■

お申し込み方法

●一般社団法人 日本教育情報化振興会
（JAPET & CEC）
ホームページ
「研修・セミナー案内」
の当セミナー紹介からお申し込みができるサイトへリンクしています。

URL

●

http://www.japet.or.jp
お申込締切 8 月 1日 （木）
FAXの場合は、＜個人情報の取扱について＞の内容に同意の上、
下記の参加申込書に所定事項をご記入いただき、送信ください。

FAX（03）5817-5758
■

担 当 ： 富士電機ITソリューション株式会社

大場

セミナーなど定員数に限りがあるものは、先着順で定員になり次第、受付を締め
切らせて頂きますのであらかじめご了承願います。

入場無料

参加申込書
貴校名／団体名
お申込代表者名
及びご連絡先
ご 氏

TEL
FAX

名

ご担当教科又は学科・部署

（
（

）
）
展示
受講セミナー番号
のみ

E-mail アドレス

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

※お申込人数が６名を超える場合は、
お手数ですがコピーしてご記入下さい。 ※展示のみご希望の場合は、該当欄に○印をお付け下さい。

＜個人情報の取扱について＞

以下の項目をご確認の上、
ご記入いただきますようお願い申し上げます。
ご記入いただいた個人情報は、セミナーの運営および、製品情報や今後開催するイベント等のご案内の目的で
利用させて頂きます。個人情報をご記入いただけない場合、お申込み後の対応が円滑に行えないことがありますの
でご了承ください。
弊社の個人情報保護基本方針についてはウェブページ
（www.fujielectric.co.jp/fsl/privacy/）
にてご確認ください。
ご提供頂いた個人情報の管理者は、富士電機Ｉ
Ｔソリューション株式会社 文教システム事業本部長です。
なお、個人情報保護法に基づく個人情報の開示・訂正・利用停止等の求めに関する手続きについては弊社ウェブ
ページ（www.fujielectric.co.jp/fsl/privacy/ ）
にてご確認ください。

変わる教育現場2020
〜 プログラミング教育と働き方改革 〜

Educational Solution Seminar 2019

【お問い合わせ先】

富士電機Ｉ
Ｔソリューション株式会社
個人情報取扱責任者：文教システム事業本部長

E-mail x-bunkyo-seminar@fujielectric.com

※ご来場の際は、必ず本紙をご持参ください。

情報教育対応教員研修全国セミナー

■交通のご案内

会場 : 京王プラザホテル（新宿）
展示・講演会場 : 本館5階 コンコードボールルーム
〒160-8330東京都新宿区西新宿2丁目2番1号
TEL（03）3344-0111
（代表）
http://www.keioplaza.co.jp/access/
●電車をご利用の場合

ＪＲ・私鉄・地下鉄「新宿駅西口」から 徒歩５分
都営大江戸線「都庁前駅」B1出口階段を上がってすぐ

※なるべく公共の交通機関をご利用ください。

一般社団法人 日本教育情報化振興会（JAPET & CEC）
〒107-0052 東京都港区赤坂1- 9 -13（三会堂ビル）TEL（03）5575-5365
●記載されている会社名および、
都合により変更となる場合がございますので、
あらかじめご了承ください。
製品名などは、
各社の商標および登録商標です。●本招待状の掲載内容につきましては、

2019年 8月 2日［Fri.］セミナー 12:45〜16:35 展示 11:30〜17:30
会 場 : 京王プラザホテル
（新宿） 入場無料

展示・講演会場：本館5階 コンコードボールルーム

主催 ：一般社団法人 日本教育情報化振興会（JAPET & CEC）
共 催：日本教育工学協会（JAET）
後援：文部科学省/ 総務省/経済産業省/
東京都教育委員会（予定）/ 埼玉県教育委員会（予定）
特別協賛 ：富士電機ITソリューション株式会社
協賛： 富士通株式会社

次期学習指導要領の実施が迫り、教科におけるプログラミング指導など学校現場において新たな取り

変わる教育現場2020
〜 プログラミング教育と働き方改革 〜

組みが必要になって参りました。また、教員の長時間労働が問題視されております。
本セミナーでは、教科に合わせたプログラミング教育や教員の働き方改革についてご提案いたします。

Educational Solution Seminar 2019

先生方には、ご多忙の折とは存じますが、情報教育対応教員研修全国セミナー【Educational Solution
Seminar 2019 】
を以下のスケジュールにて開催いたしますので、 万障お繰り合わせの上ご来場賜りますよう
お願い申し上げます。

令和元年 6月吉日
一般社団法人 日本教育情報化振興会（JAPET & CEC）

■

セミナースケジュール（予定）
時

間

■

内

容

体験ブースのご案内
カテゴリー

グループ

開場／展示見学
プログラミング教材

11:30〜12:45

12：45〜13：00

13:05〜13:55
１
セミナー●

体験ブース
（プログラミング・働き方改革）

ご挨拶／「教育の情報化」最新の動向

教育の情報化と教員の働き方改革
〜情報化の意味と教員の意識改革〜
国立大学法人 富山大学 名誉教授・工学博士：山西 潤一 氏

休憩／展示見学
13:55〜14:35

14:35〜15:25
2
セミナー●

体験ブース
（プログラミング・働き方改革）

小学校のプログラミング教育成功に向けて
〜いつから、
どこから、
何を、
どのように〜

国立大学法人埼玉大学 教育学部 教授・評議員：山本 利一 氏
上尾市立 鴨川小学校 教諭 研究主任：馬場 志保 氏

休憩／展示見学
15:25〜15:55

15:55〜16:35
3
セミナー●

体験ブース
（プログラミング・働き方改革）

これが前原のプログラミング！
MAZDA Incredible Lab 代表：松田 孝 氏（小金井市立前原小学校・前校長）

閉会／展示見学
16:35〜17:30

働き方改革

一般社団法人 日本教育情報化振興会（JAPET & CEC）

体験ブース
（プログラミング・働き方改革）
講演・セミナーは事前予約制（各定員220名）
です。 定員になり次第、締め切らせていただきますのでお早めに
お申し込み下さい。お申し込みは裏表紙のお申込欄にご記入の上、FAXで送信頂くか、
ホームページ、E-mailの
方でも受け付けておりますのでご利用ください。
また、展示のみでも、
ご覧いただけます。

■

メーカー名

アンプラグド

株式会社教育ネット

ロボット

株式会社アバロンテクノロジーズ
株式会社アフレル

株式会社ソニー・グローバルエデュケーション
株式会社ワイズインテグレーション

ソフトウェア

鈴木楽器販売株式会社

株式会社ハイマックス

ICT支援員

富士電機ITソリューション株式会社（みんなのコード認定 理科プログルサポーター）

ワークフローシステム

富士電機株式会社

コンテンツマネジメントシステム

ソフト･オン･ネット ジャパン株式会社

勤怠管理システム

アマノ株式会社
株式会社システムサポート

オンライン面談システム

株式会社ウェバートン

遠隔会議システム

シスコシステムズ合同会社

自動採点

ゼッタリンクス株式会社

教員研修

東京メンタルヘルス株式会社

株式会社ヒューマンテクノロジーズ

展示ソフト・機器のご案内
（11:30〜17:30）
グループ

メーカー名

タブレットPC

富士通株式会社

大型提示装置、電子黒板ツール

株式会社iBoard Japan
株式会社青井黒板製作所

シャープマーケティングジャパン株式会社 ビジネスソリューション社
ソニーマーケティング株式会社

実物投影機

アバー・インフォメーション株式会社

株式会社エルモ社

プリンタ、印刷機、プロジェクタ

エプソン販売株式会社
富士ゼロックス株式会社
株式会社沖データ
リコージャパン株式会社
カシオ計算機株式会社
理想科学工業株式会社
京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社

周辺機器

株式会社アイ・オー・データ機器
泉株式会社
株式会社MSソリューションズ
エレコム株式会社
株式会社オーエス
サンワサプライ株式会社

シネックスジャパン株式会社
ダイワボウ情報システム株式会社
株式会社立花エレテック
株式会社バッファロー
光興業株式会社
株式会社プリンストン

セキュリティガイドライン対応ソリューション

アルプス システム インテグレーション株式会社
株式会社シーイーシー

シトリックス・システムズ・ジャパン株式会社

ネットワーク機器

アライドテレシス株式会社
パナソニックＬSネットワークス株式会社
サイレックス・テクノロジー株式会社
富士ソフト株式会社
株式会社日本HP＆日本ヒューレット・パッカード株式会社 株式会社フルノシステムズ

授業支援システム

ウィンバード株式会社

Sky株式会社

教育用統合ソフト

株式会社ジャストシステム

テクノブロード株式会社

画像、映像編集ソフト

株式会社市川ソフトラボラトリー

合同会社ZONER

校務支援システム

株式会社内田洋行
株式会社EDUCOM

株式会社文溪堂

デジタル教材

東京カートグラフィック株式会社
株式会社グレートインターナショナル
チエル株式会社
株式会社日本コスモトピア

株式会社メディア・ファイブ
ラインズ株式会社
株式会社リクルートマーケティングパートナーズ

特別支援教材

株式会社学研プラス

クラウドソリューション

株式会社ダイレクトクラウド

セキュリティ、
統合管理システム、
情報モラル

エムオーテックス株式会社
株式会社JMC
株式会社ソリトンシステムズ
株式会社ハンモック

広島県教科用図書販売株式会社
ロジカルテック株式会社
株式会社YE DIGITAL

LTE回線、プログラミング教材

SB C&S株式会社

株式会社エルイーテック

協働学習ツール

株式会社ジェイアール四国コミュニケーションウェア

ICTファニチャー

株式会社ガイアエデュケーション

IoTソリューション

インヴェンティット株式会社

3Dプリンタ

株式会社アクティブ
三教株式会社

株式会社サンステラ

※出展会社の記載順番は、50音順です。※展示出展会社および展示品については変更になる場合がございます。

