
 

平成 30年度ＩＣＴ活用教育研究大会 
文部科学省委託研究「ＩＣＴを活用した業務改善についての調査研究」成果発表会 

ICT CONNECT 21 教育の情報化推進支援フォーラム in 西日本 開催要項 
 
１．概要 
   第 1部 平成 30年度ＩＣＴ活用教育研究大会 

   （午前）兼 文部科学省委託研究「ＩＣＴを活用した業務改善についての調査研究」成果発表会 

    主催：国立大学法人 鳴門教育大学 

    協力：一般社団法人 ICT CONNECT 21 

 

   第 2部 ICT CONNECT 21 教育の情報化推進支援フォーラム in 西日本 

   （午後）主催：一般社団法人 ICT CONNECT 21 

       共催：国立大学法人 鳴門教育大学 

 

  ・新学習指導要領の実現，Society 5.0 に対応した学校 Ver.3.0への変革，教員の働き方改革，2020

年から必修化される小学校プログラミング教育とそれを受けた中学校・高等学校におけるプログ

ラミング教育等へ向けて，どのように教育の情報化（校務の情報化，教科指導におけるＩＣＴ活用，

情報教育）を推進すればよいのかを，ワークショップ，先進事例発表，パネルディスカッション，

講演を通して，その在り方・推進のポイント等を示し，自治体と学校現場の教育の情報化を支援で

きるようにする。 

 

２．対象 
  教育委員会職員，学校関係者，教育情報化関連企業等 

 
３．参加費 
   無料（参加申込書にて，電子メールまたは FAXでお申し込みください。） 

 
４．日時 
   2018年 12月 18日（火） 

     第 1部 9:00～12:00     第 2部 13:00～17:00 

 
５．場所 
  鳴門教育大学 講義棟（B101 大教室ほか） 

  徳島県鳴門市鳴門町高島字中島 748   電話 088-687-6463 

  ※無料駐車場あり 

 
６．日程 
   8:15 ～  8:45 受付 

   8:45 ～  9:00 開会挨拶      鳴門教育大学 

           

    9:00 ～  9:20 先進事例発表 愛媛県西条市 

         （遠隔教育，仮想デスクトップを活用した学習系・校務系切り分け・テレワーク，次

世代学校支援モデル・スマートスクール等） 

          西条市教育委員会指導部学校教育課指導係長 

兼 教育 CIO 補佐官                  渡部 誉様 

    9:20 ～  9:40 先進事例発表 大阪市 

         （校務の情報化による働き方改革教育，教育の質的改善，次世代学校支援モデル・ス

マートスクール等） 

          大阪市教育委員会事務局学校経営管理センター課長代理 

                                     山本 圭作様 

    9:40 ～ 10:00 先進事例発表 滋賀県草津市 

         （３人に１台のタブレット整備，校務の情報化，各学校への人型ロボット Pepperの



 

配置，アナログとデジタルの組み合わせ，プログラミング教育等） 

          草津市教育委員会指導主事               西村 陽介様 

    10:00 ～ 10:20 先進事例発表 情報通信総合研究所 

         （小学校におけるプログラミング教育等，ICT活用による教育の質的改善） 

          ICT 創造研究部 特別研究員           平井 聡一郎様（遠隔参加） 

  10:20 ～ 10:30 休憩 

  10:30 ～ 12:00 パネルディスカッション 

           ―教育の情報化の最新動向― 

          （校務の情報化による働き方改革・教育の質的改善，タブレット・無線 LAN 等の環

境整備，標準化の推進，教育情報セキュリティ等，スマートスクール，EdTech 小

学校プログラミング教育等） 

          コーディネータ： 

           鳴門教育大学遠隔教育プログラム推進室長       藤村 裕一 

          パネリスト：（所属五十音順） 

           内田洋行公共本部ネットワーク＆サービス事業部    島田 誠様 

          ＮＴＴラーニングシステムズ取締役教育ＩＣＴ推進部長  西田 文比古様 

          江別市立江別第二小学校主幹教諭             大谷 忠義様 

          江別市立江別第二中学校教諭               安藤 和之様 

          ＪＭＣ・教育ネットワーク情報セキュリティ推進委員会 

副委員長 井上 義裕様 

          富士通小中高ビジネス推進部エキスパート        奥田 聡様 

          北海道教育庁学校教育局教育環境支援課 

情報化推進グループ主査 小林 範嗣様（遠隔参加） 

  12:00 ～ 13:00 昼食・休憩・第２部受付 

  13:00 ～ 13:10 挨拶 ICT CONNECT 21 会長               赤堀 侃司 

  13:10 ～ 13:40 講演 文部科学省初等中等教育局情報教育・外国語教育課 

                            情報教育振興室長 折笠 史典様 

  13:40 ～ 15:10 小学校プログラミング教育ワークショップ（体験講座） 

                        みんなのコード 代表理事 利根川 裕太様 

                       〃 学校教育支援部主任講師 竹谷 正明様 

           ※各自のスマートフォン，タブレットを利用して実行 

           （ない方には貸出，またはグループ利用） 

           ※「プログル」の「多角形コース」を利用 

   15:10 ～ 15:20 休憩 

  15:20 ～ 16:50 パネルディスカッション 

－未来志向のプログラミング教育－ 

          コーディネータ：ICT CONNECT 21 技術標準 WG副座長 

                 同 校務系－学習系情報連携 SWGリーダー 藤村 裕一 

          パネリスト（氏名五十音順）： 

            ICT CONNECT 21 会長                赤堀 侃司 

            文部科学省初等中等教育局情報教育・外国語教育課 

                            情報教育振興室長 折笠 史典様 

          名古屋市立西陵高等学校教諭              田村 武志様 

          みんなのコード 代表理事               利根川 裕太様 

          滋賀県草津市教育委員会 指導主事           西村 陽介様 

          情報通信総合研究所 ICT創造研究部特別研究員     平井 聡一郎様 

          北海道江別市立大麻泉小学校教諭 

          Intel米国本社ビジョナリー・メンバー 

          （韓国における問題解決型プログラミング教育について） 

                                     前多 香織様 

   16:50 ～ 17:00 挨拶，諸連絡 

ICT CONNECT 21 常務理事・事務局長          片岡 靖 



 

参加申込書 

１２月１６日（日）必着 

（会場の都合により先着順で受け付けております。できるだけ早くお申し込みください。） 

 

申込先：鳴門教育大学 遠隔教育プログラム推進室 

電子メール enkaku@naruto-u.ac.jp 

ＦＡＸ   088-687-6463（送信状不要） 
   ※出席されるところに，○をつけてください。また，代表者の連絡先を下記にお書き

ください。連絡が必要な際に利用させていただきます。 
 
○懇親会のご案内  
◆日時： 12月 17日（月） 17時 30分～19時 30分 
◆会場： ルネッサンスナルトリゾート 阿波郷土料理「彩」（いろどり） 

https://renaissance-naruto.com/  TEL：088-687-2580(代表) 
◆会費： 4,750円（税・サービス料込） ※食事（すだちジュース，お茶付） 

                ※アルコールドリンク等をご希望の方は別途各自払い 
    （鳴門ブランドの鳴門鯛や鳴門わかめに金時芋，淡路や瀬戸内のブランド穴子・鰆・タコ・ハ

マチ，玉ネギなど食材を食べ比べする阿波と淡路，瀬戸内の味を巡る和食バイキング。お造
りやにぎり寿司から，揚げたて天麩羅，自家製讃岐うどん，炭火焼，鳴門金時・阿波和三盆
デザートまで，約 90種以上をご堪能頂けます。） 

 
 
【参加申込代表者連絡先】 
 
 （電話番号            メールアドレス               ） 
 
番
号 

所   属 役  職 氏  名 
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懇親会 

18日 
午前 午後 
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 ※情報の取り扱い：申込者の情報については，鳴門教育大学と ICT CONNECT 21が 
          出席者の確認及び連絡等に活用いたします。 
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