
東京でも開催します！

   

入 場 無 料東京ファッションタウンビル（TFT）  東京都江東区有明3-4-10TOKYO 3days 6/2（木）3（金）4（土）

http：//edu-expo.org/セミナ ー の 参 加 申 込 み およ び 最 新 情 報 は  

▲

6月14日（火）18：00 まで申 込 締 切 日  

▲

未 来 の 教 育 を
考 え る。

教育の今、そして、これからを。
教育業界で活躍されている方々を学術機関、教育現場、官公庁、産業界から講師に
お招きし、注目のテーマに関して、わかりやすく、熱く、ご紹介いただきます。豪華講師陣による熱い講演 !

［公開授業］ 特 別 講 演基 調 講 演

O01

教育改革

O20

教育の情報化

10:00〜11:306月17日（金） 10:00〜11:306月18日（土） 10:00〜11:506月18日（土）
教育改革の本質を考える

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

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

O21

公開授業

教科教育の研究を基盤とした 
ICTを活用した公開授業（算数） 
と授業研究会（振り返り）

EXPO2015 公開授業の様子

大阪教育大学附属
池田小学校

教育関係者向けセミナー＆展示会

OSAKA 6/17(金 )・18 (土 )
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

多彩な展示テーマ

ネットワークソリューション・セキュリティ

・校務支援システム
・証明書自動発行機
・授業評価システム
・ネットワーク
・サーバー
・セキュリティ
・映像配信 　・遠隔会議 など

教育デジタルコンテンツ・学習支援ソフト

・デジタル教科書
・コンテンツ配信サービス
・タブレット対応ドリル教材
・授業支援ソフト／アプリ
・外国語学習ソフト／教材
・人材サポートプログラム

など

教材・学校環境整備

・サイエンス 　・プログラミング
・特別支援教材
・算数／数学教材
・防災教育教材
・学校専用通信販売
・学校環境整備

など

[展示協賛・協力企業一覧]

[特別協賛企業]

特別協賛／展示協賛／協力企業のご紹介

（株）アイ・オー・データ機器
アイコム（株）

（株）アカバネ
（株）朝日ネット
アバー・インフォメーション（株）
アライドテレシス（株）

（株）アルゴ
アンドール（株）

（株）イーオン
イーツールズ（株）

（株）いわま黒板製作所
（株）インフィニテック
ウチダエスコ（株）

（株）ウチダシステムズ
（株）ウチダ人材開発センタ
（株）ウチダテクノ
ASUS JAPAN（株）
SCSK（株）
江戸崎共栄工業（株）
NECディスプレイソリューションズ（株）
エプソン販売（株）

（株）ＭＳソリューションズ
（株）エルモ社
エレコム（株）
遠鉄システムサービス（株）

（株）オウルテック
（株）大江理工社
（株）沖データ
オックスフォード大学出版局（株）
開隆堂出版（株）

（株）がくげい
カシオ計算機（株）

（株）学研教育アイ・シー・ティー

学校図書（株）
（株）カルチャー・プロ
キヤノンマーケティングジャパン（株）

（株）教育芸術社
教育出版（株）

（株）近畿エデュケーションセンター
（株）クオリティア
CLIMB Factory（株）

（株）グレートインターナショナル
コトブキシーティング（株）
サイバーリンク（株）

（株）佐賀電算センター
さくら精機（株）
三進金属工業（株）

（株）三省堂
サンワサプライ（株）
GMOグローバルサイン（株）

（株）GC&T
（株）ジェイアール四国コミュニケーションウェア
ジェイズ・コミュニケーション（株）

（株）Shade3D
（株）ＪＶＣケンウッド・公共産業システム
シスコシステムズ（同）
シナノケンシ（株）
シネックスインフォテック（株）
シャープビジネスソリューション（株）

（株）ジャストシステム
シュナイダーエレクトリック（株）

（株）新興出版社啓林館
数研出版（株）
スズキ教育ソフト（株）

（株）大修館書店
大日本図書（株）

大和精機（株）
ダイワボウ情報システム（株）
知多機工（株）

（有）千葉製作所
TOA（株） 
ディーリンクジャパン（株）
帝国器材（株）

（株）帝国書院
（株）テクノクリエイト
デジタルアーツ（株）
東京書籍（株）
東芝クライアントソリューション（株）

（株）東大英数理教室
トレンドマイクロ（株）

（株）ナナミ
西山教材（株）

（株）日経統合システム
（株）日経BP社/（株）日経BPマーケティング
（株）日本HP
日本文教出版（株）
NeoLAB（株）

（株）ネットワールド
パイオニアVC（株）
パックス工業（株）

（株）バッファロー
パナソニックESネットワークス（株）
パナソニックシステムネットワークス（株）
Parallels Japan

（株）PFU
光興業（株）
日立コンシューマ・マーケティング（株）
広島県教科用図書販売（株）

（株）フォトロン

（株）フジグローブ
富士セルロイド工業（株）
富士ゼロックス（株）
富士ゼロックス大阪（株）
富士ゼロックス東京（株）
富士ソフト（株）

（株）富士通システムズ・ウエスト
富士フイルムイメージングシステムズ（株）
ブラザー販売（株）
ブリタニカ・ジャパン（株）

（株）プリンストン
（株）フルノシステムズ
FLENS（株）
ベルウッド（株）

（株）マウスコンピューター
（株）松﨑
マネッジ・オンライン（株）
三井情報（株）
三菱電機ＦＡ産業機器（株）
光村図書出版（株）
ミナト光学工業（株）

（株）ムトーエンジニアリング
（株）MetaMoJi
メディアサイト（株）
メディカルテック（株）
ヤマハ（株）

（株）来夢
ラインズ（株）
ランサーリンク（株）
LANDesk Software（株）
リコージャパン（株）
理想科学工業（株）
レゴ エデュケーション

ソフトバンクコマース&サービス（株）

～何故、入試改革、アクティブ・ラーニングが 
必要なのか～

［  主   催  ］  New Education Expo 実行委員会  

［  後   援  ］  文部科学省、総務省、経済産業省、国立教育政策研究所、国立研究開発法人 科学技術振興機構、大阪府教育委員会、兵庫県教育委員会、京都府教育委員会、和歌山県教育委員会、奈良県教育委員会 

　滋賀県教育委員会、大阪市教育委員会、堺市教育委員会、神戸市教育委員会、姫路市教育委員会、京都市教育委員会、奈良市教育委員会、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  

［ 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   賛  ］ 　教育関連企業　約120社　    ［  協   力  ］   教育ウチダ会、学びの場.com

▲

アクセス　�地下鉄谷町線　天満橋駅�北出口 1、東出口　大阪マーチャンダイズ・マート B2F に連絡／京阪電車　天満橋駅�北出口 1、東出口　大阪マーチャンダイズ・マート B2F に連絡

O07

大学改革

13:00〜14:006月17日（金）
京都大学の課題と教育改革

京都大学 総長

山極 壽一 氏

ICT 機器・アクセサリ

・最新タブレット PC
・電子黒板
・教材提示装置
・プロジェクター
・プリンター
・授業支援システム

など

9：30〜受付開始
9：30〜18：00展示

※会場地図 や交通手段、同時開催の詳細については
　裏面を参照ください。

入 場 無 料
参加対象者/学校・教育関係者

株式会社内田洋行 教育総合研究所 内

TEL：03-5634- 6397  FA X：03-5634 -4088　E-Mail：expo@uchida.co.jp w w w. f acebook.com / New EducationExpo
公式 facebook更新中！New Education Expo 実行委員会事務局
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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

※お車でのお越しはご遠慮ください。

大阪会場地図・交通

● 地下鉄谷町線
天満橋駅 北出口1、東出口

▲  

大阪マーチャンダイズ・マートB2Fに連絡

● 京阪電車
天満橋駅 東出口

▲  

大阪マーチャンダイズ・マートB2Fに連絡

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。 マイページ：http://edu-expo.org/mypage.php
お申し込み内容の確認・
変更について
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10:00〜11:40 13:00〜14:40 15:40〜17:20
コード コード コード

1

O01

教育改革

10：00〜11：30

全

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〜

O07

大学改革

13：00〜14：00

大

基調講演
京都大学の課題と教育改革 O13

アクティブ・
ラーニング

15：40〜17：20

大

アクティブ・ラーニング
〜主体的な学びを促す学修環境〜

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 京都大学 総長   山極 壽一 氏

京都外国語大学 マルチメディア教育研究センター 教授   村上 正行 氏
関西外国語大学 英語キャリア学部 教授   松宮 新吾 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

2

O02

大学経営

10：00〜11：40

大

大学経営に関する戦略的な取り組み
O08

大学ICT

13：00〜14：40

大

これからの大学に必要な 
情報リテラシー教育
〜情報活用能力を備えたグローバル人材育成の処方箋〜

O14

人材育成

15：40〜17：20

大

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〜

関西国際大学 学長
学校法人濱名学院 理事長   濱名 篤 氏
大阪工業大学 工学部 ロボット工学科 教授
ロボティクス＆デザインセンター センター長   本田 幸夫 氏

【コーディネータ】
日経BP社 教育とICT Online 編集長   中野 淳 氏
京都大学 国際高等教育院 教授   喜多 一 氏
長崎大学 ICT基盤センター 准教授   古賀 掲維 氏
金沢星稜大学女子短期大学部 准教授   辰島 裕美 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
大阪大学 経営企画オフィス 教授   齊藤 貴浩 氏

3

O03

ラーニング・
コモンズ

10：00〜11：40

大

ラーニング・コモンズとは？
〜国内の事例から考える〜 O09

医療・看護

13：00〜14：40

大

看護学士力育成のための様々な取り組み
〜シミュレーション教育等の取り組みを通じ〜 O15

大学ICT

15：40〜17：20

大

ツカエルＩＣＴ環境であるために
〜学生の学びをより充実させるための環境づくり〜

龍谷大学 経営学部 教授   長谷川 岳史 氏
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
京都産業大学 教育支援研究開発センター 事務長   物部 剛 氏
京都産業大学 雄飛館ラーニングコモンズ学習支援担当   千葉 美保子 氏

京都橘大学 看護学部 教授 看護学部長   河原 宣子 氏
国家公務員共済組合連合会シミュレーション・ラボセンター
虎の門病院ラボマネージャー   大森 正樹 氏

香川大学 工学部 電子・情報工学科 准教授   八重樫 理人 氏
関西学院大学 教務機構事務部 課長（高等教育推進センター担当）   永井 良二 氏
 （株）内田洋行

4

O04

ラーニング
アナリティクス

10：00〜11：40

全

［ IMS Japan Society設立記念 ］
教育におけるビッグデータ・学習資源共有の実現に向けて
〜国際標準化規格に関するIMS Japan立ち上げの経緯と世界の潮流〜

O10

学力向上

13：00〜14：40

小・中

学力調査データを活用した学校の取り組み
O16

情報モラル

15：40〜17：20

小・中  高

スマホ、ＳＮＳ時代を生き抜く子どもたちのために
〜子ども自身が考えるスマホのルール〜

放送大学 教育支援センター 教授   山田 恒夫 氏

 他

甲斐市立竜王小学校 校長   奥山 賢一 氏
横浜国立大学附属鎌倉中学校 副校長   米持 正伸 氏
 内田洋　　行教育総合研究所

【コーディネータ】
兵庫県立大学 環境人間学部 准教授   竹内 和雄 氏
文部科学省 生涯学習政策局 青少年教育課 課長補佐   佐藤 貴大 氏
摂津市立第三中学校   宣 昌大 氏
羽衣学園中学校・高等学校   米田 謙三 氏
猪名川町青少年健全育成推進会議 会長   太田 はるよ 氏
元滋賀県ＰＴＡ会長   松浦 洋子 氏

5

O05

学習科学

10：00〜11：40

小・中  高

次期学習指導要領を見通した 
アクティブ・ラーニング研修をいかに展開するか
〜学習科学の知見を踏まえて〜

O11

教育改革

13：00〜14：00

全

新しい時代と社会に開かれた教育課程
〜学習指導要領の改訂にあたり〜 O17

高大接続

15：40〜17：20

高  大

高大接続システム改革
〜高校改革の観点から〜

静岡大学 教育学部 准教授   益川 弘如 氏
静岡県総合教育センター 総合支援課高校班 主席指導主事   森谷 幹子 氏
静岡県総合教育センター 専門支援課研修班 指導主事   鈴木 孝明 氏 文部科学省 大臣官房 教育改革調整官   平野 誠 氏

文部科学省 初等中等教育局 高校教育改革プロジェクトリーダー   今井 裕一 氏
独立行政法人大学入試センター 試験評価解析研究部門 助教   大久保 智哉 氏

6

O06

教育の情報化

10：00〜11：40

小・中

となりの自治体何してる？
〜教育の情報化の取り組み事例〜 O12

学校の
環境づくり

13：00〜14：40

小・中

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 O18

学校の
環境づくり

15：40〜17：20

小・中

最先端の学校づくりが拓くもの
〜アクティブ・スクールの計画〜

【コーディネータ】
園田学園女子大学 人間健康学部 教授   堀田 博史 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
つくば市教育局総合教育研究所 所長   毛利 靖 氏
豊中市教育委員会 教育センター 情報科学係長   岡本 晃治 氏
宝塚市教育委員会 学校教育部 教育支援室 教育研究課 指導主事   筒井 啓介 氏

東洋大学 名誉教授
（株）教育環境研究所 所長   長澤 悟 氏
 文部科学省大臣官房文教施設 　　企画部施設助成課

【コーディネータ】 
大阪市立大学大学院 教授   横山 俊祐 氏

（株）長大 まちづくり推進事業部 副技師長   寺嶋 修康 氏
（有）設計工房顕塾   柳川 奈奈 氏

7

【同時開催】公共ICTフォーラム2016 in 大阪

O19

図書館

15：40〜17：20

自

地方創生における 
まちづくりや地域の課題解決としての図書館の役割 

O101

10：00〜11：10

自

姫路市における情報システム最適化の取り組みについて
O102

13：00〜14：10

自

庁内LANと校務LANの統合と 
情報セキュリティ強化の取り組み
〜豊島区での校務ネットワーク統合と集中管理による 
セキュリティ強化〜

姫路市 情報政策室 課長補佐   原 秀樹 氏 豊島区 区民部 税務課 課長 前豊島区CISO   髙橋 邦夫 氏
下松市立図書館 館長   長弘 純子 氏
小諸市教育委員会 市立小諸図書館   掛川 裕介 氏

EXPO2015 フューチャークラスルームRライブの様子

※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。
※セミナー会場は、当日受付にてご案内を配布いたしますのでご確認ください。
※ 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。

6月14日（火）18：00まで

http：//edu-expo.org/

申込締切日

セミナーの参加申し込みおよび最新情報は

 未来の教室体験
「フューチャークラスルームRライブ」

17日（金）

12：00

〜

12：40

リアル・アクティブラーニング！
〜現場実践者による実際の授業に参加しよう〜

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

14：50

〜

15：30

フューチャークラスルーム®

ライブ2016

17：30

〜

17：40

未来型教室
Future Class Room® 2016のご紹介

□フューチャークラスルームⓇライブ時間割り 2日間
 開催！

先着16名まで

展示会場のアクティブラーニングゾーンにおいて、 
遠隔授業や1人1台タブレットPC授業などを利用した
フューチャークラスルームRライブを下記の通り実施 
します。
当日先着順となっておりますので奮ってのご参加お待ち 
申し上げております。

※詳細は当日会場で配布されるイベントガイドをご覧ください。

SEMINAR
TIME TABLE 6月17日（金） 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

全 全ての教育関係者向け

小・中 小中学校・教育委員会向け

自 自治体向け ※ 対象は目安であり、受講を制約するものではありません。大学ICT

図書館

公共ICTフォーラム2016医療・看護

テーマ
一覧 ラーニングアナリティクスアクティブ・ラーニング ラーニング・コモンズ

教育改革 教育の情報化学校の環境づくり学力向上 学習科学

人材育成

大学経営高大接続情報モラル 大学改革
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 【同時開催】パナソニック教育財団創立40周年記念事業

EXPO2015 フューチャークラスルームRライブの様子

※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。
※セミナー会場は、当日受付にてご案内を配布いたしますのでご確認ください。
※ 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。

6月14日（火）18：00まで

http：//edu-expo.org/

申込締切日

セミナーの参加申し込みおよび最新情報は

 未来の教室体験
「フューチャークラスルームRライブ」

18日（土）

12：00

〜

12：40

フューチャークラスルーム®

ライブ2016

14：50

〜

15：30

リアル・アクティブラーニング！
〜現場実践者による実際の授業に参加しよう〜

同志社中学校・高等学校 社会科   井口 和之 氏

17：30

〜

17：40

未来型教室
Future Class Room® 2016のご紹介

□フューチャークラスルームⓇライブ時間割り 2日間
 開催！

先着16名まで

展示会場のアクティブラーニングゾーンにおいて、 
遠隔授業や1人1台タブレットPC授業などを利用した
フューチャークラスルームRライブを下記の通り実施 
します。
当日先着順となっておりますので奮ってのご参加お待ち 
申し上げております。

※詳細は当日会場で配布されるイベントガイドをご覧ください。

テーマ
一覧

公開授業 小学校外国語 授業設計・デザインサイエンス

校務の情報化教育の情報化 特別支援教育 教育工学

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

1

O20

教育の情報化

10：00〜11：30

全

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

O26

教育の情報化

13：00〜14：40

小・中

１人１台時代の 
タブレット端末環境導入・活用奮闘記
〜さまざまなケースから可能性と課題を探る〜

O32

教育の情報化

15：40〜17：20

小・中  高

教育の情報化の動向

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

【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
文部科学省 生涯学習政策局 情報教育課 情報教育振興室長   新津 勝二 氏
船橋市教育委員会 学校教育部参事 船橋市総合教育センター 所長   秋元 大輔 氏
千葉県立袖ヶ浦高等学校   永野 直 氏
大阪教育大学大学院 准教授   寺嶋 浩介 氏

文部科学省 生涯学習政策局 情報教育課 情報教育振興室長   新津 勝二 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

2

O21

公開授業

10：00〜11：50

小・中

公開授業
教科教育の研究を基盤としたICTを活用した 
公開授業（算数）と授業研究会（振り返り）

O27

教育の情報化

13：00〜14：40

高

となりの高校ではICT活用どうしてる、何してる
〜タブレット、アクティブ・ラーニング、情報モラルの事例から〜 O33

校務の情報化

15：40〜17：20

小・中

校務システムどう使う？どう使える？
〜事例と討論を通じ〜

【授業者】
大阪教育大学附属池田小学校   吉田 崇之 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
神戸大学大学院 人間発達環境学研究科 教授   岡部 恭幸 氏

【コーディネータ】
羽衣学園中学校・高等学校   米田 謙三 氏
関西創価中学・高等学校   辻 誠一 氏
関西学院千里国際中等部・高等部   合志 智子 氏
大阪府立北野高等学校   松山 知絋 氏

【コーディネータ】 
鳴門教育大学大学院 学校教育研究科 准教授   藤村 裕一 氏
姫路市立総合教育センター 教育研修課 研修企画・ICT係 係長   柳井 克文 氏
芦屋市教育委員会 学校教育部 打出教育文化センター 指導主事   幸谷 省吾 氏

3

O22

特別支援教育

10：00〜11：40

小・中

特別支援教育の取り組みと課題
〜学校で取り組む合理的配慮の観点〜 O28

教育の情報化

13：00〜14：40

小・中

アクティブ・ラーニングと児童1人1台の 
情報端末活用 O34

教育の情報化

15：40〜17：20

小・中

となりの小中学校何している？
〜小中学校における様々なICT活用事例〜

関西学院大学 教育学部 教授   丹羽 登 氏
文部科学省 初等中等教育局 特別支援教育課長   丸山 洋司 氏
松江市立意東小学校   井上 賞子 氏

【コーディネータ】
東京学芸大学 教育学部 准教授   高橋 純 氏
京都教育大学附属桃山小学校   木村 明憲 氏
富山大学人間発達科学部附属小学校   福田 慎一郎 氏

【コーディネータ】 
静岡大学 教育学部 准教授   塩田 真吾 氏
彦根市立鳥居本中学校   上田 芳久 氏
草津市立草津小学校 校長   糠塚 一彦 氏
立命館小学校   小池 翔太 氏

4

O23

サイエンス

10：00〜11：40

小・中

［ 小中学校理科 ］ 
次期学習指導要領の方向性とアクティブ・ラーニング O29

小学校外国語

13：00〜14：40

小・中

小学校英語教科化と「モジュール学習」への取り組み
O35

授業設計・
デザイン

15：40〜17：20

小・中

［ ワークショップ ］
思考力を育成する授業づくりの工夫
〜シンキングツール®活用のヒント〜

文部科学省 初等中等教育局 教育課程課 教科調査官   鳴川 哲也 氏
文部科学省 初等中等教育局 教育課程課 教科調査官   野内 頼一 氏

聖学院大学 人文学部 欧米文化学科 准教授   東 仁美 氏
前大阪府教育委員会事務局 教育総務企画課 教育イノベーション特命グループ長   中原 淳太 氏

【コーディネータ】 
関西大学 総合情報学部 教授  黒上 晴夫 氏
関西大学初等部   山本 文子 氏

5

O24

教育の情報化

10：00〜11：40

小・中

21世紀型スキル育成のための 
アクティブ・ラーニング授業実践報告
〜進化しつづける思考・判断・表現力育成のための授業改善への取り組み〜 O30

教育の情報化

13：00〜14：40

小・中

ワンダースクール応援プロジェクト①
〜「未来の授業（１人１台）を創造する」実践校の成果と 
エビデンスに基づく効果検証の結果〜

O36

教育の情報化

15：40〜17：20

小・中

ワンダースクール応援プロジェクト②
〜「未来の授業（１人１台）を創造する」各自治体の状況に応じた 
普及展開策と今後の展望〜

【ファシリテータ】
北広島市立双葉小学校   加藤 悦雄 氏
岩美町立岩美中学校   岩崎 有朋 氏
丸亀市立郡家小学校   増井 泰弘 氏
江別市立大麻泉小学校   前多 香織 氏
インテル（株） 教育事業開発担当部長   竹元 賢治 氏

東京工業大学 学長相談役・名誉教授   清水 康敬 氏
 奈良市立佐保小学校
 柏市立大津ケ丘第一小学校
 富山市立芝園小学校
 春日井市立出川小学校
 パナソニック教育財団事務局

奈良教育大学大学院 教育学研究科 教授   小柳 和喜雄 氏
武蔵大学 社会学部 教授   中橋 雄 氏
東京学芸大学 教育学部 准教授   高橋 純 氏
 奈良市教育委員会
 柏市教育委員会
 富山市教育委員会
 春日井市教育委員会
 パナソニック教育財団事務局

6

【同時開催】日本教育工学会シンポジウム

O25

教育工学

10：00〜12：20

アジアと連携する教育工学研究
O31

教育工学

14：00〜16：00

アメリカ・アジアをつなぐICT教育の実践

講演 「日本型教育の海外展開推進プロジェクトについて」 
文部科学省 大臣官房国際課 国際戦略企画室長   井上 睦子 氏
ラウンドテーブル 

【コーディネータ】 
関西大学 総合情報学部 教授   久保田 賢一 氏
日本教育工学会 会長、富山大学 名誉教授   山西 潤一 氏
カンボジア王立プノンペン大学 副学長   Oum Ravy 氏
フィリピン大学教育学部 准教授   Ferdinand Pitagan 氏

講演  「ICT活用と学習理論」 
アメリカ教育工学会（AECT） 前会長   Dr. Robert Branch
シンポジウム 

【コーディネータ】
日本福祉大学 教授   影戸 誠 氏
日本教育工学会 会長、富山大学 名誉教授   山西 潤一 氏
文部科学省 大臣官房国際課 国際戦略企画室長   井上 睦子 氏
日本福祉大学 全学教育センター 教授  佐藤 慎一 氏
立命館中学校・高等学校 国際教育部長   浅川 行弘 氏

（高校生プレゼンテーション・デモンストレーション）
神戸大学附属中等教育学校 グローバル教育推進室長   岩見 理華 氏
カンボジア王立プノンペン大学 副学長   Oum Ravy 氏
フィリピン大学教育学部 准教授   Ferdinand Pitagan 氏

SEMINAR
TIME TABLE 6月18日（土） 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

全 全ての教育関係者向け

小・中 小中学校・教育委員会向け

自 自治体向け ※ 対象は目安であり、受講を制約するものではありません。



SEMINAR PROGRAM list セミナープログラム一覧 

コード タイトル・日時 講師

O01

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～
17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

O11
新しい時代と社会に 
開かれた教育課程
～学習指導要領の改訂にあたり～
17日（金） 13：00～14：00

文部科学省 大臣官房 教育改革調整官  
  平野 誠 氏

公開授業

O21

公開授業
教科教育の研究を基盤とした
ICTを活用した公開授業（算数）
と授業研究会（振り返り）
18日（土） 10：00～11：50

【授業者】
大阪教育大学附属池田小学校   吉田 崇之 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
神戸大学大学院 人間発達環境学研究科 教授 
  岡部 恭幸 氏

小学校外国語

O29
小学校英語教科化と 

「モジュール学習」への取り組み
18日（土） 13：00～14：40

聖学院大学 人文学部 欧米文化学科 准教授 
  東 仁美 氏
前大阪府教育委員会事務局 教育総務企画課  
教育イノベーション特命グループ長 
  中原 淳太 氏

サイエンス

O23
［ 小中学校理科 ］ 
次期学習指導要領の方向性と
アクティブ・ラーニング
18日（土） 10：00～11：40

文部科学省 初等中等教育局 教育課程課 
教科調査官   鳴川 哲也 氏
文部科学省 初等中等教育局 教育課程課 
教科調査官   野内 頼一 氏

学力向上

O10
学力調査データを活用した 
学校の取り組み
17日（金） 13：00～14：40

甲斐市立竜王小学校 校長   奥山 賢一 氏
横浜国立大学附属鎌倉中学校 副校長 
  米持 正伸 氏
 内田洋行教育総合研究所

学校の環境づくり

O12
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
17日（金） 13：00～14：40

東洋大学 名誉教授 
（株）教育環境研究所 所長   長澤 悟 氏
 文部科学省大臣官房文教施設企画部施設助成課

O18
最先端の学校づくりが拓くもの
～アクティブ・スクールの計画～
17日（金） 15：40～17：20

【コーディネータ】
大阪市立大学大学院 教授  横山 俊祐 氏

（株）長大 まちづくり推進事業部 副技師長 
  寺嶋 修康 氏

（有）設計工房顕塾   柳川 奈奈 氏

授業設計・デザイン

O35

［ ワークショップ ］
思考力を育成する授業づくり
の工夫
～シンキングツール®活用のヒント～
18日（土） 15：40～17：20

【コーディネータ】
関西大学 総合情報学部 教授  黒上 晴夫 氏
関西大学初等部   山本 文子 氏

学習科学

O05

次期学習指導要領を見通した 
アクティブ・ラーニング研修を
いかに展開するか
～学習科学の知見を踏まえて～
17日（金） 10：00～11：40

静岡大学 教育学部 准教授   益川 弘如 氏
静岡県総合教育センター 総合支援課高校班 
主席指導主事   森谷 幹子 氏
静岡県総合教育センター 専門支援課研修班 
指導主事   鈴木 孝明 氏

コード タイトル・日時 講師

O06
となりの自治体何してる？
～教育の情報化の取り組み事例～
17日（金） 10：00～11：40

【コーディネータ】
園田学園女子大学 人間健康学部 教授 
  堀田 博史 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
つくば市教育局総合教育研究所 所長  毛利 靖 氏
豊中市教育委員会 教育センター 情報科学係長 
  岡本 晃治 氏
宝塚市教育委員会 学校教育部 教育支援室 
教育研究課 指導主事   筒井 啓介 氏

O20

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
18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

O24

21世紀型スキル育成のための 
アクティブ・ラーニング授業 
実践報告
～進化しつづける思考・判断・表現力 
育成のための授業改善への取り組み～
18日（土） 10：00～11：40

【ファシリテータ】
北広島市立双葉小学校   加藤 悦雄 氏
岩美町立岩美中学校   岩崎 有朋 氏
丸亀市立郡家小学校   増井 泰弘 氏
江別市立大麻泉小学校   前多 香織 氏
インテル（株） 教育事業開発担当部長 
  竹元 賢治 氏

O26

１人１台時代のタブレット端末
環境導入・活用奮闘記
～さまざまなケースから可能性と 
課題を探る～
18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
文部科学省 生涯学習政策局 情報教育課 
情報教育振興室長   新津 勝二 氏
船橋市教育委員会 学校教育部参事  
船橋市総合教育センター 所長   秋元 大輔 氏
千葉県立袖ヶ浦高等学校   永野 直 氏
大阪教育大学大学院 准教授   寺嶋 浩介 氏

O27

となりの高校ではICT活用 
どうしてる、何してる
～タブレット、アクティブ・ラーニング、 
情報モラルの事例から～
18日（土） 13：00～14：40

【コーディネータ】
羽衣学園中学校・高等学校   米田 謙三 氏
関西創価中学・高等学校   辻 誠一 氏
関西学院千里国際中等部・高等部 
  合志 智子 氏
大阪府立北野高等学校   松山 知絋 氏

O28
アクティブ・ラーニングと 
児童1人1台の情報端末活用
18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
京都教育大学附属桃山小学校   木村 明憲 氏
富山大学人間発達科学部附属小学校 
  福田 慎一郎 氏

O32 教育の情報化の動向
18日（土） 15：40～17：20

文部科学省 生涯学習政策局 情報教育課 
情報教育振興室長   新津 勝二 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

O34
となりの小中学校何している？
～小中学校における様々な 
ICT活用事例～
18日（土） 15：40～17：20

【コーディネータ】 
静岡大学 教育学部 准教授   塩田 真吾 氏
彦根市立鳥居本中学校   上田 芳久 氏
草津市立草津小学校 校長   糠塚 一彦 氏
立命館小学校   小池 翔太 氏

校務の情報化

O33
校務システムどう使う？ 
どう使える？
～事例と討論を通じ～
18日（土） 15：40～17：20

【コーディネータ】 
鳴門教育大学大学院 学校教育研究科 准教授 
  藤村 裕一 氏
姫路市立総合教育センター 教育研修課 
研修企画・ICT係 係長   柳井 克文 氏
芦屋市教育委員会 学校教育部 
打出教育文化センター 指導主事   幸谷 省吾 氏

情報モラル

O16
スマホ、ＳＮＳ時代を生き抜く 
子どもたちのために
～子ども自身が考えるスマホのルール～
17日（金） 15：40～17：20

【コーディネータ】
兵庫県立大学 環境人間学部 准教授   竹内 和雄 氏
文部科学省 生涯学習政策局 青少年教育課  
課長補佐   佐藤 貴大 氏
摂津市立第三中学校   宣 昌大 氏
羽衣学園中学校・高等学校   米田 謙三 氏
猪名川町青少年健全育成推進会議 会長 
   太田 はるよ 氏
元滋賀県ＰＴＡ会長   松浦 洋子 氏

図書館

O19
地方創生における 
まちづくりや地域の課題解決
としての図書館の役割
17日（金） 15：40～17：20

下松市立図書館 館長   長弘 純子 氏
小諸市教育委員会 市立小諸図書館 
  掛川 裕介 氏

特別支援教育

O22
特別支援教育の取り組みと課題
～学校で取り組む合理的配慮の観点～
18日（土） 10：00～11：40

関西学院大学 教育学部 教授   丹羽 登 氏
文部科学省 初等中等教育局 
特別支援教育課長  丸山 洋司 氏
松江市立意東小学校   井上 賞子 氏

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

▲

6月14日（火）申込締切日 

▲

教育改革 教育の情報化 大学改革 教育の情報化 【同時開催】パナソニック教育財団創立 40 周年記念事業
コード タイトル・日時 講師

O07
基調講演

京都大学の課題と教育改革
17日（金） 13：00～14：00

京都大学 総長   山極 壽一 氏

高大接続

O17
高大接続システム改革
～高校改革の観点から～
17日（金） 15：40～17：20

文部科学省 初等中等教育局 
高校教育改革プロジェクトリーダー 
  今井 裕一 氏
独立行政法人大学入試センター 
試験評価解析研究部門 助教   大久保 智哉 氏

大学経営

O02
大学経営に関する 
戦略的な取り組み
17日（金） 10：00～11：40

関西国際大学 学長
学校法人濱名学院 理事長   濱名 篤 氏
大阪工業大学 工学部 ロボット工学科 教授 
ロボティクス＆デザインセンター センター長 
  本田 幸夫 氏

人材育成

O14

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～
17日（金） 15：40～17：20

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
大阪大学 経営企画オフィス 教授 
   齊藤 貴浩 氏

アクティブ・ラーニング

O13
アクティブ・ラーニング
～主体的な学びを促す学修環境～
17日（金） 15：40～17：20

京都外国語大学 
マルチメディア教育研究センター 教授 
  村上 正行 氏
関西外国語大学 英語キャリア学部 教授 
  松宮 新吾 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

ラーニング・コモンズ

O03
ラーニング・コモンズとは？
～国内の事例から考える～
17日（金） 10：00～11：40

龍谷大学 経営学部 教授   長谷川 岳史 氏
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
京都産業大学 教育支援研究開発センター 事務長  
  物部 剛 氏
京都産業大学 雄飛館ラーニングコモンズ学習 
支援担当   千葉 美保子 氏

ラーニングアナリティクス

O04

［ IMS Japan Society設立記念 ］
教育におけるビッグデータ・ 
学習資源共有の実現に向けて
～国際標準化規格に関するIMS Japan
立ち上げの経緯と世界の潮流～
17日（金） 10：00～11：40

放送大学 教育支援センター 教授 
  山田 恒夫 氏

 他

大学 ICT

O08

これからの大学に必要な 
情報リテラシー教育
～情報活用能力を備えた 
グローバル人材育成の処方箋～
17日（金） 13：00～14：40

【コーディネータ】
日経BP社 教育とICT Online 編集長 
  中野 淳 氏
京都大学 国際高等教育院 教授   喜多 一 氏
長崎大学 ICT基盤センター 准教授 
  古賀 掲維 氏
金沢星稜大学女子短期大学部 准教授 
  辰島 裕美 氏

O15
ツカエルＩＣＴ環境であるために
～学生の学びをより充実させるための 
環境づくり～
17日（金） 15：40～17：20

香川大学 工学部 電子・情報工学科 准教授 
  八重樫 理人 氏
関西学院大学 教務機構事務部 課長 

（高等教育推進センター担当）   永井 良二 氏
 （株）内田洋行

医療・看護

O09

看護学士力育成のための 
様々な取り組み
～シミュレーション教育等の 
取り組みを通じ～
17日（金） 13：00～14：40

京都橘大学 看護学部 教授 看護学部長 
  河原 宣子 氏
国家公務員共済組合連合会シミュレーション・ 
ラボセンター 
虎の門病院ラボマネージャー  大森 正樹 氏

コード タイトル・日時 講師

O30

ワンダースクール応援 
プロジェクト①
～「未来の授業（１人１台）を創造する」 
実践校の成果とエビデンスに基づく 
効果検証の結果～
18日（土） 13：00～14：40

東京工業大学 学長相談役・名誉教授 
  清水 康敬 氏
 奈良市立佐保小学校
 柏市立大津ケ丘第一小学校
 富山市立芝園小学校
 春日井市立出川小学校
 パナソニック教育財団事務局

O36

ワンダースクール応援 
プロジェクト②
～「未来の授業（１人１台）を創造する」 
各自治体の状況に応じた 
普及展開策と今後の展望～
18日（土） 15：40～17：20

奈良教育大学大学院 教育学研究科 教授 
  小柳 和喜雄 氏
武蔵大学 社会学部 教授   中橋 雄 氏
東京学芸大学 教育学部 准教授   高橋 純 氏
 奈良市教育委員会
 柏市教育委員会
 富山市教育委員会
 春日井市教育委員会
 パナソニック教育財団事務局

教育工学 【同時開催】日本教育工学会シンポジウム

O25 アジアと連携する 
教育工学研究
18日（土） 10：00～12：20

講演
「日本型教育の海外展開推進プロジェクトについて」
文部科学省 大臣官房国際課
国際戦略企画室長   井上 睦子 氏
ラウンドテーブル 

【コーディネータ】 
関西大学 総合情報学部 教授  久保田 賢一 氏
日本教育工学会 会長、富山大学 名誉教授 
  山西 潤一 氏
カンボジア王立プノンペン大学 副学長 
  Oum Ravy 氏
フィリピン大学教育学部 准教授 
  Ferdinand Pitagan 氏

O31 アメリカ・アジアをつなぐ 
ICT教育の実践
18日（土） 14：00～16：00

講演 「ICT活用と学習理論」
アメリカ教育工学会（AECT） 前会長 
  Dr. Robert Branch
シンポジウム

【コーディネータ】 
日本福祉大学 教授   影戸 誠 氏
日本教育工学会 会長、富山大学 名誉教授 
   山西 潤一 氏
文部科学省 大臣官房国際課 
国際戦略企画室長  井上 睦子 氏
日本福祉大学 全学教育センター 教授 
  佐藤 慎一 氏
立命館中学校・高等学校 国際教育部長 
  浅川 行弘 氏

（高校生プレゼンテーション・デモンストレーション）
神戸大学附属中等教育学校 
グローバル教育推進室長   岩見 理華 氏
カンボジア王立プノンペン大学 副学長 
  Oum Ravy 氏
フィリピン大学教育学部 准教授 
  Ferdinand Pitagan 氏

【同時開催】公共ICTフォーラム2016 in 大阪

O101

姫路市における 
情報システム最適化の 
取り組みについて
17日（金） 10：00～11：10

姫路市 情報政策室 課長補佐   原 秀樹 氏

O102

庁内LANと校務LANの統合と 
情報セキュリティ強化の取り組み
～豊島区での校務ネットワーク統合と
集中管理によるセキュリティ強化～
17日（金） 13：00～14：10

豊島区 区民部 税務課 課長 前豊島区CISO 
  髙橋 邦夫 氏

公共ICTフォーラム2016 in 大阪の詳細等につきましては
http://www.uchida.co.jp/seminar/160617/index.phpをご覧ください。

パナソニック教育財団創立４０周年記念事業 日本教育工学会シンポジウム

〈主催〉公益財団法人 パナソニック教育財団 〈主催〉日本 教育工学会
13：00～14：40

O30

10：00～12：20

O25

15：40～17：20

O36

14：00～16：00

O31

ワンダースクール応援プロジェクト
本プロジェクトでは、子供・教員・地域が、ワクワクする学校づくりを応援するために、4 つの自治体と共同で、One to 

One（1 人1 台 タブレット PC）の 未 来 型 授 業 の設 計・実 践 を大 学 の 研 究 者 の助 言 を受けながら行 いました。そして、 

その学習効果や、求められる学力との関連を実証研究し、その成果を地域、そして全国の学 校に普及・還 元することを 

目的としています。シンポジウムでは、学 校と研究者、教育委員会と研究者に、具体的な取り組みや分析結果について

発表していただきます。是非ご参加ください。

教 育 工学 研 究者 や 教 員、教 育 関 係 者はグローバ ル 時 代に 求められる教 育の質 的 

向上を図るためにどのような協働ができるのだろうか。

午前のシンポジウムでは、日本、カンボジア、フィリピンから有 識 者を招 聘し、日本

と各国の協働の可能性を探ります。

午後のシンポジウムでは、アメリカのアクティブ・ラーニング理論や、海外の学校との 

交 流 学 習 など 新しい 教 育 実 践 を行っている国 内 の 学 校 等 の 事 例 を 参 考 にしな 

がら、グローバル時代の教育の在り方を探ります。

同時開催 同時開催

6/18（土） 6/18（土）
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