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ICTで教育力を高める！ 
教育現場でのICT活用の提案

第
7
回

2022年

第
3
回

第
3
回幼児教育と保育の情報化展幼児教育と保育の情報化展

第
7
回

第
7
回

マスク着用
来場者、出展者、運営スタッフ

その他関係スタッフ全員のマスク着用を
徹底します。

入場時検温
非接触体温計等による体温測定を行います。
37.5度以上の方は入場をお断りします。

手指消毒
会場入り口への消毒液の設置ならびに

共用部の巡回清掃・消毒。

消毒液

会場のドア開放や空調運転により
定期的な換気を行います。

会場内換気 フィジカル
ディスタンス

ほかの人との間隔を十分にお取りください。

商談
密になり得る場所での

長時間の商談は避けてください。

次の方は展示会への
参加を控えてください
発熱、咳、咽頭痛、陽性者との濃厚接触者、

体調がすぐれない場合など。

事前来場登録制
入場口の混雑を緩和、来場者人数把握の

ため、事前に来場登録を
してくださいますようご協力ください。

登録新型コロナウイルス
感染防止策に努め、
皆様のご来場を

お待ちしております。
ご来場時には

ご協力お願いします。

アプリ
「大阪コロナ追跡システム」

「厚生労働省新型コロナウイルス接触確認アプリ」
の登録およびインストールをお願いします。

QR

主催 :                  日本教育情報化振興会（JAPET & CEC）、        大阪国際経済振興センター（インテックス大阪）、



※掲載内容は2022年6月3日現在のものです。事前に予告なく内容を変更または中止する場合があります。あらかじめご了承ください。
※上記全セミナー・パネルディスカッションには定員を設けており、聴講にはHPでの事前登録が必要です。定員に達し次第受付を締め切らせていただきますのでご了承ください。
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※敬称略 8月4日（木）セミナー開講情報
主な聴講対象カテゴリー ※聴講対象はあくまで目安であり、受講を制限するものではありません。

高　校

小･中･教育委員会

ワクワクする学校空間と
先進的ICT教育で育む
Society5.0時代の教育
つくば市立みどりの学園義務教育学校 前校長
一般財団法人日本視聴覚教育協会 
首席研究員　
毛利 靖

10:30～11:20
設備・備品

クラウド活用での
教育情報
セキュリティ
柏市教育委員会
教育研究専門アドバイザー
西田 光昭

12:00～12:50
情報モラル・セキュリティ

高　校

小･中･教育委員会

児童生徒一人一人の
学びの質を高める
一人1台端末の活用
東京学芸大学 
教育学部 教授
高橋 純

13:30～14:20　
ICT環境整備･活用

高　校

小･中･教育委員会

となりの学校　ＩＣＴ活用、探究学習、
アクティブラーニング 何してる？
ーBYOD、グローバル、未来の教室、高大連携などー
コーディネーター：
関西学院千里国際中等部・高等部 進路情報センター長、
高２学年主任 教諭　米田 謙三
パネリスト：
石原 孟（兵庫県立網干高等学校 3年生学年団、
　　　   ICT・探究活動推進委員会 担任、
　　　   理科主任、ICT・探究活動推進委員長）
小川 達也（関西学院千里国際中高等部 数学科 主任）
松村 淳一（大阪府立夕陽丘高校 英語科 教諭）

15:00～16:30
主体的・対話的で深い学び（アクティブラーニング）

高　校小･中･教育委員会

学習者用デジタル教科書が拓く
学びの未来
コーディネーター：
放送大学 教授　中川 一史
パネリスト：
佐々木 葵（文部科学省 
　　　　  初等中等教育局教科書課 
　　　　  課長補佐兼 デジタル教科書企画係長）
内田 智佳子（大阪教育大学附属天王寺小学校 教諭）
前野 翔大（姫路市立豊富小中学校 教諭）

10:30～12:00

デジタル教科書

高　校小･中･教育委員会
内田 智佳子

中川 一史 佐々木 葵

～民間教育を
取り巻く環境と
これからの目指す
方向性を考える～
公益社団法人全国学習塾協会／
日本民間教育協議会 会長　
安藤 大作

10:30～11:20

塾関連

塾

教育の情報化の
最新動向と
学校現場の課題
東北大学大学院 情報科学研究科
教授　堀田 龍也

13:20～14:20
教育の情報化

高　校

小･中･教育委員会

GIGAスクール構想の
実現について
文部科学省 
初等中等教育局修学支援・教材課　
修学支援・教材課長　
山田 哲也

15:00～16:00
教育の情報化

高　校

小･中･教育委員会

大　学

教育・研究支援システムの
エコシステム化
～LTI連携を中心に～
コーディネーター：
大学ICT推進協議会（AXIES）会長
深澤 良彰
パネリスト：調整中

協賛：大学ICT推進協議会(AXIES)

15:00～16:30

教育ソフトウェア

高　校

中･教育委員会

大　学

広がる必修化、教育機関に
求められる「AI・データ
サイエンス教育」の進め方
コーディネーター：日経BP 日経BOOKSユニット
　　　　　　 ユニット長補佐　中野 淳
パネリスト：巳波 弘佳（関西学院大学 副学長/
　　 　情報化推進機構機構長/
　　 　　工学部情報工学課程教授）

13:30～14:20

AI関連

特別パネルディスカッション
4都市教育長が語る
「GIGAで育てる
次代が求める資質・能力」　
コーディネーター：
（一社）日本教育情報化振興会会長 上越教育大学監事／
富山大学名誉教授　山西 潤一
パネリスト：
多田 勝哉（大阪市教育委員会 教育長）
日渡 円（堺市教育委員会 教育長）
古川 聖登（東大阪市教育委員会 教育長）
原井 葉子（生駒市教育委員会 教育長）

11:00～12:30
教育の情報化

高　校

小･中･教育委員会

社員のリスキリングを支援する
企業教育DXの最新動向

10:30～11:10

ラーニングイノベーションコンソシアム 代表理事
川口 泰司

eラーニング

すべて

調整中
13:00～13:50

教員主体の
ＧＩＧＡスクール
構想の展開と
大東市教育委員会の役割
～民間出身教育長の発想から～
大東市教育委員会 
教育長　水野 達朗

小･中･教育委員会

12:00～12:50
教育の情報化

中学校版「情報活用能力ベーシック
（ベータ版）社会」に基づく授業実践
ー公民的分野（地方自治）「構想したことを、
妥当性や効果、実現可能性などを踏まえて表現する」ー

コーディネーター：放送大学 客員教授　佐藤 幸江
コメンテーター：船橋市立葛飾小学校 校長
　　　　　　  （東京情報大学非常勤講師）
　　　　　　  秋元 大輔
模擬授業者：北海道教育大学附属
　　　　　　  函館中学校 教諭　
　　　　　　  郡司 直孝

15:00～16:30
情報活用能力育成

高　校

小･中･教育委員会

石原 孟 小川 達也

米田 謙三

中野 淳

巳波 弘佳

eラーニングシステムで
“いますぐできる”
教育DXの基本のキ

14:30～15:10

株式会社デジタル・ナレッジ 
西日本支社 西日本ソリューション事業部 
シニアコーディネータ　桑原 新

eラーニング

すべて

保育現場における
ICT利活用と業務負担
軽減について

15:50～16:30

厚生労働省 
子ども家庭局保育課 
課長　林 俊宏

幼稚園・保育園・認定こども園

幼保こども園

調整中
11:50～12:30

すべて

Edpuzzle, Inc.（仮）

学習における
動画の有効性に
ついて（仮）

13:10～13:50 

幼保こども園eラーニング

古川 聖登 原井 葉子

多田 勝哉 日渡 円

山西 潤一

郡司 直孝秋元 大輔佐藤 幸江
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※掲載内容は2022年6月●日現在のものです。事前に予告なく内容を変更または中止する場合があります。あらかじめご了承ください。
※上記全セミナー・パネルディスカッションには定員を設けており、聴講にはHPでの事前登録が必要です。定員に達し次第受付を締め切らせていただきますのでご了承ください。
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※敬称略 8月5日（金）セミナー開講情報
主な聴講対象カテゴリー ※聴講対象はあくまで目安であり、受講を制限するものではありません。

特別支援教育におけるICTの活用

大阪府立中津支援学校 小学部 教諭 情報教育部長　川前 寛

大阪市教育委員会事務局 指導部 インクルーシブ教育推進担当 指導主事　安田 加弥

15:00～16:30

重度重複障がいのある児童生徒にとってのICT活用

特別支援教育におけるICT活用

神戸市教育委員会事務局 学校教育部 
特別支援教育課 指導主事　松下 岳人

神戸市の特別支援教育
におけるICT活用事例

特別支援教育

高　校小･中･教育委員会

GIGAスクール構想
実現の過程で直面した
課題とその解決策（仮）
コーディネーター：
信州大学 名誉教授 ／
（一社）教育情報化推進機構 理事長　
東原 義訓
パネリスト：調整中

12:50～14:20
ICT環境整備･活用

高　校

小･中･教育委員会

情報を捏ねる場所・機能
としての大学図書館
オンライン講演/メディアアーティスト　
落合 陽一
会場発表/追手門学院大学 教授/図書館長
湯浅 俊彦
会場コメント/追手門学院大学 学長　
真銅 正宏

10:30～12:00
図書館

高　校

小･中･教育委員会

大　学

ＧＩＧＡスクール端末で学ぶ
情報モラル
コーディネーター：
鳴門教育大学 大学院学校教育研究科 
教授 教員養成ＤＸ推進機構長　藤村 裕一
パネリスト：
石原 一彦（岐阜聖徳学園大学 教授）
三宅 健次（千葉大学 客員教授 
　　　　   教育学部附属中学校副校長）
和田 俊雄（川崎市教育委員会 指導主事）

15:00～16:30

情報モラル・セキュリティ

高　校小･中･教育委員会 大　学

調整中
13:00～13:50

教育DXに対応した地域や
学校の推進体制と教員研修
～九州３県（福岡，佐賀，熊本）の先進事例～
コーディネーター：
中村学園大学 教育学部 教授
山本 朋弘
パネリスト：
城後 慎一（福岡県教育庁教育振興部 
　　　　   義務教育課 主幹指導主事）
吉永 淳一（佐賀県教育庁学校教育課 
　　　　   プロジェクトＥ推進室 室長）
宮川 和巳（熊本県教育庁教育政策課 
　　　　   教育情報化推進室 室長）

10:30～12:00
教育の情報化

高　校

小･中･教育委員会

宮川 和巳吉永 淳一

城後 慎一山本 朋弘

文部科学省
CBTシステム
（MEXCBT:メクビット）
について
文部科学省 
総合教育政策局
教育DX推進室 係長
弟子丸 知樹 

12:40～13:40

整備・活用

高　校

小･中･教育委員会

関西6自治体による
GIGAスクール導入後の
教育データの活用について
コーディネーター：
園田学園女子大学 人間教育学部 教授　堀田 博史
パネリスト：
山﨑 真由美（大阪市教育委員会 
　　　　　   総務部教育政策課 ICT推進担当課長）
石井 大記（京都市教育委員会 指導部学校指導課 首席指導主事）
清水 智則（桑名市教育委員会事務局 学校支援課 教育指導係 指導主事）
森 亮介（奈良県立教育研究所 教育情報化推進部 事業推進係 指導主事）
秋山 哲快（枚方市教育委員会事務局 
　　　　   教育研修課 ICT推進グループ 統括指導主事）
岩永 泰典（箕面市教育委員会 子ども未来創造局 
　　　　   学校教育室 室長補佐（指導主事）

14:30～16:00

ICT環境整備･活用

高　校小･中･教育委員会

高校･教育委員会

大　学

情報Ⅰスタート

神奈川県立希望ケ丘高等学校 校長
柴田 功

10:30～11:20

情報

高　校

小･中･教育委員会

GIGAスクール環境を
活用した校務改善
春日井市立高森台中学校 校長
水谷 年孝

12:00～12:50

働き方改革

高　校

小･中･教育委員会

プログラミング教育を
テコ入れしよう
宮城教育大学 
教科教育学域（技術科教育）教授
情報活用能力育成機構 副機構長
安藤 明伸

13:30～14:20

プログラミング教育

佐和 伸明 菊地 寛小林 祐紀

情報活用能力を育む
授業デザインを考える
～小学校総合的な学習の時間の模擬授業から～
コーディネーター：茨城大学 教育学部 准教授　小林 祐紀
コメンテーター：柏市立手賀東小学校 校長　佐和 伸明
模擬授業者：浜松市立浅間小学校 教諭　菊地 寛

10:30～12:00
情報活用能力育成

高　校

小･中･教育委員会

保育でのICT活用を
はじめる第一歩
（ICT環境とその活用例）

10:30～11:10

園田学園女子大学 
人間教育学部 教授
堀田 博史

幼稚園・保育園・認定こども園

幼保こども園

山﨑 真由美堀田 博史 石井 大記

清水 智則 森 亮介

秋山 哲快 岩永 泰典

湯浅 俊彦 真銅 正宏

落合 陽一
photocredit_蜷川実花

大　学

コロナ禍前後での学びの変化
～対面・オンラインでの教育効果比較～
大阪工業大学 ロボティクス＆デザイン工学部 学部長　井上 明
関西外国語大学 英語キャリア学部 准教授　吉川 雅也
京都光華女子大学短期大学部 
ライフデザイン学科 学科長　小山 理子

15:00～16:30

大　学

吉川 雅也 小山 理子井上 明

調整中
11:50～12:30

調整中
14:30～15:10

和田 俊雄

藤村 裕一

三宅 健次

石原 一彦

川前 寛 安田 加弥 松下 岳人

ポストコロナの
ワークスタイルと
新しい人材育成の形
～教育DXを推進する
専門家育成の重要性

15:50～16:30

日本イーラーニングコンソシアム 
副会長　青山 昌裕

eラーニング

すべて

成功事例に学ぶ！
eラーニングの始め方・進め方
～関西での事例に見る
eラーニング活用のポイント～

13:10～13:50 

eラーニング

株式会社デジタル・ナレッジ
桑原 新／皆藤 祐介

すべて



出展者一覧 出展カテゴリー
ICT機器■ 授業支援システム■ 校務支援システム■ 教育用ソフトコンテンツ■
特別支援教育■ セキュリティ対策■ ｅラーニング■ STEAM・プログラミング教育■

株式会社アーテック
小学校理科・中学校技術科・高校情報科の教科書掲載のプログ
ラミング教材・ICT周辺機器を多数展示！
次世代プログラミング教材アーテックロボ3.0(仮)を参考展示し
ます。是非ご意見お願いします！

■■

株式会社iBoard Japan
・文教向け液晶ディスプレイ一体型電子黒板　２セット
・デジタルロッカー（庫内電源コンセント・USBポート付き）１セット
※ICカード等にてセキュリティ機能を設けた充電コンセント付き
　のロッカーになります。

■■

株式会社アスク
高性能GPUを搭載し映像編集や画像処理に適したノートパソコンや、
VRゴーグル、液晶ペンタブレット等のICT機器を展示いたします。

■

株式会社イーブランドラボ
〇「話す」力が身につく英語教材メトロラーニング
〇英語×プログラミング（ロボット活用授業の実践）
〇電子黒板を使った"学校を変える"活用法

■■■

NTTグループ（株式会社NTTSportict）
スポーツを簡単に無人撮影できる「STADIUM TUBE」は、オン
ライン指導やプレー映像を学生個々が自ら確認できる新しい部
活指導を実現します。

■

NTTグループ
（西日本電信電話株式会社）
教育情報セキュリティの新たな対策「アクセス認証モデル」のご案内。
また保育DXを推進する園務ソリューション及びICT教材のご案内。

■■■■■■

NTTグループ（NTTビジネスソリューションズ株式会社）
AIを活用した英会話学習サポートや探究学習向けデジタル教材
等の学習ツール、ICT利活用の支援をするGIGAスクール運営
支援センターをご紹介。

■■

NTTグループ（株式会社ラフ＆ピース マザー）
NTTと吉本興業が提供する「ラフ&ピースマザー」には子ども
が笑顔になる学びがたくさん。その中からムービー、知育アプリ
などをご紹介します。

  ■■■■

Sky株式会社
1人1台端末を活用した学習活動を支援する「SKYMENU 
Cloud」をご紹介。体験プレゼンテーションも実施します。

■■

シトリックス・システムズ・ジャパン株式会社
①教員の「働き方改革」の推進 ②PC購入のコスト抑制と機微情
報のセキュリティ対策 ③学生のBYOD活用を促進するソリュー
ションをご紹介します

■

ソニービズネットワークス株式会社
【全国の自治体・学校における導入事例も！】安定したICT授業環
境を実現する、法人向けインターネット回線「NUROアクセス」
をご紹介します。

■

テクノホライゾン株式会社 エルモカンパニー
学校での多様なスタイル「個別最適な学び」「協働的な学び」 
「オンライン・遠隔教育」「STEAM教育」に合わせた製品の展示
やデモをいたします。

■■■■■

凸版印刷株式会社
当社が提供するnavimaから、ドリル機能だけでは実現できない、
子どもが自分のペースで学べる、子どもが 「主役」 の学習体験を
紹介します。

■

日経BP／日経BPマーケティング
雑誌「日経パソコン」が提供するクラウド型教育コンテンツサー
ビスです。学生のITリテラシー向上、資格取得などに役立つコン
テンツをお届けします。

■

株式会社日本ビジネスデータープロセシングセンター
専用ソフト不要でブラウザだけでロボットモーション開発が可能
な「3Dシミュレーター」、制御対象の教材ロボットも同時出展し
連携制御を体験頂けます。

■■

株式会社ネットアドバンス
辞書・事典、新書、統計資料など全49種類・732冊のコンテンツ
をいつでも、どこでも一括検索／閲覧できる配信サービス『ジャ
パンナレッジSchool』をご紹介。

■

株式会社ネットラーニング
業界最多利用のクラウド型LMSを通じて、GIGAスクール構想
やオンライン授業に最適な「学習者が学びやすいオンライン学
習環境」をご提案します。

■■■■

株式会社ビッツ
ARiaEdu.(アリア・エデュテイメント)は、ブロックを組み合わせて
ARを動かし、楽しく遊びながらプログラミングを学べる教材です。

■■

株式会社票簿会計センター
学校法人様の事務改善支援を行なって40年、豊富な経験をもと
に各種システムやノウハウなどご提案致します。是非弊社ブー
スへお立ち寄り下さい。

■

広島県教科用図書販売株式会社
情報モラル教育支援教材の「事例で学ぶNetモラル」「Netモラ
ルeラーニング」と教職員向けeラーニング「事例で学ぶ学校情
報セキュリティ」

■■■

ブリタニカ・ジャパン株式会社
ブリタニカは、信頼できる確かな情報をもとに、小・中・高・大学に
向け、調べ学習、協働学習、探究学習を実践できるデジタル教材
をご提供します。

■

株式会社ブレインテック
全国の私立中高、大学短大図書館で実績豊富な図書管理システム「情
報館」。Webアクセシビリティ対応の蔵書検索サービスも好評です。

■

株式会社マウスコンピューター
・高校生向け学習端末　・大学・専門学校向けクリエイターPC
・教員向けPC　　　　  ・eスポーツ向けゲーミングPC　 など。

■

(一社)日本教育情報化振興会(JAPET&CEC)
本展主催者で教育の情報化を推進している団体です。ブースで
は、情報活用能力育成や情報モラルをテーマとした各種資料、
当会主催セミナーや発行物を無料配付しています。

株式会社ドリームネッツ
「在学生と学校」「保護者と学校」のコミュニケーションを支援す
るツールを各種搭載。教員と学生たちをつなぎ、教えと学びを応
援します。 共同出展者：リコージャパン株式会社

■■

ターンイットイン・ジャパン合同会社
レポートの類似度判定・添削・採点ツールFeedback Studio、AI
を活用したデジタル採点ツールGradescopeをご紹介します。

■

東海ビジョン企画株式会社
LEDビジョン

  ■

スキャネット株式会社
先生の採点時間を1/3にするデジタル採点システム 「デジらく
採点2普通紙対応版」 を中心に展示します。開発中のデジらく採
点クラウドも展示します。

■

株式会社システムディ
小学校～大学の業務・校務支援パッケージソフトで業務効率化に
貢献。35年以上の実績とノウハウ,保護者向けサービス等の最
新ソリューションも展示！

■

株式会社シンプルエデュケーション
採点システム【百問繚乱】でテスト採点業務を効率化！
使いやすい操作画面でラクラク、複数人で分担採点も可能。
タブレット返却・CBTシステム等

■

京栄社株式会社
顔認証によるAVシステム電源・操作卓扉管理、勤怠管理
メーカー問わず録画可能な監視カメラシステム
Cynap　無線投影、収録、オンライン授業

■

株式会社学研ステイフル/Osmo（オズモ）
タブレット学習分野全米No.1のOsmo（オズモ）をご紹介いたし
ます

 ■

クオリティソフト株式会社
人口減少が進む過疎地域の学校は、廃校の危機に瀕していま
す。複式学級の解消、複数の学校による合同授業の実現を「マ
ジカブランカ」がご支援します。

■

コニカミノルタ株式会社
ICT技術によって、今まで見えていなかった子どもたち一人ひと
りの特性を把握し、個別最適な学びを実現する学習支援サービ
スを提供します。

■

株式会社サクラクレパス
小中学校を対象にしたオンライン購買サービス「まなびPASS」
を7月にリリースいたします。ブースでは実際に画面を操作いた
だくことが可能です。

■■

株式会社シー・オー・コンヴ
BYODを活かすための教室環境の提案～Type-Cハブ・KVMスイッ
チャー・学生向けVDI・貸し出しPCシステム・ネットブートシステム等～

■■■■

株式会社ジオグリフ
STEAM教育を進めるためのS･T･E･A・Mの捉え方、関係者の
心構え、利用するツール、研修プログラムなど、弊社が行った事
例を基に紹介します。

■■■■

株式会社ジェイアール四国コミュニケーションウェア
GIGAスクールに最適な協働学習支援ツール「コラボノートEX」
短時間で情報発信できる学校Webサイト管理システム「ふれあい通信TE」

■■

株式会社シーエスイー
モバイル型ICカードリーダー"Pit-21A"

■

カーデックス株式会社
プラスチックカード印字プリンター世界No.1のシェア、evolisカード
プリンター出展。社員証・学生証等、あらゆる用途にご活用ください！

■■■■■

株式会社オクムラ
仮想デスクトップソフト『 Parallels RAS 』をご紹介。
BYOD・Chromebook連携・テレワークに最適です。

■■

Google for Education
Chromebook、Google Workspace for Education などを
使って「これからの学び」を支援しています

■■■

株式会社インプレス
ICT教育メディア 「こどもとIT」 、 ICT教育関連書籍のご紹介。会場限
定で 「教育版マインクラフト」 を解説した特別冊子を配布致します。

 ■

HDL合同会社
いま話題のプログラミング教育用ドローンをご紹介。そのまま授業で使
える Scratch/Basic/Python 言語に対応したテキストも必見です。

 ■

株式会社EDUCOM
GIGA1人1台端末の活用に最適な児童生徒向けツール 「スクー
ルライフノート」 、統合型校務支援システム 「EDUCOMマネー
ジャーC4th」 等

■■■

株式会社内田洋行
「L-Gate(エルゲート)」は、1人1台・1アカウントを使った日々の
学びと運用・管理を支援する、学習eポータルです。
文部科学省のMEXCBT(メクビット)やデジタル教科書との連
携、校務支援システムの名簿の取込にも対応しています。

共同出展者：アバー・インフォメーション株式会社

■■■■

Dynabook株式会社
高校1人1台タブレットPCや、小・中学校のタブレットPC活用に
向けた推奨商品のご提案いたします。

共同出展者：シャープマーケティングジャパン株式会社

■■■■

株式会社アルファシステムズ
PC運用システム【V-Boot】、授業支援ソフト【V-Class】、環境
復元システム【V-Recover】、テレワーク製品をご紹介

■■

エクスジェン・ネットワークス株式会社
複数のクラウドサービスの認証とID管理をひとまとめに行えるク
ラウド認証基盤

■

(2022年6月3日現在)

株式会社Smarky
AI搭載iPad採点システム・単元別理解度コンテンツ・学内予備
校・オンライン自習室・問題制作業務など、学校様向けサービスを
幅広く展開しております。

■■■

共同出展者：株式会社エデュトリアル



デジタル教科書コーナー

企業・団体の人事・社員教育担当者必見！併催企画

併催企画 第3回第3回 幼児教育と保育の情報化展幼児教育と保育の情報化展

第7回第7回

会
議
室
F

展示会場内には現場に活かせる各種企画コーナーを設置（予定）

デジタル教科書コーナー STEAM・プログラミング教育
コーナー

先進的ICT利活用教育委員会
コーナー

設備・サービスコーナー

公益財団法人 パナソニック教育財団
2022年度 成果報告会
教科の学びとプログラミングの融合
～創造性を育むHANE STREAM教育～
報告者：岡崎市立羽根小学校（第46回 実践研究助成 特別研究指定校）
アドバイザー：長谷川 元洋（金城学院大学 国際情報学部 教授）

14:30～15:40

高　校小･中･教育委員会

8月4日（木）

公益財団法人 パナソニック教育財団
2022年度 成果報告会
「探究」は、しんどい！けど...おもろい！
～探究に取り組む嵯峨野高校での創意工夫～
報告者：京都府立嵯峨野高等学校（第46回 実践研究助成 特別研究指定校）
アドバイザー：岸 磨貴子（明治大学  国際日本学部 准教授）

11:00～12:10

高　校小･中･教育委員会

8月5日（金）

レノボ・ジャパン合同会社
小中学生/高校生向けプログラミングツール「みんなでプログラ
ミング」「e-sports専門コース経営」「メタバース×教育」ソ
リューションを展示紹介いたします。

■■株式会社マトリックスコミュニケーションズ
Windows10,iPad,Chromebookの画面を専用アプリなしで
瞬時にワイヤレス画面転送ができる"Trinity Vision"のデモ展
示並びに操作体験頂けます。

■

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社
学校施設（小・中・高等学校）及び保育施設を対象とする働き方
改革に向けての業務改善コンサルティング・研修業務サービス
をご紹介します。

■ 株式会社ラウンド
クラウド型出席管理システムを展示いたします。学生のスマートフォン
から出席登録を行うため、設備投資を最小限に抑えることができます。

■

モノグサ株式会社
全国で3500教室導入！記憶定着アプリの「MONOXER」わず
かな時間で生徒一人ひとりの成績向上に取り組めます。

■

株式会社ワコム
学校で導入されているICT機器と接続し、手軽にデジタル手書
きを始められるデバイスを展示しています。

■

株式会社教育芸術社
【小/中 音楽】1人1台端末で利用できる「学習者用デジタルコ
ンテンツ」と「指導者用デジタル教科書(教材)」「学習者用デジ
タル教科書」のご紹介

株式会社新興出版社啓林館
紙の教科書を超えろ！「超教科書」
デジタル教科書を実際に触って、体験して下さい！
新課程の高校英語デジタル教科書もご紹介いたします。

大日本図書株式会社
シンプルにまとめられたツールと多彩なコンテンツを収録し、
特別支援にも対応したデジタル教科書を当社ブースで実際に
体験いただくことができます。

株式会社帝国書院
小学校・中学校・高校向けのデジタル教科書・教材をご紹介いた
しますので、ぜひお立ち寄りください。

東京書籍株式会社
タブレットPCの有効活用に「タブレットドリル」　認知機能強化ト
レーニング「コグトレ」　デジタル教科書(指導者用、学習者用)など

■■

日本文教出版株式会社
一人一台端末時代の個別最適な学びをサポートする、デジタル
教科書・教材を展示しています。どうぞご覧ください！

光村図書出版株式会社
「主体的・対話的で深い学び」を実現するツールである、「国
語」「英語」デジタル教科書・教材の展示を行っています。
体験版もご用意しておりますので、ぜひ弊社ブースへお越しく
ださい。

株式会社CYBER DREAM
すべての子どもたちへ質の高い英語教育を子どもたちの伸びる
チカラを未来へ
幼児用英語教育システム『Cyber Dream』の世界へようこそ

■■■ 株式会社ダイワホーサン
通学かばん、スマホ持ち運びケース、ライフジャケット

Edpuzzle
授業で動画を使ってみませんか？エドパズル(Edpuzzle)を使え
ば、簡単な操作で動画を作成し、選択問題やコメントを埋め込む
ことができます。

■ 株式会社デジタル・ナレッジ
「教育のDX化を力強く支援する」をテーマに、最新LMSおよび
eラーニングソリューションの展示、企業／学校における成功事
例をご紹介します。

■■■■■ 日本イーラーニングコンソシアム/
ラーニングイノベーションコンソシアム
教育DXを推進している2つの団体の活動をご紹介します。

特別協力 ：　　 　　　日本イーラーニングコンソシアム（eLC）、



関西教育ICT展事務局：（株）テレビ大阪エクスプロ 〒540-0008 大阪市中央区大手前1-2-15
TEL 06-6944-9918　FAX 06-6944-9912　E-mail kyouikuict@tvoe.co.jpお問い合わせ

招待会社名

■来場登録

■セミナー聴講登録

来場登録・セミナー聴講登録について

本招待状の来場登録欄に記入し会場へ持参

HPにて来場登録のうえ登録完了メールからマイページへログイン
QRコードを表示させて受付に持参

HPにてセミナー聴講申し込み受付完了メールからマイページへログイン
QRコードを表示させて受付に持参
各セミナーには定員がありますので、HPでの事前登録が必要です。
受付完了メール本文に記載のID・パスワードでマイページにログインのうえ、
TOPページのQRコードを表示させて、セミナー会場前受付までご持参ください。

登録後、必ず受付完了メールが届きます。当日は、ご登録のメールアドレスとパスワードで
マイページにログインのうえ、TOPページのQRコードを表示させ、お名刺をお持ちの方は、
1枚を添えて会場受付までご持参ください。

●会場内での写真撮影はご遠慮ください。
●主催者による会場内記録画像等の使用について主催者は展示会場内にて記録撮影を行います。
　撮影しました画像は、主催者が広報宣伝活動に使用する場合があります。

ご来場に関する注意事項

当日、会場前受付カウンターに設置の登録用紙でも来場登録は可能ですが、
スムーズにご入場いただくためには、事前登録をお勧めします。

6月中旬頃からwebによる登録開始！！
検 索関西教育ICT http://kyouikuict.jp
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10分

四つ橋線

14分 15分
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江
公
園

ニュートラム
（南港

ポートタウン線）

ニュートラム
（南港

ポートタウン線）

（1）中央線「コスモスクエア」駅下車徒歩約10分
（2）中央線「コスモスクエア」駅からニュートラム・
　  南港ポートタウン線乗換え「中ふ頭」駅下車徒歩約5分
（3）四つ橋線「住之江公園」駅からニュートラム・
　  南港ポートタウン線乗換え「中ふ頭」駅下車徒歩約5分

総務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、大阪府、大阪市、大阪府教育委員会、京都府教育委員会、
 兵庫県教育委員会、奈良県教育委員会、和歌山県教育委員会、滋賀県教育委員会、三重県教育委員会、
 徳島県教育委員会、岡山県教育委員会、広島県教育委員会、大阪市教育委員会、京都市教育委員会、
 神戸市教育委員会、堺市教育委員会、姫路市教育委員会、大阪府専修学校各種学校連合会、
 京都府専修学校各種学校協会、兵庫県専修学校各種学校連合会、大阪私立中学校高等学校連合会、
 京都府私立中学高等学校連合会、兵庫県私学総連合会、大阪府私立幼稚園連盟、
 大阪府社会福祉協議会 保育部会、大阪市私立保育連盟、神戸市私立保育園連盟、
 全国認定こども園協会 ※一部申請中・順不同

ICT CONNECT21、学習情報研究センター、関西ICT協会、私立大学情報教育協会、
 全国ICT教育首長協議会、全国学習塾協会、全国地域情報化推進協会、大学ICT推進協議会、
 日本イーラーニングコンソシアム、日本オープンオンライン教育推進協議会、日本教育工学会、
 日本視聴覚教育協会、日本電子出版協会、全国学習塾協同組合、才能開発教育研究財団、
 パナソニック教育財団、全国学校図書館協議会 ※一部申請中・順不同

日本教育工学協会（JAET）
日経BP

開催概要
名　称：第7回 関西教育ICT展
会　期：2022年8月4日(木)～5日(金)　10:00～17:00
会　場：インテックス大阪（大阪市住之江区南港北1-5-102）
主　催：一般社団法人日本教育情報化振興会、
 一般財団法人大阪国際経済振興センター、
 テレビ大阪株式会社、株式会社テレビ大阪エクスプロ

後 援：

協 賛：

特別協力：
協 力：

個人情報取り扱いに関して
●ご登録いただいた個人情報は、テレビ大阪エクスプロにおいて管理され、ご来場の際の確認等、「関西教育
ＩＣＴ展」の円滑な運営のために使用させていただきます。また、Ｅメール、ダイレクトメールで各主催者
（日本教育情報化振興会、大阪国際経済振興センター、テレビ大阪、テレビ大阪エクスプロ）が提供してい
る商品・サービス・イベント等に関する各種ご案内をお送りする場合があります。
●関係団体・出展企業等への報告書に、来場者の所属団体・企業・部署名を掲載する場合があります。
　悪しからず、ご了承ください。

名刺貼付欄

勤務先

部　署

氏　名

ふりがな

住　所

電話番号

Email

FAX番号

〒

都 道
府 県

役職名

姓 名

ふりがな

■

展示会来場登録欄第
7
回

すべての必要事項をご記入のうえ、本来場登録用紙を展示会受付にご提出ください。
来場者証（2日間有効）と交換させていただきます。

① 勤務先について 

□A. 希望する 　　　　　□B. 希望しない

□A. 主催者からの案内(メール、招待状)
□B. 出展者からの案内
□C.ＨＰ、Ｆacebook
□D. テレビ

□E. 交通広告 
□F. その他の媒体（媒体名：　　　　　　　）
□G．知人・友人からの紹介
□H．その他（　　　　　　）

⑤次回(2023年８月開催)の「関西教育ICT展」の出展案内資料を希望しますか？

A. 関係省庁・自治体・教育委員会
（□１．関係省庁　　□２．自治体　　□3．教育委員会）
B. 保育園・幼稚園・こども園
（□４．保育園　　□５．幼稚園　　　□６.こども園）
C. 小･中･高校・特別支援学校
（□７．小学校　□８．中学校　□９.高等学校 □10.特別支援学校）
D. 大学・大学院・短大
（□11．大学　　□12．大学院　　□13．短期大学）
E. 高専・専修/専門学校
（□14.高等専門学校　□15.専修/専門学校）
F. 塾・予備校
（□16.塾　　□17．予備校）

G. その他の教育機関
（□18．各種スクール　　□19．その他）
H. 図書館等公共施設
（□20．図書館（公共・学校図書館とも）　　□21．その他）
I. 学校向け流通業
（□22.学校対象販売会社・卸売会社、書店、文房具店等）
J. 一般企業
（□23.人事・社員教育・総務部門　　□24.情報システム部門
　    □25.その他）
K. その他
　（□26．大学生　　□27．大学院生　　□28．その他）

③ 興味のある展示物について(複数回答可)

④ 本展示会を何で知りましたか？(複数回答可)

□A. 教育用ＩＣＴ機器・システム
〈□１．提示機器(電子黒板、プロジェクター、書画カメラetc)
　  □２．モバイル情報機器　　□３．授業支援システム、無線ＬＡＮ〉
□B. 校務支援システム

② 上記、B~Eにチェックをされた教職員の方のみご回答ください。
□A. 公立　　□B. 私立

□C. 情報モラル・セキュリティ対策
□D. 教育用ソフトウェア (アプリ)・コンテンツ
□E. ｅラーニング関連システム
□F． その他（　　　　　　　　）

※名刺をお持ちでない方は下欄にご記入ください。




