「21世紀教室体験･文教フェア」のご案内
日程
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同時開催

会場

NEC東海支社

主催
協賛

1F

コンベンションホール

株式会社フューチャーイン
日本電気株式会社

平成25年度 情報教育対応教員研修全国セミナー
主催 一般社団法人 日本教育工学振興会(JAPET）
後援 文部科学省/総務省/経済産業省

入場無料

政府が推進する「21世紀にふさわしい学び」の実現に向け、
タブレットＰＣなどの商品やソフトウェアをご紹介します。

さらに、最新タブレットＰＣと電⼦⿊板をワイヤレスで繋ぐ
ＩＣＴ機器を活用した「21世紀教室」をご体験いただけます。
平成25年度 情報教育対応
教員研修全国セミナー

事例紹介

主催：一般社団法人

講

各種セミナー

「大阪市（小・中・高・特支）校務支援システム事業化について」

演

事例紹介

日本教育工学振興会(JAPET）

「21世紀教室の実現に向けて」
「校務の情報化とその成功のポイント」

21世紀の学びの環境、1人1台のタブレットPCと電⼦⿊板を使った環境で、
新しい学びをご体験いただきます。 デモ製品：BrainBoard、VersaPro 出展：日本電気株式会社

21世紀教室体験

学校現場で先生方が慣れ親しんだ主要文教メーカーの製品を、
常設・デモンストレーションを交えてご紹介します。

製品展示

各催しの詳細につきましては、裏面をご覧ください。

事前登録
お申し込み方法

•

各種セミナー・21世紀教室体験へのお申し込みは、下記URLの「お知らせ（商品のご案内・セミナー）」より可能です。

•

ファクスの場合は、別紙ファクス申込書に所定事項を記入いただき送信ください。

http://www.futureinn.co.jp

■個人情報のお取り扱いについて
○ご記入いただいた個人情報に関するご質問は、「本セミナー事務局」へお問い合わせください。
○個人情報は、本セミナーに関するお客様へのご連絡など、本セミナー開催・運営を目的として利用いたします。
また、各種製品情報やセミナーのご案内をお届け（e-mail、DM、ファクス等）する目的に利用いたします。
○当該個人情報は、上記の目的で弊社の関係会社へDM発送等を委託する場合があります。本セミナーの内容につい
ての補足、訂正等をお届け(e-mail、DM、ファクス等）する目的に利用いたします。
○一般社団法人日本教育工学振興会主催セミナーでは、株式会社フューチャーインに参加申し込み事務局を委託され
ています。この個人情報は一般社団法人日本教育工学振興会及び、株式会社フューチャーインにて利用し、法令等に
特段の定めがある場合を除き、第三者への提供はいたしません。
○株式会社フューチャーイン主催セミナーでは、当該個人情報は、第三者に当たるセミナー協賛会社に提供いたします。
また、今後の一般社団法人日本教育工学振興会主催セミナーのご案内に利用いたします。
○個人情報の利用目的の通知、開示、訂正・追加・削除、及び利用・提供の拒否に関する要求は右記 個人情報保護
に関するお問合せ窓口にご連絡ください。

個人情報保護に関するお問合せ窓口
〒464-8567 愛知県名古屋市千種区内山二丁目６番２２号
株式会社フューチャーイン
業務本部総務部総務課 個人情報苦情・相談窓口責任者
電話 052-732-8021
ファクス 052-732-8090
E-mail:privacy@futureinn.co.jp
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■ 交通アクセス
地下鉄東山線・鶴舞線
「伏⾒駅」下⾞（9番もしくは10番出口）
徒歩5分
※ 誠に恐れ入りますが、会場には駐⾞場施設は
ございません。
公共交通機関をご利用ください。

※ 本セミナーについては、以下お問い合わせ先

または、各担当者へお問い合わせください。

日土地ビル

【セミナー事務局】

文教ソリューション営業部 営業１課
担当
名古屋市千種区内山二丁目６番２２号
電話 ０５２－７３２－８１２２
ファクス

甲斐、朝倉
０５２－７３２－８１８７

平成25年度情報教育対応 教員研修全国セミナー
10：30～11：40

事例紹介

主催：一般社団法人日本教育工学振興会

【 事前登録制 】

主催者／ご挨拶
「大阪市（小・中・高・特支）校務支援システム事業化について」
1.
2.
3.
4.

学校現場の課題と校務電⼦化による解決
⼤阪市の校務支援サービス調達までの取り組み
⼤阪市校務ICT事業の概要
先⾏実施校における活動状況

大阪市教育委員会 学校経営管理センター
給与・システム担当課⻑
山本 圭作 様

各種セミナー
13：00～14：00

講

演

【 事前登録制 】

「21世紀教室の実現に向けて」
デジタル教科書教材協議会の幹事及び日本教育工学会副会⻑企業である日本電気株式会社より、
デジタル教科書の早期実現に向けて、海外の教育先進諸国の事例や我が国の⽂部科学省や
総務省の動向やビジョンのご講演をいただきます。

14：30～15：30

事例紹介

【 事前登録制 】

「校務の情報化とその成功のポイント」
校務の情報化の現状とその課題ならびに校務の情報化を成功させるためにポイントを、 全国各地で
展開される校務支援システムの導入、活⽤支援に関する数々の事例を通じてご紹介いたします。

21世紀教室体験

日本電気株式会社
文教・科学ソリューション事業部
マネージャー
片岡 靖 様

エデュコム教育システム研究所
所⻑
下村 聡 様

【 事前登録制 】

■ 第１部 「 ＮＥＣの取り組みと教員向け研修 」

(20分）

■ 第２部 「 21世紀教室の体験 」(20分）
体験スケジュール
[ 1回目 ]

11：40 – 12：30

[ 2回目 ]

13：00 – 13：50

[ 3回目 ]

14：20 – 15：10

[ 4回目 ]

15：40 – 16：30

製品展示
タブレットPC活用のために最適な無線・認証ソリューション

「パソコンからタブレットへ、PC教室から普通教室へ」
学校での利⽤形態が⼤きく変わる中、アイ・オーは無線LAN、画像転送、
データ保存等、授業環境を支える提案をいたします。
株式会社アイ・オー・データ機器
導入実績No.1の校務支援システム「ＥＤＵＣＯＭマネージャーＣ4ｔｈ」
稼働率も№1の校務支援システム、誰でも簡単に記事の更新ができる学校
ホームページ「ＥＤＵＣＯＭスクールＷｅｂアシスト」を活⽤し、学校を
もっと元気にするお手伝いをいたします。
株式会社ＥＤＵＣＯＭ

「無線LANはセキュリティーが弱い」、これは過去の話です。無線LAN
は多くのメリットを提供します。現在の無線LANは、セキュリティーを
重視した標準規格であり、認証や暗号化も万全です。 アライドテレシス
は生徒や先生方の利便性を損なうことなく、便利で安⼼・安全な無線環
境を提供いたします。
アライドテレシス株式会社
電⼦⿊板やオリジナルファニチャーの魅⼒を是⾮ご体験ください
「次代の情報教育空間を創造する」をコンセプトにICTファニチャー・
携帯型電⼦⿊板で世界シェアNO.1のmimioを軸に様々な⾓度からご提案
いたします。特に教育関係者と共に開発した製品群には定評があります。
「SKYMENU Class」

発表支援ソフト 「Hi! Touch」
学校ICT環境整備事業で導入された⼤型ディスプレイを活⽤し、児童/生
徒のタブレット画面を⼤画面に投影することができます。ピックアッ
プ・サムネイル機能やピクチャ・イン・ピクチャ機能により児童/生徒の
発表を支援します。 コンピュータエデュケーションシステム株式会社

株式会社ガイアエデュケーション

普通教室のＩＣＴ活⽤を支援する、タブレット対応の授業支援ソフト
ウェアです。フューチャースクール実証校における先生方のご意⾒を元
に開発。タブレット端末を活⽤した⼀斉学習、個別学習、協働学習を支
援します。
Sky株式会社
「ジャストジャンプ５ /R.2 協働学習モデル」

表現活動支援ソフト「伝えるチカラPRESS」
効果的な機能と授業での使いやすさを盛り込んだ「新聞制作」「プレゼ
ンテーション」「ニュース番組制作」「リーフレット制作」の４つのア
プリケーョンを搭載！
スズキ教育ソフト株式会社

「互いに学びあうことができる」という学校教育ならではの授業を手助
けできるよう、新たな機能を搭載。さらに、教えあい・学びあう協働的
な学習を支援するソフトも新搭載。「ジャストスマイル５ /R.2 協働学
習モデル」
株式会社ジャストシステム
学習システム「Glexa」

タブレット学習システム「STUDYNET」
⼦どもたちが互いに学び合い、協働して新たなものを創り出していく⼒
を育成する教育支援システム「STUDYNET」。授業での具体的な活⽤方
法について、「STUDYNET」ならではの機能を含めてご紹介いたします。
シャープビジネスソリューション株式会社
学校生活支援アプリケーション「スクールパレット」
電⼦⿊板や⼤型デジタルテレビの活⽤に最適なソフト「⼩・中学校のデ
ジタル教科書」と無料でお使いいただける「学校生活支援アプリケー
ション・スクールパレット（８月リリース予定）」をご紹介いたします。
東京書籍株式会社

電⼦⿊板などの提⽰装置の活⽤にもつながる教材として⼤変効果的な
「フラッシュ型教材」や動画や音声を使った疑似体験型教材をWebブラ
ウザのみで作成や利⽤ができる学習システムGlexaを各種マルチデバイ
スからご利⽤可能な環境をご⽤意しております。
チエル株式会社
パイオニア電⼦⿊板及びxSync（バイシンク）
パイオニア電⼦⿊板と学習者⽤タブレット端末（40台）をサーバー構築
なしで連携させます。簡単な操作による画面転送と比較検討機能で、協
働学習を強⼒にサポートします。
パイオニアソリューションズ株式会社
デジタル教科書

事例で学ぶNetモラル／e-Security Next
いつでも、どこでも、誰でも、簡単に情報モラル指導ができるソフト
ウェアです。児童、生徒向けはもちろん、先生向けの研修教材、保護者
向けのコンテンツもご⽤意しております。
広島県教科用図書販売株式会社

「国語デジタル教科書」が授業を強⼒にサポートします。動画・静⽌
画・朗読・アニメーション等、授業ですぐに活⽤できる豊富な資料を収
録しています。
光村図書出版株式会社

