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1. 日
 本ムードルムート栃木大会  MoodleMoot Japan 2017 in Tochigi
The 9th MooleMoot Japan was held at Jichi
Medical University, Tochigi, from Friday,
February 17, to Sunday, February 19, 2017,
which attracted about 160 participants,
including sponsors and institutional
members.
This MoodleMoot was the first “official”
MoodleMoot Japan. To commemorate this
recognition. Dr. Martin Dougiamas came to
Japan for his keynote speech.
The conference theme was “Active
Learning: the Moodle Way,” and Dr. Dougiamas and Dr. Hoyashita were invited to give
their talks on the conference theme.   
There was a feature session on Moodle for
medical and nursing disciplines, which was a
new step forwards in our efforts to expand
the use of Moodle in Japan.
The C
 onference book (PDF) is available at
the MAJ website:
https://moodlejapan.org/course/view.php?id
=66
This was also the first moot since MAJ
joined Moodle Users Association (MUA) as a
Gold Member, and several improvements
were made, including the renewal of MAJ
Website and the sponsor system regulations.
MoodleMoot Japan 2018 will be held at
Musashi University, Tokyo.

2017年2月17日(金)〜2月19日(日)に自治医
科大にて、第9回日本ムードル・ムート栃木大
会が開かれ、スポンサーおよび団体会員を含
め、約160名の参加者にご来場いただきまし
た。
「公式」ムードルムートと認められた初の
日本ムードル・ムートであり、これを記念し
てマーティン・ドゥギアマス博士が基調講演
のために来日されました。
大会テーマは「ムードルでアクティブラー
ニング」。このテーマに沿った基調講演とし
て、ドゥギアマス博士と穂屋下茂博士のお二
方にお話しいただきました。
自治医科大での開催となった本大会は、医
学・看護系分野でのムードル利用についての
セッションも企画され、日本におけるムード
ル普及に向けた新たな一歩となりました。
大会ハンドブック(PDF) は、協会ウェブサイ
トにてご覧いただけます：
https://moodlejapan.org/course/view.php?id
=66
本大会は、本協会がムードル・ユーザー協
会(MUA)のゴールドメンバーとなってから初の
大会でもあり、協会ウェブサイトのリニュー
アルやスポンサー制度の改定をはじめとし
て、様々な点での改善が行われました。
2018年のムードル・ムートは武蔵大学(東
京)で開催の予定です。
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2. ベ
 スト・ムードル賞受賞者 Best Moodle Award Winners
第9回日本ムードルムートにて、2016年度のベスト・ムードル・イノベーション賞およびベ
スト・ムードル・オープンコース賞が選ばれ、以下の会員の方々が表彰されました。
At th 9th Moodle Moot Japan, B
 est Moodle Innovation Awards and Best Moodle Open
Courseware Awards for 2016 were given to the following members.
ベスト・ムードル・イノベーション賞 Best Moodle Innovation Awards
【最優秀賞 1st Prize】
● Gordon Bateson, “Essay auto grade feature” (エッセイ自動評価機能)
https://github.com/gbateson/moodle-qtype_essayautograde.git
【優秀賞 2nd Prize】
● Takayuki Fuwa, “Minerva” (アクティビティをTL形式で表示)
https://github.com/yuesan/moodle-block_minerva
【佳作 Honorable Mention】
● Kei Ito & Akio Onishi, “Uphecker” (提出プラグイン)
https://github.com/VERSIO…/moodle-assignsubmission_upchecker
● Thom Rawson, “Database Summation with JavaScript” (JavaScriptでデータベース集
計) https://drive.google.com/file/d/0B9FTgdWR7qL1MFlsLXc0ZjhYYzg/view
ベスト・ムードル・オープンコース賞 Best Moodle Open Courseware Awards
【最優秀賞 1st Prize】
● Matt Cotter, 「地域文化史 - マオリ歴史、文化と現在の状態」
https://hub.moodlejapan.org/course/view.php?id=10
【優秀賞 2nd Prize】
● Elton LaClare,  “Moodle for Mixed Skills Courses”
https://hub.moodlejapan.org/course/view.php?id=20
【佳作 Honorable Mention】
● John C. Herbert & Gordon Bateson, “HotPot and TaskChain Module Demonstration
Activities” https://hub.moodlejapan.org/course/view.php?id=5
● Martin Meadows & 西村,「国家試験対策：基礎栄養学・生化学領域」
https://hub.moodlejapan.org/course/view.php?id=9
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3. 研
 究・開発補助金 採
 択結果 R&D Grants Results
2017年度の研究・開発補助金の採択プロ
ジェクトは、下記4件と決定しました。
I.

The 2017 R&D Grants were awarded to
the following four projects.
I.

化学式フィルタープラグインChemJax
の開発 ( 化学式だけでなくベンゼン環などの構
造式をMoodle中で描画するためのプラグイン)

II.

三浦 & 松
 木, 200,000円
フォーラムレポートブロックとフォー
ラムインターフェイスの改良 ( 単一フォー

II.

quickly each student’s activity in a forum/ all

ラム/コース内全フォーラムでの各学生の活動を
素早くチェック)：

III.

Campbell, 180,000円
マオリとアイヌの文化交流コースのた
めの新しいプラグイン (アップロードに対

forums in a course)

III.

する反応やコメントをFacebook風にシェアでき
る)：Cotter,

IV.

Chemical formula filtering plugin,
ChemJax ( A plugin to display Benzene rings
as well as chemical formula in Moodle) :
Miura & Matsuki, 200,000 yen
Forum reporting block and improved
forum interface (To allow teachers to see

 0,000円
9
MAJコミュニティハブのカスタムテー
マのアップグレード(ソーシャルテーマの改
良, MAJハブ、コアハブコードの統合など) :
Hinkelman, Jenkins & Asada,
82,080円

: Campbell, 180,000

yen
New plugin for a Maori and Ainu
Cultural Exchange Course(s) ( For
students to share their reactions and
comment on uploads like Facebook):

IV.

詳細は協会ウェブサイト下記ページにてご
覧いただけます:
https://moodlejapan.org/mod/page/view.ph
p?id=1244

Cotter, 90,000 yen
MAJ Community Hub Custom Theme
Upgrade (Social Theme Upgrade, MAJ Hub
integration with core hub code, etc.):
Hinkelman, Jenkins & Asada,
82,080 yen

For details please visit the MAJ website at:
https://moodlejapan.org/mod/page/view.ph
p?id=1244

研究成果物は、補助金受領後1年以内にmoodle.orgの

The resultant product must be released and posted
for distribution on the moodle.org plugins database or
any appropriate Moodle sites in Japan within one year
of acceptance. Also, the project results are expected to
be reported/presented in the Moodlemoot Japan 2018
and submitted as a report of research results.

プラグインデータベースまたは国内の適切なムードルサ
イトを通じて一般公開していただきます。 ま
 た、
Moodle Moot Japan 2018 で
 の口頭発表および研究成果
報告書の提出も求められます。

4. 発
 表論文集原稿募集 Call for Conference Proceedings
2017年度の日本ムードルムート2017発表論
文集の原稿を募集します。

論文の種類は、一般論文と査読付き論文で
す。査読付きの論文の提出期限は 2017年5月
31日(金) で
 す。締切を厳守してください。締
切後は自動的に一般論文として扱われます。
募集の詳細は、協会サイトの下記ページで
ご確認ください：

Please submit your paper for Proceedings
of the MoodleMoot 2017.
Papers are classified into 2 categories:
General Papers and Peer-reviewed Papers. If
you wish to publish a peer-reviewed paper,
please be sure to submit your paper by
Friday, May 31, 2017; otherwise your
contribution will be published as a general
paper.
For a detailed call for papers, see:
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https://moodlejapan.org/mod/forum/discus
s.php?d=1332
    Previous proceedings are available at:
https://moodlejapan.org/journal/

5. 松
 木会長より就任のご挨拶 Inaugural Address from President Matsuki
I am Takayuki Matsuki, the the second
president of Moodle Association of Japan
(MAJ). I am teaching information science at
Tokyo Kasei University and its graduate
school. My major is elementary particle
physics. I am still active in this major,
publishing
papers
and
attending
international conferences to give talks.
I started using Moodle when I attended
a JUCE workshop on Moodle, held at Sonoda
Gakuen in Kansai in August, 2006. After
coming back to Tokyo, I installed Moodle on
my server and created a couple of courses
to use for the second semester. Now we
have a section to manage Moodle as our
campus-wide LMS, and I am just giving some
help on Moodle.
Moodle is among the most popular
LMSs in the world, but it is still not as
popular in Japan. The use of LMS is
increasing here, but there are other LMSs
that might look attractive to many
institutions. I think we should rethink what
roles MAJ should fill, and in what ways we
can grow. As new members with different
opinions or new ideas have joined to the
MAJ board every year, we are ready to work
on Moodle-related issues from various
perspectives, and to make MAJ even bertter.
As I mentioned my objectives as
preseident at the MAJ general meeting in
February, while keeping our good tradition, I
would like to expand the use of Moodle to
many other new fields and attract more
users, and to hold a unified Asian
MoodleMoot.
I decided to take on this position after a
month of listening to opinions from all sides
and thinking. I will work to improve and
expand MAJ, always asking myself what I can
do for MAJ, and collaborating with other
board members.

日本ムードル協会（MAJ）の第2代会長に就
任いたしました松木孝幸です。現在は東京家
政大学と大学院で情報処理関連科目を担当し
ております。本来の専門は素粒子物理学で、
論文執筆や国際会議での発表等の研究活動を
行っております。
私のMoodle歴は、2006年8月に関西にある
園田学園で私学情報処理協会が開催した
Moodle講習会に参加した時から始まります。
帰京後、自分のサーバーに早速Moodleをイン
ストールして、後期の授業を構築し使い始め
ました。3年前に当大学が組織を作って
Moodleを管理するようになるまでは、管理・
運営全てを一人でやってきました。学内の新
組織が軌道に乗り始めた後は、助言するにと
どめています。
世界的には MoodleはLMSの代表とみなせま
すが、日本国内ではそこまで普及しておりま
せん。LMS利用は増えていますが、多くの機
関にとって他のLMSが魅力的に見えているの
かもしれません。MAJがどのような役割を果た
すべきか、またどのように成長していける
か、あらためて問い直す時が来たのかもしれ
ません。理事会には毎年、今までとは異なる
考えを持った人たちも加わってきております
ので、Moodleに関した課題について様々な角
度から取り組み、MAJをさらによくしていくた
めの態勢は十分整っていると考えます。
2月のMAJ総会でも会長としての目標を述べ
ましたが、私は、従来の伝統を極力守りつ
つ、様々な分野にMoodle 利用を広げてユーザ
を増やし、アジア地域における統一Moodle
Mootを開催したいと考えています。
会長職をお引き受けする前に1ヶ月ほど、
種々の人々の意見を拝聴して考えました。MAJ
のために会長として何ができるのかいつも自
問しながら、リーダーシップを取ってMAJの改
善と拡大を試みていきたいと思います。他の
理事たちと協力してMAJにとって最適なことを
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Finally, I would like to express my
sincere appreciation to Harashima-sensei
for all his efforts for MAJ so far.

行っていく所存でございますので、皆さまに
は、温かく見守っていただければ幸いです。
最後になりますが、今まで身をなげうって
忙しい会長職を続けてくださった原島先生に
感謝したいと思います。

5. 原
 島前会長より退任のご挨拶 Retirement Remarks from Former President
Harashima
2010年の日本ムードル協会設立準備会立ち
上げから2011年高知ムートでの協会第一回総
会において初代会長として正式な選出を経て
都合７年間全力で協会の発展とムードルの普
及のために走ってまいりました。会員数も安
定し、当初英語ネイティブスピーカーや男性
の数が多かった会員も日本人や女性が目立つ
ようになりました。ムードルが日本に本当に
根付いて来たのを感じます。
会長を務める間、いろいろな改革にも取り組
んできました。ムートプロシーディングスの
発行、協会スポンサー制度の確立、Moodle
User Associationのゴールド会員への登録、公
式ムードルムートへの格上げなどです。協会
が益々堅固な組織になっていると感じます。
まだまだやらなければならないことはたく
さんありますが、一人の人があまり長くトッ

Starting from organizing the Moodle
Association of Japan Founding Committee in
2010, being officially elected as the first
president of the association in the following
year, I have devoted myself whole-heartedly
to the growth of the organization and the
diffusion of Moodle across Japan for seven
long years. As I see the current situation, the
membership has become stable with more
and more Japanese and female members
joining us each year. This is a good sign that
Moodle has taken root in Japan.
While in office, I have tackled many
challenges: publishing moot proceedings,
establishing an MAJ sponsor system,
registering the organization as a Gold
member of Moodle Users Association,
pulling our moot up to the level of an Official
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MoodleMoots, etc. I feel MAJ is gradually
becoming a rock solid organization.
I know there still are a lot of things to be
done, but one leader’s reign should not last
too long. I was convinced of the thought
when I heard the remark made by New
Zealand’s PM John Key as he abruptly
stepped down at the end of last year: “A lot
of leaders stay at the top too long.” I’m sure
I can do the jobs better than anybody, but
that is a common conceit many leaders fall
into. I believe an organization can only grow
with healthy “regeneration.” New blood is
needed. Our new leader, Prof. Matsuki, has
a strong vision for expanding Moodle to the
fields of science, information, and medicine.
This is wonderful. It is my hope that MAJ will
steadily grow in its membership and expand
its activities under the strong leadership of
Matsuki sensei.
I thank all of you MAJ members for your
support and cooperation during my stint.
May God bless you all and MAJ for many
years to come!

プの座に居続けるのは組織として良いことで
はありません。そのことを私に気づかせてく
れたのは、昨年暮れに辞任したニュージーラ
ンド首相 John Key 氏の ”A lot of leaders stay
at the top too long.” という言葉でした。自分
では誰よりも上手く仕事ができるという自信
がありますが、それは多くのリーダーが陥る
「おごり」です。良い意味で新陳代謝ができ
てこそ、組織は成長していけるのです。新し
い血が必要です。
新会長となられる松木先生は科学や情報、
医学方面へのムードルの拡張について確固た
る展望を持っていらっしゃいます。素晴らし
いことです。先生のリーダーシップの下、協
会が益々会員を増やし、発展することを願っ
て止みません。
これまでの皆様の応援とご協力に感謝しつ
つ、退任の挨拶とさせて頂きます。長い間、
本当に有難う御座いました。

7. 支
 部活動 Chapter Activities
【Hokkaido Chapter】
● Moodle Summer Workshop 2016 was
held at Hakodate Mirai University in
September, where 2 invited speakers
and about 40 participants made
presentations and ran workshops.

【北海道支部】
● 2016年度は、9月に函館未来大学にて2
日間のムードル サ
 マーワークショップ
を実施し、2名の招待講師と約40名の
参加者による多くの発表とワーク
ショップが行われました。
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●

https://majhokkaido.org/course/view.
php?id=2
2017年度のムードルサマーワーク
ショップは、8月31日〜9月1日に札幌
学院大学にて実施されます。
https://majhokkaido.org/
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●

https://majhokkaido.org/course/view.
php?id=2
Moodle Summer Workshop 2017 will
be held on August 31 and September
1, 2017. h
 ttps://majhokkaido.org/

【東京支部】
● ムードル・トーキョー・カフェが定期
的に活動を続けており、2017年4月27
日にカフェ#42が開かれました。
● カフェ#43は、2017年5月30日にGeek
Office Ebisu にて開催されます。

【Tokyo  Chapter】
● Moodle Tokyo Cafe has been
conducting workshops regularly. The
latest workshop, C
 afe #42 was held
on April 27, 2017.
● Cafe #43 will be held on M
 ay 30,
2017, at Geek Office Ebisu.

【大阪支部】
● まだ小規模ですが、2016年度は ワーク
ショップを4回実施しています。

【Osaka Chapter】
● Osaka Chapter is still small, but  had
4 workshops in 2016.

8. ス
 ポンサー企業 Sponsors
Platinum Sponsor

Gold Sponsor

Silver Sponsor

(株)イーラーニング*

(株)ヒューマンサイエンス

(株）エデュプレイ
(株）VeRSION2
Ubion
キーパッド・ジャパン（株）
アシストマイクロ（株）
(株）ミライカ
(株）SRA西日本
iJapan (株）
（株）テクノウォーカー

*2014年よりムードル・パー
トナー / Moodle Partner
since 2014
https://moodle.com/2014/12
/15/latest-moodle-partner-jo
ins-moodle-from-japan/
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