（SME）であり、10 年以上のインストラクター・教材開発の経験があり、教育部門のマネ
ジメントも担っていました。更に、修士（教授システム学）を取得し教育の専門家（イン
ストラクショナルデザイナー）としての能力も身につけたので、医療系分野においては
ADDIE のプロセス（分析、設計、開発、実施、評価）を一通り担うことができますし、総
合的なコンサルティングが行えるようになりました。また、eLP 資格（e ラーニングコンサ
ルタント、e ラーニングマネジャー、e ラーニングエキスパート、ラーニングデザイナー）
も卒業とともに取得し、e ラーニングを活用した教育の企画・運営もお手伝いしていますし、
e ラーニング教材開発プロジェクトも数多く手がけました。資格はフル活用しています。
今は、一応 2 社の社長という肩書きにはなっていますが、基本的には何でも屋です（笑）
。
経営、営業、契約、コンサルティング、インストラクショナルデザイナー、インストラク
ター、プロジェクトマネジメント、総務などなど、1 人で多くの役割を担い、日々忙しくし
ていますが、先生方や仲間たちと楽しくやっています。スペシャリストだけど、ジェネラ
リストを目指しています。
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現在興味があること（これから学んでみたいこと、やってみたいこと）を教えてくだ
さい。特に GSIS の先生方・在校生・修了生と一緒に取り組めそうなことがあればお
願いします。

今まで以上に、GSIS の先生方とコラボして、企業の教育コンサルティングを手掛け、理論
と実践を融合し、成果を学会等で発表し、日本企業の人材育成を変革していきたい！と思
っています。そこが我々のミッションです。医療系での教育コンサルティングの経験を活
かして、次は違う業界も手掛けてみたいです。
それと、ここが一番興味があることですが、、、一緒に教育コンサルティングをやっていく
仲間を絶賛大募集中です。独立して 7 年目になるので、そろそろ後継者育成と言いますか、
後輩育成を手掛けたいですね。私もいつ死んじゃうか分かりませんし、ノウハウは残して
おきたいと思うようになりました（笑）
。


GSIS や同窓会に期待すること、要望などがあればお願いします。

もっと、日本国内での GSIS、教授システム学の認知度をあげていきたいですね。同じよう
に教授システム学を学べる大学院や専門学校が欧米並みに増えるといいですね。
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イベント情報


2013/02/27(水) ～ 2013/03/19(火)
教育システム情報学会「学生研究発表会」＠各地
※2/28 は熊本大学で開催です。



2013/03/02(土)
日本教育工学会研究会「ICT を活用した教育実践と授業改善／一般」@三重大学



2013/03/07(木) ～ 2013/03/09(土)
第５回 日本医療教授システム学会総会＠学術総合センター



2013/03/09(土) ～ 2013/03/10(日)
情報処理学会 CE 第 119 回研究会（日付未確定）＠大阪大学



2013/03/15(金)
SEA 教育分科会 月例会＠NEC ソフトウェア（新木場）



2013/03/16(土)
教育システム情報学会 2012 年度特集研究会＠山口大学吉田キャンパス



2013/03/16(土)
教育システム情報学会 2012 年度第６回研究会「教育の情報化と情報教育／一般」＠山
口大学吉田キャンパス



2013/03/23(土)
日本教育工学会 2012 年度 産学協同セミナー「教育工学の視点からの未来の学校（教
室）～報告 アジアから学び日本を考える～」@株式会社内田洋行 東京ユビキタス協創
広場 CANVAS



2013/4/6 (土)
教授システム学専攻 入科式 および 関連イベント



2013/06/15(土)
日本教育工学会総会・シンポジウム@東京工業大学 大岡山キャンパス



2013/07/14(日)
教育システム情報学会 2013 年度第２回研究会「ICT を活用した学習支援と教育の質保
証／一般」@千歳科学技術大学



2013/08/09(金) ～ 2013/08/11(日)
ICoME2013@日本福祉大学



2013/09/02(月) ～ 2013/09/04(水)
教育システム情報学会第 38 回全国大会@金沢大学 角間キャンパス



2013/09/14(土)
教育システム情報学会 2013 年度第３回研究会「先進的な第二言語学習支援システム／
一般」@静岡大学浜松キャンパス
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2013/09/21(土) ～ 2013/09/23(月)
日本教育工学会第 29 回全国大会＠秋田大学

その他のイベント情報は、同窓会メーリングリストまたは ID ポータルをご覧ください。
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会費納入のお願い
2012 年 4 月 7 日の同窓会総会第 3 号議案において可決されたとおり、会費の納入をお願い
いたします。
永久会費：2 万円
納入期限：2013 年 3 月末日
納入方法：以下の口座へ振り込みをお願いします。
名義：クマモトダイガクダイガクイン
シャカイブンカカガクケンキュウカ
キョウジュシステムガクセンコウドウソウカイ
ミヤハラトシユキ
口座：三菱東京 UFJ 銀行神保町支店(店番０１３)
普通）００４８０３０
※振り込みの際は、文字数制限がありますので、そのギリギリまで入力いただければ大丈
夫です。
※会費の納入を持って、同窓会正式入会となります。
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会員情報
2012 年 4 月 9 日現在の会員情報です。
■会員数 65 名
第 1 期生（2006 年度入学） 9 名
第 2 期生（2007 年度入学） 16 名
第 3 期生（2008 年度入学） 16 名
第 4 期生（2009 年度入学） 13 名
第 5 期生（2010 年度入学） 11 名
■役員一覧（2012 年度）
1.会長（１名）

4.GSIS 教職員幹事（若干名）

加地正典（2006 年 4 月入学）

鈴木克明教授（専攻長）

2.副会長（１名～若干名）

喜多敏博教授

宮原俊之（2006 年 4 月入学）

北村士朗准教授（同窓会担当教員）

高橋暁子（2007 年 4 月入学）

5.会計（１名）

市橋貢（2008 年 4 月入学）

志田靖雄（2006 年 4 月入学）

甲斐晶子（2009 年 4 月入学）

6.監事（１名）

3.各期代表幹事（各期 1 名）

豊永正人（2006 年 4 月入学）

中西孝二（2006 年 4 月入学）

7.事務局長（１名）

中嶌康二（2007 年 4 月入学）

村嶋亮一（2006 年 4 月入学）

市橋貢（2008 年 4 月入学）

8.各委員会

植田清一（2009 年 4 月入学）

・まなばナイト実行委員長

上田勇人（2010 年 4 月入学）

・会報編集委員長 高橋暁子

宇野令一郎

・ポスターセッション実行委員長 甲斐晶子

GSIS 同窓会連絡先
メーリングリスト: gsisalumni@googlegroups.com
Moodle: http://mo.ield.kumamoto-u.ac.jp/gsis1/
Facebook: http://facebook.com/gsisAlumni
twitter: http://twitter.com/gsisOBOG
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