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1階受付より
エスカレータでお上がり下さい。

■参加申し込み方法

「「教育の情報化の情報化」推進推進フォーラム「教育の情報化の情報化」推進推進フォーラム
CEC 成果発表会

料金別納
郵　便

申 込 先 ： http://www.cec.or.jp/e2e/symp/21tokyomf.html
参 加 費 ： 無料
締　  切 ： 平成22年3月8日（月）

ごあいさつ

■インフォメーション

アクセスマップ

■会場案内図

新交通ゆりかもめ　「船の科学館駅」東口より徒歩約３分
新交通ゆりかもめ　「テレコムセンター駅」より徒歩約4分

財団法人 コンピュータ教育開発センター　
〒108-0072 東京都港区白金1-27-6 白金高輪ステ−ションビル3階
TEL：03-5423-5914　 FAX：03-5423-5916

このフォーラムの参加には、事前の申込みが必要です。
次のURLからお申し込み下さい。

　財団法人コンピュータ教育開発センターは初等中等教育におけるＩＣＴの利

活用促進を図るため、様 な々事業を行なっておりますが、これまでのＥスクエア事

業の継続的な普及活動に加え、教員のＩＴ利用環境の改善、情報教育の調

査研究、さらには情報セキュリティ、情報モラル向上の取り組み等、新たな課題

について事業を推進しております。

　「教育の情報化」推進フォーラムでは、これら当財団の事業の成果をはじめ、

ＩＣＴ教育利用に関する新学習指導要領に対応した先進的な実践事例や、企

業による商品展示紹介などを広く教育関係の皆さまにご紹介申し上げます。

　教育の情報化に関する今後の展望など活発な情報交換の場として開催致

したく、教育関係の皆様に参加のご案内を申し上げます。

ご 案 内

日　　時 ： 平成22年3月12日（金）10：30～17：55（開場10：00）
　　　　　　　　　　3月13日（土）   9：30～13：30（開場  9：00）
問合せ先 ： 財団法人コンピュータ教育開発センター
　　　　 T E L：03-5423-5914　F A X：03-5423-5916
             e-mail：h21seika@cec.or.jp
　　　　　U R L：http://www.cec.or.jp/e2e/symp/21tokyo.html
会　　場 ： 東京国際交流館　プラザ平成
　　　　　（国際交流会議場／メディアホール／会議室1／ホワイエ）
　　　　　東京都江東区青海2-79 （新交通ゆりかもめ 船の科学館駅）
　　　　　T E L：03-5564-3030
　　　　　U R L：http://www.tiec.jasso.go.jp/info/map.html

テ ー マ： 教育現場をICTでより豊かにしよう！！
　　　　ー新学習指導要領の完全実施に向けてー
開催日時 ： 平成22年3月12日（金） 10：30～17：55（開場 10：00）
　　　　　　　　　 3月13日（土）   9：30～13：30（開場   9：00）
開催場所 ： 東京国際交流館　プラザ平成
　　　　　（国際交流会議場/メディアホール／会議室１/ホワイエ）
　　　　　東京都江東区青海2-79 （新交通ゆりかもめ 船の科学館駅）
主　  催 ： 財団法人 コンピュータ教育開発センター（ＣＥＣ）
後　  援 ： 　文部科学省

総務省
神奈川県教育委員会
埼玉県教育委員会
全国市町村教育委員会連合会
全国町村教育長会
全日本中学校長会
全国特別支援学校長会
日本私立中学高等学校連合会
独立行政法人情報処理推進機構
財団法人学習ソフトウェア情報研究センター
教育情報化推進協議会

経済産業省
東京都教育委員会
千葉県教育委員会
全国都道府県教育委員会連合会
全国都市教育長協議会
全国連合小学校長会
全国高等学校長協会
日本私立小学校連合会
全国高等学校情報教育研究会
社団法人日本教育工学振興会
社団法人電子情報技術産業協会
（予定）

http://www.cec.or.jp/e2e/symp/21tokyo.html

ここからお開きください

プラザ平成 ３階

プラザ平成 4階

メディアホール
国際交流会議場

＊お申し込み時にお知らせいただいた個人情報は、「教育の情報化」推進フォーラムに
　関する確認・連絡以外には利用いたしません。

受付は1階です。3階にはエスカレータでお上がりください。

日本科学未来館

産総研臨海副都心
センター本館

船の科学館

青梅駅

テレコムセンター駅テレコムセンター駅テレコムセンター駅

船の科学館駅船の科学館駅船の科学館駅

別館

東京国際
交流館

ウ
エ
ス
ト
プ
ロ
ム
ナ
ー
ド

東京テレポート駅

船の科学館駅

P
入口

プラザ平成

3階　国際交流会議場
　　　メディアホール

分科会D1 分科会E

12
3

Fri
13

3
Sat

メディアホール

分科会D2
CEC情報交換会

分科会F

12
3

Fri
13

3
Sat

会議室1

国際交流会議場

開会式
特別講演
分科会A
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ホワイエ
企業展示コーナー

「教育の情報化」推進フォーラム

財団法人コンピュータ教育開発センター
理事長　赤堀 侃司



主　　催 財団法人 コンピュータ教育開発センター（CEC）教育現場をICTでより豊かにしよう！！
ー新学習指導要領の完全実施に向けてー

東京国際交流館 プラザ平成
（国際交流会議場/メディアホール／会議室1/ホワイエ）
東京都江東区青海2-79　（新交通ゆりかもめ 船の科学館駅）

開催場所 

テ ー マ

開催日時 平成22年3月12日（金）　10：30～17：55（開場 10：00）
　　　　 3月13日（土）     9：30～13：30（開場   9：00）

「「教育の情報化の情報化」推進推進フォーラム「教育の情報化の情報化」推進推進フォーラム「教育の情報化」推進フォーラム
CEC 成果発表会

（変更になる場合があります）プログラム

10:00
10:30~10:45

10:45~12:15

13:00~14:30

14:50~15:50

16:10~17:55

9:00

9:30~10:30

10:40~12:10

17:55

17:00 17:00

19:30

12:10

13:30

昼休息／展示コーナーをご覧ください。 昼休息／展示コーナーをご覧ください。 昼休息／展示コーナーをご覧ください。

休息／展示コーナーをご覧ください。

休息／展示コーナーをご覧ください。

休息／展示コーナーをご覧ください。

休息／展示コーナーをご覧ください。

休息／展示コーナーをご覧ください。

分科会B2
9:30~10:30
分科会E

9:30~10:30
分科会F

全体会

12:30~13:30
表彰式

全体会

分科会A
13:00~17:00
分科会D1

13:00~17:00
分科会D2

18:00~19:30
懇親会

分科会B1

分科会C

特別講演
ときめきを伝えるとき
東京藝術大学　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  学長　宮田　亮平氏

企業発表
学校ICT最新情報紹介　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15社

第16回マイタウンマップ・コンクール表彰式
　　　　　　　　  主催　　 　　　　 　　マイタウンマップ・コンクール実行委員会
　　　　　　　　  　　　　　　　　　　  財団法人 コンピュータ教育開発センター

CEC情報交換会

事業報告
教員のIT利用環境と学校情報セキュリティ推奨仕様（DSS）
東京農工大学　  　　　　　　　　　　教授　中川　正樹氏
ビジネスアシュアランス株式会社  　　　　社長　山崎　文明氏
東京理科大学  　　　　　　　　　　　　　　　　教授　赤倉　貴子氏

新学習指導要領に対応した「ICT活用実践｣Ⅰ
主旨説明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　放送大学教授　中川　一史氏

司会　  神奈川県横浜市立高田小学校　　  　　　　　　　　　教諭　佐藤　幸江氏
　発表1　栃木県大平町立大平東小学校　社会　3・4年　 　　 教諭　金井　信夫氏
　発表2　岐阜県下呂市立東第一小学校　国語　4年 　　 　　 教諭　中島美紀子氏
　発表3　香川県丸亀市立城北小学校　　理科　4年 　　 　　 教諭　増井　泰弘氏
　発表4　石川県金沢市立小坂小学校　　総合的な学習の時間 5年     教諭　小林　祐紀氏
   
司会　  宮城県栗原市立大岡小学校　  　　　　　　　　　　　教諭　成瀬　　啓氏
　発表5　静岡県浜松市立豊岡小学校　　総合的な学習の時間 6年     教諭　菊池　　寛氏
　発表6　熊本県菊池市立泗水東小学校　国語　6年 　　 　　 講師　鳥越　和貴氏
　発表7　愛知県半田市立雁宿小学校　　全教科 ２年　　　　  　 教諭　丹波　信夫氏

まとめ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　放送大学教授　中川　一史氏

新学習指導要領に対応した「ICT活用実践｣Ⅱ
主旨説明 （放映）

司会　  千葉県松戸市立馬橋小学校　　　  　　　　　　　　　教諭　佐和　伸明氏
　発表1　東京都墨田区立文花中学校　 　　全教科　　　　　 校長　渡部　　昭氏
　発表2　埼玉県 立教新座中学校・高等学校  理科　中1、高1　  教諭　林　　壮一氏
　発表3　埼玉県立蓮田高等学校   　国語総合　高1　　教頭　加藤　　浩氏
　発表4　愛知県 滝高等学校　　　　　 　  情報　高1 　　　 教諭　栗本　直人氏
   
司会　  千葉県総合教育センター  　　　　  　　　　 研究指導主事   久保　昌也氏
　発表5　大阪市立扇町総合高等学校   　情報　高1　　　  教諭　池田　　明氏
　発表6　京都府立城陽養護学校   　情報　高3　　　 教諭　山本　大助氏
　発表7　岡山県健康の森学園養護学校   　国語・算数　小4　 教諭　青山　茂行氏

まとめ （放映）

事業報告　情報教育（高校）   
教科「情報」の充実に向けて
尚美学園大学  　　　　　　　　　　　　　　　　教授　小泉　力一氏

事業報告 「親子のためのネット社会の歩き方セミナー」
情報モラル教育にみんなで取り組もう
鳴門教育大学  　　　　　　　　　　　　　　　准教授　藤村　裕一氏
　発表 兵庫県三木市立教育センター　 　　　　　　　　所長　梶本　佳照氏
　発表 千葉大学教育学部附属中学校　　　　　　　　　教諭　三宅　健次氏

事業報告　情報教育（小・中学校）   
21世紀型コミュニケーション力を育てる
放送大学  　　　　　　　　　　　　　　　　教授　中川　一史氏
金沢星稜大学  　　　　　　　　　　　　　　　　教授　村井万寿夫氏
熊本県立教育センター  　　　　　　　　指導主事　山本　朋弘氏
船橋市教育委員会   　　　　主査　秋元　大輔氏

総括パネルディスカッション
今求められる、子どもから大人までの情報リテラシーと学力
コーディネータ　　　財団法人コンピュータ教育開発センター理事長　赤堀　　侃司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（白鴎大学 教授）
パネリスト　　　　　尚美学園大学 　　　　　　　　　　教授　小泉　力一氏
　　　　　　　　  　放送大学　　　　　　　　　　　　　　 教授　中川　一史氏
　　　　　　　　  　ベネッセ教育研究開発センター　　センター長　新井　健一氏

パネル討論会　マイタウンマップ・コンクール
何が変わるか　ー地域・教師・子どもたちの学びと意欲ー
コーディネータ　　鳴門教育大学　　　　　　　　　　　　　 教授　村川　雅弘氏
パネリスト　　　　兵庫県たつの市立小宅小学校 　　　　教諭　石堂　　裕氏
　　　　　　　　  岐阜県岐阜市立本荘小学校　　　　　　　  校長　井上　志朗氏
　　　　　　　　  富山県富山市立山室中部小学校   　　　教諭　笹原　克彦氏

開場

開場
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国際交流会議場の周囲に第１６回マイタウンマップ・コンクール受賞作品のポスターを掲示しています。
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会議室1（100名）国際交流会議場（450名） メディアホール（100名） ホワイエ
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