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2017 年度 Web 実践教育研究会研究報告 

（開催日：2017.7.30） 

 13:15 （研究会開始挨拶） 研究会副会長 杉村 藍 

講演 

13:25-13:55 恐竜と縄文杉そしてシステム設計について（その１） 

― 合理的な設計よりも自然的な設計を夢に － 

            尾崎 正弘（HccP GUMTO Lab.） 

セッション（研究および教育実践）1 座長：箕浦 恵美子、尾崎 正弘 

(1) 14:00-14:20 紙テキストと Web 学習を融合した教授法の試み  

         〇杉村 藍（岡山県立大学 教授） 

          武岡 さおり（名古屋女子大学短期大学部 専任講師） 

             尾崎 正弘（HccP GUMTO Lab.） 

(2) 14:20-14:40 英文法 Web 学習支援システムの取り組み 

－現状の取り組みと今後の課題－ 

         〇武岡 さおり（名古屋女子大学短期大学部 専任講師） 

          杉村 藍（岡山県立大学 教授） 

             尾崎 正弘（HccP GUMTO Lab.） 

(3) 14:40-15:00 学習履歴情報管理システムの開発について 

          箕浦 恵美子（名古屋女子大学短期大学部 専任講師） 

 15:00-15:15  （休憩） 

セッション（研究および教育実践）2 座長：杉村 藍、武岡 さおり 

(4) 15:15-15:35 下位習熟度で停滞する学習者への問題出題による対策 

         〇武岡 さおり（名古屋女子大学短期大学部 専任講師） 

          杉村 藍（岡山県立大学 教授） 

             尾崎 正弘（HccP GUMTO Lab.） 

(5) 15:35-15:55 効果的な学習指導法の構築のためのデータ分析 

          箕浦 恵美子（名古屋女子大学短期大学部 専任講師） 

(6) 15:55-16:15 英語プレゼンテーション能力育成への取り組み 

―Web システム導入に向けて― 

          杉村 藍（岡山県立大学 教授） 

(7) 16:15-16:35 Web 著作活動を考慮した教材作成の提案 

― 英語教材の作成と e ポートフォリオ活用の試み ― 

         〇尾崎 正弘（HccP GUMTO Lab.） 

          杉村 藍（岡山県立大学 教授） 

 16:40  （研究会終了挨拶） 研究会副会長 森本 隆成  

（会場）じゅうろくプラザ 研究室１： http://plaza-gifu.jp/ 

    〒500-8856 岐阜市橋本町 1 丁目 10 番地 

 

（主催）「Web を活用した実践的な教育に関する研究会」 

〒503-0006 岐阜県大垣市加賀野 4-1-7  
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