
共 催 : 日本教育工学協会（JAET）

お申込み方法

一般社団法人日本教育情報化振興会（ JAPET＆
CEC ）ホームページ「研修・セミナー案内」の
セミナー 紹介よりお申し込み可能なサイトへ
アクセスします。www.japet.or.jp/case/

FAXでお申込みの方は＜個人情報の取扱いについて＞同意の上、
下記参加申込書に記入いただきご送信ください。

セミナ－など定員に限りがあるものは先着順で定員になり次第、申
し込みを停止させていただきますのであらかじめご了承ください。
事務局担当：株式会社ラインズオカヤマ　難波

参加申込書

サイトから申し込む ＦＡＸで申し込む

お申込締切
FAX 0869-63-2151 ※おかけ間違いにご注意ください。

１０月１0日(木 )

お名前（必須）

ふりがな（必須）

学校名・団体名（必須）

役職

ご連絡方法（必須）

□   展示のみ見学　　　　　　　　　　　　　　

□  11-K-1  基調講演「新時代の学びを支える最先端技術活用推進方策」

□  11-K-2   講演「これからの子どもたちへの教育」

□  11-K-3   パネル「これからの自治体・学校の ICT 整備について」

□  11-K-4  講演「未来の教室・Society5.0 の世界」

□  11-K-5  セミナー「今、日本に必要な “学び”と Google for Education」

□  11-A-1 セミナー「ICT を活用した園運営のあり方とは？」

□  11-A-2 セミナー「セキュリティ強化  校務ネットワーク分離」

□  11-A-3 セミナー「ビッグデータで可視化される学習者の変化」

□  11-A-4 W.S.「ICTを活用した先生の働き方改革」

□  11-A-5  セミナー　「NECの５G への取り組み」（仮題）

□  11-B-1  セミナー「学校現場に必要なクラウドサービスと最新無線ネットワークについて」

□  11-B-2  セミナー「学校での感染予防とは？学校での導入事例を交えて」

□  11-B-3  W.S. Chromebook で「学び方がかわる」

□  11-B-4 セミナー「『柴山・学びの改革プラン』に 則したマイクロソフト教育支援ツール」

□  11-B-5 セミナー「SKYMENU Class 2019 新機能紹介」

□   展示のみ見学

□   12-K-1  基調講演  ～新学習指導要領とICT 活用～

□   12-K-2  パネル「プログラミング教育カリキュラムマネジメントについて」

□   12-K-3  セミナー「WEBQUを活かした学級集団づくり」

□   12-K-4  対談「プログラミング × ICT 教育 」 本音トーク！

□   12-K-5  W.S.と実例紹介「G Suite 活用イメージと PDトレーニング」

□   12-A-1  実践「 NHKforSchool を活用した授業実践紹介」

□   12-A-2  体験「 プログラミング体験 (小学生と岡山県立光南高校生 )」

□   12-A-3  パネル「特別支援・インクルーシブ教育とICT活用｣

□   12-A-4  セミナーと W.S.  「AIによる個別最適化学習で授業に何が起こったか」

□   12-B-1  セミナー「English 4skillsで 英語の学びが変わる」（仮題）

□   12-B-2  セミナー「2020年から始まるデジタル教科書の世界」

□   12-B-3  W.S.「よみとき新聞ワークシート」

□   12-B-4  プログラミング模擬授業「電気と私たちのくらし」

1. 教育委員会・学校の回覧
2. WEB サイトで
3. 出展企業からの紹介

* 受付表送付先

セミナ－を知ったのは
○で囲んでください

10 月 11 日 ( 金 ) プログラム 10 月 12 日 ( 土 ) プログラム

メールアドレス

FAX 番号

最新情報はサイトで御確認下さい。随時更新いたしております。事務局ホームページ：http://www.lines.co.jp/
追加参加希望等は  事務局 ㈱ラインズオカヤマまでご連絡ください。メールアドレス：seminar＠lines.co.jp

教育セミナーinおかやま第3回
2019年度情報教育対応教員研修全国セミナー

－芽生える学び・つながる未来－

入場無料

10／11( 金 )
10／12( 土 )

9：50(開場9：20)－17：00 9：50(開場9：20)－17：00

おかやま未来ホール会 

場

主 催 : 一般社団法人日本教育情報化振興会（JAPET＆CEC）

教育関係者・自治体関係者・教員を目指す学生・教育関連企業
株式会社ラインズオカヤマ

後 援 :

対 象 :
お問い合わせ運営事務局 

文部科学省・総務省・経済産業省
岡山県教育委員会・岡山市教育委員会・岡山県私学協会・広島県教育委員会
香川県教育委員会・島根県教育委員会・鳥取県教育委員会・兵庫県教育委員会

祝日を除く月～金　9：00－18：00
メールアドレスseminar@lines.co.jp

岡山市北区下石井 1丁目 2 番 1 号
イオンモールオカヤマ 5 F

教育ICT関連企業  25社～30社出展

申込専用サイト
https://forms.gle/cktTnk47cL8K5QNL8

＜個人情報の取扱いについて＞
■個人情報の利用目的　当社は、お客様の個人情報を以下の目的で利用します。
1. 本セミナー申込・受付　2. 今後当社が催行または協賛するセミナー等のメール・電話・郵送によるご案内 3. 今後当社が催行または協賛するセミナー等を告知する際の参考
■お問い合わせは次のページをご利用ください。http://www.lines.co.jp/security/
■個人情報取扱責任者　株式会社ラインズオカヤマ ISO/ I EC27001認証取得　セミナー企画事務局

※無料駐車場はございません。お車でのご来場の際は有料駐車場をご利用下さい。

※赤文字は残席がわずかになっております。
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10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

TIME 講義会場1 講義会場 2 セミナー A セミナー B

14：00

16：00

10：00

11：00

12：00

13：00

15：00

17：00

TIME 講演会場 セミナー  A セミナー  B

～新学習指導要領とICT活用～

放送大学  教授  中 川  一 史 様

基調講演（100名）基調講演（100名)

講演（100名)

講演（100名)

セミナー（30名)

セミナー（30名)

セミナー（20名)

講演・ワークショップ（30名)

セミナー（100名)

セミナー（30名)

「プログラミング教育カリキュラムマネジメントについて」

パネルディスカッション（100名） 実践発表（30名）

プログラミング体験

模擬授業（20名）

事例紹介・ワークショップ（30名）

「 G Suite 活用イメージと
                        PDトレーニング」

・Chromebook のある学校生活
　～岡山県立林野高校の実践実例紹介～

・全国導入事例紹介

・Let's Google for Education
    Chromebookでのハンズオンワークショップ

セ
ミナー情報

セ
ミナー情報

10／12
10／11金 土

主催者挨拶
10:00~10:50 10:00~10:50

11:00~12:2011:00~12:00 11:00~12:00

パネルディスカッション（100名)13:00~14:20

9:50~10:00

「新時代の学びを支える
  最先端技術活用推進方策」(仮題)
 ～学びの改革プラン～

日本教育情報化振興会　　 会長
ICONECT21　　                 　  会長　  
東京工業大学　         　 名誉教授　  赤堀  侃司  様

文部科学省初等中等教育局
情報教育・外国語教育課
情報教育振興室　          室長補佐　  小林　努  様

「これからの子どもたちへの教育」
～学校と社会をいかにつなげるか、
                 ICTはなぜ必要か？～

「ICTを活用した先生の働き方改革。
幼保無償化時代に対応した
                                  　 園運営のあり方とは？」
7万人の先生が活用するコドモンの
            ICT活用術を事例を交えてご紹介

コーディネータ：
情報通信総合研究所  特別研究員   　  平井 聡一郎 様
パネリスト：
笠岡市教育委員会  学校教育課　課長   　高橋  伸明 様
倉敷市教育委員会  情報学習センター館長  尾島 正敏 様

「これからの自治体・
　　　　　学校の ICT整備について」

14:30~15:20

16：00~16:45 16：00~16:40

「未来の教室・Society5.0 の世界」

「今、日本に必要な“学び”と
 教育現場から見る Google for Education」

『柴山・学びの改革プラン』に則した
　　　 マイクロソフト教育支援ツール

11:00~12:00

13:00~14:00

パネルディスカッション（30名）14:00~15:00 ワークショップ（20名）

セミナー・ワークショップ（20名）

14:00~15:00

13:00~13:40

15:20~16:2015:20~16:20

「学校現場に必要なクラウドサービスと
                     最新無線ネットワークについて」

11:00~12:0011:00~12:00

15:20~16:00

セミナー（30名)16：00~16:45

｢セキュリティ強化
　　　　　　       校務ネットワーク分離｣
   導入事例紹介

13:00~13:40 セミナー（30名)

セミナー（20名) セミナー（20名)

14:00~15:00 ワークショップ（20名)14:00~14:50

岡山大学   大学院教育学研究科  教授 寺澤  孝文 様

倉敷市全校が2020年度より実践する
「ICTを活用した先生の働き方改革」

15:00~16:00

13:00~13:40
学校施設管理者・給食施設管理者
学校環境ソリューション
感染を防げ！学校での感染防止とは？
学校での導入事例を交えて

ホシザキ中国株式会社

Chromebookで「学び方がかわる」
導入実践発表と授業体験

主催者挨拶9:50~10:00

「WEBQUを活かした学級集団づくり」
セミナー（100名）13:00~13:40

実践発表　3名　　各 10 分 ~15 分

対談（100名）13:45~14:20

14:30~16:30

「プログラミング×ICT教育 」 本音トーク！

Google for Educationで
　　　　   新しい学びを拓く

イー・ディー・エル株式会社

｢NHKforSchoolを活用した
　　　　　　 授業実践紹介｣

プログラミング体験
（小学生と
　　岡山県立玉野光南高校生）

セミナー（30名）

セミナー（30名）

「2020年から始まる
　　　デジタル教科書の世界」

東京書籍　学習者用デジタル教科書

北海道札幌養護学校　　　  教諭   郡司  竜平  様
山口大学付属特別支援学校  教諭  宮本      剛   様
備前市立日生西小学校　　  教諭  藤木  謙壮  様

｢特別支援・インクルーシブ教育と
                                                 ICT活用｣

新学習指導要領に対応した教材
「よみとき新聞ワークシート」

プログラミング模擬授業
「電気と私たちのくらし」
プログラミングスイッチWeDo2.0を使って

備前市立香登小学校   教諭  津下  哲也  様岡山県立林野高等学校   教諭  瀬田  幸一郎  様

株式会社ソリトンシステムズ

株式会社コドモン

大日本印刷株式会社

就実学園　姜英徹 様

情報通信総合研究所　特別研究員
平井  聡一郎  様

総務省「地域情報化アドバイザー」
(同 )MAZDA Incredible Lab 松田  孝 様 

総務省「地域情報化アドバイザー」
合同会社MAZDA Incredible Lab 松田      孝 様 

×

高校生×小学生20名（募集）

スケジュール・内容は都合により変更となる場合がございます。予めご了承ください。

金沢星稜大学  前教授  佐 藤  幸 江  様
浜松市立雄踏小学校  教諭  菊地　寛　 様 
　　　　　　　　理想科学株式会社  

経済産業省
商務・サービスグループ
サービス政策課教育産業室   室長補佐     伊 藤 麻 純 様

コーディネータ：金沢星稜大学 　　　                                 前教授 佐藤 幸江 様
                       　　岡山県総合教育センター   情報教育部  指導主事 岡野 倫之 様　
　　パネリスト：備前市立香登小学校（備前市情報部会）教諭  津下 哲也 様
　　　　　　　岩美町立岩美中学校　　　　　　          教諭  岩崎 有朋 様
　　　　　　　岡山県立玉野光南高校　　　　　　　  教諭  一守 克己 様

松山市立椿小学校     　教諭  石田 年保 様
北海道札幌養護学校　教諭  郡司 竜平 様　
備前市日生西小学校　教諭  藤木 謙壮 様　

コーディネータ：
関西学院大学 　　    　　　 教授  丹羽     登  様

株式会社内田洋行
公共APサポートセンター
専門課長  野村  裕之 様

必見！
悩める自治体、情報担当者へ

明日から役立つプログラミング
セミナー、ワークショップ、満載！

「高精度ビッグデータで
  初めて可視化される学習者の変化」
－岡山大学がマイクロステップ・スタディを本格導入－

グーグル・クラウド・ジャパン合同会社
セールスエグゼクティブ   　杉浦    剛 様

埼玉県立狭山工業高等学校  主幹教諭  高井　潤 様

日本マイクロソフト デバイスパートナー営業統括本部
Windowsコマーシャルカテゴリー部  部長  仲西 和彦 様

倉敷市教育委員会  情報学習センター館長  尾島 正敏 様

ＮＥＣにおける「５Ｇ」の取組
～2020年1月より商用化が始まる５Ｇの概要と、
ＮＥＣにおける「５Ｇ」に関する取組についてご紹介します～

SKYMENU Class 2019 新機能
簡潔に、焦点化して伝える力を育む「シンプルプレゼン」
フローチャートでプログラミング的思考力を育む
「プログラミング」のご紹介

「English 4skills で
                 英語の学びが変わる」
                                              

株式会社 NTTドコモ

岡山県立和気閑谷高等学校  教諭 福田裕也 様
株式会社 COMPASS

「AIによる個別最適化学習で
　　　授業に何が起こったか」
～AI型タブレット教材Qubenaを体験～

日本電気株式会社
Sky株式会社

岡山県立和気閑谷高等学校
教諭  浮田  圭一郎 様
　教諭  岸田　  典子  様

満席につき受付終了
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満席につき受付終了

残席わずか

残席わずか 残席わずか

残席わずか

残席わずか 残席わずか
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