セミナー開講情報

※敬称略

8月2日（金）

セミナールーム

英語･外国語教育

小･中･教育委員会

高

カテゴリー

主な聴講対象

※聴講対象はあくまで目安であり、受講を制限するものではありません。

特別支援教育

校

小･中･教育委員会

高

整備･活用

校

高

小･中･教育委員会

校

英語･外国語教育

小･中･教育委員会

高

校

10:30〜11:20

12:00〜13:30

14:10〜15:00

15:40〜16:30

国際力、プレゼンテーション力と
国際連携（20年のノウハウ）

特別支援教育におけるICT活用

総務省におけるWi-Fi等を活用した
教育ICTに関する取組

ICTを活用したグローバル教育の可能性

日本福祉大学 教授

パネルディスカッション
コーディネーター：帝京大学 教授

影戸 誠

田村 順一

滋賀県立米原高等学校 英語科教諭

堀尾 美央

総務省 情報流通行政局 地域通信振興課 課長補佐
小林 圭輔

パネリスト：稲葉 通太（大阪府立堺聴覚支援学校 中学部教諭）
調整中(愛知県立みあい特別支援学校)

A
田村 順一

協力：パナソニック教育財団

セミナールーム
B

Soceity5.0／EdTech

小･中･教育委員会

高

プログラミング教育

校

小･中･教育委員会

10:30〜12:00

12:40〜13:20

Society5.0に向けた自治体の
教育ICT活用最新事例

大阪電気通信大学 工学部 電子機械工学科 教授

高

稲葉 通太

14:10〜15:00

校

プログラミング教育

兼宗 進

パネルディスカッション
山本 圭作

岩手県立総合教育センター
情報・産業教育担当 主任研修指導主事

渡部 誉

セミナールーム

教育の情報化

高

小･中･教育委員会

整備･活用

校

−常時稼働率９０％以上をどう実現したか−

パネルディスカッション

協賛：(株)エルモ社

セミナールーム

大

大学経営

学

10:30〜11:20

大

古庄 泰則

学

テクノロジーを活用した高等教育の改革
〜早稲田大学の教学戦略とは？〜

世耕 石弘

新立 みずき

大辻 雄介

早稲田大学 大学総合研究センター 副所長

竹松 政志

教育の情報化

大

教育の情報化

学

大

これからの情報教育について考える −情報プレースメントテストの結果を受けて−
パネルディスカッション
コーディネーター：
日経BP社 教育とICT Online編集長 中野 淳
パネリスト：稲垣 知宏（広島大学 教授）
喜多 一 （京都大学 教授）
布施 泉 （北海道大学 教授）

河村 一樹

D

中野 淳

協賛：大学ICT推進協議会、一般社団法人情報処理学会 一般情報教育委員会

ICTを活用した模擬授業

小･中･教育委員会

高

校

セミナールームM

12:40〜13:20

10:30〜12:00

幼稚園・保育園・認定こども園

（こども園としてできること）
社会福祉法人翠福祉会 みどりこども園

小･中･教育委員会

14:10〜15:00

豊田 則子

稲垣 知宏

喜多 一

布施 泉

協賛：大学ICT推進協議会、一般社団法人情報処理学会 一般情報教育委員会

高

校

（仮）AIによる個別最適化学習で
授業に何が起こったか

翠福祉会の「働き方改革」とＩＣＴ活用

ICTを活用した情報活用能力を育成するための教師の授業力育成
−中学校模擬授業編−

学

15:00〜16:30

基調講演
東京国際大学 教授

乾 まどか

協賛：レノボ・ジャパン(株)

大学入学者の知識とスキルを測定する
「情報プレースメントテスト」

森田 裕介

校

森中 敏行

大阪教育大学附属高等学校 天王寺校舎 教諭
福田 孝義

高

Chromebook及び
G-Suite for Education を
活用した授業と課題学習（仮）

高橋 純

13:30〜14:20

近畿大学 総務部長

小･中･教育委員会

大阪教育大学附属高等学校 天王寺校舎
研究主任・SSH主担 教諭 森中 敏行

12:00〜12:50

知と汗と涙の近大流コミュニケーション戦略

教育の情報化

15:40〜16:30

東京学芸大学 教育学部 准教授

コーディネーター：佐賀未来塾ICT活用教育研究所 代表 福田 孝義
パネリスト：
古庄 泰則 （熊本県高森町教育委員会 審議員兼CIO補佐官）
新立 みずき（島前教育魅力化プロジェクト 隠岐國学習センター 教務スタッフ）
大辻 雄介 （高知県土佐町 NPO法人SOMA 副代表理事）
竹松 政志 （長野県伊那市教育委員会 事務局 学校教育課 主査）

C

校

日常授業の質を高めるICT活用

「ICT活用教育の推進と地方創生」

紙 直秀

高

小･中･教育委員会

14:10〜15:00

12:00〜13:30

普通教室に書画カメラ、電子黒板

大学経営

三田 正巳

協賛：ICT CONNECT 21

10:30〜11:20

東大阪市教育委員会 学校教育部 学校教育推進室

校

―小学校プログラミング教育の円滑な導入に向けて―

Coming Soon
宮島 明利

高

研究成果を基盤とした研修内容の
構築と普及のための手立て

プログラミング教育の課題と展望

コーディネーター：奈良教育大学 大学院 教職開発（教職大学院）教授 小柳 和喜雄
皿木 博幸
小柳 和喜雄
パネリスト：
皿木 博幸（奈良市教育委員会事務局 奈良市教育センター教育支援・相談課 課長補佐）
宮島 明利（静岡県川根本町教育委員会 教育総務課 課長補佐 兼 教育総務室長 兼 管理主事）
山本 圭作（大阪市教育委員会事務局 学校園ICTシニアアドバイザー）
渡部 誉 （愛媛県西条市 総務部ICT推進課 副課長）

小･中･教育委員会

15:40〜16:30

近畿大学附属中学校 教育改革推進室 主任

15:40〜16:30

幼稚園・保育園・認定こども園

幼児期のメディア接触
〜現状と今後のあり方〜
園田学園女子大学 人間健康学部 教授

増田 憲昭

堀田 博史

コメンテーター：金沢星稜大学 非常勤講師 佐藤 幸江
模擬授業者：鳥取県岩美町立岩美中学校 教諭 岩﨑 有朋

佐藤 幸江

岩﨑 有朋

協賛：(株)COMPASS

英語･外国語教育

全てを対象

英語･外国語教育

主体的・対話的で深い学び（アクティブラーニング）

会議室F

10:30〜11:20

12:00〜12:50

14:10〜15:00

世界が求める英語教育とは？

新学習指導要領をふまえた
小学校英語授業の工夫

主体的・対話的で深い学びのために

〜英語を話したくなる教育モデル〜
株式会社インターアクトジャパン 代表取締役

帯野 久美子

岐阜大学 教育学部 英語教育講座 教授

桃山学院教育大学 学長

全てを対象

梶田 叡一

巽徹

協賛：カシオ計算機(株)

主体的・対話的で深い学び（アクティブラーニング）

13:00〜16:30

ホールG

日本アクティブ・ラーニング学会関西大会及びＩＣＴ研究会共催企画
「学びの基礎スキルを考える − "Approaches to Learning" "Approaches to Teaching"−」
講演会及び分科会（ICT活用、図書館活用、アカデミックライティング等の課題設定を予定）
関西学院千里国際中等部・高等部 教諭 米田 謙三
灘高等学校 教諭 井上 志音
大阪市立水都国際中学校高等学校 教諭 熊谷 優一
ほか
米田 謙三

※上記全セミナー・パネルディスカッションには定員を設けており、聴講にはHPでの事前登録が必要です。

※掲載内容は2019年5月20日現在のものです。事前に予告なく内容を変更または中止する場合があります。
あらかじめご了承ください。

