特別コース

IMETSフォーラム 2016

教員免許状更新講習対象講座

7月28日
（木）

アクティブ・ラーニングを促進するタブレット端末の活用

（9：15 〜 15：45）

今田晃一 文教大学教授

参加費（消費税込）：一般 6,500 円

学生 2,500 円

7月29日
（金）

授業改善につながるカリキュラムマネジメント

（9：15 〜 15：45）

村川雅弘 鳴門教育大学教職大学院教授

講義・解説

事例発表

事例分析

参加費（消費税込）：一般 6,500 円

7月29日（金）
（9：15 〜 12：00）

日

時

会

場

（消費税込）

7月28日
（木）
・7月29日
（金）
9：00 〜
東京都 港区立三田中学校
2 日参加 11,000 円（会員：8,500 円）
1 日参加 7,500 円（会員：6,500 円）
※学生割引あり

パネルディスカッション

総括

学生 2,500 円

幼児教育実践講座
●保育いきいき！タオル遊びとパネルシアター
松家まきこ 淑徳大学特任教員
0、1、2 歳児〜年長児、学年を越えた縦割り学級、子育て支援まで、明日からの保育にすぐに役立つ「ふ
れあい遊び」
「タオル遊び」
「パネルシアター」をご紹介します！身近な素材を使った簡単で楽しい遊
びを通し、心と体をふれあう楽しさ、応答・共有し合う喜びを体験しましょう。

（13：00 〜 15：45）

アクティブ・ラーニングを促進するための
ICT活用と教育方法の工夫
参加費

子どもや地域の実態をふまえてどんな力を育てていくのか、そのための授業づくりをどう進めるのか
組織として考え実践していくことが「カリキュラムマネジメント」です。本講習では、学力や生徒指
導等にかかわる学校課題への対応で成果をあげた小・中学校の実際の事例について、カリキュラムマ
ネジメントの観点から分析し、協議・検討を行うことで、日々の授業改善につながる授業研究および
カリキュラムマネジメントの手法について学びます。

講習の流れ

主催：公益財団法人才能開発教育研究財団 教育工学研究協議会
共催：一般社団法人日本教育情報化振興会（JAPET & CEC）

研修テーマ

教育における ICT の活用は、子どもたちの学習への興味・関心を高め、分かりやすい授業や子どもた
ちの主体的・協働的な学び（アクティブ・ラーニング）を実現する上で効果的である（平成 26 年度文
部科学白書）
。本講座では、
特にタブレット端末（iPad）を用いた授業づくりの留意点について検討する。

文部科学省が掲げる幼児期運動指針の中の ” 体の機能をバランスよく動かす方法 ”（操作系・移動系・
バランス系）を中心に運動能力の向上や子ども同志・親子間でコミュニケーションをはかれる運動遊
びや身近な物を活用した遊び（今回はレジ袋）
、そして体操、ダンス等、日常保育や運動会、各種行事
で楽しめる音楽教材も紹介します。

参加費（消費税込）：7,500 円（教材費込）
ご持参いただきたいもの ●
 桃、黄色、茶、橙色の 4 色ほどのポスカ ●黒油性ペン ●はさみ ●カッター
● 15cm 以上の定規 ●木工用ボンド（小）●新聞紙（3 枚）●フェイスタオ
ル（長方形のもの）

上記の 3 講座は、いずれも教員免許状更新講習の選択領域（6 時間）の講習として認定されています。更新講習の受講者は講
習後試験があります。教員免許状更新講習は受講申し込み方法が異なります。詳細は事務局までお問い合わせください。

村川雅弘先生

髙木展郎先生

奈須正裕先生

黒上晴夫先生

中川一史先生

木原俊行先生

副島賢和先生

小・中学校コース
7月28日
（木）

7月29日
（金）

開会行事 ご挨拶 文科省初等中等教育局長、港区教育長
（9：00 〜）

講演

（9：15 〜）

共催挨拶

日本教育情報化振興会会長

講演

赤堀侃司

（9：00 〜）

次期学習指導要領がめざすものと
その実現化
鳴門教育大学教職大学院教授

村川雅弘

次期学習指導要領の全貌がほぼ明らかになってきている。先行き
不透明な時代を生き抜くために子どもたちに必要な資質・能力、
その育成のためのアクティブ・ラーニングやカリキュラム・マネ
ジメントの実現において、学校が要となり社会と共通理解を図り （10：30 〜）
つつどう連携していくのか。今、成すべきこと、できることを共
に考えたい。

（10：15 〜）

講演

（11：00 〜）

資質・能力の育成とアクティブ・ラーニング

（10：45 〜） 上智大学教授

概要は 2 ページ目をご覧ください

17：00）

最新教育機器・環境体験

講演
（15：45 〜）

金沢市立大徳小学校 教諭 山口真希
同志社中学校・高等学校 教諭 反田

副島賢和

概要は 2 ページ目をご覧ください

最新教育機器・環境体験
アクティブ・ラーニングを促進するための
ICT 活用と教育方法の工夫
吉崎静夫

アクティブ・ラーニングを促進するための教育方法（発見学習、
プロジェクト学習、ジグソー学習、協働学習、体験学習など）の
特徴と課題を整理したうえで、アクティブ・ラーニングを効果的
に実践するための ICT 活用のあり方を提案する。その際、特に、
ジグソー学習と遠隔共同学習における ICT 活用を取り上げる。

中川一史

タブレット端末の整備が進んできた。これまでの主に教師が提
示するための ICT 機器から、主に児童生徒が学習場面で活用する
ICT 機器のあり方を検討すべき時期にさしかかっている。本セッ
ションでは、全体テーマに迫りつつ、実践をもとに深めていく。

特別コース

昭和大学大学院准教授

日本女子大学教授

アクティブ・ラーニングと
タブレット端末の活用
放送大学教育支援センター教授

最新教育機器・環境体験

ワークショップ
（15：15 〜）

講演・事例発表・ディスカッション
（15：15 〜

髙木展郎

アクティブ・ラーニングが教育界で言われるようになった。なぜ、
アクティブ・ラーニングを行うのか。講義では、アクティブ・ラー
ニングを行うことの意味を、次期学習指導要領改訂に伴う資質・
能力の育成を図る学習・指導方法の視点としてどのように行うか、
その意図と、意味について明らかにする。

（13：15 〜）

（12：45 〜）
（14：45 〜）

横浜国立大学名誉教授

傷つきのある子どもたちに見られることの一つに、
「感情の不適
切な扱い」があります。感情の不適切な扱いは、様々な不適応行
動につながります。病気療養児の「感情（特に不快な感情）の扱
い方」を通して、子どもたちが感情の表出を通して、自身の中の
感情の扱い方を身につけるために大切なことを考えましょう。

奈須正裕

資質・能力を基盤としたコンピテンシー・ベイスの学力論と、そ
れを実現する教育方法としてのアクティブ・ラーニングについて、
学習理論の立場から原理的な整理を試みると共に、実践創造の具
体的方途としてのオーセンティックな学習と明示的な指導につい
て、授業づくりの実際に即してわかりやすく解説する。

ワークショップ

アクティブ・ラーニングを行うことの
意図と意味

特別講演 涙も笑いも力になる
- 感情の適切な扱い方 -

最新教育機器・環境体験

事例発表

教員免許状更新講習に認定されています

吉崎静夫先生

3P 参照

後援：文部科学省、東京都教育委員会、他

●運動大好きっ子を育もう！

澤井雅志 日本遊育研究所専任講師

第43回教育工学研修中央セミナー

閉会行事
（16：45 〜 17：00）

任

教員免許状更新講習対象講座 （概要は 4 ページ目をご覧ください）

7月28日
（木）

7月29日
（金）

●アクティブ・ラーニングを促進するタブレット端末の活用

●授業改善につながるカリキュラムマネジメント講座
●幼児教育実践講座
※都合によりプログラムは変更になる場合があります。予めご了承ください。
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1

ワークショップの概要

参加申し込み書

7月28日（木）（12：45 〜）
1

考えることを教えるてだて

子どもに考えることを教えるには，求めている考え方を手順として示し，そこで考えが
どのように形成されていくかを可視化する必要があります。この講座では，シンキング

黒上晴夫

クショップを通してその役割や価値を体験を体験します。

アクティブラーニングで
2 子どもたちに教える情報セキュリティ
榎本竜二 前東京女子体育大学准教授

03-3756-0307

インターネットからのお申し込みは下の URL へ

http://www.sainou.or.jp/forum2016/

〜シンキングツールと思考ルーチン〜
関西大学総合情報学部教授

FAX.

ツールや思考ルーチンなど，思考を可視化して考えをつくり出す方法について学び，ワー

コンピュータやインターネットを「技術的に」安全に使う方法は，どのようにしたら子

参加される方のお名前・ご連絡先等
ふりがな

会員番号（会員参加費で申し込まれる方のみ）

お名前

どもたちに伝わるでしょうか。用語が多く大人でも避けがちなセキュリティの話は，言
葉だけ教わっても現実には何の役にも立ちません。そこで，アクティブラーニングを取
り入れた自らが考える活動によって，子どもたちの変容を促す授業を考えます。

郵便番号

住

所

ICT を授業等で有効に活用する方策について、各学校の ICT の整備状況や活用の現状を出

ICT 活用授業のマネジメント
し合いながら課題を明らかにし、ICT 活用のマネジメントについて検討します。今、各学
3
渡部 昭 墨田区教育委員会（元中学校校長） 校に導入されつつある「タブレット PC」の基本操作や実物投影機の効果的活用、さらに
WinPC と iPad のコラボレーションについて実際の操作を通して学びます。

伝え方を改めて考えてみる
（小学校）
4
池田 修 京都橘大学教授
特別支援教育の過去・現在
5 そしてこれから
 ートルダム清心女子大学准教授
青山新吾 ノ

平成 19 年度から本格実施された特別支援教育。その影響は、小・中・高等学校等での「個

行間まで使う
6 新聞活用授業のすすめ
薮塚謙一 朝日新聞社長野支局長

しかし、

話しが伝わらない時、その責任は話し手にあるわけです。この講座では、伝えるための基
の出し 方、私語を少なくする説明の仕方などです。

への丁寧なかかわり」を促進させた。また、それを集団づくりや授業づくりに関連づける

□ 一般（11,000円）

□ 会員（8,500円）

□ 学生（3,500円）

7月28日（木）のみ参加

□ 一般（7,500円）

□ 会員（6,500円）

□ 学生（2,500円）

新聞の読み方や授業での活用方法と同時に、日々の出来事や社会の変化を取材し、広く伝

7月29日（金）のみ参加

□ 一般（7,500円）

□ 会員（6,500円）

□ 学生（2,500円）

えようとする新聞記者の仕事の実際を紹介します。意見発表や簡単な取材の機会を取り入
れ、楽しみながら新聞や新聞記者について知っていただけたらと考えています。取材手法
を応用した作文指導のあり方も提案します。

子どもに考えることを教えるには，求めている考え方を手順として示し，そこで考えがど

黒上晴夫

ショップを通してその役割や価値を体験を体験します。

ルや思考ルーチンなど，思考を可視化して考えをつくり出す方法について学び，ワーク

コンピュータやインターネットを「心から」安全に使う方法は，どのようにし たら子ども
たちに伝わるでしょうか。利用者の心にうったえる情報モラ ルの話 は，危険なことを止
めさせる禁止教育で行っても行動が変容しません。そこで，アクティブ・ラーニングを取
り入れた自らが考える活動によって，モラルの定着 を図る授業を考えます。

機能の活用であると言われています。学校に導入されているこれらの機器が有効に活用さ
ICT を生かした授業づくり
れていますか？この講座では、①電子黒板や実物投影機等の体験、②デジタル教科書の体
渡部 昭 墨田区教育委員会（元中学校校長） 験、③ Windows タブレットの体験、④ WindowsPC と iPad のコラボレーション等を通じて、
ICT を有効活用できる授業場面をグループで考え、発表します。
生活指導は、その場、その時に口頭での指導が日常的に行われます。待ったなしで行わな

アクティブ・ラーニングを
E 充実させる教材を考えよう
木原俊行 大阪教育大学教授

思考力・判断力・表現力等の高次な学力の伸長を図るためのアクティブ・ラーニングには，

ければなりません。その場でその「文句に」きちんといい返さなければなりません。そう
しないと、生徒 たちは勝手に「先生は許した」
「先生に勝った」などと思うようになります。
その場での口頭の指導の仕方について、理論とケーススタディで学んでいきましょう。

授業づくりの様々な工夫が求められます。そして，その重点事項の 1 つが，教材の開発です。
本ワークショップでは，小中高等学校の教科指導において，どのような教材が，子どもた
ちのアクティブ・ラーニングの充実に資するかを具体的に検討します。

特別コース
アクティブ・ラーニングを促進する
タブレット端末の活用

□ 一般（6,500円）

□ 学生（2,500円）

カリキュラムマネジメント講座

□ 一般（6,500円）

□ 学生（2,500円）

幼児教育実践講座

□ 一般（7,500円）

ワークショップの選択（小・中学校コース） ● お弁当の希望
第１希望

地域活動の中で様々な取り組みや発信を続けてきました。女川、東松島、そして、大川小
学校に関する事例をもとに、３．１１をどう学びに変えていくかを考えます。

2

□ 28日（木）分を注文（800円） □ 29日（金）分を注文（800円）

28日（木）
29日（金）
※左ページのプログラムからご希望の講座を第 2 希望まで
番号および記号でご記入ください。

会場

東京都

港区立三田中学校（東京都港区三田 4-13-13）

アクセス：最寄り駅
「田町駅」（JR 山手線・京浜東北線）徒歩 10 分
「三田駅」（都営浅草線・三田線）徒歩 10 分

三田中学校

N
普連土
学園

三井住友
三田図書館

クェート
大使館

お申し込み方法

横断
歩道橋

札の辻

参加申し込み書にご記入の上、FAX してください。
インターネットからも申し込めます。
http://www.sainou.or.jp/forum2016/

S

A3

第一京浜国道

至

※お申し込み者には、参加費の振込先、地図などをお送りいたします。

お問い合わせ先
公益財団法人

東日本大震災から 5 年間、中高生をはじめとした被災地内外の多くの人とともに、授業や

第２希望

（希望される日の□にﾚ印を入れてください。消費税込）

三田
通り

こんな時どう言い返す
D （中学校）
池田 修 京都橘大学教授

３．１１を学びに
F 〜あの日を語ろう、未来を語ろう〜
佐藤敏郎 前東松島市立矢本第二中学校教諭

小・中学校コース
２日間参加

授業での ICT 機器活用の基本は、大型提示装置と実物投影機やタブレット端末等のカメラ

C

（消費税を含みます。希望される区分の□にレ印を入れてください。「学生」は内地留学を除きます。
）

のインクルーシブ発想による新しい教育のかたちを探りたい。

のように形成されていくかを可視化する必要があります。この講座では，シンキングツー

アクティブ・ラーニングで
B 子どもたちに教える情報モラル
榎本竜二 前東京女子体育大学准教授

参加区分と参加費

動きも活発である。これらを踏まえ、現場のリアルなエピソード語りを通して、これから

〜シンキングツールと思考ルーチン
関西大学総合情報学部教授

＊本申込み書にご記入いただいた個人情報は、IMETS フォーラム実施に関わる確認・連絡および当財団からのご案内以外には使用いたしません。

本的な考え方や技術を考えてみます。例えば、説明する時の原則、作業をさせる時の指示

7月29日（金）（13：15 〜）
A

メールアドレス

勤務先

子ども達に「何回言えばわかるの？」と言いたくなることはないでしょうか？

考えることを教えるてだて

電話番号

才能開発教育研究財団

教育工学研究協議会 フォーラム事務局
〒 146-0083 東京都大田区千鳥 3-25-5 千鳥町ビル
電話：03-5741-1311 FAX：03-3756-0307
E-mail：forum@sainou.or.jp
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品川

都営地下鉄線
浅草線・三田線
陸橋

三菱東京UFJ

三田駅

（三田口）

JR 田町駅

JR

至

東京

山手線

主催：公益財団法人才能開発教育研究財団教育工学研究協議会
共催：一般社団法人 日本教育情報化振興会（JAPET ＆ CEC)
後援：文部科学省、東京都教育委員会、港区教育委員会、
全国教育研究所連盟、民間教育研究所連盟、日本教育工学会、
日本教育工学協会、NPO 法人 日本教育再興連盟（ROJE）
協力：学研グループ各社、エプソン販売株式会社
＊ IMETS：Improvement of Media Education and Teaching Studies
2016 年 6 月 22 日現在

