
知働化研究会 第３５回会合 

知働化フォーラム2015 

2014.12.22	

↑　知働化フォーラムカラー （Webセーフカラー cc0000） 

1.  フォーラムの開催コンセプトについて 
2.  協賛・後援について 
3.  会場（横浜市開港記念会館）について 
4.  知働化研究会誌作品群の状況 
5.  フォーラムプログラム 
6.  フォーラム開催までのスケジュール 
7.  役割分担 

第３５回会合では、2014年最後の知働化会合らしく、以下について検討します。 
　ステップ１：フォーラムの開催コンセプト、アイディア、作品群などを確認し、 
　ステップ２：フォーラムの詳細プログラム、開催案内を確定し、 
　ステップ３：フォーラム当日までの段取り、役割分担を決定します。 

議題 
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開催概要（協賛依頼より） 

1.  フォーラムの開催コンセプトについて 

ソフトウェアは我々の社会・経済活動、日常生活の中でなくてはな
らない存在になってきていますが、その開発の仕方は労働集約的で、
関わる人々の地位は低く、旧態依然とした意識に呪縛されています。
本フォーラムでは、ソフトウェアとは何かを徹底的に問い、社会の
中での新たなソフトウェアの姿、関わり方について議論いたします。
知働化研究会の活動成果を知働化研究会誌Volume2としてまとめ、
発行・公開いたします（2015年春予定）ので、その掲載作品を中心
に、講演・ワークショップを構成しております。  

簡単に言うと、 

知働化研究会誌Volume2でのそれぞれの想い 

知のフリマ風ワークショップ 

「ソフトウェアの未来」をマジに探求してみよう 

＋ 
⇒
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2.  協賛・後援について 
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学術・学界 

人材・教育 
アーキテクト 

ビジネス 

科学技術・施策 



3.  会場（横浜市開港記念会館）について 
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〒231-0005　横浜市中区本町１丁目６番地 
電話　045-201-0708 
http://www.city.yokohama.lg.jp/naka/kaikou/acces.html 

2015年3月5日（木曜）9時～22時 
１，２，６号室　（プロジェクタ１台） 
（使用料：¥19,200） 

定員：１００名 
参加費：本会議は無料 
懇親会（中華街）は有料 



3.  会場（横浜市開港記念会館）について 
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続き 

当館の会議室では６号室と並んで一番大きい会議室で
す。正面玄関を入って左手すぐの場所にあり、１番人
気の会議室です。 
定員　110名 
備え付け設備（無料）　ホワイトボード×2、バトン、
掲示板、スクリーン、暗幕カーテン 

１号室	

当館の中で一番小さなお部屋です。講堂で催事を行う
ときの事務局控室などにも利用できます。 
定員　10名 
備え付け設備（無料）　ホワイトボード×1  

２号室	

１号室と並んで一番大きい会議室です。100名規模の
会議のほか、講演会や説明会会場などとしても利用可
能です。 
定員　110名 
備え付け設備（無料）　ホワイトボード×2、バトン、
掲示板、スクリーン　※暗幕カーテンなし  

６号室	



4.  知働化研究会誌作品群の状況 
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著者	 作品略称	

荒川 正義	 スキル・センス・パッション	

飯泉 純子	 お野菜育ての面白さ	

大槻 繁	 知平	

塩田 英二	 おもてなしとおまかせ	

高橋 雅宏	 よい道具とよい職人	

萩原 正義	 クラウドの先端技術	

羽生田 栄一	 第２技術としてのアジャイル	

濱 勝巳	 作る人と使う人	

藤原 剛	 連想検索の実践	

水越 明哉	 バーンダウンチャート	

本橋 正成	 ゆる思考	

山田 正樹	 知働化最前線	

Vol.2	

Vol.1	



5.  フォーラムプログラム 
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7.  役割分担 

プログラム委員 
ワークショップリーダ 
パネルモデレータ 
知のフリマファシリテーション（ワークショップ進行） 
受付（名簿管理） 
懇親会 
広報（告チーズ、会合詳細ご案内サイト作成） 
知働化研究会誌編集 

6.  フォーラム開催までのスケジュール 

第35回会合　	

Amazon 
サブミット 

知働化
フォーラム 

第36回会合　	 第37回会合　	

フォーラム 
参加募集開始 

編集作業 
最終プログラム確定 

講演依頼・準備 
パネル依頼・準備 

フォーラム 
当日向け準備 

（配布資料印刷等） 

フォーラム	
参加募集〆 

12.22	 12.29	 1.5	 1.12	 1.19	 1.26	 2.2	 2.9	 2.16	 2.23	 3.2	 3.5	

2015年	


