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いつもの教室や PC 教室を LIVE 配信スタジオ化するエルモ LIVE 配信スタジオ in 関西教育 ICT 展 
出展のお知らせ 

関西教育 ICT展出展のお知らせ 

2020 年 10 月 29 日から 30 日まで開催  

テクノホライゾングループ（JASDAQ：証券コード 6629）の株式会社エルモ社（本社：名古屋市南区塩

屋町 1-3-4 代表取締役社長：浅野真司）は、2020 年 10 月 29 日(木)から 30 日(金)までの 2 日間、

西日本最大級の教育 ICT 展示会である第 5 回関西教育 ICT 展に出展いたします。 

展示ブースでは、いつもの教室や PC 教室を LIVE 配信スタジオ化する特設の「エルモ LIVE 配信ス

タジオ in関西教育 ICT展」を withコロナ時代に求められるオンラインとリアルのハイブリッド授業提案

ステージとして展示いたします。 
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スタジオ内登壇者席 

全体ブースデザインイメージ 

スタジオ内運営者席 



 

新型コロナウイルス感染症の影響は文教市場にも大きな影響を及ぼし、臨時休校による授業のオ

ンライン化が模索され、様々な取り組みが実施されています。 

学校が再開された現在も、ソーシャルディスタンスの確保、マスクの着用、学校内の消毒といった

感染症対策を徹底した上での授業が実施されています。 

文部科学省が 4 月に実施した「新型コロナウイルス感染症対策のための学校の臨時休業に関連

した公立学校における学習指導等の取組状況について」のアンケート内にて「教科書や紙の教材を

活用した家庭学習」を実施した学校は 100%でしたが、同時双方向型のオンライン指導を通じた家庭

学習を実施した学校は 5%にとどまっています。 

また、弊社にも用途や環境に合わせたオンライン授業の取り組み方法に関するご相談やお問い合

わせをいただいております。 

エルモ社では書画カメラと遠隔会議ツール”Zoom”を活用したオンライン授業パッケージやオンライ

ン授業における実物投影機の活用事例ページをリリースし、オンライン授業に取り組む教育関係者

の方々へのサポートを行ってまいりました。 

新しい提案の一つとして先生方の舞台である教室をスタジオ化し、授業の様子を配信する「エルモ

LIVE 配信スタジオ」を関西教育 ICT 展に出展いたします。展示会場ではスタジオ内をご案内するスタ

ジオツアーも実施し、実際に登壇者や運営者の視点を含めた実演をご覧いただくことができます。 

みなさまのご来場を心よりお待ちしております。 

 
※出典：文部科学省「新型コロナウイルス感染症対策のための学校の臨時休業に関連した公立学校における学習指

導等の取組状況について」 

https://www.mext.go.jp/content/20200421-mxt_kouhou01-000006590_1.pdf 

 

【 関西教育 ICT 展 エルモブース見どころ】 

１）いつもの教室や PC 教室を LIVE 配信スタジオ化 

エルモ LIVE配信スタジオは教室内にある書画カメラ(実物投影機)や電子黒板を活用した特設ス

タジオです。遠隔会議ツールの機能である資料共有だけでなく、先生の姿を含めたアングルでの

映像との切り替えも可能になり、資料を見せるシーン、実物を見せるシーン、先生の説明を見せ

るシーンを切り替えながら配信するため、より LIVE 感の伝わる構成となっております。 

 

ウェビナー上では、スライド（パソコン上の資料）や実機デモを切り替えながら「先生が教える」伝

わりやすさを生かした構成にてご覧いただけます。 

 

 

 

 

 

     PC 画面で資料を見せるシーン        登壇者含めて実物を見せるシーン 

 

２） やりたいことに応じたオンライン授業へのエルモからの提案 

書画カメラや授業支援ソフト xSync Classroom を活用した簡単にできる授業動画作成方法のご

紹介をいたします。双方向型のオンライン指導への提案として、漢字の書き順を実際に先生が

書きながら教えるシーンや理科の授業で機器の部分を拡大しながら説明するシーンなどで手元

を映したり、伝えたいポイントを拡大できたりする書画カメラ活用のメリットを生かした「書画カメラ

+Zoom パッケージ」を体験できるコーナーも展示いたします。 

切替 

https://www.mext.go.jp/content/20200421-mxt_kouhou01-000006590_1.pdf


電子黒板と授業支援システム 書画カメラ（実物投影機） CVAS PROGless 

 

 

 

 

 

 

 

 

３） GIGA スクール構想、プログラミング学習、大学向け分散授業提案 

エルモブース内ではオンライン授業だけではなく、GIGA スクール構想、プログラミング学習、大学

向け分散授業に関するご提案・展示もいたします。 

GIGA スクール構想への提案では、整備が進む一人一台タブレットの授業での活用に焦点化し

た電子黒板、授業支援ソフト、書画カメラの活用や実演デモを行います。また、アナログとデジタ

ルの橋渡しとなるプログラミング学習ソフト Scottie Goの提案、大学向け分散授業では感染症対

策のために教室を分けたり、広い講義室内で距離を保ったりする授業の実践を実施いたしま

す。 

また、複数の設備機材の電源コントロールや統合型リモコンとしてリリースした新製品「CVAS 

PROGless」(シーバスプログレス)も出展いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

会場では実際に機器に触れて使い勝手をお試しいただければと存じます。 

 

４） エルモ LIVE スタジオから毎日セミナー配信&オンラインからの参加可能 

エルモブースでは外部講師の先生をお招きしたセミナーを開催いたします。 

Zoom を使った LIVE 配信も実施いたしますので、ご興味のある方はぜひオンラインセミナーにご

参加ください。 

 

【 外部講師セミナースケジュール 】 

最新のセミナースケジュールについては弊社ウェブサイトにてご確認ください。 

https://www.elmo.co.jp/news/events.html 

10月 29日（木） 11：00 ～ 11：30 

奈良県立教育研究所 教育情報化推進部 事業推進係 指導

主事 鹿島 慎一  

奈良市教育委員会事務局 教育部 学校教育課 情報教育係 

係長 谷 正友 

「県域で描く、奈良の GIGAスクール構想」 

～県域共同調達による ICT環境整備からその運用と実践まで～ 

https://www.elmo.co.jp/news/events.html


12：00 ～ 12：30 

東京学芸大学教育学部 

准教授 高橋 純 

「主体的・対話的で深い学びの実現に向けたこれからの ICT活用」 

14：00 ～ 14：30 

青山学院初等部 

情報主任 井村 裕 

「意外と簡単！GIGAスクール時代の 1人 1台活用」 

～ついに実現！タブレットを文房具の１つに～ 

15：00 ～ 15：30 

いなべ市教育委員会 教育研究所 

所長補佐 兼 指導主事 安藤 正一郎 

「子どもたちの深い学びを支える 

一人一台タブレット時代の整備と活用」 

10月 30日（金） 

10：10 ～ 10：40 

春日井市立高森台中学校 

 校長 水谷 年孝 

「深く学ぶ子供を育む日常授業と ICT活用」 

― 春日井市での取り組みから ― 

11：00 ～ 11：30 

東北大学大学院情報科学研究科 

教授 堀田 龍也 

「教育の情報化に向けた、今できる事とこれから必要な事」 

14：00 ～ 14：30 

信州大学学術研究院教育学系 

助教 佐藤 和紀 

「With コロナ時代、初めてのオンライン学習」 
※セミナー内容と開催日時は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。 

【外部講師セミナーお申し込み方法 】 

令和 2年 10月 28日（水）18：00までに、下記お申し込み URLよりお申し込みお願いいたします。 

□ご参加希望セミナー名(複数選択可) 

□法人名・学校名・ご所属名 

□お申し込み者お名前 

□ご連絡先メールアドレス 

お申し込み先：https://forms.gle/bGqs3D73YyUz3Wi19 

※Google フォームへリンクします。 

※先着順のため予定数に達した場合は、その時点で締め切りとなります。 

※参加費：無料 

【 第 5 回 関西教育 ICT 展 概要 】 

◆名称 ： 第 5 回 関西教育 ICT 展  https://www.kyouikuict.jp/ 

◆会期 ： 2020 年 10 月 29 日（木）～30 日（金） 10：00～17：00 

◆会場 ： インテックス大阪 6 号館 C ゾーン 

◆場所 ： 小間番号 1002 

◆出展内容： 電子黒板および実物投影機他 ICT 機器の展示、体験 

◆主催 ： 一般社団法人日本教育情報化振興会、一般財団法人大阪国際経済振興センター、 

テレビ大阪株式会社、株式会社テレビ大阪エクスプロ 

 
- ELMOロゴは、㈱エルモ社の登録商標または商標です。 

-その他の名称や製品名は各社の登録商標または商標です。 

-本プレスリリースの内容は発表日現在の情報です。予告なしに変更される可能性がある旨予めご了承ください。 

 

【この件に関するお問合せ先】   株式会社エルモ社 営業推進部 営業推進課 

住所：愛知県名古屋市南区塩屋町 1-3-4 

e-mail：ict@elmo.co.jp  URL：https://www.elmo.co.jp/news/events.html 
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