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新学習指導要領と高

教育iCTを活踊 tノ た ンティプラーニンク授業実畿
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教育lC丁実践セ ミナー

2017

2017年 10月 13日

白樺学園高等学校
とかちプラザ レインボーホール

<公開授業・模擬授業 >
時間 9:20～ 12:10

会場 白樺学園高等学校

1.ガ イダンス
時間 9:40-10:00(受付 9:20)

2.公開授業
日寺間  9:50-10:40

3.模擬授業
時間 10:50‐ 11:40

会場 2年 B組

講師 小日島新先生
科目 数学
無線いNな んてなくてもできる「対話型」ア

クテイブラーニング+icT授業実践。(,Pad PЮ さ
えあれば !)

4,小田島新の授業解説
時間 11:50‐ 12:10

会場 講堂

<シ ンポジウム>
時間 13:30-16:50
会場 とかちプラザ レインボーホール

1.ワ ー クシ ョップ

時間 13:30-14:20
tE)小田島新の発間塾
②アクテイブラーニングのお悩み相談会
C,iPad Proさ えあればなんとかなる教育!釘

④未来教室を考えよう
byロ イロノートスクール

X ENAGEED

2.シ ンポジウム
テーマ 「変わる環境,進める改革」

時間 14:30-16150
●基調講演
新学習指導要領と高大接続改革の動向
時間 14:35-15:20
◆講師 :塚田 淳 氏

● トークセッション
「アクティブラーニングとICT」

時間 15:30-16:50
◆コーディネーター

・難波美帆 氏

◆パネリス ト
・塚田 淳 氏
・小田島新 氏
・讃井康智 氏

く教育IC丁 フェア>
1.教育ICTフ ェア

時間 13:00-18:00

会場 とかちプラザ
レインボーホール ホヮイェ

2.企業 プ レゼ ン

1寺間  17:00-17:40
会場 とかちプラザ

レインボーホール

コーディネーター

難波美帆氏

塚田 淳氏

小田島新氏

シンポジス ト
文部科学省高等教育局大学振興課 専門官 (併 )法規係長

1986年、東京生まれ。2009年 、東京大学教育学部教育
行政学コースを卒業、文部科学省に入省。
スポーツ・青少年局競技スポーツ課、文化庁長官官房政策
課、初等中等教育局幼児教育課、大臣官房会計課、研究
開発局参事官付、原子力損害賠償紛争解決センター福島
事務所等を経て、2017年 8月 より現職。

グロービス経営大学院、北海道大学理学院客員准教授。
北海道大学科学技術コミュニケーター養成ユニット、早稲田
大学大学院政治学研究科、北海道大学高等教育推進機構
大学院教育部特任准教授を経て、2016年より現職。科学技
術コミュニケーション、対話によるイノベーション創発のデザ
インを研究・実践している。

共著・訳書に『女の子つて、どうして傷つけあうの?娘を守る
ために親ができること』、『食卓のメンデル 科学者が考える
遺伝子組換え食品』、『閃け !棋士に挑むコンピュータ』、

『頭脳対決 :棋士VSコンピュータ』、編集した本に『新しい
高校生物の教科書』、『シンカのかたち進化で読み解くふし
ぎな生き物』など多数。

岩手県立紫波総合高等学校 数学科教師

今回の模擬授業では、数学の「学年、校種」の枠を超えた
「なぜ ?なに?」 を生徒に発間し、生徒の自由な発想 `発言

を引き出す「対話型授業」を展開する予定です。通常の発言、

「せ一の」による全員での発言、そして、lGTを 用いた、自分

のノートの発表を、校内無線LA民のない岩手県での今年度

公開授業でやつた通りお見せしたいと思います。授業法自

体 |ま「対話型アクティプラーニング」と大学の先生 :こ 命名しヽ

ただき、論文にもなつている授業です。ICTを使うことで多く

の生徒の「アイディア」を簡三に共有・評価できますので、是

非ご覧いただければと思います。

ライフイズテック株式会社 敢孝〒役
:1《 PO法人ライフイズテツク・オーグ理事・事務局長
東京大学大学院教育学研究科 博士課程 所属

1988年福岡雨生まれc久 奮米大学附設中高卒=著卒で構
式会社リンクアンドモチベーシ≡ンに入社し、コンサんタント

として理念浸透、戦日各実行支援等を担当。
現在は中高生向けiT教育のライフイズテック株式会社C肇
締役として中高生が,丁を学ぶ場を全国に雇 :十てきヽこ̀

Lire l=
Techi!ま 、:゛0法人としての取り組みも含め、このぅ生題で黒
計2万 人以上が参加する日本最大のIT教 育コミユニティとな
り、Googieが:T教育の普及に寄与した団体を表彰する
0● ogle RISE A、

“
ardを 2014年に東アジアで初めて受賞した。

讃井 原智氏
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日本デー伊パシフイツク株式会社

東京書籍
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【日本データバシフィック株式会社】
・タイビング練 習ソフト「TYPEQUICK」
・高校生のための情報社会と情報モラル教材「高校INFOSS」

【東京書籍】
次の学びの100年をつくろう

～東京書籍のデジタル教科書・教材が新しく変わります !～

【デジタールアーツ株式会社】
『国内TOPシェアのWebセキュリティ、メールセキュリティ、
フアイルセキュリティを提供』

【株式会社エナジード】
AIやロボットには奪われない力を養うため、未来や他者視点で

ゼロから1を生み出します。

【株式会社ワークアカデミー noa出版】
情報教育の授業用教材を制作出版。年間3万冊採用の情報倫理

ハンドブックなど人気ですc

【インヴェンティット株式会社選
教育機関向けMDMとして高もヽ評価を頂き、多くの私立・公立学校

に導入頂いております。

【株式会社ワッセイロソフトウェア晨テクノロジー】
次の世の中を担う子供達の教育の 一端を担えることを誇りとし

て、教育分野における長年の経験をもとに、便利で安心して使える
コンピュータ環境をご提供 。

【ソニービジネスソリューション株式会社】
「この時代の紙を発明しました。」紙のように読める、書き込める。

ソニーのデジタルペーパー.

Iカシオ計算機締】
電卓や時計でお馬lil染 みですが、教育支援ツールとしてプロジエク

ターやデジカメ等をご案内いたします.
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EPSON
【セイコーエプソン株式会社】

「エプソンは大容量インクタンクを搭載した新型プリンターをリ
リースしました。圧倒的な低ランニングコストにより、経費の削減を
実現します。」

【株式会社プリンストン】
ロボット型loTタブレットスタンドkubiと iPadを使つて自分の分身

を教室へ !

【株式会社エルモ社】
書画カメラ、電子黒板をはじめとするエルモのクラスルームソ

リューションをご紹介致します。

【株式会社島津理化】
「島津理化のICT教材、タブレット顕微鏡、ワイヤレスセンサー
PASCOで理化実験をもつとアクティブに !」
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【Ciassi】
C!assiとは、「先生方の授業・生徒指導」「生徒の学習」を、ICTを活
かしてサポートするサービスです。また、あらゆる学習活動をサ
ポートするプラットフォームです。

【株式会社LoiLo】

「自ら考え、仲間と学ぶ」ロイロノートスクールはタブレットを活用
して、子供たちが考える事を助け、その考えを人に伝える事ができ
る道具です。今後求められる、主体的で深い学びを生み出します。

【株式会社Findアクティブラーナー】
「全ての子ども達をアクティブラーナー(能動的学修者)へ !」 をコ
ンセプトに、アクティブラーナーの育成に関わるすべての人たちを
対象にした総合情報サイトです。

【ライフイズテック株式会社】
プログラミング・I丁教育キヤンプ/スクール「Life is Tech!(ラ イフイ

ズテック)」 を全国で展開

LoiLo tnc

FindI
アクティプラ…ナー

踵 Life isTech!:

協力 株式会社 曽我
株式会社 カネタ


