今年のテーマは『学びのカラフルチョコレート』
どの色を食べてもおいしいカラフルチョコレートのように、たくさんの魅力的な学びを体験
できるワークショップや教材を集めました！
ICT や AI が急速に発展する今とこれからを生き、社会や世界で活躍していくすべての子どもたち
のために必要な新しい教育をつくる１日。
マイクロソフト認定教育イノベーター (MIEE)、MIEE Talks@Admin. 、日本マイクロソフト、
新しい学びを生み出す企業と共に贈る先生のための 1 日だけの体験型教育カンファレンス！

2040 年に生きる子どものための
学びのニューモデル
場所 日時

2019 年 2 月 16 日 ( 土 ) 10:00−16:30 (※9:20 から受付開始 )
日本マイクロソフト品川本社 31F セミナールームなど ( 最寄駅：品川 )

申込み

お申込は
こちら

先着 400 名 参加費：無料 ※各ワークショップ毎に申し込みが必要です
対象：教員、大学・教育関係や ICT 関係の企業に勤める方、大学生
※午前中のワークショップのみ保護者同伴で高校生以下の子どもも参加できます

MIEE Talks@ や企業による！ わ

主 催

マイクロソフト認定教育イノベーター

企 画

MIEE Talks@Admin.

共 催

く わ く ワークショップ！

10:30
ｌ
16:00

31F
30F
30F
30F
B-08 ルーム B-09 ルーム C-13 ルーム D-31 ルーム

30F オープン
セミナー

①10:30-12:00
「マイクロビットで
宝探しをしよう！」

②10:30-12:00 ③10:30-12:00 ④10:30-12:00
「マイクラで音符
「MESH™驚きのプロ 「ソーシャル＆エモー
ショナルラーニング
ブロックを使って
グラミングボードを
Fripgrid で学ぼう！」
作曲をしよう！」
使った未来の
授業体験」
MIEE Talks@
MIEE Talks@
島津理化

⑥10:30-12:00 ⑦10:30-12:00
「自分で作れる AR 「花火をプログラミング
アプリ 「マチアルキ」
してみよう！」
体験講座」

MIEE Talks@

⑨12:30-16:00 ⑩12:30-14:00 ⑪12:30-14:00
書かずに覚える！
「授業支援システム
「段ボールで作る
新スタイルのミチムラ プログラミング教材 schoolTakt を使った
式漢字学習法セミナー embot で学ぼう！」 未来の学びを一緒に
デザインします！」
NTTdocomo
MIEE Talks@＆
コードタクト
＆MIEE Talks@
しくみデザイン 書かせて覚えさせる
漢字指導から多くの子
⑯14:30-16:00 ⑰14:30-16:00
⑮14:30-16:00 どもたちが学びたく
「ボール型ロボット
「英会話ロボット ・
なる漢字学習へ
講演会
Sphero を使った
チャッピーのレッスン
※2 コマ続きのワーク
2040 年に社会や
プログラミング！」 授業！生徒が主役！」
世界で活躍する子ども ショップとなります。
たちに必要な教育とは
MIEE Talks@
CAI メディア
かんじクラウド
鵜飼佑 氏
⑧12:30-14:00
「Switch! 驚きの
仕掛けを作る !」

「読み書きが苦手でも
大丈夫！自分にあった
学び方を見つけよう」

イースト
＆MIEE Talks@

東京書籍

⑫12:30-14:00

⑬12:30-14:00

30F
C-19 ルーム

プロスタキッズ

⑭12:30-14:00
「ボーカロイド教育版を
「ICT 女子会
「紙に回路が作成できる
用いたプログラミング的 ICT 業界で活躍する
電導ペンと知育キットで
思考の醸成方法紹介」 女性だけの Tech 茶会」 回路の知識と想像力を
お菓子と飲み物付き！
養おう！」
ヤマハ
MIEE Talks@
日祥
⑱14:30-16:00
「パワーポイントで
子どもが使える
教材を作ろう！」

⑲14:30-16:00
「英語授業での ICT
活用実践紹介
先進校での取り組み」

⑳14:30-16:00
「インタラクティブ
地球儀スフィアで
地球を学ぼう！」

MIEE Talks@

MIEE Talks@

国際船業

明日からの実践につながる！実践者と企業コネクト展示

31F

セミナ

ールー

NPO 法人 NEXTDAY

協 力
チラシデザイン・イラスト提供

31F セミナー
ルーム B

⑤10:30-12:00

株式会社バザール

ムC

Atelier Funipo

先生や教育関係者のための特別企画が満載！

15:00
ｌ
16:30

講演『２０４０年に社会や世界で活躍する子どもたちの育成と教育とは』
教育版マインクラフトの開発や大ヒット英語アプリの開発に携わるだけでなく、
世界で活躍する子どもたちを育成する『一般社団法人未踏ジュニア』代表を
務める鵜飼氏と共に、これからの時代を生き抜き、世界で活躍する子どもたち
を育成するために必要な教育について考えてみませんか？講演会後半には、
プログラミング教育の第一人者の安藤氏とプロのマインクラフターの
タツナミ氏とのパネルディスカッションも開催！

鵜飼佑 氏 ( 未踏ジュニア代表 )

限定６０名 ※講演会の参加には事前にチケット申し込みが必要です。

『ICT 業界で活躍する女性のための
女子会を開催』
お茶会をしながらお互いの取り組みを共有し
合いましょう！参加には事前申し込みが必要です

懇親会

＆

マイクロソフト認定教育イノベーター
による実践紹介マラソン！を開催

10:30 〜 16:30 まで 30 分毎にイノベーター
による実践発表会を開催！ 30F ラウンジに集合！

豪華 ICT 教材抽選会

を開催！

16:30
ｌ

18;00

Surface Go や Micro:bit などのプログラミング教材が当たる抽選会を開催！来場者 ( 教員及び教育
関係者 ) に 1 人 1 枚、マイクロソフト認定教育イノベーターからの招待者は 2 枚抽選券を配布予定！

・D

10:30
ｌ
17:30
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