文部科学省共催

第３次案内

ｅ スクール
ステップアップ・キャンプ ２０１９
西日本大会
これからの Society5.0 時代の到来とともに、ビッグデータ・人工知能等の発達による社会構造や
雇用環境の変革がもたらされ、知を発見・創造する能力や読解力、数学的思考力などの基礎的な
学力が子どもたちに求められてきます。
こうした新たな時代に生きる子どもたちを育成するために、学校教育の情報化の推進に関する法律
も施行され、個別最適化された学びを実現する、ＩＣＴを基盤とした先端技術や教育ビッグデータ、
教育クラウド等の活用が期待されています。 そこで、新学習指導要領で求められている情報活用
能力の育成やプログラミング教育の実現を踏まえ、最新テクノロジーを活用した教材・教具の研修を
通して、具体的・体験的な情報提供を目的に「ｅスクールステップアップ・キャンプ」 を開催いたします。

1月18日（土） 11:00～16：30

2020年
2020

倉敷市児島文化センター（岡山県倉敷市児島味野2-8-30）
◆アクセス方法
【公共交通機関ご利用の場合】
〇ＪＲ児島駅
•西出口から 徒歩１２分
•下電バス塩生線で「児島文化センター前」停留所下車すぐ（約３分）
【車ご利用の場合】
•瀬戸中央道 児島ＩＣから、料金所を出て左折のち道なりに約５分
※ 児島文化センター駐車場の駐車台数は限られています。
ご来館の際は、近隣有料駐車場または公共交通機関をご利用
いただきますよう、お願いいたします。
※ 路上駐車や周囲の施設・店舗・民家への無断駐車は、近隣の
方々のご迷惑となります。絶対に行わないでください。

参加費

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

無料

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

●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
●共催 文部科学省
●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 岡山県教育委員会 広島県教育委員会 鳥取県教育委員会 島根県教育委員会 山口県教育委員会 香川県教育委員会 愛媛県教
育委員会 倉敷市教育委員会 岡山市教育委員会 笠岡市教育委員会 井原市教育委員会 総社市教育委員会 高梁市教育委員会 新見
市教育委員会 浅口市教育委員会 早島町教育委員会 里庄町教育委員会 矢掛町教育委員会 （申請中）

お問い合わせ先

一般財団法人 日本視聴覚教育協会

TEL：03−3431−2186

ｅ スクール ステップアップ・キャンプ 2019 西日本大会
2020年1月18日（土） 10:00（受付開始）～16:30（終了予定）
会場：倉敷市児島文化センター （岡山県倉敷市児島味野2-8-30）

指導講師：園田学園女子大学 教授 堀田 博史 氏

プログラム
会場

ホール

時間

10：00

受付

11：00

（下記プログラムには今後、変更もございます。予めご了承ください）

会議室 １･２

ロビー

エキシビションツアー

10:00

（ 教 材 ・ 機 材 体 験 展 示 会 をご覧 い た だ けます ）

開会式
11：00

主催者・開催地挨拶

12：00

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 氏

基調講演

12：00

（休憩・昼食）

相談コーナー (文部科学省）

エ キ シ ビ シ ョ ン ツ ア ー （教材・機材体験展示会をご覧いただけます）

13:10～13:55
13：25

デジタルポスターセッション

13:00～15:00
予約申込制

13:25～13:45

見学可

模擬授業 中学校

A-1 國米 紀永 教諭 （岡山県 真庭市立富原小学校）
B-1 美山 貴昭 教諭 （岡山県 新庄村立新庄中学校）

【講義・演習】
教諭

岩崎 有朋

「水中の物体に働く力」

C-1 赤松 佑恭 教諭 （岡山県 倉敷市立水島小学校）

情報モラル教育
指導者セミナー

鳥取県 岩美町立岩美中学校

13:45

（

文部科学省委託
情報モラル教育推進事業

D-1 井上 賞子 教諭 （島根県 松江市立意東小学校）

）

千葉県 柏市立手賀東小学校
校長

14:00～14:35

佐和 伸明 氏

協力：NTTラーニングシステムズ

特別授業 高等学校
岡山県立林野高等学校

14：15

E-1 岡田 あずさ 教諭 （岡山県 勝央町立勝間田小学校）

13:50～14:10
A-2 新里 美香代 教諭 （鹿児島市立錫山小中学校）

13：50

14:10

13:25～14:35

教諭

三宅 杏奈

B-2 竹井 太郎 教諭 （岡山県 総社市立総社東小学校）
C-2 長谷川 一馬 教諭 （岡山県 高梁市立高梁小学校）
D-2 藤井 宏光 教諭 （岡山県 奈義町立奈義小学校）
E-2 國眼 厚志 教諭 （兵庫県 朝来市立竹田小学校）

14:15～14:35
事前に予約申込みが必要です
〈予約申込サイトQRコード〉

教材・機材体験展示会(終日開催)

13：25

A-3 玉利 槙悟 教諭 （岡山県 玉野市立玉原小学校）
B-3 平本 友美 教諭 （岡山県 井原市立出部小学校）

「Chromebookを
活用した授業体験」

C-3 古賀 圭輔 教諭 （岡山県 浅口市立鴨方中学校）
D-3 松永
http://nttls-edu.jp/moral2019/

14:35

14：50

パネル
ディスカッション

武 教諭 （山口県 防府市立大道中学校）

E-3 中村 友祐 教諭 （岡山県 美咲町立加美小学校）

◎コーディネーター
園田学園女子大学

教授

堀田 博史 氏

◎登壇者
「教育クラウドの可能性と
今後の展開」

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
西条市役所 総務部 ICT推進課
副課長
箕面市教育委員会 子ども未来創造局 教育センター 副所長

16：00

倉敷市教育委員会 倉敷情報学習センター

16：00

閉会

16：30

まとめ

館長

小林 努 氏
渡部 誉 氏
川畑 寛明 氏
尾島 正敏 氏

16:00

