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一般社団法人 日本教育情報化振興会主催 平成 29 年度情報教育対応教員研修全国セミナー

『SchoolInnovation セミナーin 広島』のご案内
一般社団法人 日本教育情報化振興会は、教育 ICT 振興を目的とした教員対象セミナーを広
島にて実施致します。広島県内を中心に、過去より先進的に ICT を教育に取り入れられてきた
先生方の経験や課題から、今後の有用性を持たせた整備におけるポイントや授業での効果的な
ICT 活用を考えていくセミナーです。学校教員様のみならず、教育委員会職員様、自治体行政
に係る職員様も是非ご参加のうえ、今後の教育における展望をイメージいただく場としていた
だけますようお願い申し上げます。
一般社団法人日本教育情報化振興会主催 平成 29 年度情報教育対応教員研修全国セミナー

School Innovation セミナーin 広島 失敗を恐れないための段階的整備と有用性
～「学びの変革」実現に向けた ICT を活用したアクティブ・ラーニングと ICT 環境整備のポイント～

会 期：平成 29 年 8 月 18 日（金）
展示 12:00～17:00 セミナー 12:30～17:00 ※12:00 開場・受付開始
会 場：広島県立広島産業会館 西展示場（第 3・第 4 展示場）
定 員：100 名 ※お席に限りがございますのでお早めにお申し込み下さい
参加料：無料
▼参加申込（WEB フォーム）はこちらから
http://pr-info.jp/japet_hiroshima/
※参加申込締め切り：8 月 10 日（木）
※FAX にてお申込みの場合は上記サイトから「資料ダウンロード（PDF）
」に添付している
フォームへ必要事項記載の上、下記までご送付ください。
▼お問い合わせ、FAX でのお申し込みはこちらまで
SchoolInnovation セミナーin 広島 運営事務局(ダイワボウ情報システム株式会社 広島第 2 支店内)
TEL：082-511-7736
FAX：082-511-7740

参加無料

一般社団法人 日本教育情報化振興会主催

平成29年度 情報教育対応教員研修全国セミナー

School Innovation セミナー in 広島

失敗を恐れないための
段階的整備と有用性
「学びの変革」実現に向けたICTを活用した
アクティブ・ラーニングとICT環境整備のポイント

パネルディスカッション
コーディネータ
広島工業大学 情報学部
知的情報システム学科 教授

竹野 英敏氏
実践事例コーディネータ
鳥取県岩美町立
岩美中学校 教諭

岩崎 有朋氏

日時

2017.

8.18Fri.

12:30～17:00（12:00 受付開始）

場所

広島県立広島産業会館
西展示館 第 3・第 4 展示場

https://www.hiwave.or.jp/kaikan/

対象

学校の教員、教育委員会および
自治体の職員

主催

一般社団法人日本教育情報化振興会（JAPET&CEC）

共催

日本教育工学協会（JAET）

協賛
協力

ダイワボウ情報システム株式会社
株式会社ソルコム

後援

文部科学省
総務省
経済産業省

（以下予定）
中国総合通信局
中国情報通信懇談会
広島県教育委員会
広島市教育委員会
東広島市教育委員会
山口県教育委員会
岡山県教育委員会
鳥取県教育委員会

セミナープログラム
〉

12:30

主催者挨拶

12:40

開会挨拶

※時間、内容などは予告なく変更になる場合があります。

一般社団法人日本教育情報化振興会（JAPET&CEC）

〉

はじめに

プロローグ（趣旨説明）

基調講演

総務省における教育情報化政策

13:00

竹野 英敏氏（広島工業大学 情報学部 知的情報システム学科 教授）

〉

総務省情報流通行政局情報流通振興課情報活用支援室

〉

14:00

休

14:20

憩

ICT 活用実践事例発表
広島県内
事例紹介

コーディネータ
事例発表者

15:30

岩崎 有朋氏（鳥取県岩美町立岩美中学校 教諭）
村中 智彦氏（広島市立藤の木小学校 教諭）
石川 真紀氏（東広島市立寺西小学校 教諭）
休

15:50

パネル
ディス
カッション

17:00

100 名

定員

憩

パネルディスカッション
～ ICT を活用したアクティブ・ラーニングと
ICT 環境整備のポイント～
コーディネータ
パネリスト

竹野 英敏氏（広島工業大学 情報学部 知的情報システム学科 教授）
島本 圭子氏（広島市立藤の木小学校 校長）
岩崎 有朋氏（鳥取県岩美町立岩美中学校 教諭）
竹元 賢治氏（インテル株式会社 教育事業推進担当部長）

最新教育 ICT 機器展示

教育力を向上させる最新の教育ICT機器を、
各社の協力のもと展示いたします。
株式会社青井黒板製作所

エプソン販売株式会社

電子黒板

プリンティングソリューション

株式会社 沖データ

株式会社ガイアエデュケーション

プリンティングソリューション

授業支援システム

株式会社サカワ

シスコシステムズ合同会社

超短焦点プロジェクタ

個別学習システム

シャープビジネスソリューション株式会社

株式会社ディー・ディー・エス

個別学習システム

セキュリティソリューション

株式会社バッファロー

広島教科用図書販売株式会社

無線 LAN システム

デジタル教材

株式会社文溪堂

ダイワボウ情報システム株式会社

校務支援システム

教育 縮景園
ICT ソリューション

※展示出展会社の記載順番は 50 音順です。

広島駅

※展示出展会社および出展内容については、変更になる場合があります。

広島駅

広電
白島
線

会場のご案内

広島県立広島産業会館
西展示館 第 3・第 4 展示場
〒732-0816

広島県立
美術館

女学院前

広島

八丁堀
福屋八丁堀本店

的場町
広島三越

広電 本 線

広島市南区比治山本町 12-18
徒歩約 1 分

広島バス皆実町 1 丁目バス停

徒歩約 1 分

平和 大

通り

駅

前

り
通

広
電
皆
実
線

広島電鉄南区役所前駅

約 470 台収容可能な駐車場を完備（3 時間まで 150 円 /30 分、3 時間超は 100 円 /30 分）
比治山公園

詳細・お申し込み

http://pr-info.jp/japet_hiroshima/

※FAX でのお申し込みも受け付けております。
『参加申込書』にご記入の上お申し込みください。

申込期限

2017 年 8 月10 日㈭

お問い合わせ

広島県立広島産業会館

比治山橋東詰

西展示場

2
平野橋東
南区役所前
南区役所

産業会館前

School Innovation セミナー 事務局
〒730-0015 広島市中区橋本町 10-6 広島 NS ビル 9F（ダイワボウ情報システム株式会社 広島第 2 支店内）

TEL 082-511-7736 FAX 082-511-7740
※一般社団法人 日本教育情報化振興会は、本セミナーの協賛企業であるダイワボウ情報システム株式会社にセミナー事務局を委託しています。

School Innovation セミナー 事務局 宛て
一般社団法人 日本教育情報化振興会主催

平成29 年度 情報教育対応教員研修全国セミナー

School Innovation セミナー in 広島

失敗を恐れないための段階的整備と有用性
「学びの変革」実現に向けたICTを活用したアクティブ・ラーニングとICT環境整備のポイント

参 加 申 込 書

申込
FAX 番号

082-511-7740

プログラム 定員 100 名

日時

▼ Webでの申し込みはこちらにアクセス

2017年

開会挨拶

12:30 ～ 12:40

主催者挨拶

12:40 ～ 13:00

はじめに

プロローグ（趣旨説明）

13:00 ～ 14:00

基調講演

一億総活躍社会実現に向けた教育の在り方について

14:00 ～ 14:20
14:20 ～ 15:30

広島県内事例紹介

パネルディスカッション

憩

休

憩

8月10日㈭

ICT 活用実践事例発表

15:30 ～ 15:50
15:50 ～ 17:00

休

2017.8.18 ㈮

http://pr-info.jp/japet_hiroshima/
申込期限

※時間、内容などは予告なく変更になる場合があります。

参加
無料

～ ICT を活用したアクティブ・ラーニングと ICT 環境整備のポイント～

■ 個人情報の取り扱いについてのご案内をご確認、ご同意の上ご記入ください。
下記、記入欄にご記入いただくことによりご同意いただいたものとして扱わせていただきます。
お名前：

お名前フリガナ：

メールアドレス：
団体名／学校名：
所属部署またはご担当教科：

電話番号：
役職：

住所 ：〒

所属団体・
区分：
本イベントを
知った
きっかけ：

□ 教育委員会職員
□ 小学校教職員 □ 中学校教職員 □ 高等学校教職員 □ 大学教職員
）
□ 官公庁・地方自治体職員 □ その他（
□ DM 等チラシを見て
□ JAPET&CEC ホームページを見て
□ DIS ホームページを見て
□ 取引先からの案内で（ □ DIS □ ソルコム □ その他取引先名：
□ 教育委員会からの案内で □ 他 Web サイト、SNS 等からの情報で
□ その他（

セミナー参加申込者の個人情報の取り扱いについてのご案内
一般社団法人日本教育情報化振興会は、本セミナーの開催にあたり、株式会社ソルコムならびにダイワボウ情報システム株式
会社に開催の協力及び事務局業務を委託しております。個人情報について、その取り扱いを含め、株式会社ソルコムの「個人情
「個人
報保護方針」ならびに、ダイワボウ情報システム株式会社グループ（以下、DIS グループ）が定める「個人情報保護方針」
情報保護方針ポリシー」に従い、厳重に管理いたします。
株式会社ソルコム 個人情報保護基本方針 http://www.solcom.co.jp/privacy/index.html
DIS グループ 個人情報の取り扱い http://www.pc-daiwabo.co.jp/privacy.html
一般社団法人日本教育情報化振興会はセミナー参加申込者の個人情報は、以下の利用目的のために使用いたします。
・本セミナーに関するお問い合わせに対する回答
・本セミナー受講についての連絡、通知
・今後開催する一般社団法人日本教育情報化振興会からのセミナー等イベントについてのお知らせ
個人情報の取扱について同意いただけない場合は、登録することができません。内容をご確認、ご同意の上、お申し込みをお
願いいたします。
一般社団法人 日本教育情報化振興会 個人情報保護のための基本方針 http://www.japet.or.jp/Top/About/kojin/

）
）

ご登録が完了するとご記入いただいたメールアドレス宛にご登録完了のメールをお送りします。
ご登録完了メールが受講票となります。印刷して当日会場へお持ちください。

School Innovation セミナー 事務局

〒730-0015
広島市中区橋本町 10-6 広島 NS ビル 9F
（ダイワボウ情報システム株式会社 広島第 2支店内）
TEL 082-511-7736 FAX 082-511-7740

※一般社団法人 日本教育情報化振興会は、本セミナーの協賛企業であるダイワボウ情報
システム株式会社にセミナー事務局を委託しています。

