
Apple / (株)学研プラス / Google for Education /COMPASS(株) (AI教材Qubena) / (株)JTB / Z会グループ /凸版印刷(株) / Microsoft / Life is Tech! 

参加事業者 (五十音順)

"未来の教室 in 明日の教室" 

ご挨拶

【1】学びのSTEAM化

【2】学びの自立化・個別最適化
(一人ひとりの興味・関心や認知特性を踏まえて)

知る
（文・理の教科知識や

専門知識）

一人ひとりの
「ワクワク」

【3】「新しい学習基盤づくり」
ICT環境、制度環境 (到達度主義等)、学校BPR、教員養成 等

個人の学習ログ
データベース

個別学習計画

創る
（探究・プロジェクト型

学習 (PBL)）

(引用: 未来の教室HPより)

経済産業省「未来の教室」
が目指す姿

11/30 (土) に、経済産業省の進める「未来の教室」が、京都橘大学にやってきます。
未来の教室 in 明日の教室です。

未来の教室は「一人一人が未来を創る当事者 (チェンジ･メーカーに育つこと」を目指し、
「新しい教育を可能にする技術 (EdTech) 」の活用等を通じて、新しい教育のあり方を
創出しようとするものです。

2019年度は、日本に五校の未来の教室実証校が設定されて、活動が行われています。
しかし、今年度、関西には残念ながら実証校はなく、未来の教室を知る機会も少ないので
はないかと思われます。

そこで、京都で10年以上活動を続ける、教師をめざす学生・若い教師を支援する教育
研修会、明日の教室 (NPO法人申請中) が主催して関西の皆さんに、未来の教室を
体験して頂くこととなりました。

当日は、EdTechサービス事業者による体験会や、特別セッションに加え、経済産業省の
浅野大介室長の基調講演もあります。教員や学生に限らず、自治体や企業、生徒や保
護者などどなたもご参加頂けます。

未来の教室 in 明日の教室に是非、お越しください。

こくちーずを使って、お申し込み下さい。
懇親会のお申し込みもよろしくお願いします！

ご参加
申込は
こちら👉

日時 2019年11月30日 土曜日
11:00～17:00

場所 京都橘大学 啓成館等
参加費 無料

【お問合せ先】 こくちーず申込ページよりお問い合わせください。

【主催】

【後援】

【協力】



講演

時刻 セッション 登壇者 会場

11:00 【基調講演】
Society5.0の「未来の教室」

経済産業省 商務・サービスグループ
サービス政策課長（併）教育産業室長
浅野 大介氏

調整中

13:30 【明日の教室 特別セッション】
関西私立校のICT活用実践

関西の小中学校で先進的にICTを活用
している実践家の先生方と東京からもお
一人をお招きして、その実践を紹介して
いただきます。
そして、これからの実践の展望を語ってい
ただきます。

近畿大学附属高等学校 教育改革推進室室長
乾 武司 氏

立命館小学校 ICT教育部長
正頭 英和 氏

同志社中学校 EdTech Promotions Manager
反田 任 氏

関西大学附属小学校 算数教育担当
古本 温久 氏

東京コミュニティスクール・SFC研究所上席所員
山崎 智仁 氏

京都橘大学 発達教育学部教授 明日の教室主宰
未来の教室実証事業 教育コーチ
池田 修 氏 （モデレーター）

調整中

16:00 【メインセッション】
未来の先生の姿とは

社会と学びの変化に伴って、教員に求め
られる役割・スキルはどのように変化して
いくのでしょうか。
現役教員や教育関連企業、学校コンサ
ルタントなどの様々な登壇者とともに、未
来の先生像を探ります。

近畿大学附属高等学校 教育改革推進室室長
乾 武司 氏

立命館小学校 ICT教育部長
正頭 英和 氏

関西大学附属小学校 算数教育担当
古本 温久 氏

（株）Z会 経営戦略部 事業企画課
野本 竜哉 氏

日本マイクロソフト（株） パブリックセクター統括本部
文教本部 ソリューションスペシャリスト
太田 泉 氏

フューチャーインスティテュート（株） 代表取締役
為田 裕行 氏

経済産業省 商務・サービスグループ
サービス政策課長（併）教育産業室長
浅野 大介 氏 （モデレーター）

京都橘大学 教授 明日の教室主宰
未来の教室実証事業教育コーチ
池田 修 氏 （モデレーター）

調整中

懇親会のご案内

イベント終了後に懇親会を開催いたします。懇親会では、登壇者への質問セッションなども実施予定です。
皆様是非ご参加ください。
懇親会は有料（一般2500円・学生1500円）となります。
参加希望の場合はこくちーずにて事前申込をお願いいたします。



企業コンテンツ

企業 内容 会場

Apple 教育とApple
すべての子どもは、あふれるほどのクリエイティビティを持って生まれてきます。その力を
育むことは、教育者がすべき最も大切なことの一つです。Appleは40年にわたり、
教師のみなさんが生徒一人ひとりの潜在的なクリエイティビティを引き出せるように
支援してきました。当日は、教育者とプロのクリエイターの協力のもとに作られたEveryone 
Can Createを体験いただき、授業に取り込むためのヒントになるセッションを提供します。

調整中

(株)学研プラス Music Blocks（ミュージックブロックス）
2期連続で未来の教室に採択されている「Music Blocks」を使ったSTEAM教育実証事業。
Music BlocksはMITメディアラボの元所長が開発したSTEAM教育ソフトです。学研では、
STEAM教育を全国の小学校で推進していただくため、Music Blocksと授業案を無料公開
しています。簡単に、すぐにでもはじめられるSTEAM教育の実践をご紹介させてください。

調整中

Google for 
Education

「Google for Education で実現する学びの場」
世界各国の学校で採用され、イノベーションを実現している
教師と生徒のためのソリューション Google for Education 。
日本での活用事例もお伝えしながら、実際にGoogle for Education を使って体験いただ
きます。
（各回 45分・先着40名) セッション開始時間 12:00 / 13:00 / 14:00 / 15:00 を予定

調整中

(株)COMPASS AI型教材Qubena（キュビナ）
生徒一人ひとりの習熟度に合わせて最適な問題を出題するアダプティブラーニング教材をご紹
介。Qubenaは演習や宿題も個別最適化し自動採点。知識・技能の深い理解と定着、学
力差の解消を支援します。
経済産業省「未来の教室」実証事業の千代田区立麹町中学校における実証取組みでは、
学力を向上・維持したまま、授業を従来の約2倍のスピードで進め、創出された時間で探求
学習を実施するなど、高い効果を発揮しています。

調整中

(株)JTB 観光ビッグデータ「観光予報プラットフォーム」を活用したSTEAM学習
観光予報プラットフォームを進化させたアプリ、観光予報プラットフォームDS（Data 
Science）は「データから町の特徴を調べる」「各データの掛け合わせから統計・分析・相関を
学ぶ」「「旅」作りから施策の経済効果分析や施策の検討をサポートする」機能を先生と生徒
に提供します。このアプリを活用したSTEAM学習から、探求心旺盛で、データに強く、地域の
特徴を知っている「旅のミライに活躍する人材の育成」を目指してまいります。
◆参考URL：観光予報プラットフォーム（https://kankouyohou.com/）

調整中

Z会グループ Ｚ会グループのEdTechへの取り組み
経済産業省「未来の教室」2018年度、2019年度の取り組みのご紹介やデモ、
およびＺ会グループが学校や教育の「未来」を身近にするために取り組んでいる
最新の事例（グローバル事業、アセスメント、遠隔授業等）をご紹介します。
※開始時間によって内容が異なります
（各回 50分・先着35名) セッション開始時間 13:00/14:00/15:00 を予定

調整中

凸版印刷(株) やるKey体験会
「やるKey」とは児童一人ひとりの習熟度に合わせ、基礎・基本を効率的に学ぶことを可能に
したアダプティブ型デジタル教材です。学びの個別最適化を「やるKey」の算数を使って体感し、
今後の教育の形や、授業での活用のイメージを広げるお手伝いができればと思います。
体験会開始時間 12:00/13:00/14:00/15:00/※各回40分程度、先着20名
■やるKey：https://www.yarukey.jp/

調整中

Microsoft Microsoft 365 Education x Surface を活用した『働き方・学び方改革』体験会
教育クラウド時代を先取りした、マイクロソフトならではのTeams、Surfaceを主体にした協働
的で、創造的な学び方・働き方をいち早く体験しましょう！
（各回 45分・先着20名）セッション開始時間 12:00/13:00/14:00/15:00

調整中

Life is Tech! 中学・高校の授業向けプログラミング教材MOZER（マザー）の体験授業
中学・高校の授業でインターネットとパソコンがあれば今すぐ簡単に、webサイトを作るプログラ
ミングを楽しく学べる教材の体験。ディズニーがおくる世界初の中高生向けプログラミング教材
「テクノロジア魔法学校」でもMOZERは採用され、全国での利用が広がっています。

調整中
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タイムテーブル

会場マップ

最寄り駅からの交通アクセス

教室 Ｄ１０１ G004① G004② G005 G007 G102 G103① G103② G104 G101

利用者 事務局 凸版 学研 google Lit MS JTB Z会 COMPASS apple

11:00

準備・移動

12:00

準備・移動

13:00

準備・移動

14:00

準備・移動

15:00

準備・移動

16:00

準備・移動

17:00 懇親会

基調講演

浅野&橘大学長

ー
MusicBlocks

体験会
ー

Mozer

自由体験
体験会 ー ブース展示

QUBENA

体験会
ー

ー

体験会 ー
Google for

Education

体験会

授業紹介

解説
体験会 体験会 ブース展示 ブース展示 体験会

体験会
MusicBlocks

体験会

Google for

Education

体験会

Mozer

自由体験
体験会 体験会

Z会グループの

学校向けEdTech

QUBENA

体験・説明会
体験会

明日の教室

セッション 体験会
MusicBlocks

体験会

Google for

Education

体験会

授業紹介

解説
体験会 体験会

ー
体験会

MusicBlocks

体験会

Google for

Education

体験会

Mozer

自由体験

体験会 ー

Z会グループ

未来の教室実証事

業

ブース展示 体験会

体験会 体験会

メイン鼎談

「未来の先生とは」

ー
MusicBlocks

体験会
ー ー ブース展示 ー ー

Z会グループの

グローバル事業

QUBENA

体験・説明会
体験会

調整中
※確定後改めて更新いたします

京都橘大学 キャンパスマップ

●第2会場（G教室）

●バスロータリー

●第1会場（D教室）

●来場者用駐車場

①【臨時バス】JR・京都市営地下鉄東西線「山科
駅」・京阪京津線「京阪山科駅」より臨時バスを運
行します(当日朝10:00から5分おきに4台）。
山科駅前バスロータリー５番乗り場からご乗車くだ
さい（約20分、220円）。

②【タクシー】上記山科駅前ロータリーより、タク
シーもご利用いただけます（約15分、1500円程度）

③【お車】お車でお越しの方は、左記キャンパス
マップの第２駐車場をご利用ください。

④【徒歩】京都市営地下鉄東西線「椥辻（なぎつ
じ）駅」より徒歩約15分程度です。

⑤【路線バス】 JR・近鉄京都線「京都駅」 、JR・
京都市営地下鉄東西線「山科駅」・京阪京津線「京
阪山科駅」より、路線バス(京阪バス）もご利用いた
だけます。※京都駅からは最寄りのバス停「大宅中
学校＜京都橘大学下＞」より徒歩約5分。※山科駅か
らは本学直通。但し、土曜ダイヤにつき便数僅少。
※丹波橋駅や六地蔵駅からの便は土曜運休。

※紅葉シーズンにつき、各所よりお越しの際には交
通状況にご注意ください。
※上記④⑤の詳細および広域路線図などは、京都橘
大学HPをご参照ください。
https://www.tachibana-
u.ac.jp/about/campus/access.html

https://www.tachibana-u.ac.jp/about/campus/access.html

