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Prof. David John Messerʼs keynote speech about the
use of digital technology in educational contexts.

2019.09.17 イベント

イベントタイトル（Event title）

The Potential Of Digital Media Use In Early Childhood Education:
How is technology changing activities and learning in early childhood education?
（邦題：幼児教育におけるデジタルメディアの活⽤可能性を探る）

⽇時（Date）

2019年10⽉7⽇ (October 7th, 2019) AM 9:30~12:00

場所（Place）

教育学部２階 第１会議室 (Conference room 1, 2nd floor in Department of Education)

登壇者（Speekers）

David John Messer, Ph.D. 
Emeritus Professor of Child Development and Learning, Open University（UK）
Heʼll talk about the use of digital technology in educational contexts.
This would concern an app his research group has developed which allows young
children to create digital picture books with text or sound (Our Story), plus research
about this app with nursery school children and children with complex needs; the
evaluation of a PC based tutorial system to help children with literacy difficulties
(including dyslexia); and a recent project which looks at using a computer based barrier
task to help children with pragmatic communication difficulties.

Yukari Hotta（堀⽥由加⾥）
Doctoral student in the Graduate school of education, the University of Tokyo.
She will talk about childrenʼs creative expression during digital drawing activities.

Tomomi Sato（佐藤朝美）
Doctoral student in the Graduate School of Interdisciplinary Information Studies, the
University of Tokyo, and Senior Lecturer of Aichi Shukutoku University.
She will talk about her research about fostering childrenʼs narrative with technology.
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定員（Capacity）

30名（30 people）

その他（Other information）

使⽤⾔語：英語のみ、通訳なし（English only, no translation available.）

⼤学院S2ターム講義「保育学研究（担当：秋⽥喜代美教授）」との合同セッションになりま
す。

連絡先（Contact）

⾼橋翠（Midori TAKAHASHI）midorit@p.u-tokyo.ac.jp

申込⽅法（Application）

ページ下部のお申し込みフォームよりご登録の上、会場にお越しください。
Please fill out the application form below.

上記の内容で申し込む / Register

 

お名前/Name 必須 お⼀⼈ずつご⼊⼒ください

ふりがな（ひらがな）/
Name in kana

必須
お⼀⼈ずつご⼊⼒ください

ご所属/Affiliation 必須 ○○○⼤学

ご職業等/Occupation 必須  保育・幼児教育施設関係者/ECEC Staff
 ⾃治体関係者/ National/Local Government Official
 ⼤学教職員・研究者/Researcher  学⽣/Student
 会社員/Office worker  その他/Others

その他を選択した⽅は⼊⼒してください

メールアドレス/
E-mail address

必須
xxxxx@example.com

メールアドレス（確認⽤）/
E-mail address
(for confirmation)

必須
xxxxx@example.com

当センター（シンポジウム）を
どちらでお知りになりました
か？/ How did you find out
this symposium?

必須  センターホームページ/Cedep website
 センターからのメール案内/Email from Cedep
 その他/Others

その他を選択した⽅は⼊⼒してください

東京⼤学⼤学院教育学研究科附属 発達保育実践政策学センター
〒113-0033 東京都⽂京区本郷7-3-1 教育学研究科内
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