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本日の内容

１．最近のICT国際交流授業の紹介

２．今年度のICT国際交流授業の紹介
福武教育文化振興財団助成事業
『ＩＣＴを活用した遠隔サイエンスショーでみんな科学が好きになる』

３．OICTメンバーへのお願い
来年度のICT遠隔授業に向けて



梶田 康生 （かじた やすお）

岡山県倉敷市出身 42歳

【経歴】

岡山県倉敷市産まれ倉敷市育ち 1997年岡山大学経済学部卒業

1997年4月～ 日本IBM 16年 SAS 1年 お客様担当営業およびマネージャー

2014年7月 故郷の岡山に戻りコンサルタントとして独立。

並行して、世界３０ヶ国の学校や団体を結んだWEB会議システムを活用し、

岡山の子供たちと世界の子供たちの交流の場を提供。

2015年9月 その活動が岡山県に認められ、県の事業『ICT岡山熱血リーダー』に選出。活動を本格化。

【現職・活動】

AG&P社顧問 中小企業庁登録専門家（IT・経営） 岡山県選定『ＩＣＴ岡山熱血リーダー（平成27年度）』

岡山県主催『ビジネスプランコンテストおかやま２０１６』ファイナリスト

【資格】

日本経営品質協議会認定セルフアセッサー （2003～）

自己紹介
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【ICT国際交流授業】
ICTの向こうに
世界中の子供達が待っています。



2016クリスマスコンサート参加国とパフォーマンス

イギリス

ベラルーシ

フィリピン

日本（岡山）
三鈴学園
ノートルダム清心女子大学筝曲部

インドネシア(音声のみ）

５ヶ国合唱
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【最近の国際交流授業】
モルディブ ブラジル ルワンダ オーストラリア ネパール
太鼓 琴 書道 桜 日本語 英語
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【次回予告】
2017年7月11日実施予定
ペルーの子供達への遠隔サイエンスショー

インターネット インターネット

科学館サイピア

WEB会議システム

ペルー国立
「ムツミ・イシツカ」
プラネタリウム

『ＩＣＴを活用した遠隔サイエンスショーでみんな科学が好きになる』 第一弾
岡山の人と科学の出会いの場“人と科学の未来館サイピア”の人気メニュー
“サイエンスショー 水と遊ぼう”をWEB会議越しにペルーの子供達に。

JICA

I.E. N° 1221 "María Parado de Bellido" 
1221番マリア・パラド・デ・べジード校
5年生25名
JICAペルー

サイピア職員
岡山理科大学科学ボランティア
岡山大学教育学部院生
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実施スケジュール(6/30現在)
ペルー 離島・山間部 （途上国）

【事前準備（ICT）】
・メイン会場（サイピア）の
世界30ヶ国ICTネットワーク
への接続
・ペルーとのテストと遠隔打合せ

2017 1-3 2017 4-6 2017 7-9 2017 10-12 

【事前準備（プログラム）】
・遠隔交流用科学プログラムの
検討と決定 【ペルーへの遠隔授業】

・日程調整
・児童募集（ペルー）
・本番実施

【ペルーとの遠隔交流】
・日程調整
・児童募集
（ペルー・岡山）
・本番実施

【離島・山間部小学校への遠隔授業】
・日程調整
・本番実施

【途上国（JICA岡山）への遠隔授業】
・日程調整
・本番実施

【事前準備（ICT）】
・離島・山間部のICTネットワーク接続
・テスト

【事前準備（ICT）】
・参加国決定
・参加国のICTネットワーク接続
・テスト

7/11
開催予定

ペルー

岡山県内
離島・山間部小学校

途上国
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【狙い】
岡山の“人と科学の出会いの場”を
世界の“人と科学の出会いの場”に

岡山の人と科学の出会いの場“人と科学の未来館サイピア”
＋
ICT国際遠隔交流授業インフラとノウハウ
世界３０ヶ国以上のネットワーク
＝
世界の“人と科学の出会いの場”

途上国へ

離島・山間部
の学校へ

日本文化の
世界への発信拠点に

新しい
遠隔コンテンツ

将来計画
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【イメージ図】
ICTで、「みんなが科学をすきになる」を
世界へ！離島・山間部へ！！

インターネット

市役所前Ａ

インターネット

科学館サイピア

WEB会議システム

県内離島・山間部
海外（世界30ヶ国）

サイエンスショーをWEB会議越しに世界中の子供達に。
科学の不思議を、一緒に考え、交流することで、友達に。

【体制 (2017/6】
・国内 岡山県生涯学習センターサイピア 岡山県内学校（小学校３校 高校１校）
・海外 JICA （岡山） 青年海外協力隊（ペルー）
・ICT支援 ICT岡山熱血リーダー
・助成 福武教育文化振興財団 助成事業

JICA
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パナソニック（大阪） 白石小学校（笠岡諸島）

ICT国際交流授業
ノウハウ・ネットワーク・インフラ
（世界30ヶ国 年100回）

【参考事例】
岡山県『ICT岡山熱血リーダー』事業
パナソニック遠隔電池教室 笠岡諸島

NPO

2016年2月
WEB会議システムで
パナソニック（大阪）と笠岡諸島の白石小学校を
結び、理科＋社会の授業を実施。

全校生徒１０名で、電池について学び、
世界に一つの手作り電池を、
完成させました。

9月～11月に笠岡諸島の他の3校でも実現。

http://www.panasonic.com/jp/corporate/ais/energy/study/remote/report/20160226.html
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2015年6月9日 南米ペルーのリマ市アテにある国立ペルー地球物理研究所「ムツミ・
イシツカ」プラネタリウムにおいて、JICA青年海外協力隊員の辻埜太一とパナソニック
株式会社のコラボレ－ションが実現し、『遠隔電池教室』が開催されました。

パナソニック（大阪）
ムツミ・イシツカ天文台
（ペルー）

【参考事例】
パナソニック遠隔電池教室 ペルー
JICA連携

ICT国際交流授業
ノウハウ・ネットワーク・インフラ

（世界30ヶ国）
JICA
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2017年2月16日実施
岡山-リマ（ペルー）遠隔打合せ ４拠点
距離16,000km 時差14時間

科学館サイピア

ペルー国立
「ムツミ・イシツカ」
プラネタリウム

＋大阪府河内長野市立教育メディアセンター
＋岡山県立玉野光南高校（iPhone）

JICA
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岡山からペルーに向けて
サイエンスショーを実際に行いながら、
遠隔サイエンスショーに使うプログラムについて、
意見交換。

2017年2月16日実施
岡山-リマ（ペルー）遠隔打合せ

ペルーから
遠隔授業の紹介
例：「パナソニック遠隔電池授業」

「南半球の天文」
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実施スケジュール
２０１８年度に向けて
『プログラミングの面白さを伝える』遠隔授業

【事前準備（ICT）】
・メイン会場（サイピア）の
世界30ヶ国ICTネットワーク
への接続
・ペルーとのテストと遠隔打合せ

2017 1-3 2017 4-6 2017 7-9 2017 10-12 

【事前準備（プログラム）】
・遠隔交流用科学プログラムの
検討と決定 【ペルーへの遠隔授業】

・日程調整
・児童募集（ペルー）
・本番実施

【ペルーとの遠隔交流】
・日程調整
・児童募集
（ペルー・岡山）
・本番実施

【離島・山間部小学校への遠隔授業】
・日程調整
・本番実施

【途上国（JICA岡山）への遠隔授業】
・日程調整
・本番実施

【事前準備（ICT）】
・離島・山間部のICTネットワーク接続
・テスト

【事前準備（ICT）】
・参加国決定
・参加国のICTネットワーク接続
・テスト

7/11
開催予定

【２０１８年度 遠隔授業コンテンツの試行】
・離島・山間部小学校向け
『プログラミングの面白さを伝える』遠隔授業
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【OICTメンバーへのご相談】
小学生が触れるべきプログラミングの授業とは？
情報処理の進路を選ぶ子供を増やすには？

子供達が
「情報処理系の進路・仕事を目指したい」
「そのために理系の科目をがんばりたい」
と思うきっかけになる授業を目指すべき。

前提資料として
岡山大学の情報処理系の現役学生が
・何をきっかけに目指したか？
・いつごろ？
を教えてほしい。

※パナソニック 途上国での知名度向上＝将来の市場
子供達が科学を好きになるきっかけ＝将来の人財

JICA 子供達が青年海外協力隊に興味を持つ＝将来の人財
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【おまけ】
WEB会議のネットワークではありません
ICTを使える熱意のある“人”のネットワークです

現在の技術：視覚・聴覚をデジタル化
⇒会話、歌、踊りなどを世界と共有

技術の進歩：嗅覚・味覚・触覚をデジタル化
⇒日本食の味や香り、四季の香り、
陶器の肌触りなどを世界で共有
ドキドキ（鼓動）を地球の裏側と共有


