
ｅスクール ステップアップ・キャンプ 2022 つくば大会

DXが支える
次世代の学校・教育現場
－－現在とその先に見えるもの現在とその先に見えるもの－

20222022年 

1111月2525日日 （金）（金） 10:00～16：4510:00～16：45

文部科学省・つくば市教育委員会共催文部科学省・つくば市教育委員会共催 第２次案内

●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　つくば市教育委員会
●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　茨城県教育委員会　土浦市教育委員会　石岡市教育委員会　龍ケ崎市教育委員会
　下妻市教育委員会　常総市教育委員会　牛久市教育委員会　筑西市教育委員会　桜川市教育委員会

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

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

期  日

会 場 つくばカピオつくばカピオ （つくば市竹園1丁目10-1）

※つくば市教育ICT45周年記念大会＆つくば市プレゼンテーションコンテスト同時開催

参加申込 参加費無料      11月1日申込開始（予定）11月1日申込開始（予定）

GIGAスクール構想による一人一台の情報端末の活用が、より加速する次世代の学校・教育
とは何か。 先端技術による教育データを活用した授業改善、個別最適化された学びの
実現に取り組んでいる自治体や学校の事例を紹介し、 参加者の皆さんと一緒に 「DXが
支える次世代の学校・教育」を考えます。



ご視聴推奨環境について
■端末 ： Webブラウザ・携帯電話（スマートフォン）・PC・タブレットのいずれでもご視聴可能です。
■サポートバージョン ： Android version 6 ＋, iOS version 13 ＋
■サポートブラウザ ： Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge（IEモードを除く）最新版
                                   ※ Internet Exploreはサポート対象外です。
■画質、再⽣状況はISP (インターネットサービスプロバイダー) への接続状況に⼤きく左右されます。
 ネットワークの使⽤時間やご利⽤のWi-Fiのパフォーマンス、接続に使⽤するデバイス、ご利⽤のISPから提供される
 信号の強さなどの要因による場合がございます。

ドメイン許可につきまして
■⾃治体や学校などのネットワーク環境でご視聴いただく場合、アクセスできるWebページが制限されている場合がござ
 いますのでご注意ください。  ネットワークのセキュリティなどにより、ホワイトリストとしてドメインを設定する必要がある
 場合は、以下の承認をお願いいたします。
 【許可いただく必要のあるドメイン】
  eventhub.jp       イベントページ
  vimeo.com          動画配信プラットフォーム
        youtube.com     動画配信プラットフォーム

会場（つくばカピオ）へご来場される⽅へのお願いとご注意会場（つくばカピオ）へご来場される⽅へのお願いとご注意

新型コロナウイルス等感染症予防および拡散防⽌対策について
新型コロナウイルス感染症、また、インフルエンザや⾵邪などウイルス性感染症が多くなる時期ですので、 感染拡⼤予防に
ご協⼒をお願いいたします。
■発熱、咳、くしゃみ、全⾝痛、下痢などの症状がある場合は、必ずご来場の前に医療機関にご相談いただき、指⽰に従って
 ください。
■当⽇および事前の検温を実施し、体温が37.5度以上の場合、または下記の症状に該当する場合は参集しないでください。
  咳、呼吸困難、全⾝倦怠感、咽頭痛、⿐汁・⿐閉、味覚・嗅覚障害、眼の痛みや結膜の充⾎、頭痛、関節・筋⾁痛、下痢、
  嘔気・嘔吐 などの症状
■感染防⽌のため、マスクのご着⽤をお願いいたします。
■⼊場⼝に消毒⽤アルコールを設置いたします。感染対策にご協⼒ください。
■ 会場にて万が⼀体調が悪くなった場合は、速やかにお近くのスタッフにお声がけください。

昼⾷弁当の販売について （つくば市ICT教育45周年記念⼤会）
■休憩時間（12:00−13:00）に、アリーナ２階ギャラリーにて飲⾷が可能です。
■カピオホール前のキッチンカーにてお弁当（500円）の販売を⾏います。
 事前につくば市総合教育研究所webサイトよりお申込みください 。
 （フードロス削減のためキャンセルはご遠慮ください）。
 https://forms.office.com/r/PaFZqbXyts

オンライン視聴される⽅へのお願いとご注意オンライン視聴される⽅へのお願いとご注意



つくばカピオ会場プログラムつくばカピオ会場プログラム

会場会場
時間時間 ホ ー ルホ ー ル

受付／エキジビションツアー
（教育ICT教材・機材体験展示会をご覧いただけます）

開会式

休憩・昼食／エキジビションツアー
（教育ICT教材・機材体験展示会をご覧いただけます）

ホワイエホワイエリフレッシュルームリフレッシュルーム会場会場

〈つくば市ICT45周年行事〉
▪講演「つくば市ICT 教育のあゆみ」
▪日本プレゼンテーションコンテスト
▪つくば市ICT を活用した最先端の学び

〈つくば市ICT45周年行事〉
▪授業実践シンポジウム
講師：信州大学 名誉教授 東原義訓先生
　　  同志社女子大学 教授 余田義彦先生

文部科学省初等中等教育局学校デジタル化PTチームリーダー
武藤 久慶

東北大学 大学院 情報科学研究科
教授　堀田 龍也

情報モラル教育指導者セミナー
「新しい情報モラル教育

への取組」

文部科学省委託
「GIGAスクールにおける学びの充実 

(情報モラル教育推進事業)」 

柏市立手賀東小学校  校長
佐和 伸明

山口大学  准教授
阿濱 茂樹

協力：NTTラーニングシステムズ

〈1回目〉 10:50～
〈2回目〉 13:00～
〈3回目〉 14:45～
 ※セミナーは各回90分程度を予定

園田学園女子大学  　教授  堀田 博史

つくば市教育委員会 教育長  森田 充
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つくば市立大曽根小学校

つくば市立豊里中学校

つくば市立高崎中学校

牛久市立学校

茨城町立学校

ブースＡ  （会場：アリーナ） ブースＢ  （会場：ホワイエ）

「DXが支える次世代の学校・教育現場  
                               －現在とその先に見えるもの－」
一人一台の情報端末を活用して、次世代の学校・教育に取り組んでいる自治体を
お迎えして、現時点の成果と課題、その先に目指すものをテーマに討論します
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園田学園女子大学
◎コーディネーター

◎登壇者
　 教授 堀田 博史

文部科学省 初等中等教育局
つくば市総合教育研究所
新潟市教育委員会  学校支援課 　
渋谷区教育委員会事務局

情報担当指導主事 中村 めぐみ
副参事・指導主事 片山 敏郎

教育政策課教育ICT政策係長 竹澤 悠人
教育指導課指導主事 柳田   俊



オンライン配信プログラムオンライン配信プログラム

会場会場
時間時間 Ch 1Ch 1

開会式

Ch 2Ch 2会場会場

文部科学省初等中等教育局学校デジタル化PTチームリーダー
武藤 久慶

東北大学 大学院 情報科学研究科
教授　堀田 龍也

園田学園女子大学  　教授  堀田 博史

つくば市教育委員会 教育長  森田 充
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「DXが支える次世代の学校・教育現場  
                               －現在とその先に見えるもの－」
一人一台の情報端末を活用して、次世代の学校・教育に取り組んでいる自治体を
お迎えして、現時点の成果と課題、その先に目指すものをテーマに討論します

9:3010:0010:1510:15
10:45
10:45
12:0012:0013:00
13:00
13:50
14:00
14:55
15:00

16:15
16:1516:45

教育ICT教材・機材ご紹介（協賛各社1分動画配信）

情報モラル教育指導者セミナー 「新しい情報モラル教育への取組」

（協力：NTTラーニングシステムズ）

文部科学省委託 「GIGAスクールにおける学びの充実 (情報モラル教育推進事業)」

       柏市立手賀東小学校  校長   佐和 伸明
       山口大学  准教授   阿濱 茂樹

教育ICT教材・機材ご紹介（協賛各社1分動画配信）

つくば市総合教育研究所

市原市教育委員会 教育振興部  教育センター　   
豊中市教育センター   情報科学係

高知県教育委員会事務局 教育政策課  
鹿児島市立学校ICT推進センター

情報担当指導主事 中村 めぐみ
指導主事 生田   勲

北村 崇子
チーフ 武市 正人
所長 木田   博

園田学園女子大学
◎コーディネーター

◎登壇者
　 教授 堀田 博史

文部科学省 初等中等教育局
つくば市総合教育研究所
新潟市教育委員会  学校支援課 　
渋谷区教育委員会事務局

情報担当指導主事 中村 めぐみ
副参事・指導主事 片山 敏郎

教育政策課教育ICT政策係長 竹澤 悠人
教育指導課指導主事 柳田   俊


