一般社団法人 日本教育情報化振興会主催
2019 年度 情報教育対応教員研修全国セミナー

参加
無料

School Innovation セミナー in 山陰 まつえ

次世代教育に向けた
環境整備と体制構築
2019年 8 月7 日㈬

パネルディスカッション
日時

12:30～16:30（12:00受付開始）

放送大学 教授

中川

一史氏
会場

対象
主催
共催
協賛

教育委員会、学校の教員および自治体の職員
一般社団法人日本教育情報化振興会
（JAPET&CEC）

日本教育工学協会
（JAET）

ダイワボウ情報システム株式会社

島根県立産業交流会館

（くにびきメッセ） 1階 小ホール
http://www.kunibikimesse.jp/

後援

文部科学省／総務省／経済産業省

島根県教育委員会

江津市教育委員会

鳥取県教育委員会

松江市教育委員会

安来市教育委員会

米子市教育委員会

出雲市教育委員会

海士町教育委員会

倉吉市教育委員会

セミナープログラム

定員

100 名

※時間、内容などは予告なく変更になる場合があります。

12:00 受付開始

12:30
12:40
12:55
13:55

主催者挨拶

開会挨拶

一般社団法人日本教育情報化振興会（ JAPET&CEC ）

はじめに

プロローグ（趣旨説明） 中川 一史 氏（放送大学 教授）

基調講演

小林 努

氏（文部科学省初等中等教育局 情報教育・外国語教育課情報教育振興室 室長補佐）

※基調講演は遠隔講演になります

休

14:05

憩

小中高一貫したプログラミング教育

テーマ：

パネル
ディス
カッション

発達段階に応じたプログラミング教育と、小中高接続・連携を意識した
プログラミング教育について
コーディネータ

中川 一史

氏（放送大学 教授）

パネリスト

山﨑 孝之
瀬崎 邦博
田中 靖浩

氏（島根県立出雲商業高等学校 教諭）

15:10

氏（島根県安来市立広瀬中学校 教諭）
氏（鳥取県倉吉市立河北小学校 教諭）

休

15:20

憩

教員の負担を減らす手立てと ICT

テーマ：

パネル
ディス
カッション

次世代 ICT を取り入れた将来的な教育現場での環境をビジョンとして、
今からできる働き方改革の在り方について
コーディネータ
パネリスト

16:30

高橋 泰道

氏（島根県立大学 人間文化学部 教授）

石橋 邦彦
中山 隆
久嶋 耕司

氏（島根県江津市立高角小学校 校長）
氏（島根県立隠岐島前高等学校 教育魅力化コーディネーター）
氏（西条市教育委員会 指導部 学校教育課 スマートスクール推進係 CIO 補佐官）

島根県立産業交流会館（くにびきメッセ）

松江城

21

通り
びき
くに

会場のご案内

楽山公園

島根県立産業交流会館
島根県立産業交流会館

〒690-0826 島根県松江市学園南 1 丁目 2 番 1 号

（くにびきメッセ）
（くにびきメッセ）

TEL. 0852-24-1111 FAX.0852-22-9219

JR 松江駅から路線バスにて約 3 分、または徒歩約 10 分

出雲縁結び空港より

空港連絡バスにて JR 松江駅まで約 30 分
JR 松江駅から路線バスにて約 3 分、または徒歩約 10 分

米子鬼太郎空港より

空港連絡バスにて JR 松江駅まで約 45 分
JR 松江駅から路線バスにて約 3 分、または徒歩約 10 分

山陰自動車道松江中央 IC より

JR松江駅

イオン松江
山

9

北へ約５分、約 440 台収容可能な駐車場完備
（3 時間まで無料、以後 5 時間まで 1 時間ごとに 100 円）

http://pr-info.jp/japet_sanin2019/

※FAX でのお申し込みも受け付けております。
『参加申込書』にご記入の上お申し込みください。

申込期限

2019 年7月 31日㈬

お問い合わせ

陰

本

線

桧山トンネル

詳細・お申し込み

宍道湖

松江だん
だん道路

松江駅より

JR 乃木駅

School Innovation セミナー 事務局

山 陰自

動 車道

〒690-0003 島根県松江市朝日町 498-6 松江駅前第一生命ビルディング 3F（ダイワボウ情報システム株式会社 松江支店）

TEL 0852-27-1621 FAX 0852-32-2923

※一般社団法人 日本教育情報化振興会は、本セミナーの協賛企業であるダイワボウ情報システム株式会社にセミナー事務局を委託しています。

松江 JCT

School Innovation セミナー 事務局 宛て
一般社団法人 日本教育情報化振興会主催 2019 年度 情報教育対応教員研修全国セミナー

School Innovation セミナー in 山陰 まつえ

次世代教育に向けた環境整備と体制構築
参 加 申 込 書

申込
FAX 番号

日時

0852-32-2923

プログラム 定員 100 名

主催者挨拶

12:40 ～ 12:55

はじめに

プロローグ（趣旨説明）

12:55 ～ 13:55

基調講演

文部科学省

13:55 ～ 14:05
14:05 ～ 15:10

休
パネルディスカッション

休
パネルディスカッション

7 31日㈬

2019 年 月

憩

小中高一貫したプログラミング教育

15:10 ～ 15:20
15:20 ～ 16:30

http://pr-info.jp/japet_sanin2019/

開会挨拶

12:30 ～ 12:40

2019 年 8 月 7 日㈬

▼ Webでの申し込みはこちらにアクセス

申込期限

※時間、内容などは予告なく変更になる場合があります。

参加
無料

憩

教員の負担を減らす手立てと ICT

■ 個人情報の取り扱いについてのご案内をご確認、ご同意の上ご記入ください。
下記、記入欄にご記入いただくことによりご同意いただいたものとして扱わせていただきます。
お名前：

お名前フリガナ：

メールアドレス：
団体名／学校名：

電話番号：
役職：

所属部署またはご担当教科：
住所 ：〒

所属団体・
区分：

本イベントを
知った
きっかけ：

□
□
□
□
□

教育委員会職員
官公庁・地方自治体職員

DM 等チラシを見て
取引先からの案内で（

□

教育委員会からの案内で

□
□

小学校教職員
その他（

□

中学校教職員

□

JAPET&CEC ホームページを見て

□

他 Web サイト、SNS 等からの情報で

DIS

□

その他取引先名：

セミナー参加申込者の個人情報の取り扱いについてのご案内
一般社団法人日本教育情報化振興会は、本セミナーの開催にあたり、ダイワボウ情報システム株式会社に開催の協力及び事務
局業務を委託しております。個人情報について、その取り扱いを含め、ダイワボウ情報システム株式会社グループ（以下、DIS
グループ）が定める「個人情報保護方針」
「個人情報保護方針ポリシー」に従い、厳重に管理いたします。
DIS グループ 個人情報の取り扱い http://www.pc-daiwabo.co.jp/privacy.html
一般社団法人日本教育情報化振興会はセミナー参加申込者の個人情報は、以下の利用目的のために使用いたします。
・本セミナーに関するお問い合わせに対する回答
・本セミナー受講についての連絡、通知
・今後開催する一般社団法人日本教育情報化振興会からのセミナー等イベントについてのお知らせ
個人情報の取扱について同意いただけない場合は、登録することができません。内容をご確認、ご同意の上、お申し込みをお
願いいたします。
一般社団法人 日本教育情報化振興会 個人情報保護のための基本方針 http://www.japet.or.jp/About/kojin/

□

高等学校教職員

□

大学教職員

□

DIS ホームページを見て

□

その他（

）

）
）

ご登録が完了するとご記入いただいたメールアドレス宛にご登録完了のメールをお送りします。
ご登録完了メールが受講票となります。印刷して当日会場へお持ちください。

School Innovation セミナー 事務局

〒690-0003 島根県松江市朝日町 498-6 松江駅前第一生命ビルディング 3F
（ダイワボウ情報システム株式会社 松江支店）

TEL 0852-27-1621 FAX 0852-32-2923

※一般社団法人 日本教育情報化振興会は、本セミナーの協賛企業であるダイワボウ情報システム株式会社
にセミナー事務局を委託しています。

個 人情 報 の取り扱いについて
個人情報保護方針

12:30
12:40

ダイワボウ情報システム株式会社（以下「当社」とい

います）は、お客様のお名前、ご住所、電話番号、E メー

上記内容についてのご意見、ご質問がございましたら

お問い合わせ窓口

お問い合わせ窓口までご連絡くださいますようお願いい

ルアドレスのような個人を特定できる情報（以下「個人

たします。

ことが当社の社会的責任と考えています。

合には、それぞれの担当窓口にお願いいたします。窓

護ポリシー」を定め、役員を含む全社員はこのポリシー

問い合わせください。

情報」といいます）をプライバシーと認識し、保護する

お客様がご自身の個人情報について確認されたい場

これを確実に実践していくために下記の「個人情報保

口が設置されていない場合はお問い合わせ窓口までお

に従い個人情報の適切な取り扱い、管理に努めます。

お問い合わせ窓口：

個人情報保護ポリシーについてのご意見、ご質問があ

12:55

りましたらお問い合わせ窓口にてご連絡をお願いします。

https://contact.pc-daiwabo.co.jp/form.html?id=1

個人情報保護ポリシー

1 当社は、お客様の個人情報を取り扱う部門毎に管理

内容を提示いただきます。ご本人確認の詳細につきまし

13:55

2 当社は、お客様に個人情報の提供をお願いする場

14:05

その際、ご本人確認をさせていただくため、下記の

責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。

ては、お問い合わせいただいた際にご連絡させていた
だきますので、ご協力願います。

合は、その収集目的、当社がお客様の個人情報を
提供する第三者の範囲、お客様に対する当社の対

提示いただく内容

応窓口などを通知します。

▪ お名前

3 当社は、お客様よりご提供いただいた個人情報を適

▪ご住所

切に管理し、お客様の承諾を得た会社以外の第三

▪ 電話番号・FAX 番号

者に提供、開示等一切いたしません。

▪ e-mail アドレス

4 当社が、お客様の承諾に基づきご提供いただいた

▪ お問い合わせ内容（開示、第三者提供の停止など）

個人情報を第三者に提供する場合は、お客様の個

▪ お客様の個人情報を提供いただいた経緯

人情報を漏洩や再提供等がないよう、契約時より義

（セミナー、修理依頼など）

務付け、適切な管理を実施させます。

▪ 上記内容を確認するためのご本人確認書類

5 当社は、お客様が提供された個人情報の確認、訂

15:10
15:20
お客様の個人情報の
利用目的について

（次のうちのいずれかで氏名と現住所を確認できるもの）

正などを希望される場合は、合理的な範囲で対応

住民票の写し、運転免許証のコピー、健康保険証

いたします。当社対応窓口までお申し出下さい。

のコピー、パスポートのコピー

6 当社は、当社が保有するお客様の個人情報に関して

適用される日本の法令、その他規範を遵守するとと

もに、本ポリシーの内容を継続的に見直し、改善し
ていきます。

「個人情報の取り扱い
について」の改定

当社は、日本国における法令等の変更に合わせるた

め、またはお客様情報の保護をより確かなものとするた

め、本サイト「個人情報の取り扱いについて」を改定さ
せていただくことがございます。定期的に本サイトのご

当社は、ご提供いただいた個人情報につきましては、

確認をしていただきますようお願いいたします。

下記の目的の範囲内で取り扱いさせていただきます。

1 お客様との売買契約、保守契約および業務委託契
約などの各種契約の履行のため

15:20

2 当社の取扱商品または当社が提供するサポート、
サービスの品質向上、充実のため

個人情報を共同利用するグループ会社

3 当社が主催するセミナー、当社の取扱商品、当社が

提供するサポート、サービスまたは情報技術に関す

るご案内をお客様へ送付するため

4 お客様へ販売した取扱商品のサポート、メンテナン
スを実施させて頂くため

5 お客様へ新たな取扱商品や各種キャンペーンのご案
内を送付するため

社

名

ダイワボウ情報システム
株式会社

（1） パソコンを中心とした OA 機器の販売

（2） 情報処理システム・通信システムの開発と販売

6 上記の他当社の営業に関する行為に利用するため

なお、当社は、お客様との各種契約が解除された後も、

本利用目的の実施に必要な範囲内で個人情報を利用す

る場合があります。

第三者への

情報提供について

当社は、ご提供いただいた個人情報につきましては、

以下の場合に限り、上記利用目的を達成するためお客
様の同意を得ずに第三者へ提供させていただく場合が

ございます。

1 当社グループ会社との共同利用

お客様の個人情報を、当社の個人情報保護ポリシー

に従い、利用目的を上記の内容に限定したうえで、

こちらの当社グループ会社内にて共同利用させてい

ただく場合がございます。共同して利用するお客様

の個人情報の項目は、当社として保有しているお客

様の全ての個人情報です。上記会社間での共同利
用に際して、お客様の個人情報の管理、運用につ
いての責任者は弊社となります。

2 社外への業務委託のための利用

お客様の個人情報を、上記利用目的の範囲内で、

宅配便業者などの業務委託先へ預託・提供等する
場合がございます。

3 法令等に基づく利用

法令等に基づき、裁判所・警察機関などの公的機
関から開示の要請があったとき、当該公的機関に提
供する場合がございます。

ディーアイエス

サービス＆サポート

倉庫業及びパソコン等の導入・運用・障害復旧支援に
関する事業

株式会社

ディーアイエス

ソリューション株式会社

（1） ネットワーク構築事業
（2） システム開発事業

（3） ソフトウェア開発事業

（4） インフラ設計施工事業
（5） 保守・運用事業
（6） 電気通信事業

