
 
 

 
この度、E.FORUM では、学内基金（GAPファンド）を獲得し、連続研究会「学校教育におけ

る ICT 活用」を開催することになりました（Zoomによるオンラインライブ配信です）。これから
ICT 活用を進めようと考えておられる先生方にお役に立つような知見を整理・発信していきたい
と考えています。第 1 回・第 2 回のプログラムは下記の通り、参加費無料です。学校の先生方、
教育委員会関係者、教員志望の学生の方なら、どなたでもご参加いただけます。お誘いあわせの
上、ご参加ください（参加に当たっては、事前のお申込みをお願いします）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

第 1 回「オンライン授業の初歩の初歩／情報活用能力の体系表例」 

日時：10 月 16 日（金） 19：00～20：30 
 
19:00－19:10 趣旨説明（京都大学大学院教育学研究科・教授 西岡加名恵） 
19:10－19:30 オンライン授業初歩の初歩（京都大学大学院教育学研究科・助教 久富望） 
連続研究会を通して使う Zoom の使い方を中心に、Microsoft Teams, Google Meet 等、 
他のシステムにも対応した説明を行います。 

19:30－20:00 「情報活用能力の体系表例」の検討（久富望） 
文部科学省『学習の基盤となる資質・能力としての情報活用能力の育成』（2020 年）の 
pp.3-4 に、できれば事前にお目通しください。 
https://www.mext.go.jp/content/20201002-mxt_jogai01-100003163_1.pdf   

20:00－20:15 ブレークアウトセッション 
20:15－20:30 全体シェアリングとディスカッション   
司会：京都大学大学院教育学研究科・教授 西岡加名恵 

 

第 2 回「LMS の初歩の初歩 〜 何のためにあるのか？ 

／教育データ利活用をめぐる議論 〜 LMS の次の未来」 

日時：10 月 23 日（金） 19：00～20：30 
 
19:00－19:05 趣旨説明（京都大学大学院教育学研究科・教授 西岡加名恵） 
19:05－19:25 LMS の初歩の初歩〜何のためにあるのか？ 

（京都大学大学院教育学研究科・助教 久富望） 
LMS（学習管理システム）について、教育現場目線から考えます。 

19:25－19:55 教育データ利活用をめぐる議論 〜LMSの次の未来（久富望） 
Society5.0 に伴う大規模教育データの必要性は、なぜ議論され、どのくらい実現し、何が
議論されているのか？教育現場は何を備えるべきか？等々、ご紹介いたします。特に、
学習データの利活用に関する日本学術会議の提言を、教育現場の視点から検討します。 
http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/kohyo-24-t299-1-abstract.html   

19:55－20:10 ブレークアウトセッション 
20:10－20:30 全体シェアリングとディスカッション  
司会：京都大学大学院教育学研究科・教授 西岡加名恵 

 
 

※参加申込は次のサイトからお願いします。https://forms.gle/naD9CWdXi59kVucn6 
参加申込締切：第 1 回研究会 10 月 12 日（月）※先着 270 名様まで 

第 2 回研究会 10 月 19 日（月）※先着 270 名様まで 
お申込みいただいた方には、研究会開催日直前の木曜日までに、Zoom ミーティングの ID・パスコードをメールにてご連絡いたし
ます。E.FORUM 事務局からのメールアドレス（e-forum@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp）から受信可になる設定をお願いいたします。 

 

京都大学大学院教育学研究科教育実践コラボレーション・センター主催 

E.FORUM2020 連続研究会「学校教育における ICT 活用」 



 
 

 
 
この度、E.FORUM では、学内基金（GAPファンド）を獲得し、連続研究会「学校教育におけ

る ICT 活用」を開催することになりました（Zoomによるオンラインライブ配信です）。これから
ICT 活用を進めようと考えておられる先生方にお役に立つような知見を整理・発信していきたい
と考えています。第 3 回・第 4 回のプログラムは下記の通り、参加費無料です。学校の先生方、
教育委員会関係者、教員志望の学生の方なら、どなたでもご参加いただけます。お誘いあわせの
上、ご参加ください（参加に当たっては、事前のお申込みをお願いします）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

第 3 回「オンライン授業からみえてきた 

ICT を活用した学びを深める授業とは」 

日時：10 月 30 日（金） 19：00～20：30 
 
19:00－19:05 趣旨説明・登壇者紹介（京都大学大学院教育学研究科・准教授 石井英真） 
19:05－19:45 「オンライン授業からみえてきた ICT を活用した学びを深める授業とは」 

（京都教育大学附属桃山小学校・教諭 樋口万太郎 先生） 
19:45－20:00 ブレークアウト・セッション 
20:00－20:25 質疑応答、ディスカッション 
20:25－20:30  まとめ   
司会：京都大学大学院教育学研究科・准教授 石井英真 

 

第 4 回「休校期間中の熊本大学教育学部附属中学校での取り組み 

／頭のど真ん中にある判断基準とは何か」 

日時：10 月 31 日（土） 14：00～16：00 
 
14:00－14:05 趣旨説明・登壇者紹介（京都大学大学院教育学研究科・教授 西岡加名恵） 
14:05－14:50 「休校期間中の熊本大学教育学部附属中学校での取り組み」 

（熊本大学教育学部附属中学校・教諭 三浦寿史 先生・小田修平 先生） 
14:50－15:25 「頭のど真ん中にある判断基準とは何か」 

（高松市総合教育センター・指導主事 河田祥司 先生） 
15:25－15:35 ブレークアウト・セッション 
15:40－15:55 質疑応答、ディスカッション 
15:55－16:00 まとめ  
司会：京都大学大学院教育学研究科・教授 西岡加名恵、准教授 石井英真 

※参加申込は次のサイトからお願いします。https://forms.gle/BjYh5Da4oaQNYabcA 
参加申込締切：第 3 回研究会 10 月 26 日（月）※先着 270 名様まで 

第 4 回研究会 10 月 26 日（月）※先着 270 名様まで 
お申込みいただいた方には、研究会開催日直前の木曜日までに、Zoom ミーティングの ID・パスコードをメールにて
ご連絡いたします。E.FORUM 事務局からのメールアドレス（e-forum@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp）から受信可になる
設定をお願いいたします。 
 

京都大学大学院教育学研究科教育実践コラボレーション・センター主催 

E.FORUM2020 連続研究会「学校教育における ICT 活用」 



 
 

 
この度、E.FORUM では、学内基金（GAPファンド）を獲得し、連続研究会「学校教育におけ

る ICT 活用」を開催することになりました（Zoomによるオンラインライブ配信です）。これから
ICT 活用を進めようと考えておられる先生方にお役に立つような知見を整理・発信していきたい
と考えています。第 5 回・第 6 回のプログラムは下記の通り、参加費無料です。学校の先生方、
教育委員会関係者、教員志望の学生の方なら、どなたでもご参加いただけます。お誘いあわせの
上、ご参加ください（参加に当たっては、事前のお申込みをお願いします）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

第５回「学習データ利活用による授業実践例」 

日時：11 月 13 日（金） 19：00～20：30 
 
19:00－19:05 趣旨説明と講師紹介（京都大学大学院教育学研究科・助教 久富望） 
19:05－19:30 デジタル教材配信システム BookRoll の紹介 

（京都大学大学院情報学研究科・博士後期課程 黒宮寛之氏） 
京都大学緒方研究室で開発されているデジタル教材配信システム BookRoll について、 
システムの概要と学習データの活用方法などをお伝えします。 

19:30－19:55 BookRoll を活用した授業実践の流れ 
（京都市立西京高等学校附属中学校・主幹教諭 宮部剛先生） 

BookRoll による学習データ利活用の授業実践例と、継続的に活用して見えてきた課題と 
その対応について紹介します。 

19:55－20:10 ブレークアウトセッション 
20:10－20:30 全体シェアリングとディスカッション 
司会：京都大学大学院教育学研究科・助教 久富望 

 

第６回「GIGA までの歩みとこれからを考える 

――教育のデジタル・トランスフォーメーションの可能性」 

日時：1１月 2１日（土） 14：00～15：30 
 
後援：日本デジタル教科書学会 

14:00－14:05 趣旨説明（京都大学大学院教育学研究科・教授 西岡加名恵） 
       講師紹介（京都大学大学院教育学研究科・助教 久富望） 
14:05－14:45 GIGA までの歩みとこれからを考える 

――教育のデジタル・トランスフォーメーションの可能性 
（日本デジタル教科書学会・副会長 片山敏郎先生） 

14:45－15:00 ブレークアウト・セッション 
15:00－15:25 質疑応答、ディスカッション 
15:25－15:30 まとめ 
司会：京都大学大学院教育学研究科・教授 西岡加名恵、助教 久富望 

 
 

京都大学大学院教育学研究科教育実践コラボレーション・センター主催 

E.FORUM2020 連続研究会「学校教育における ICT 活用」 

※参加申込は次のサイトからお願いします。https://forms.gle/AnEMsRfoSxv6ucJn7 
参加申込締切：第 5 回研究会 11 月 9 日（月） ※先着 270 名様まで 

第 6 回研究会 11 月 16 日（月） ※先着 270名様まで 
お申込みいただいた方には、研究会開催日直前の木曜日までに、Zoom ミーティングの ID・パスコードをメールにて
ご連絡いたします。E.FORUM 事務局からのメールアドレス（e-forum@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp）から受信可になる
設定をお願いいたします。 
 



 
 

 
 
この度、E.FORUM では、学内基金（GAPファンド）を獲得し、連続研究会「学校教育におけ

る ICT 活用」を開催することになりました（Zoomによるオンラインライブ配信です）。これから
ICT 活用を進めようと考えておられる先生方にお役に立つような知見を整理・発信していきたい
と考えています。第 7 回・第 8 回のプログラムは下記の通り、参加費無料です。学校の先生方、
教育委員会関係者、教員志望の学生の方なら、どなたでもご参加いただけます。お誘いあわせの
上、ご参加ください（参加に当たっては、事前のお申込みをお願いします）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

第 7 回「教育の情報化政策の動向と学校における ICT 活用」 

日時：12 月 4 日（金） 19：30～21：00 
 
19:30－19:35 趣旨説明・登壇者紹介（京都大学大学院教育学研究科・准教授 服部憲児） 
19:35－20:15 「教育の情報化政策の動向と学校における ICT活用」 

（大阪大谷大学教育学部・教授 開沼太郎 先生） 
ICT 活用に関わる教育政策の動向と今後の見通し、学校での組織的な取組を進める上での
課題や展望などについてお話しいただきます。 

20:15－20:30 ブレークアウト・セッション 
20:30－20:55 質疑応答、ディスカッション 
20:55－21:00  まとめ   
司会：京都大学大学院教育学研究科・准教授 服部憲児 

 

第 8 回「パフォーマンス評価における ICT の活用」 

日時：12 月 18 日（金） 19：30～21：00 
 
19:30－19:35 趣旨説明・登壇者紹介（京都大学大学院教育学研究科・教授 西岡加名恵） 
19:35－20:15 「パフォーマンス評価における ICT の活用」 

（京都教育大学附属桃山小学校・教諭 長野健吉 先生） 
パフォーマンス課題を実践するにあたって、どのように ICT 活用ができるかについて、 
具体例とともに、基本的な考え方をお話しいただきます。 

20:15－20:30 ブレークアウト・セッション 
20:30－20:55 質疑応答、ディスカッション 
20:55－21:00  まとめ  
司会：京都大学大学院教育学研究科・教授 西岡加名恵 

※参加申込は次のサイトからお願いします。https://forms.gle/Vb4uhU7ZutWKqKwS8 
参加申込締切：第 7 回研究会 11 月 30 日（月）※先着 270 名様まで 

第 8 回研究会 12 月 14 日（月）※先着 270 名様まで 
お申込みいただいた方には、研究会開催日直前の木曜日までに、Zoom ミーティングの ID・パスコードをメールにて
ご連絡いたします。E.FORUM 事務局からのメールアドレス（e-forum@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp）から受信可になる
設定をお願いいたします。 
 
 

京都大学大学院教育学研究科教育実践コラボレーション・センター主催 

E.FORUM2020 連続研究会「学校教育における ICT 活用」 



 
 

E.FORUM では、学内基金（GAP ファンド）を獲得し、連続研究会「学校教育における ICT 活用」
を開催しております（Zoom によるオンラインライブ配信です）。これから ICT 活用を進めようと考え
ておられる先生方にお役に立つような知見を整理・発信していきたいと考えています。第 9 回・第 10 回
のプログラムは下記の通り、参加費無料です。学校の先生方、教育委員会関係者、教員志望の学生の方
なら、どなたでもご参加いただけます。お誘いあわせの上、ご参加ください（参加に当たっては、事前
のお申込みをお願いします）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

第 9 回「授業における ICT 活用とそのための体制づくり」 

日時：1 月 9 日（土） 14：00～16：00 
14:00－14:05 趣旨説明と講師紹介（京都大学大学院教育学研究科・教授 西岡加名恵） 
14:05－14:45 「知的障害特別支援学校の ICTを活用した授業実践」 

（東京都立石神井特別支援学校・指導教諭 海老沢穣 先生） 
子どもたちのアイデアや表現を引き出す ICT 活用について、特別支援学校での授業を例にご紹介します。 

14:45－15:25 「一人１台を実現した公立高等学校での実践」 
（岡山県立林野高等学校・前校長 三浦隆志 先生） 

一人１台を実現し、ICT の利活用を展開・継続する組織作りについて、林野高等学校での実践を例にご紹介
します。 

15:25－15:40 ブレークアウトセッション 
15:40－15:55 質疑応答、ディスカッション 
15:55－16:00 まとめ 
司会：京都大学大学院教育学研究科・教授 西岡加名恵、助教 久富望 
 

 

第 10 回「情報モラル教育のための様々な取り組みのご紹介」 

日時：1 月 23 日（土） 14：00～16：00 
 
14:00－14:05 趣旨説明と講師紹介（京都大学大学院教育学研究科・助教 久富望） 
14:05－14:25 「小学校における大学生による出前授業のご紹介（尼崎市での実践）」 

（一般社団法人ソーシャルメディア研究会 吉田航さん 西村澪さん） 
大学生が作成し尼崎市で実施している啓発授業の紹介などの活動内容を、動画も用いてご紹介します。 

14:25－14:50 「サイバー犯罪対策課の取り組みについて」 
（京都府警察本部生活安全部 サイバー犯罪対策課） 

主に、府内の高等学校・PTA 等に派遣している「ネット安心アドバイザー制度」についてご紹介します。 
14:50－15:20 「ネット・ゲームが青少年にもたらす光と影」 

（神戸大学大学院医学研究科 精神医学分野・教授 曽良一郎 先生） 
青少年のネット・ゲーム使用について光と影、特に依存に関してご紹介します。 

15:20－15:35 ブレークアウトセッション 
15:35－15:55 質疑応答、ディスカッション 
15:55－16:00 まとめ 
司会：京都大学大学院教育学研究科・助教 久富望 

※参加申込は次のサイトからお願いします。https://forms.gle/RPjtK3sj9qRf7Fh77 
参加申込締切：第 9 回研究会   1 月 4 日（月）※先着 270 名様まで 

第 10 回研究会 1 月 18 日（月）※先着 270 名様まで 
お申込みいただいた方には、研究会開催日直前の木曜日までに、Zoom ミーティングの ID・パスコードをメールにて
ご連絡いたします。E.FORUM 事務局からのメールアドレス（e-forum@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp）から受信可になる
設定をお願いいたします。 
 
 

京都大学大学院教育学研究科教育実践コラボレーション・センター主催 

E.FORUM2020 連続研究会「学校教育における ICT 活用」 
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