
eスクール

2016年
開催
日程 12月10日

会場：じゅうろくプラザ（岐阜県岐阜市橋本町1-10-11）
土

アクセス
マップ

●共催 文部科学省 ●主催 一般財団法人日本視聴覚教育協会 日本視聴覚教具連合会 ●協賛 日本学校視聴覚教育連盟 全国放送教育研究会連盟
●後援 国立教育政策研究所 全国連合小学校長会 全日本中学校長会 全国高等学校長協会 全国特別支援学校長会

国立大学法人岐阜大学 岐阜女子大学 岐阜聖徳学園大学 岐阜県教育委員会 富山県教育委員会 福井県教育委員会 長野県教育委員会
静岡県教育委員会 愛知県教育委員会 岐阜市教育委員会 大垣市教育委員会 羽島市教育委員会 各務原市教育委員会 山県市教育委員会
瑞穂市教育委員会 本巣市教育委員会 輪之内町教育委員会 白川町教育委員会 白川村教育委員会 名古屋市教育委員会（申請中を含む）

http://eschool.javea.or.jp/

文部科学省共催

次期学習指導要領をふまえ「アクティブ・ラーニング」の視点に立った学びを推進するためには、教員の
研修機会を確保するとともにICTの整備を図ることが求められています。国の「教育の情報化」施策が加
速化され、各自治体においてICT機器の学校導入率が高まっていく状況を見据え、学校現場にしっかりと
「普通教室のICT化」が根付くことが重要です。
そこで、ICT活用の「認知から定着」を図るために、最新テクノロジーを踏まえた教材・教具の研修を通
して、具体的体験的な情報提供を目指すことを目的に、一般財団法人日本視聴覚教育協会・日本視聴覚教
具連合会では「eスクール ステップアップ・キャンプ」を開催します。
本大会は平成28年度文部科学省委託「ＩＣＴを活用した教育推進自治体応援事業」と連携しています。

東日本大会 in 東海 のご案内

ステップアップ・キャンプ 2016

 アクセス方法
• JR 岐阜駅隣接、徒歩約2分
• 名鉄岐阜駅より、徒歩約7分
• 岐阜各務原I.Cより、車約15分
• 岐阜羽島I.Cより、車約20分
• 自家用車のご利用、その他のア
クセス方法は下記ホームページ
をご参照ください。

参加
申込み

方法

参加のお申し込みは下記ホームページよりお願いいたします（参加費無料）。

お問い合わせ先 東京都港区虎ノ門3-10-11 一般財団法人日本視聴覚教育協会 TEL：03-3431-2186

（第２次案内）

10:00-17:00
受付 9:30～



時間 プログラム

会場 2F ホール 5F 小会議室1 5F 小会議室2 5F 大会議室

09:30
l

10:00
受付

教材・機材体験展示会
（展示会は終日開催）

10:00
l

11:00

開会式
主催者・開催地挨拶

基調講演
文部科学省

生涯学習政策局情報教育課

11:00
l

12:20

パネルディスカッション
｢次期学習指導要領に向けた

教育の情報化｣
奈良教育大学大学院教授 小柳和喜雄 氏
文部科学省生涯学習政策局情報教育課
情報教育振興室長補佐 稲葉 敦 氏

日本視聴覚教具連合会長 井口 磯夫 氏
岐阜大学准教授 今井 亜湖 氏
岐阜市教育委員会教育長 早川三根夫 氏
白川町立佐見中学校長 笠原 康弘 氏

12:20
l

13:20
休憩・昼食／エキシビションツアー

【相談コーナー】
文部科学省

「教育の情報化の推進に取り組む
地方自治体・教育委員会・学校関

係者に向けた資料提供」
－アクティブ･ラーニングの視点から
のＩＣＴ環境整備は大丈夫ですか－

13:20
l

14:20

デジタルポスター
セッション

茨城県古河市立大和田小学校／さい
たま市立七里小学校／岐阜大学教育
学部附属小学校／輪之内町立輪之内
中学校／福島県立福島高等学校／岐
阜県立岐阜希望が丘特別支援学校／
静岡県三島市教育委員会／岐阜県岐
阜市教育委員会

14:30
l

15:20

講義・演習※
平成27～28年度文部科学省委託
｢ICTを活用した教育推進自治体応援事業｣

校内研修リーダー養成
研修の実践方法について

◆講師
岐阜女子大学

教授 久世 均 氏

◆協力大学担当者
岐阜女子大学

准教授 齋藤陽子 氏

◆受託事務局
NTTラーニングシステムズ

ワークショップA

岐阜県立
岐阜各務野高等学校

「タブレット端末を活用した
プログラミング教育」

－IoT時代のプログラミング教育を新
しいデバイスで体験－

ワークショップB

岐阜県 白川町教育委員会
岐阜県 本巣市立外山小学校
「遠隔授業とICT教育の紹介と体験」

15:20
l

15:50
エキシビションツアー

15:50
l

16:40

ワークショップC

仙台市立六郷小学校
「プロジェクト学習を

デザインするコツ」

ワークショップD

福島県 新地町教育委員会
同町立尚英中学校

「アクティブラーニングと
パフォーマンス評価」

～17:00

休憩・昼食／エキシビションツアー

教材・機材体験展示会
（展示会は終日開催）開会式

主催者・開催地挨拶
基調講演
文部科学省

生涯学習政策局情報教育課

パネルディスカッション
｢次期学習指導要領に向けた

教育の情報化｣
奈良教育大学大学院教授 小柳和喜雄 氏
文部科学省生涯学習政策局情報教育課
情報教育振興室長補佐 稲葉 敦 氏

日本視聴覚教具連合会長 井口 磯夫 氏
岐阜大学准教授 今井 亜湖 氏
岐阜市教育委員会教育長 早川三根夫 氏
白川町立佐見中学校長 笠原 康弘 氏

講義・演習※
平成27～28年度文部科学省委託
｢ICTを活用した教育推進自治体応援事業｣

校内研修リーダー養成
研修の実践方法について

◆講師
岐阜女子大学

教授 久世 均 氏

◆協力大学担当者
岐阜女子大学

准教授 齋藤陽子 氏

◆受託事務局
NTTラーニングシステムズ

ワークショップA

岐阜県立
岐阜各務野高等学校

「タブレット端末を活用したプログ
ラミング教育」－IoT時代のプログラ
ミング教育を新しいデバイスで体験－

ワークショップB

岐阜県 白川町教育委員会
岐阜県 本巣市立外山小学校
「遠隔授業とICT教育の紹介と体験」

ワークショップC

仙台市立六郷小学校
「プロジェクト学習を

デザインするコツ」

ワークショップD

福島県新地町教育委員会
同町立尚英中学校

「アクティブラーニングと
パフォーマンス評価」

eスクール ステップアップ・キャンプ 東日本大会 in 東海
日時：平成28年12月10日（土）会場：じゅうろくプラザ（岐阜県岐阜市橋本町1-10-11）

※ この講義・演習は、平成26年度 文部科学省委託 ICTを活用した教育の推進に資する実証事業「教育のICT活用指導力向上方法の開発」の成
果を踏まえて実施するものです。「校内研修リーダー養成研修」の具体的な実践方法について理解を深めていただくことを目的としていま
す。指導主事や地域の指導的な立場の先生方の参加をお待ちしています。

体験型プログラム（直接体験を希望する方はお申し込み時の事前登録が必要となります。）

※掲載の内容等について、一部変更の可能性もあります。予めご了承ください。

～17:00

【相談コーナー】
文部科学省

「教育の情報化の推進に取り組む
地方自治体・教育委員会・学校関

係者に向けた資料提供」
－アクティブ・ラーニングの視点からの
ＩＣＴ環境整備は大丈夫ですか－

デジタル
ポスターセッション

茨城県古河市立大和田小学校／さい
たま市立七里小学校／岐阜大学教育
学部附属小学校／輪之内町立輪之内
中学校／福島県立福島高等学校／岐
阜県立岐阜希望が丘特別支援学校／
静岡県三島市教育委員会／岐阜県岐
阜市教育委員会

体 体 体

体

エキシビションツアー

体 体


