
13:00 〜 14:30 13:00 〜 14:006月2日（木） 6月3日（金）

国際教養大学 理事長・学長

鈴木 典比古 氏
法政大学 総長

田中 優子 氏

大学のグローバル化と
ローカルからの挑戦
〜国際教養大学の場合〜

これからの社会と大学の役割
〜自由を生き抜く実践知〜

大学改革

H03

大学改革

H01

大学経営

H09

基 調 講 演

10:00 〜 11:30 10:00 〜 11:306月2日（木） 6月3日（金）

文部科学省 審議官（高等教育局担当）  

義本 博司 氏

文部科学大臣補佐官
東京大学 教授、慶應義塾大学 教授

鈴木 寛 氏

筑波大学附属小学校

高等教育改革の展開 教育改革の本質を考える
〜何故、入試改革、アクティブ・ラーニングが必要なのか〜

教育改革

H07

特 別 講 演

10:00 〜 11:306月4日（土）
新しい学習指導要領で期待される
学力と教育の情報化への期待
東北大学大学院 情報科学研究科人間社会情報科学専攻 教授

堀田 龍也 氏

H13

教育の情報化

15:40 〜 17:106月3日（金）
教育の質的転換を図る教育改革
〜高大接続改革の実現と新しい学びのかたち〜
日本学術振興会 理事長、文部科学省 顧問

安西 祐一郎 氏

札幌サテライト事務局 株式会社内田洋行�北海道支店�内�（担当：中川） TEL：011-214-8630  FAX：011-214-8634

New Education Expo 実行委員会事務局

TE L：03-5634-6397 E-Mail：expo@uchida.co.jp
株式会社内田洋行�教育総合研究所�内�

ww w.facebook.com/NewEducationExpo
公式 facebook更新中！

教育改革

H11

受付開始 9:30〜

6/2(木 )・3 (金)・4 (土)
ユビキタス協創広場 U-cala（ユーカラ）
北海道札幌市中央区北1条東4丁目1-1 
サッポロファクトリー１条館１Ｆ 株式会社内田洋行 内

教育関係者向けセミナー&展示会「New Education Expo 東京会場」の
一部セミナーを札幌会場にて聴講いただけます。奮ってご参加ください。

サテライトセミナー

札 幌

入場無料
参加対象者 / 学校・教育関係者

P

P

2条館レンガ館

JR札幌病院

国道12号

北3条通

北5条手稲通

ローソンリッチモンド
ホテル札幌駅前

東急百貨店
さっぽろ店

JA
北農ビル

札幌市立
中央中学校

永山
記念
公園

サッポロ
ファクトリー

函館本線

サッポロファクトリー
1条館1階

国
道
５
号

東
３
丁
目
通

地
下
鉄
・
東
豊
線

さ
っ
ぽ
ろ
駅

札幌駅

※会場の駐車場には限りがございますので、周辺の有料駐車場、公共交通機関をご利用ください。

［  主   催  ］New Education Expo 実行委員会
［  後   援  ］ 北海道教育委員会※、札幌市教育委員会※、一般財団法人 日本視聴覚教育協会

一般財団法人 全国地域情報化推進協会、一般社団法人 日本教育情報化振興会
一般社団法人 日本教材備品協会、一般社団法人 文教施設協会
一般社団法人 大学ICT推進協議会、日本教育工学会※、日本教育工学協会　※申請中

［  特別協賛 ］株式会社内田洋行、富士通株式会社、インテル株式会社、日本マイクロソフト株式会社
　　　　　　 ソフトバンク コマース&サービス株式会社
［   協   力  ］教育ウチダ会、学びの場.com 

大学改革

SEMINAR PROGRAM list セミナープログラム一覧 

教育改革
コード タイトル・日時 講師

H01
特別講演

高等教育改革の展開
2日（木） 10：00〜11：30

文部科学省 審議官（高等教育局担当）
 義本 博司 氏

H03

基調講演
大学のグローバル化と
ローカルからの挑戦
〜国際教養大学の場合〜
2日（木） 13：00〜14：30

国際教養大学 理事長・学長
 鈴木 典比古 氏

大学経営

H09
基調講演

これからの社会と大学の役割
〜自由を生き抜く実践知〜
3日（金） 13：00〜14：00

法政大学 総長 田中 優子 氏

ブランディング

H05
大学のブランディングを考える
〜外から見た大学、中から見た大学〜
2日（木） 15：40〜17：20

リクルート進学総研 所長
リクルート「カレッジマネジメント」 編集長
 小林 浩 氏
聖学院広報センター 所長
学校法人聖学院 評議員 山下 研一 氏

ラーニング・コモンズ

H02
ラーニング・コモンズとは？
〜国内外の事例から考える〜
2日（木） 10：00〜11：40

中部大学 学生教育推進機構コモンズセンター
センター長
生命健康科学部 准教授 伊藤 守弘 氏
青山学院大学 教育人間科学部 准教授
 野末 俊比古 氏

アクティブ・ラーニング

H06
アクティブ・ラーニング
〜主体的な学びを促す学修環境〜
2日（木） 15：40〜17：20

東京工業大学 リベラルアーツ研究教育院 教授 
  中野 民夫 氏
小樽商科大学 商学部 准教授 学長特別補佐

（アクティブ・ラーニング開発およびＡＰ担当）
 大津 晶 氏
 パワープレイス（株）

H08
エビデンスで語る
アクティブ・ラーニング
〜小中高教員調査の結果から〜
3日（金） 10：00〜11：40

東京大学 大学総合教育研究センター
特任研究員   木村 充 氏
東京大学 大学総合教育研究センター
特任研究員   田中 智輝 氏
倉敷市教育委員会 倉敷情報学習センター 館長
  尾島 正敏 氏
 学研教育総合研究所
 内田洋行教育総合研究所

H18

初等中等教育における
アクティブ・ラーニングの
視点による授業改善を考える
〜理論と実践を通じ〜
4日（土） 16：00〜17：20

文部科学省 初等中等教育局 視学官
 田村 学 氏
横浜市立大岡小学校 鈴木 暁範 氏

人材育成

H04

これからの社会に求められる
能力は大学時、高校時等、
どのように育つか？
〜社会人1万人、大学生6.3千人に続く、
高校生1.5千人調査から考える資質と
高大接続〜
2日（木） 13：00〜14：40

明治学院大学 学長特別補佐（戦略担当）
客員教授 伊藤 健二 氏
東海大学 情報教育センター
講師（アクティブラーニング教室設計担当等）
 白澤 秀剛 氏

コード タイトル・日時 講師

H07

特別講演
教育改革の本質を考える
〜何故、入試改革、アクティブ・ラーニング
が必要なのか〜
3日（金） 10：00〜11：30

文部科学大臣補佐官
東京大学 教授、慶應義塾大学 教授
 鈴木 寛 氏

H11

基調講演
教育の質的転換を図る教育改革
〜高大接続改革の実現と新しい学びの
かたち〜
3日（金） 15：40〜17：10

日本学術振興会 理事長
文部科学省 顧問 安西 祐一郎 氏

学校の環境づくり

H12
木材を活用した学校施設づくり
の促進と老朽化校舎への対策
3日（金） 15：40〜17：20

東洋大学 名誉教授 
（株）教育環境研究所 所長 長澤 悟 氏
文部科学省 文教施設企画部
施設助成課長 日向 信和 氏

教育の情報化

H10
となりの自治体何してる？
〜教育の情報化の取り組み事例〜
3日（金） 13：00〜14：40

【コーディネータ】
東北学院大学 教養学部 准教授 稲垣 忠 氏 
佐賀県武雄市 ICT教育監 福田 孝義 氏
大和市教育委員会 教育研究所 所長
 竹中 崇 氏 

H13

特別講演
新しい学習指導要領で期待される
学力と教育の情報化への期待
4日（土） 10：00〜11：30

東北大学大学院
情報科学研究科人間社会情報科学専攻 教授
 堀田 龍也 氏

H15
アクティブ・ラーニングと児童
1人1台の情報端末活用
4日（土） 13：00〜14：40

【コーディネータ】
東京学芸大学 教育学部 准教授 高橋 純 氏
杉並区立高井戸東小学校 佐藤 和紀 氏
川崎市立平小学校 福山 創 氏

H17 教育の情報化の動向
4日（土） 15：40〜17：20

文部科学省 生涯学習政策局 情報教育課長
 磯 寿生 氏
総務省 情報流通行政局
情報通信利用促進課長 御廐 祐司 氏

公開授業

H14

公開授業
教科教育の研究を基盤とした
1人1台タブレット端末の活用

（国語・算数）
4日（土） 10：00〜11：50

【国語】筑波大学附属小学校 青山 由紀 氏
【算数】筑波大学附属小学校 夏坂 哲志 氏

H16
公開授業研究会
教科の観点、ＩＣＴ活用の観点から
公開授業を振り返る
4日（土） 13：00〜14：40

【コーディネータ】
放送大学 教育支援センター 教授   中川 一史 氏
信州大学 教育学部 教授   藤森 裕治 氏
國學院大學栃木短期大學 元教授   正木 孝昌 氏

【授業者（国語）】筑波大学附属小学校
 青山 由紀 氏

【授業者（算数）】筑波大学附属小学校
 夏坂 哲志 氏

［公開授業］ 

10:00 〜 11:506月4日（土）
教科教育の研究を基盤とした
1人1台タブレット端末の活用

（国語・算数）

EXPO2015�公開授業の様子

EXPO2015�サテライトセミナーの様子

H14

公開授業

http：//edu-expo.org/セミナーの参加申込みおよび最新情報は  

▲

5月30日（月）18：00まで申込締切日 

▲

お申し込み内容の確認・変更は[マイページ]よりお願いいたします。[マイページ]へのアクセスには受付時に発行される

7桁のお申し込み番号と4桁のPIN番号が必要になります。

お申し込み内容の確認・
変更について マイページ：http://edu-expo.org/mypage.php

6/2（木）3（金）4（土）東京会場 東京ファッションタウンビル（TFT）
東京都江東区有明 3-4-10

6/17（金）18（土）大阪会場 大阪マーチャンダイズ・マート（ＯＭＭ）
大阪府大阪市中央区大手前1-7-31

ｰ教育関係者向けセミナー＆展示会ｰ

東京・大阪でも開催します！

サテライトセミナー



SEMINAR TIME TABLE セミナータイムテーブル

※学校・教育機関の関係者の方を優先させていただきます。※各セミナーは定員になり次第、締め切らせていただきます。※�セミナーの内容・講師はやむを得ず変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

詳細につきましては をご覧ください。http://edu-expo.org/

10:00 〜 11:40 13:00 〜 14:40 15:40 〜 17:20
コード コード コード

大学改革

H01

10：00〜11：30

特別講演

高等教育改革の展開

大学改革

H03

13：00〜14：30

基調講演

大学のグローバル化とローカルからの挑戦
〜国際教養大学の場合〜

ブランディング

H05

15：40〜17：20

大学のブランディングを考える
〜外から見た大学、中から見た大学〜

文部科学省 審議官（高等教育局担当）    義本 博司 氏 国際教養大学 理事長・学長   鈴木 典比古 氏

リクルート進学総研 所長
リクルート「カレッジマネジメント」 編集長   小林 浩 氏
聖学院広報センター 所長
学校法人聖学院 評議員   山下 研一 氏

ラーニング・
コモンズ

H02

10：00〜11：40

ラーニング・コモンズとは？
〜国内外の事例から考える〜

人材育成

H04

13：00〜14：40

これからの社会に求められる能力は大学時、高校時等、
どのように育つか？
〜社会人1万人、大学生6.3千人に続く、高校生1.5千人調査から考える資質と高大接続〜

アクティブ・
ラーニング

H06

15：40〜17：20

アクティブ・ラーニング
〜主体的な学びを促す学修環境〜

中部大学 学生教育推進機構コモンズセンター センター長
生命健康科学部 准教授   伊藤 守弘 氏
青山学院大学 教育人間科学部 准教授   野末 俊比古 氏

明治学院大学 学長特別補佐（戦略担当） 客員教授   伊藤 健二 氏
東海大学 情報教育センター 講師（アクティブラーニング教室設計担当等）   白澤 秀剛 氏

東京工業大学 リベラルアーツ研究教育院 教授   中野 民夫 氏
小樽商科大学 商学部 准教授
学長特別補佐（アクティブ・ラーニング開発およびＡＰ担当）   大津 晶 氏
 パワープレイス（株）

10:00 〜 11:40 13:00 〜 14:40 15:40 〜 17:20
コード コード コード

教育改革

H07

10：00〜11：30

特別講演

教育改革の本質を考える
〜何故、入試改革、アクティブ・ラーニングが必要なのか〜

大学経営

H09

13：00〜14：00

基調講演

これからの社会と大学の役割
〜自由を生き抜く実践知〜

教育改革

H11

15：40〜17：10

基調講演

教育の質的転換を図る教育改革
〜高大接続改革の実現と新しい学びのかたち〜

文部科学大臣補佐官
東京大学 教授、慶應義塾大学 教授   鈴木 寛 氏 法政大学 総長   田中 優子 氏

日本学術振興会 理事長
文部科学省 顧問   安西 祐一郎 氏

アクティブ・
ラーニング

H08

10：00〜11：40

エビデンスで語るアクティブ・ラーニング
〜小中高教員調査の結果から〜

教育の情報化

H10

13：00〜14：40

となりの自治体何してる？
〜教育の情報化の取り組み事例〜

学校の
環境づくり

H12

15：40〜17：20

木材を活用した学校施設づくりの促進と
老朽化校舎への対策

東京大学 大学総合教育研究センター 特任研究員   木村 充 氏
東京大学 大学総合教育研究センター 特任研究員   田中 智輝 氏
倉敷市教育委員会 倉敷情報学習センター 館長   尾島 正敏 氏
 学研教育総合研究所
 内田洋行教育総合研究所

【コーディネータ】
東北学院大学 教養学部 准教授   稲垣 忠 氏 
佐賀県武雄市 ICT教育監   福田 孝義 氏
大和市教育委員会 教育研究所 所長   竹中 崇 氏 

東洋大学 名誉教授 
（株）教育環境研究所 所長  長澤 悟 氏
文部科学省 文教施設企画部 施設助成課長   日向 信和 氏

10:00 〜 11:50 13:00 〜 14:40 15:40 〜 17:20
コード コード コード

教育の情報化

H13

10：00〜11：30

特別講演

新しい学習指導要領で期待される学力と 
教育の情報化への期待

教育の情報化

H15

13：00〜14：40

アクティブ・ラーニングと児童1人1台の情報端末活用

教育の情報化

H17

15：40〜17：20

教育の情報化の動向

【コーディネータ】 
東京学芸大学 教育学部 准教授   高橋 純 氏
杉並区立高井戸東小学校   佐藤 和紀 氏
川崎市立平小学校   福山 創 氏東北大学大学院 情報科学研究科人間社会情報科学専攻 教授   堀田 龍也 氏

文部科学省 生涯学習政策局 情報教育課長   磯 寿生 氏
総務省 情報流通行政局 情報通信利用促進課長   御厩 祐司 氏

公開授業

H14

10：00〜11：50

公開授業

教科教育の研究を基盤とした 
1人1台タブレット端末の活用（国語・算数）

公開授業

H16

13：00〜14：40

公開授業研究会 
教科の観点、ＩＣＴ活用の観点から公開授業を振り返る

アクティブ・
ラーニング

H18

16：00〜17：20

初等中等教育におけるアクティブ・ラーニングの
視点による授業改善を考える
〜理論と実践を通じ〜

【国語】筑波大学附属小学校   青山 由紀 氏
【算数】筑波大学附属小学校  夏坂 哲志 氏

【コーディネータ】 
放送大学 教育支援センター 教授   中川 一史 氏
信州大学 教育学部 教授   藤森 裕治 氏
國學院大學栃木短期大學 元教授   正木 孝昌 氏

【授業者（国語）】筑波大学附属小学校   青山 由紀 氏
【授業者（算数）】筑波大学附属小学校   夏坂 哲志 氏

文部科学省 初等中等教育局 視学官   田村 学 氏
横浜市立大岡小学校   鈴木 暁範 氏

6月2日（木）サテライトセミナー

6月3日（金）サテライトセミナー

6月4日（土）サテライトセミナー

大 大

大

大

大大大

全

小・中 小・中

小・中

小・中小・中

小・中

小・中

全

小・中

高

小・中

高

セミナー
対象一覧

大 大学・高等教育機関向け高 高等学校・教育委員会向け小・中 小中学校・教育委員会向け

全 全ての教育関係者向け ※�対象は目安であり、受講を制約するものではありません。

テーマ
一覧 人材育成 教育の情報化学校の環境づくり教育改革 公開授業

大学改革 アクティブ・ラーニングブランディング ラーニング・コモンズ大学経営


