
講演時間 10:00～19:30

［ �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、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※、一般社団法人 ICT CONNECT 21※、一般社団法人 日本IMS協会※ 

一般社団法人 e-Learning Initiative Japan※、未来の学びコンソーシアム※、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、SB C＆S株式会社

［ �協���力�］   教育ウチダ会、学びの場.com

edu-expo.orgセミナーの参加申込みおよび最新情報はこちら

10/2310/23 (金)(金)・・2424 (土)(土)

11/ 2011/ 20 (金)(金)・・2121(土)(土)

学びの保障

オンライン教育

GIGAスクール構想 カリキュラム・マネジメント

withコロナ ポストコロナ

大学改革
生涯学習

学習指導要領

学
び
を
拓
く
、未
来
を
創
る
。

参加無料 参加対象者：学校・教育関係者



T11

10/23（金）
若宮 正子 氏

10/23（金）
天笠 茂 氏

プログラマー

生涯学習T03 T04 カリキュラム・
マネジメント

10/24（土）
堀田 龍也 氏

東北大学大学院
情報科学研究科 教授

千葉大学 教育学部 特任教授東京大学 教授、慶應義塾大学 教授
（前文部科学省 大臣補佐官）

鈴木 寛 氏

10/23（金）
教育改革T06 教育の情報化T10

文部科学省 文部科学審議官

丸山 洋司 氏
10/23（金）

教育改革T01

T21 大学経営

11/20（金）
安浦 寛人 氏 喜連川 優 氏

T19 大学教育T30 大学改革

東京工業大学 学長

益 一哉 氏
11/21（土）

T33 教育改革

日本学術振興会顧問・ 
学術情報分析センター所長 

安西 祐一郎 氏
11/21（土） 11/20（金）

濱名 篤 氏

学校法人濱名山手学院 理事長
関西国際大学 学長

九州大学 理事 ･ 副学長 国立情報学研究所 所長

今年のNEW EDUCATION EXPOは

全セミナー オンラインで開催！

NEW EDUCATION EXPOは、

2020年で25年目を迎える先生のための教育イベントです。

今回は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、

オンラインでの開催といたします。 

明日からの授業に、これからの学校運営に役に立つ情報を伝える、 

有識者や教育現場の先生による多彩なセミナーをご用意。

みなさまのご参加を心よりお待ちいたしております。

学びを
拓く、
未来を
創る。

特別講演 特別セッション

セミナー 豪華講師陣による熱い講演!

基調講演

基調講演

特別講演

11月

10月



※�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 大学・高等教育機関向け 全 全ての教育関係者向け小・中・高 初等中等教育機関向けセミナー対象
一覧

1100:0000〜1111:3030 1313:0000〜1414:3300 1515:3300〜1717:0000

11

22

33

プログラミング教育セキュリティ・ネットワーク カリキュラム・マネジメント 超高速通信ネットワーク教育改革 生涯学習 特別支援教育 国際セッションテーマ 
一覧

子供たちの「学びの保障」を
どう担保するか
～�今後の教育施策～�

特別支援教育とICT活用
～�新型コロナウイルス対応の現状と
　課題も踏まえて考える～

超高速通信ネットワーク・SINETとは？
～�高等教育、初等中等教育を通じた活用と今後～

教育情報セキュリティポリシーを
踏まえた学校ネットワーク基盤構築の
考え方

日本福祉大学 スポーツ科学部 教授   金森�克浩 氏
福岡市立今津特別支援学校   福島�勇 氏
仙台市立八乙女中学校   伊藤�陽子 氏

国立情報学研究所
学術ネットワーク研究開発センター 副センター長   栗本�崇 氏
信州大学 教育学部 准教授   森下�孟 氏

 京都府教育委員会

合同会社KUコンサルティング 代表社員 /
文部科学省ICT活用教育アドバイザー   高橋�邦夫 氏

（株）内田洋行 技術サポート＆サービスビジネス推進部  三宅�翔太 氏

本格実施の小学校
「教科の学びにつなぐプログラミング教育」
～�先進自治体や取り組み校の授業実践・サポート、
withコロナのプログラミング教育に向けて～

新教育課程とカリキュラム・マネジメント
～�学習指導要領の改訂を踏まえ～

【ファシリテータ】
柏市教育委員会教育研究専門アドバイザー   西田�光昭 氏
札幌市立発寒南小学校   朝倉�一民 氏
インテル株式会社   竹元�賢治 氏千葉大学 教育学部 特任教授   天笠�茂 氏

基調講演

AI時代に必要な資質・能力
～�世界の潮流も踏まえた日本の現在地～

世界最高齢のプログラマーが語る！
人生100年時代の学び方
～�私は創造的でありたい。�
人生に「もう遅い」はない～

東京大学 教授、慶應義塾大学 教授
（前文部科学省 大臣補佐官）   鈴木�寛 氏プログラマー   若宮�正子 氏

基調講演特別講演

特別講演

文部科学省 文部科学審議官

丸山 洋司  氏

※ 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。
※ 具体的なオンラインの受講方法等はWebをご参照ください。 ※ 講師の所属等は令和2年9月現在です。

〈�国際セッション�〉
諸外国の教育現場における
新型コロナウイルス対応の実情と課題
(一社)日本教育情報化振興会 会長
富山大学 名誉教授   山西�潤一 氏  

他

10 月 23 日（金） 18:00〜19:30

SEMINAR
TIME TABLE 10月23日（金）

10：00～11：10

教育改革T01 全

13：00～14：30

生涯学習T03 全

T04　
13：00～14：30

カリキュラム・
マネジメント 小・中・高

15：30～17：00

教育改革T06 全

15：30～17：00
プログラミング

教育T07 小・中・高

10：00～11：30
セキュリティ・
ネットワークT02 小・中・高

13：00～14：30
超高速通信
ネットワークT05　 全

15：30～17：00
特別支援
教育T08　 小・中・高

18：00～19：30
国際

セッションT09 全



SEMINAR
TIME TABLE 10月24日（土）

1100:0000〜1111:3030 1313:0000〜1414:3300 1515:3300〜1717:0000

11

22

33

※�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 大学・高等教育機関向け 全 全ての教育関係者向け小・中・高 初等中等教育機関向けセミナー対象
一覧

テーマ 
一覧 学習科学教育の情報化 ICT活用 情報モラル 理科教育オンライン教育

GIGA時代に校長が語る！
児童生徒1人1台PC環境整備と
効果的なICT活用

授業のデジタルトランスフォーメーション（DX）
～�授業の質の向上のためのICT活用とは。�
時流に応じた最適解の模索～

密にならない協働学習
～�オンライン授業実践記～

つくば市立みどりの学園義務教育学校 校長   毛利�靖 氏
荒川区立汐入小学校 校長   川上�晋 氏

東京学芸大学 教育学部 准教授   高橋�純 氏
信州大学 学術研究院 助教   佐藤�和紀 氏

東京学芸大学附属小金井小学校   鈴木�秀樹 氏
千葉大学教育学部附属小学校   小池�翔太 氏

資質・能力を育む
学校・授業・評価づくり
～公開模擬ゼミ・学習科学の視点から～

スマホの安全・安心な活用を考える
～情報モラル育成のために～

聖心女子大学現代教養学部 教授   益川�弘如 氏
ビリギャル / 聖心女子大学大学院   小林�さやか 氏
Teach For Japan / 聖心女子大学大学院   池田�由紀 氏兵庫県立大学 環境人間学部 准教授   竹内�和雄 氏

文部科学省 初等中等教育局 教育課程課 
教科調査官   鳴川�哲也 氏
筑波大学附属小学校   辻�健 氏

小学校理科の方向性と実践
～直接体験を伴う観察実験重視の問題解決～

基調講演 中川一族の野望2020
～�教育情報化推進を狙った「中川一族の野望
2005」はどうなったか、未来はどうなるか～学習指導要領の改訂に伴う

教育の情報化の最新動向

国立教育政策研究所 所長   中川�健朗 氏
放送大学 教授 / コーディネータ   中川�一史 氏
広島市立五日市南小学校 教頭   中川�祥子 氏
文部科学省 初等中等教育局 視学委員   中川�哲 氏
徳島県上板町立高志小学校 校長   中川�斉史 氏

東北大学大学院 
情報科学研究科 教授   堀田�龍也 氏

放送大学 教授   中川�一史 氏
柏市立手賀東小学校 校長   佐和�伸明 氏
熊本市教育センター 副所長   本田�裕紀 氏
学校法人佐藤栄学園さとえ学園小学校   山中�昭岳  氏
北海道教育大学附属函館中学校   郡司�直孝  氏

ICT活用のパラダイムシフト
～withコロナ・ポストコロナを視野に入れて～

※�事前収録

一部のセミナーの再放送を実施予定です。

再放送するセミナーはサイトにてご案内

させていただきますのでご確認ください。

再放送のお知らせ

edu-expo.org

セミナーの参加申込みおよび
最新情報はこちら

10：00～11：30

教育の情報化 小・中・高T10

10：00～11：30

ICT活用 小・中・高T11

小・中・高

10：00～11：30

情報モラルT12　

小・中・高

13：00～14：30

ICT活用T13

13：00～14：30
オンライン
教育T14　 小・中・高

15：30～17：00

学習科学T18　 小・中・高

13：00～14：30

理科教育T15　 小・中・高

15：30～17：00

教育の情報化T16　 小・中・高

15：30～17：00

ICT活用T17　 小・中・高



SEMINAR
TIME TABLE 11月20日（金）

1100:0000〜1111:3030 1313:0000〜1414:3300 1515:3300〜1717:0000

11

22

33

44

文部科学省「遠隔教育システムの効果的な活用に関する実証」共同開催

高大接続の今後
～�大学入試改革の今までとこれから～

文部科学省（大学入試改革担当者）

授業における
MOOCコンテンツ利用の効果
～JMOOCの実例を中心として～

教育の情報化の推進施策
～�文部科学省、経済産業省が語る～

（一社）日本オープンオンライン教育推進協議会
（JMOOC）理事長 / 早稲田大学名誉顧問  白井�克彦 氏
（一社）日本オープンオンライン教育推進協議会（JMOOC）副理事長 / 
早稲田大学 理工学術院 教授    深澤�良彰 氏

（一社）日本オープンオンライン教育推進協議会
（JMOOC）常務理事・事務局長   栗山�健 氏
早稲田大学 准教授   鄭�顕志 氏
京都大学 准教授   酒井�博之 氏
法政大学   高田�美樹 氏

文部科学省 初等中等教育局　
情報教育・外国語教育課 課長   今井�裕一 氏
経済産業省 商務・サービスグループ 
サービス政策課長 (併)教育産業室長   浅野�大介 氏

AI・ポストコロナ時代のデータ活用
～大学調査の実事例を通じて考える、
　オンライン教育での学生の学習実態～
～学生はオンライン教育で学習できているか、
　学習を促進するデータやAI？～

学校法人三幸学園理事長 特別補佐(戦略担当） SANKOニューノーマル
ラーニング(NNL)ラボ・プロデューサ   伊藤�健二 氏

他

テーマ 
一覧

※�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 大学・高等教育機関向け 全 全ての教育関係者向け小・中・高 初等中等教育機関向けセミナー対象
一覧

オープン・オンライン教育高大接続AI基礎教育データ活用大学教育 大学経営 教育の情報化 大学ICTオンライン教育 国際セッション

初等中等教育における
今後の遠隔・オンライン教育のために
～�withコロナ・ポストコロナに向けて～

信州大学 特任教授   東原�義訓 氏
文部科学省 初等中等教育局 情報教育・外国語教育課 課長   今井�裕一 氏
高森町教育委員会 審議員兼教育ＣＩＯ補佐官   古庄�泰則 氏
京都府教育庁 学校教育課 総括指導主事兼係長   瀧本�徹 氏
箕面市教育委員会 子ども未来創造局 教育センター 副所長   川畑�寛明 氏
箕面市教育委員会 子ども未来創造局 教育センター指導主事  岩永�泰典 氏

〈実証事務局〉（株）内田洋行 教育総合研究所   井上�信介 氏

11 月 20 日（金） 18:00〜19:30

一部のセミナーの再放送を実施予定です。
再放送するセミナーはサイトにてご案内さ
せていただきますのでご確認ください。

edu-expo.org

セミナーの参加申込みおよび
最新情報はこちら

再放送のお知らせ

10：00～11：30

教育の情報化T20 小・中・高

九州大学理事・副学長 
  安浦�寛人 氏
国立情報学研究所 所長 
  喜連川�優 氏

新型コロナウイルス感染拡大を
踏まえた教育環境と大学の役割
～�加速した教育の変容～

特別セッション

10：00～11：30

大学教育T19　 全

15：30～17：00
オープン・

オンライン教育T26　 大

全

15：30～17：00

高大接続T25

これからの大学経営
～�社会的課題も踏まえた戦略立案～

学校法人濱名山手学院 理事長 /
関西国際大学 学長   濱名�篤 氏

特別講演

13：00～14：30

大学経営T21 大

「個別最適な学び」を実現する
国際技術標準

(一社)日本IMS協会理事長 / 
早稲田大学名誉顧問   白井�克彦 氏
文部科学省 初等中等教育局 学びの先端技術活用推進室長   桐生�崇 氏
(一社)日本IMS協会理事 / 
放送大学 教授   山田�恒夫 氏
(一社)日本IMS協会 LTI国内適用検討部会主査 /

（株）内田洋行   畠田�浩史 氏
（一社）日本IMS協会 事務局長   藤原�茂雄 氏

全

13：00～14：30

データ活用T22　

13：00～14：30
オンライン
教育T23　 小・中・高

これからの時代に必要な「AI基礎教育」
～中高・大学での実践事例から
　全学カリキュラムの構築まで～

【コーディネータ】
日経BP コンシューマーメディア局長補佐   中野�淳 氏
関西学院大学 学長補佐   巳波�弘佳 氏
宮城教育大学 教授   安藤�明伸 氏

13：00～14：30

AI基礎教育T24　 全

15：30～17：00

データ活用T27 全

武蔵野美術大学 造形構想学部 主任教授   井口�博美 氏
武蔵野美術大学 造形構想学部 教授   若杉�浩一 氏

イノベーションとこれからの新しい学び

大

18：00～19：30

大学ICTT29　

〈�国際セッション�〉

この実践、真似できますか？
～�世界がつながりやすいこの時期に。
　アジアの教育現場より～

日本福祉大学 客員教授 /
WYM実行委員長   影戸�誠 氏
立命館中学校・高等学校   浅川�行弘 氏
カンボジア教員養成大学   ラタ・ロング 氏

全

18：00～19：30
国際

セッションT28



1100:0000〜1111:3030 1313:0000〜1414:3300 1515:3300〜1717:0000
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SEMINAR
TIME TABLE 11月21日（土）

※�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 大学・高等教育機関向け 全 全ての教育関係者向け小・中・高 初等中等教育機関向けセミナー対象
一覧

テーマ 
一覧

1人1台端末は自宅に持ち帰らなければ
意味がない
～�知識習得と学習の習慣化に
　明確に成果が得られる端末の活用事例～

岡山大学大学院 教育学研究科 教授   寺澤�孝文 氏

まなぶとはたらくをつなぐこと
～�大学におけるキャリア教育が�
いま必要となる理由～

実践女子大学文学部 教授 学長補佐   深澤�晶久 氏
他

学びを止めないICT活用
～�1人1台の端末を活用した
　オンライン授業の現状と課題～

大学のオンライン授業運営における
可能性と今後の課題

大妻中野中学校・高等学校   平野�恵 氏
三浦学苑高等学校   安宅�隆 氏
八王子学園八王子中学校・高等学校   田上�大地 氏

法政大学 情報科学部 教授   廣津�登志夫 氏
東北学院大学 学長補佐 教授   稲垣�忠 氏

基調講演 地方小規模大学の強みを生かす学びと戦略
～アフターコロナをどう見据えるか。
　小規模だからこその可能性～未来を創る大学に向けて

～世界で活躍する人材を育成するための大学改革～

共愛学園前橋国際大学 学長   大森�昭生 氏
日本文理大学 工学部 教授   吉村�充功 氏東京工業大学 学長   益�一哉 氏

デジタル革命と感染症の時代に
日本の教育はどうあるべきか

日本学術振興会顧問・ 
学術情報分析センター所長  
  安西�祐一郎 氏

基調講演

国立教育政策研究所 総括研究官 /
東京大学 高大接続研究開発センター 客員教授   白水�始 氏
東京大学 高大接続研究開発センター 特任助教   齊藤�萌木 氏
東京大学 高大接続研究開発センター 特任助教   飯窪�真也 氏
東京大学 高大接続研究開発センター 学術支援専門職員   堀�公彦 氏

（株）内田洋行 教育総合研究所   平野�智紀 氏

初等中等・高等教育と社会との
新たな連携の形
～学校の壁を超える実践学講座～

東京外国語大学大学院総合国際学研究院 教授・
TUFS英語学習支援センター長   吉冨�朝子 氏
青山学院大学 経済学部 教授   小張�敬之 氏
青山学院大学 外国語ラボラトリー　
学術情報部語学学習課　課長   武田�智恵子 氏

語学学習と
オンライン学習の関係を考える
～�具体的実践例を通じ～

東洋大学 理事・入試部長   加藤�建二 氏

選ばれる大学になるために
～�入試改革は今～

教育改革 語学教育指導手法 キャリア教育地域連携大学改革 高大接続オンライン教育 データ活用

10：00～11：30

大学改革T30 大 全

13：00～14：30

教育改革T33　
15：30～17：00

地域連携T36　 大

10：00～11：30

指導手法T31　 全 大

13：00～14：10

高大接続T34　

T32
10：00～11：30

オンライン
教育 大 大

13：00～14：30

語学教育T35 小・中・高

15：30～17：00
オンライン
教育T38

15：30～17：00

データ活用T39 小・中・高

15：30～17：00

キャリア教育T37　 大


