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東京会場地図・交通

東京ファッションタウンビル 
西館2階TFTホール
東京都江東区有明3-4-10

※お車でのお越しはご遠慮ください。

［新交通ゆりかもめ］
「新橋駅」から21分、「豊洲駅」から7分 

▲

「東京ビッグサイト駅」下車徒歩1分 ブリッジにて直結

［りんかい線］
「新木場駅」から5分、または「大崎駅」から13分 

▲

「国際展示場駅」下車徒歩5分

［羽田空港］
・ 東京モノレール「天王洲アイル駅」にて 

りんかい線にお乗り換えください。

・ リムジンバス（お台場・有明エリア方面）の場合約25分 
 

▲

「東京ビッグサイト」下車徒歩5分
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フジテレビ

夢の大橋

テレコムセンタービル

ホテルグランパシフィック・
ル・ダイバ

ＪＲ山手線

ＪＲ京浜東北線

総合受付
TFT西館
（TFTホール）

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

6/106/10（金）（金）1111（土）（土）大阪マ大阪マーーチャンダイズ・マチャンダイズ・マーートト（（ＯＭＭＯＭＭ））大阪府大阪市中央区大手前 1-7-31

大阪in大阪大阪ででもも
開開催し催しまますす！！

東京と同時にサテライト会場でも！　 6/26/2（木）（木）〜〜6/46/4（土）（土）

東京会場で行われるセミナーの一部をリアルタイムで上映します。

福岡県福岡市中央区大名2-9-27
赤坂センタービル 2F

株式会社内田洋行 九州支店

▲
 福岡サテライト会場

愛知県名古屋市中区錦2-2-2
名古屋丸紅ビル13F

株式会社内田洋行 名古屋営業所

▲
  名古屋サテライト会場

▲
  仙台サテライト会場

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

札幌ユビキタス協創広場 U-cala（ユーカラ）

▲
 札幌サテライト会場

北海道帯広市西3条南9丁目23番地

帯広経済センタービル 東館4F N402

▲
 帯広サテライト会場

北海道旭川市春光台2条2丁目1-6

旭川工業高等専門学校 次世代教育演習室

▲
 旭川サテライト会場

宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉149

国立大学法人 宮城教育大学 5号館1F
内田洋行フューチャークラスルームラボ

（FUTURE CLASS ROOM Lab.）
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TOKYOTOKYO 6/26/2(木)(木)・・33(金)(金)・・44(土)(土)

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

［ アクセス ］　�りんかい線　国際展示場駅（下車徒歩約5分）�
�ゆりかもめ　東京ビッグサイト駅（下車徒歩約1分）

受付開始  9：30～／展示  9：30～18：00
※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。

参 加 対 象 者
学校・教育関係者

入 場 無 料

［  主    催  ］ New Educat ion 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※　全国 ICT教育首長協議会  

東京都教育委員会※　神奈川県教育委員会※　埼玉県教育委員会※　千葉県教育委員会※　茨城県教育委員会※　群馬県教育委員会※ 
山梨県教育委員会※　横浜市教育委員会※　川崎市教育委員会※　さいたま市教育委員会※　千葉市教育委員会※　甲府市教育委員会※ 
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※　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  日本オープンオンライン教育推進協議会※　一般社団法人  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　　　　［   協    賛   ］　 教育関連企業　約100社
［  協    力  ］  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
申込締切日  

▲  5月3 0日（月）18：0 0まで

教育関係者向けセミナー＆展示会

学
び
の
未
来
を
、
共
に
拓
く
。
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・デジタル教科書
・タブレット対応ドリル教材
・コンテンツ配信サービス
・授業支援ソフト、アプリ
・多言語変換システム
・読み上げ教材作成ソフト
・外国語学習ソフト、教材
・LMS
・人材サポート など

教育ソフトウェア＆ 
コンテンツ/
語学学習

EXPO2021 フューチャークラスルーム® ライブの様子

最 先 端 の 技 術 を 満 載した 未 来 の 
教室、フューチャークラスルーム®は 
毎年大好評。今年もさらにパワーアップ 
して展示会場に登場いたします！

未来の教室を体感！
FUTURE CLASS ROOM®

5 Var ious
exhib i t ion
themes

・無線LANソリューション/Wi-Fi
・授業支援システム
・プログラミング
・クラウドサービス
・サーバー/UPS
・動画、コンテンツ作成/配信
・遠隔会議システム
・校務支援システム
・セキュリティソリューション など

・電子黒板
・教材提示装置
・最新タブレット端末
・PC周辺機器、アクセサリ
・プリンター/スキャナー
・プロジェクター
・証明書自動発行機 など ICT＆ネットワーク/ 

セキュリティ

1Var ious

exhib i t ion

themes ハードウェア＆
学校設備

2 Var ious
exhib i t ion
themes

4 Var ious
exhib i t ion
themes

・学校環境整備
・サイエンス
・算数、数学教材
・特別支援教育教材
・学校専用通信販売 など

教材・教具＆
理化学機器

3 Var ious
exhib i t ion
themes

展示 最新のシステムから教材まで約100社を超える企業が出展!
※展示ゾーンの内容は変更になる場合があります。

NEW EDUCATION EXPOは、

2022年で27年目を迎える先生のための教育イベントです。

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は、受講者へ非常に高い満足度を誇ります。

明日の学校を、授業を、より良くするためのヒントに溢れたNEW EDUCATION EXPOにぜひ足をお運びください。

なお、本イベントでは徹底した新型コロナウィルス対策を実施いたします。

みなさまのご来場を心よりお待ちいたしております。

学びの未来を、
　　　　共に拓く。

EXPO2022-TOKYO-omote.indd   3EXPO2022-TOKYO-omote.indd   3 2022/05/13   11:182022/05/13   11:18

　

[展示協賛・協力団体・企業一覧]

文部科学省
(株)アイ･オー･データ機器

アイコム(株)

(株)アカバネ

(株)アスク

アバー・インフォメーション(株)

アライドテレシス(株)

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)

江戸崎共栄工業(株)

エプソン販売(株)

(株)エムディーエス

エレコム(株)

(株)奥羽木工所

(株)大江理工社

沖電気工業(株)

(株)がくげい

カシオ計算機(株)

(株)学研ステイフル

教育出版(株)

(株)近畿エデュケーションセンター

(株)グレートインターナショナル

コーユーイノテックス(株)

(株)サインウェーブ

さくら精機(株)

サンワサプライ(株)

(株)シー・オー・コンヴ

(公財)CTC未来財団

(株)ジェイアール四国コミュニケーションウェア

(株)ＪＶＣケンウッド・公共産業システム

(株)SibaService

シャープNECディスプレイソリューションズ(株)

シャープマーケティングジャパン(株)

ジャストシステム

Jamf Japan(同)

スズキ教育ソフト(株)

ソースネクスト(株)

ソニーマーケティング(株)

(株)ソリトンシステムズ

Dynabook(株)

大日本図書(株)

(株)太陽技研

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)

TD SYNNEX(株)

帝国器材(株)

(株)帝国書院

(株)テクノクリエイト

テクノホライゾン(株)エルモカンパニー

デジタルアーツ(株)

(株)デジタル・ナレッジ

東京書籍(株)

凸版印刷(株)

トレンドマイクロ(株)

(株)ナナミ

西山教材(株)

(株)日経BP

(株)日本HP

日本文教出版(株)

NeoLAB(株)

(株)ネットワールド

パックス工業(株)

(株)バッファロー

パナソニック コネクト(株)

パナソニックEWネットワークス(株)

バルコ(株)

広島県教科用図書販売(株)

(株)フォトロン

富士セルロイド工業(株)

富士ソフト(株)

富士フイルムイメージングシステムズ(株)

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン

(株)Fusic

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

(株)ブレインテック

ベルウッド(株)

(株)松崎

三井情報(株)

光村図書出版(株)

ミナト光学工業(株)

(株)MetaMoJi

メディアサイト(株)

メディカルテック(株)

(株)ユニティ

ラインズ(株)

理想科学工業(株)

(株)LITALICO

レノボ・ジャパン(同)

ロジカルテック(株)

[特別協賛企業]

特別協賛／展示協賛／協力団体・企業のご紹介

堀田 龍也 氏 平川 理恵 氏

東北大学大学院
情報科学研究科 教授
東京学芸大学大学院
教育学研究科 教授

広島県教育委員会
教育長

6/4（土） 6/4（土）T48

T05大学経営

堀 賢 氏

順天堂大学大学院
医学研究科
感染制御科学 教授

6/3（金） T20学校施設

教育改革

基調講演

喜連川 優 氏 鈴木 寛 氏荒瀬 克己 氏戸井田 和彦 氏

国立情報学研究所 所長 東京大学 教授
慶應義塾大学 教授

独立行政法人教職員支援機構 理事長
中央教育審議会 副会長

学校法人立教学院 理事長

6/2（木） 6/3（金） 6/3（金）6/2（木）

特
別
講
演

セミナー 豪華講師陣による熱い講演!

教育改革

安西 祐一郎 氏

日本学術振興会 顧問
東京財団政策研究所 所長

6/2（木）

教育の情報化

T10 教育改革 T24

教育改革 T56

教育改革 T32T01
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SEMINAR
TIME TABLE 6月2日（木）

1100:0000〜1111:4040 1313:0000〜1414:4040 1515:4040〜1717:2020
コード コード コード

11

T01

教育改革

10：00〜11：30

基調講演

これからの「学び」の在り方
〜昨今の教育改革を踏まえ〜

T05

大学経営

13：00〜14：30

基調講演

共感力と学校経営
〜�立教学院の経営改革の取組を通じて〜

T10

教育改革

15:40〜16:40

基調講演

教育×データで何が生まれるのか、�
できるのか
〜情報学研究所の視点〜

国立情報学研究所 所長   喜連川�優�氏日本学術振興会 顧問、東京財団政策研究所 所長   安西�祐一郎�氏 学校法人立教学院 理事長   戸井田�和彦�氏

22

T02

大学経営

10：00〜11：40

大学経営戦略を語る
T06

教育の情報化

13：00〜14：40

特別セッション

【全国ICT教育首長サミット】�
ポストGIGAスクールを考える�
〜自治体トップの立場から〜
文部科学省 初等中等教育局 
学校デジタル化プロジェクト チームリーダー   板倉�寛�氏
全国ICT教育首長協議会 会長、多久市長   横尾�俊彦�氏

全国ICT教育首長協議会理事、加盟自治体首長

T11

ガバナンス
改革

15：40〜17：20

特別セッション

学校法人ガバナンス改革を�
事例から考える
〜「誰が」、「誰から」学校法人を守るのか〜

ジャーナリスト、東京財団政策研究所 研究主幹
上智大学 特任教授   松本�美奈�氏
中央大学法科大学院 教授、森・濱田松本法律事務所 客員弁護士   野村�修也�氏

学校法人京都女子学園 理事 法人本部長   竹内�康弘�氏
学校法人中央大学 常任理事   大貫�裕之�氏

33

T03

オープン・
オンライン教育

10：00〜11：40

オープン・オンライン教育の大学における実践事例
〜MOOCコンテンツの単位認定〜

（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） 
理事、京都大学 高等教育研究開発推進センター長、教授   飯吉�透�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

T07

人材育成

13：00〜14：40

真のデータ活用人材を育てる
〜各大学の取組〜 T12

大学DX

15：40〜17：20

PlusDXでどう変わる?
〜大学DX最新事例紹介〜

滋賀大学 理事、副学長   須江�雅彦�氏
立正大学 データサイエンス学部 教授   渡辺�美智子�氏

法政大学 常務理事   平山�喜雄�氏
東京医療保健大学 医療保健学部 教授   今泉�一哉�氏
共愛学園前橋国際大学 国際社会学部長   村山�賢哉�氏

44

T08

リカレント教育

13：00〜14：40

人生100年時代の大学の在り方
〜リカレント教育に関する大学の取組〜 T13

人材育成

15：40〜17：20

Society5.0社会で必要となる�
DX人材を育成するには？
〜�企業8万件のDX実績を踏まえた�
DX人材育成プログラムのポイント〜

学校法人三幸学園 理事長特別補佐（戦略担当）   伊藤�健二�氏

文部科学省 総合教育政策局 生涯学習推進課長   神山 弘�氏
福井大学 理事（研究,産学・社会連携担当）、副学長   末�信一朗�氏
名古屋商科大学大学院 研究科長   岩澤�誠一郎�氏
青山学院大学 社会情報学研究センター 特別研究員   山口�理栄�氏

55

T14

授業改善

15：40〜17：20

学習環境とテクノロジーから「授業」を問い直す
〜学習目標・授業方法・評価の観点から〜

東京工業大学 リベラルアーツ研究教育院 教授   室田�真男�氏
早稲田大学 人間科学学術院 教授   森田�裕介�氏

パワープレイス（株） 
【コーディネータ】
東京理科大学 教職教育センター教授   渡辺�雄貴�氏

66

T04

図書館

10：00〜11：40

withコロナ時代にふさわしい、�
ICT&デザインをフルに活かした�
「未来の図書館」を考える！

T09

図書館

13：00〜14：40

地域伝統・文化・街並みを映像で次世代に遺す、
地域のアーカイブセンターとしての�
図書館の役割

T15

図書館

15：40〜17：20

withコロナ時代にも�
地域の学びと元気を創出する�
最新図書館事例!

アカデミック・リソース・ガイド株式会社 取締役CDO
明治学院大学 文学部 芸術学科 非常勤講師   李�明喜�氏

元秋田県立図書館 副館長
特定非営利活動法人IRI知的資源イニシアチブ 代表理事   山崎�博樹�氏
パワープレイス（株）
ビジュアライゼーション デザイン室 室長   井上�裕治�氏 

豊橋市まちなか図書館 館長   種田�澪�氏
寝屋川市立中央図書館 館長   山本�章弘�氏 

テーマ
一覧

※�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。

※�参加人数が限られております。

※�講師の所属・肩書は2022年4月現在のものです。

未来の教室体験
「フューチャークラスルームRRライブ」

ハイフレックス授業や遠隔授業、1人1台タブ

レット端末などを活用した授業が体験できる�

フューチャークラスルームⓇライブを実施

します。

大好評
！ 3日間

 開催！

※�時間等詳細についてはホームページをご確認ください。

※�時間等の変更がある場合がございますのでホームページ
でご確認ください。

EXPO2021�フューチャークラスルームRライブの様子

セミナー
対象一覧

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 小中高等学校・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
TIME TABLE 6月3日（金）

1100:0000〜1111:4040 1313:0000〜1414:4040 1515:4040〜1717:2020
コード コード コード

11

T16　

教育の情報化

10：00〜11：40

教育DXに向けた政策動向

文部科学省 初等中等教育局 
学校デジタル化プロジェクト チームリーダー   板倉�寛�氏
文部科学省 総合教育政策局 調査企画課長、教育DX推進室長   桐生�崇�氏
デジタル庁 参事官   吉田�宏平�氏
デジタル庁 デジタルエデュケーション統括   中室�牧子�氏
経済産業省    小倉�直子�氏

T24　

教育改革

13：00〜14：30

基調講演

「令和の日本型学校教育」のめざすもの
〜一人ひとりの子どもを主語にするには〜

T32　

教育改革

15：40〜17：10

基調講演

この国の教育に今必要なこと
〜教育改革の現状を踏まえ〜

独立行政法人教職員支援機構 理事長
中央教育審議会 副会長   荒瀬�克己�氏 東京大学 教授、慶應義塾大学 教授   鈴木�寛�氏

22

T17　

高校改革

10：00〜11：40

新しい時代の教育改革に向けて
〜地域・社会との協働による魅力ある高校づくり〜

（一財）地域・教育魅力化プラットフォーム 代表理事   岩本�悠�氏
島根県立島根中央高等学校 校長   立石�祥美�氏
島根県立隠岐島前高等学校 コーディネーター   宮野�準也�氏
島根大学大学院 教育学研究科 准教授   中村�怜詞�氏

T25　

教育データ
活用

13：00〜14：40

教育データの利活用を図るために技術的に�
必要な「標準化」とは�〜国際技術標準から考える〜

（一社）日本IMS協会 理事長、早稲田大学 名誉顧問   白井�克彦�氏
鳴門教育大学大学院 教授   藤村�裕一�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 技術委員長   常盤�祐司�氏
（株）デジタルナレッジ シニアフェロー   秦�隆博�氏

T33　

教育データ
活用

15：40〜17：20

AIを活用した�
ラーニングアナリティクス研究と今後の展望

京都大学 学術情報メディアセンター 教授   緒方�広明�氏
芝浦工業大学 工学部 教授  角田�和巳�氏
京都大学 学術情報メディアセンター 特定研究員   李�慧勇�氏
京都大学 学術情報メディアセンター 特定研究員   高見�享佑�氏

内田洋行教育総合研究所 

33

T18　

セキュリティ

10：00〜11：40

「教育情報セキュリティポリシーに関する�
ガイドライン」の改訂ポイントを踏まえた�
セキュリティ対策�

T26　

ネットワーク

13：00〜14：40

GIGAスクールにおけるネットワーク環境を考える
〜自治体の導入事例を通じ〜

元鴻巣市教育部 教育総務課 主任   新井�亮裕�氏
藤沢市教育委員会 教育総務課 主任   田島�正教�氏
藤沢市教育委員会 教育総務課 指導主事   小林�隆�氏  
姫路市総合教育センター 管理指導主事   坂田�怜輝�氏

（株）内田洋行 ネットワークサポートセンター   永山�達也�氏

T34　

ICT活用

15：40〜17：20

１人１台端末に関する私立学校の取組

（同）KUコンサルティング 代表社員   髙橋�邦夫�氏
（株）内田洋行 ネットワーク技術推進課 係長   宮地�真一�氏

学校法人千葉明徳学園   梅澤�俊秀�氏
森村学園初等部   榎本�昇�氏
立教池袋中学校・高等学校 教務部長   酒井�一哉�氏

44

T19　

大学競争戦略

10：00〜11：40

とある大学の競争戦略
〜ポジショニングとマーケティングミックス(入試戦略)〜

T27　

地域連携

13：00〜14：40

今、改めて地域連携草創期を振り返る
〜大学と地域の幸福な関係に向けて〜

T35　

大学経営

15：40〜17：20

経営人材としての大学職員の役割と�
教職員の意識改革
〜大学を強くするために〜

東洋大学 理事・入試部長   加藤�建二�氏
追手門学院大学 事務局長   増田�栄太郎�氏

松本大学 名誉学長   住吉�廣行�氏
共愛学園前橋国際大学 学長   大森�昭生�氏 東京大学大学院 教育学研究科 教授   両角�亜希子�氏

55

T20　

学校施設

10：00〜11：30

特別講演

次々と迫りくる国際的感染症に対して、�
学校は何を備えておくべきか?�
〜PandemicReadyで強靭な学校を作る〜

順天堂大学大学院 医学研究科 感染制御科学 教授   堀�賢�氏

T28　

学校施設

13：00〜14：40

文部科学省『新しい時代の学びを実現する�
学校施設の在り方について（最終報告）』の�
目指すものと推進方策

T36　

学校施設

15：40〜17：20

インクルーシブ教育の視点からみた�
学校施設づくり

東洋大学 名誉教授、教育環境研究所 所長
国立教育政策研究所 客員研究員   長澤�悟�氏

千葉大学大学院 工学研究院 教授   柳澤�要�氏
呉工業高等専門学校 建築学科 准教授   下倉�玲子�氏
福山大学 工学部 建築学科 准教授   佐々木�伸子�氏

66

T21　

大学ICT
環境整備

10：00〜11：40

大学におけるICT化の様々な取り組み
〜大学DXや環境整備を通じ〜

T29　

医療人材育成

13：00〜14：40

シミュレーション医療教育の近未来 T37　

語学

15：40〜17：20

大学における語学教育の様々な取り組み
〜オンライン教材やメタバースを活用した実践〜

香川大学 創造工学部 創造工学科 教授
（併）香川大学 情報メディアセンター長
CDO（デジタル化統括責任者）、学長特別補佐   八重樫�理人�氏
学校法人神奈川大学 情報システム推進部 部長   村山�宏幸�氏

（株）内田洋行 テクニカルサービス＆クラウドセンター 課長   大塚�輝�氏

帝京大学 医学部 救急医学講座 教授   金子�一郎�氏
東京慈恵会医科大学 救急医学講座 主任教授   武田�聡�氏
浜松医科大学 医学部 医学教育推進センター 特任教授   五十嵐�寛�氏

順天堂大学 保健看護学部 特任教授   山下�巌�氏
中央大学 国際情報学部 准教授   斎藤�裕紀恵�氏

77

T22　

教育の情報化

10：00〜11：40

GIGAスクール構想の�
1人１台端末を活用した学び

T30　

教育の情報化

13：00〜14：40

海外の教育ICT事情 T38　

国際
セッション

15：40〜17：20

〈国際セッション〉�
諸外国における個別最適化と�
データ活用に関する現状と課題

千代田区立九段中等教育学校   須藤�祥代�氏
日本マイクロソフト（株） 文教営業統括本部 
ICTソリューション担当部長   佐藤�正浩�氏

青雲学園青雲中学校・高等学校   江﨑�敏夫�氏
武蔵野学院大学 国際コミュニケーション学部 准教授   上松�恵理子�氏

（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
エストニア、オーストラリアからの海外ゲストを予定

88

T23　

教育の情報化

10：00〜11：40

真のGIGAスクールの実現に向けて
〜教職員のサポート面と環境面（ゼロトラスト）からの考察〜

T31　

情報
リテラシー

13：00〜14：40

【ワークショップ】�
矛盾する情報を読み解く�
スキルを身につける学習活動とは�
〜ポスト真実時代の情報リテラシー育成に向けて〜

専修大学 ネットワーク情報学部 准教授   望月�俊男�氏
ラトガース大学大学院 教育学研究科 教授   クラーク・A・チン�氏
神戸大学大学院 人間発達環境学研究科 教授   山口�悦司�氏
神奈川県立生田東高等学校   大石�智広�氏

T39　

高専の取組

15：40〜17：20

SDGs課題に高専生がチャレンジ！
〜探求活動から社会実装へ〜

独立行政法人国立高等専門学校機構 理事長   谷口�功�氏
石川工業高等専門学校 電子情報工学科 ５年生   中田�晴規�氏
佐世保工業高等専門学校 機械工学科 4年生   森田�羽南�氏
石川工業高等専門学校 電子情報工学科 准教授   越野�亮�氏
佐世保工業高等専門学校 電気電子工学科 准教授   猪原�武士�氏
経済産業省 風力政策室長   石井�孝之�氏
イオン（株） DX推進担当   菓子�豊文�氏

【コーディネータ】
立教大学 理学部 SCOLA 特任准教授、サイエンスコミュニケーター   古澤�輝由�氏

柏市教育委員会 教育研究専門アドバイザー   西田�光昭�氏
富士通（株） インフラ＆ソリューションセールス本部
ネットワークセキュリティチャネル部 シニアマネージャー   朴�哲寿�氏

テーマ
一覧

セミナー
対象一覧

大 大学・高等教育機関向け

国際セッション

高校改革

ICT活用

大学ICT環境整備 語学

ネットワーク

高専の取組大学競争戦略

教育の情報化 学校施設情報リテラシー

大学経営 医療人材育成

セキュリティ教育データ活用

教育改革 地域連携

教育改革 ガバナンス改革 人材育成 大学DX

授業改善オープン・オンライン教育

リカレント教育

図書館

大学経営

教育の情報化

先着8名様〜12名様

公共 ICTフォーラム
2022

同 時 開 催

セミナーの詳しい内容は、
右ページ下のタイムテーブルをご覧ください。
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※�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。

※�参加人数が限られております。
※�講師の所属・肩書は2022年4月現在のものです。

未来の教室体験
「フューチャークラスルームRRライブ」

ハイフレックス授業や遠隔授業、1人1台タブ

レット端末などを活用した授業が体験できる�

フューチャークラスルームⓇライブを実施

します。

大好評
！ 3日間

 開催！

※�時間等詳細についてはホームページをご確認ください。

※�時間等の変更がある場合がございますのでホームページ
でご確認ください。

EXPO2021�フューチャークラスルームRライブの様子

1100:0000〜1111:4040 1313:0000〜1414:4040 1515:4040〜1717:2020
コード コード コード

11

T16　

教育の情報化

10：00〜11：40

教育DXに向けた政策動向

文部科学省 初等中等教育局 
学校デジタル化プロジェクト チームリーダー   板倉�寛�氏
文部科学省 総合教育政策局 調査企画課長、教育DX推進室長   桐生�崇�氏
デジタル庁 参事官   吉田�宏平�氏
デジタル庁 デジタルエデュケーション統括   中室�牧子�氏
経済産業省    小倉�直子�氏

T24　

教育改革

13：00〜14：30

基調講演

「令和の日本型学校教育」のめざすもの
〜一人ひとりの子どもを主語にするには〜

T32　

教育改革

15：40〜17：10

基調講演

この国の教育に今必要なこと
〜教育改革の現状を踏まえ〜

独立行政法人教職員支援機構 理事長
中央教育審議会 副会長   荒瀬�克己�氏 東京大学 教授、慶應義塾大学 教授   鈴木�寛�氏

22

T17　

高校改革

10：00〜11：40

新しい時代の教育改革に向けて
〜地域・社会との協働による魅力ある高校づくり〜

（一財）地域・教育魅力化プラットフォーム 代表理事   岩本�悠�氏
島根県立島根中央高等学校 校長   立石�祥美�氏
島根県立隠岐島前高等学校 コーディネーター   宮野�準也�氏
島根大学大学院 教育学研究科 准教授   中村�怜詞�氏

T25　

教育データ
活用

13：00〜14：40

教育データの利活用を図るために技術的に�
必要な「標準化」とは�〜国際技術標準から考える〜

（一社）日本IMS協会 理事長、早稲田大学 名誉顧問   白井�克彦�氏
鳴門教育大学大学院 教授   藤村�裕一�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 技術委員長   常盤�祐司�氏
（株）デジタルナレッジ シニアフェロー   秦�隆博�氏

T33　

教育データ
活用

15：40〜17：20

AIを活用した�
ラーニングアナリティクス研究と今後の展望

京都大学 学術情報メディアセンター 教授   緒方�広明�氏
芝浦工業大学 工学部 教授  角田�和巳�氏
京都大学 学術情報メディアセンター 特定研究員   李�慧勇�氏
京都大学 学術情報メディアセンター 特定研究員   高見�享佑�氏

内田洋行教育総合研究所 

33

T18　

セキュリティ

10：00〜11：40

「教育情報セキュリティポリシーに関する�
ガイドライン」の改訂ポイントを踏まえた�
セキュリティ対策�

T26　

ネットワーク

13：00〜14：40

GIGAスクールにおけるネットワーク環境を考える
〜自治体の導入事例を通じ〜

元鴻巣市教育部 教育総務課 主任   新井�亮裕�氏
藤沢市教育委員会 教育総務課 主任   田島�正教�氏
藤沢市教育委員会 教育総務課 指導主事   小林�隆�氏  
姫路市総合教育センター 管理指導主事   坂田�怜輝�氏

（株）内田洋行 ネットワークサポートセンター   永山�達也�氏

T34　

ICT活用

15：40〜17：20

１人１台端末に関する私立学校の取組

（同）KUコンサルティング 代表社員   髙橋�邦夫�氏
（株）内田洋行 ネットワーク技術推進課 係長   宮地�真一�氏

学校法人千葉明徳学園   梅澤�俊秀�氏
森村学園初等部   榎本�昇�氏
立教池袋中学校・高等学校 教務部長   酒井�一哉�氏

44

T19　

大学競争戦略

10：00〜11：40

とある大学の競争戦略
〜ポジショニングとマーケティングミックス(入試戦略)〜

T27　

地域連携

13：00〜14：40

今、改めて地域連携草創期を振り返る
〜大学と地域の幸福な関係に向けて〜

T35　

大学経営

15：40〜17：20

経営人材としての大学職員の役割と�
教職員の意識改革
〜大学を強くするために〜

東洋大学 理事・入試部長   加藤�建二�氏
追手門学院大学 事務局長   増田�栄太郎�氏

松本大学 名誉学長   住吉�廣行�氏
共愛学園前橋国際大学 学長   大森�昭生�氏 東京大学大学院 教育学研究科 教授   両角�亜希子�氏

55

T20　

学校施設

10：00〜11：30

特別講演

次々と迫りくる国際的感染症に対して、�
学校は何を備えておくべきか?�
〜PandemicReadyで強靭な学校を作る〜

順天堂大学大学院 医学研究科 感染制御科学 教授   堀�賢�氏

T28　

学校施設

13：00〜14：40

文部科学省『新しい時代の学びを実現する�
学校施設の在り方について（最終報告）』の�
目指すものと推進方策

T36　

学校施設

15：40〜17：20

インクルーシブ教育の視点からみた�
学校施設づくり

東洋大学 名誉教授、教育環境研究所 所長
国立教育政策研究所 客員研究員   長澤�悟�氏

千葉大学大学院 工学研究院 教授   柳澤�要�氏
呉工業高等専門学校 建築学科 准教授   下倉�玲子�氏
福山大学 工学部 建築学科 准教授   佐々木�伸子�氏

66

T21　

大学ICT
環境整備

10：00〜11：40

大学におけるICT化の様々な取り組み
〜大学DXや環境整備を通じ〜

T29　

医療人材育成

13：00〜14：40

シミュレーション医療教育の近未来 T37　

語学

15：40〜17：20

大学における語学教育の様々な取り組み
〜オンライン教材やメタバースを活用した実践〜

香川大学 創造工学部 創造工学科 教授
（併）香川大学 情報メディアセンター長
CDO（デジタル化統括責任者）、学長特別補佐   八重樫�理人�氏
学校法人神奈川大学 情報システム推進部 部長   村山�宏幸�氏

（株）内田洋行 テクニカルサービス＆クラウドセンター 課長   大塚�輝�氏

帝京大学 医学部 救急医学講座 教授   金子�一郎�氏
東京慈恵会医科大学 救急医学講座 主任教授   武田�聡�氏
浜松医科大学 医学部 医学教育推進センター 特任教授   五十嵐�寛�氏

順天堂大学 保健看護学部 特任教授   山下�巌�氏
中央大学 国際情報学部 准教授   斎藤�裕紀恵�氏

77

T22　

教育の情報化

10：00〜11：40

GIGAスクール構想の�
1人１台端末を活用した学び

T30　

教育の情報化

13：00〜14：40

海外の教育ICT事情 T38　

国際
セッション

15：40〜17：20

〈国際セッション〉�
諸外国における個別最適化と�
データ活用に関する現状と課題

千代田区立九段中等教育学校   須藤�祥代�氏
日本マイクロソフト（株） 文教営業統括本部 
ICTソリューション担当部長   佐藤�正浩�氏

青雲学園青雲中学校・高等学校   江﨑�敏夫�氏
武蔵野学院大学 国際コミュニケーション学部 准教授   上松�恵理子�氏

（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
エストニア、オーストラリアからの海外ゲストを予定

88

T23　

教育の情報化

10：00〜11：40

真のGIGAスクールの実現に向けて
〜教職員のサポート面と環境面（ゼロトラスト）からの考察〜

T31　

情報
リテラシー

13：00〜14：40

【ワークショップ】�
矛盾する情報を読み解く�
スキルを身につける学習活動とは�
〜ポスト真実時代の情報リテラシー育成に向けて〜

専修大学 ネットワーク情報学部 准教授   望月�俊男�氏
ラトガース大学大学院 教育学研究科 教授   クラーク・A・チン�氏
神戸大学大学院 人間発達環境学研究科 教授   山口�悦司�氏
神奈川県立生田東高等学校   大石�智広�氏

T39　

高専の取組

15：40〜17：20

SDGs課題に高専生がチャレンジ！
〜探求活動から社会実装へ〜

独立行政法人国立高等専門学校機構 理事長   谷口�功�氏
石川工業高等専門学校 電子情報工学科 ５年生   中田�晴規�氏
佐世保工業高等専門学校 機械工学科 4年生   森田�羽南�氏
石川工業高等専門学校 電子情報工学科 准教授   越野�亮�氏
佐世保工業高等専門学校 電気電子工学科 准教授   猪原�武士�氏
経済産業省 風力政策室長   石井�孝之�氏
イオン（株） DX推進担当   菓子�豊文�氏

【コーディネータ】
立教大学 理学部 SCOLA 特任准教授、サイエンスコミュニケーター   古澤�輝由�氏

柏市教育委員会 教育研究専門アドバイザー   西田�光昭�氏
富士通（株） インフラ＆ソリューションセールス本部
ネットワークセキュリティチャネル部 シニアマネージャー   朴�哲寿�氏

セミナー
対象一覧

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 小中高等学校・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。
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SEMINAR
TIME TABLE 6月4日（土）

1100:0000〜1111:4040 1313:0000〜1414:4040 1515:4040〜1717:2020
コード コード コード

1

T40

教育改革

10:00〜11:30

１人１台端末で学校や授業をどう変えるか
〜学習者主語と現場主語の改革へ〜 T48

教育の情報化

13:00〜14:30

基調講演

「令和の日本型学校教育」の 
推進のための情報化の動向

T56

教育改革

15:40〜16:50

特別講演

今後の公教育の未来について
〜広島県の「学びの変革」の取り組みから〜

京都大学大学院 教育学研究科 准教授   石井 英真 氏
東北大学大学院 情報科学研究科 教授
東京学芸大学大学院 教育学研究科 教授   堀田 龍也 氏 広島県教育委員会 教育長   平川 理恵 氏

2

T41

教育データ
活用

10：00〜11：40

小中学校における 
授業改善のための学習ログ活用の試み T49

デジタル教科書

13：00〜14：40

学習者用デジタル教科書の今後
〜GＩＧＡスクール構想の進展を踏まえ〜 T57

ICT活用

15:40〜17:20

校長が語るGIGAスクールのNextStageとは

東北大学大学院 情報科学研究科 教授
東京学芸大学大学院 教育学研究科 教授   堀田 龍也 氏
中村学園大学 教育学部 教授   山本 朋弘 氏
宮城教育大学 教育学部 講師   板垣 翔大 氏
東北大学 客員研究員   佐藤 靖泰 氏

内田洋行教育総合研究所

文部科学省 初等中等教育局 教科書課 課長   安井 順一郎 氏
東京学芸大学附属小金井小学校   鈴木 秀樹 氏

【コーディネータ】
放送大学 教授   中川 一史 氏

放送大学 教授   中川 一史 氏
船橋市立葛飾小学校 校長   秋元 大輔 氏
熊本市立五福小学校 校長   本田 裕紀 氏
つくば市立みどりの学園義務教育学校 前校長
全国ICT教育首長協議会 特別顧問   毛利 靖 氏
姫路市立豊富小中学校 校長   山下 雅道 氏

3

T42

教育の情報化

10：00〜11：40

１人１台端末がもたらした「授業観」の変容
〜子どもを主語に考えると授業はどうなる?〜 T50

情報活用能力

13:00〜14:40

深い学びを支える 
「情報活用能力×GIGA端末」 T58

教育データ
活用

15:40〜17:20

教育データ利活用に向けた自治体の取組
〜準備と課題〜

東京学芸大学 教育学部 教授   高橋 純 氏
信州大学 教育学部 准教授   佐藤 和紀 氏
春日井市立高森台中学校 校長   水谷 年孝 氏

壬生町教育委員会 指導主事   稲木 健太郎 氏
飯能市立奥武蔵小学校   児玉 日左治 氏
松茂町立喜来小学校 教頭   土井 国春 氏

【コーディネータ】
鳴門教育大学 准教授   泰山 裕 氏

つくば市教育委員会 指導主事   中村 めぐみ 氏
東京都教育庁 総務部 教育政策課
情報企画担当 主任指導主事   江川 徹 氏

【コーディネータ】
東北学院大学 文学部 教授   稲垣 忠 氏

4

T43

ICT活用

10：00〜11：40

GIGA端末をどう活用するか
〜各自治体の取り組み例を通じて〜

市原市教育委員会 教育振興部 教育センター 指導主事   生田 勲 氏
静岡市教育センター 指導主事   細谷 国右 氏
静岡市立番町小学校   吉田 康祐 氏
静岡市立南部小学校   浅井 公太 氏
江戸川区立一之江小学校 校長   伊藤 秀一 氏

【コーディネータ】
全国ICT教育首長協議会 特別顧問
つくば市立みどりの学園義務教育学校 前校長   毛利 靖 氏

T51

教育の情報化

13:00〜14:40

新しい時代の学校改革と教育DXの姿
T59

プログラミング
教育

15:40〜17:20

流山市の実践に学ぶ！
〜小中学校が連携したプログラミング教育〜

流山市教育委員会 指導課 課長   郡司 美紀 氏
流山市教育委員会 指導課   宮﨑 将史 氏
東京理科大学 理工学部 教授   滝本 宗宏 氏

（株）内田洋行 学びのプロダクト課 課長   前田 君彦 氏
（株）ソニー・インタラクティブエンタテイメント
toio事業推進室 担当部長   桜井 哲郎 氏

【コーディネータ】
宮城教育大学 教授   安藤 明伸 氏

熊本県高森町教育委員会 教育長   佐藤 増夫 氏
戸田市教育委員会 指導主事   布瀬川 裕貴 氏
鴻巣市教育委員会 教育部 学校支援課 指導主事   矢野 貴 氏

【ファシリテータ】
中村学園大学 教育学部 教授   山本 朋弘 氏

5

T44

授業改善

10：00〜11：40

学びの過程を「見える化」する
〜 学びの見とりと授業デザインを支える 

Future Learning Science Roomの開発〜

T52

学習科学

13:00〜14:40

このままでいいの？GIGAスクール構想
〜資質・能力の育成につなげるために〜 T60

遠隔教育

15:40〜17:20

1人１台端末時代の遠隔授業
〜小学校・中学校・高等学校の事例を基に〜

国立教育政策研究所 初等中等教育研究部 副部長、総括研究官   白水 始 氏
（一社）教育環境デザイン研究所
CoREFプロジェクト推進部門 主任研究員   飯窪 真也 氏

（一社）教育環境デザイン研究所 
CoREFプロジェクト推進部門 研究員   齊藤 萌木 氏

内田洋行教育総合研究所

聖心女子大学 現代教養学部 教授
国立教育政策研究所 フェロー   益川 弘如 氏
国立教育政策研究所 初等中等教育研究部 副部長、総括研究官   白水 始 氏
広島大学大学院 先進理工系科学研究科 准教授   林 雄介 氏

信州大学 名誉教授、（一社）教育情報化推進機構 理事長   東原 義訓 氏
渋谷区教育委員会 統括指導主事   松村 信之介 氏
北海道教育大学附属函館中学校 教諭   郡司 直孝 氏
新潟県教育庁 高等学校教育課 指導主事   齋藤 達也 氏

6

T45

デジタル
シティズンシップ

10:00〜11:40

デジタル・シティズンシップ教育のフロンティア
〜学校と家庭で育むデジタルの善き使い手となるための学び〜

法政大学 キャリアデザイン学部 教授   坂本 旬 氏
岐阜聖徳学園大学 教育学部 教授   芳賀 高洋 氏
鳥取県教育委員会 講師、国際大学 GLOCOM 客員研究員   今度 珠美 氏
立教大学大学院 人工知能科学研究科 教授   村上 祐子 氏
名古屋市立大坪小学校   林 一真 氏

吹田市立教育センター 所長   草場 敦子 氏
【コーディネータ】
国際大学 GLOCOM 准教授   豊福 晋平 氏

T53

情報モラル

13:00〜14:40

1人1台端末時代の情報モラル
〜子どもたちと考える自律的なネット活用〜 T61

個人情報・
著作権

15:40〜17:20

その「権利」、本当に大丈夫ですか？
〜クラウド時代の著作権、個人情報を考える〜

兵庫県立大学 環境人間学部 准教授   竹内 和雄 氏

関西学院 千里国際中等部・高等部 進路情報センター長   米田 謙三 氏
江戸川学園取手中・高等学校   籔下 敦子 氏

中学校・高等学校の生徒の皆さん

岐阜聖徳学園大学 教育学部 教授   芳賀 高洋 氏
個人情報保護委員会事務局 参事官補佐   石川 宏一 氏

7

T46

理科

10：00〜11：40

理科教育に関する 
学習指導要領実施の課題と今後の方向性 T54

理科

13:00〜14:40

理科で自然災害をどう取り扱うか
〜 持続可能な社会と 

カリキュラムマネジメントの観点を踏まえて〜

T62

特別支援

15:40〜17:20

特別支援教育とICT
〜GIGAスクール構想を踏まえ〜

文部科学省 初等中等教育局 教育課程課 教科調査官   有本 淳 氏
文部科学省 初等中等教育局 視学官   藤枝 秀樹 氏

滋賀大学大学院 教育学研究科 教授   藤岡 達也 氏
京都ノートルダム女子大学 現代人間学部 講師   佐藤 真太郎 氏
仙台市立七郷小学校   齋藤 由美子 氏

文部科学省 初等中等教育局 
特別支援教育課 特別支援教育調査官   森田 浩司 氏
兵庫教育大学大学院 学校教育研究科 
生活・健康・情報系教育コース准教授   小川 修史 氏
兵庫県教育委員会事務局 特別支援教育課 主任指導主事兼班長   乘松 宏美 氏
兵庫県教育委員会事務局 特別支援教育課 指導主事   井本 好美 氏
兵庫県立西はりま特別支援学校 教頭   清水 祥一 氏
兵庫県立西はりま特別支援学校   藤井 渓太 氏

8

T47

教科情報

10：00〜11：40

国立大で必須化、 
教科「情報」の大学入試に備える T55

ICT活用
指導力

13:00〜14:40

ICTを用いた指導法の充実を考える
〜教員養成、教員研修段階を通じて〜 T63

ICT活用
指導力

15:40〜17:20

1人1台端末をより有効に活用するための 
教員研修
〜子どもの創造性・表現力を育むハンズオンセッション〜

京都精華大学 メディア表現学部 教授   鹿野 利春 氏
東京都立神代高等学校 情報科 主任教諭   稲垣 俊介 氏
河合塾 教育研究開発本部 本部長   富沢 弘和 氏

【コーディネータ】
日経BP 日経BOOKS ユニット長補佐   中野 淳 氏

静岡大学 教育学部 准教授   小清水 貴子 氏
茨城大学 教育学部 准教授   小林 祐紀 氏
明星大学 教育学部 准教授   今野 貴之 氏

【コーディネータ】
大阪教育大学大学院 准教授   寺嶋 浩介 氏 （株）内田洋行

テーマ
一覧

教育の情報化 情報活用能力 教育データ活用

学習科学 教科情報デジタル教科書 遠隔教育

情報モラル ICT活用

ICT活用指導力 特別支援授業改善 個人情報・著作権

デジタルシティズンシップ

理科

教育改革

※�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。

※�参加人数が限られております。

先着8名様〜12名様

未来の教室体験
「フューチャークラスルームRRライブ」

ハイフレックス授業や遠隔授業、1人1台タブ

レット端末などを活用した授業が体験できる 

フューチャークラスルームⓇライブを実施

します。

大好評
！ 3日間

 開催！

※�時間等詳細についてはホームページをご確認ください。

※�時間等の変更がある場合がございますのでホームページ
でご確認ください。

EXPO2021�フューチャークラスルームRライブの様子

セミナー
対象一覧

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 小中高等学校・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。

プログラミング教育
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1

T40

教育改革

10:00〜11:30

１人１台端末で学校や授業をどう変えるか
〜学習者主語と現場主語の改革へ〜 T48

教育の情報化

13:00〜14:30

基調講演

「令和の日本型学校教育」の 
推進のための情報化の動向

T56

教育改革

15:40〜16:50

特別講演

今後の公教育の未来について
〜広島県の「学びの変革」の取り組みから〜

京都大学大学院 教育学研究科 准教授   石井 英真 氏
東北大学大学院 情報科学研究科 教授
東京学芸大学大学院 教育学研究科 教授   堀田 龍也 氏 広島県教育委員会 教育長   平川 理恵 氏

2

T41

教育データ
活用

10：00〜11：40

小中学校における 
授業改善のための学習ログ活用の試み T49

デジタル教科書

13：00〜14：40

学習者用デジタル教科書の今後
〜GＩＧＡスクール構想の進展を踏まえ〜 T57

ICT活用

15:40〜17:20

校長が語るGIGAスクールのNextStageとは

東北大学大学院 情報科学研究科 教授
東京学芸大学大学院 教育学研究科 教授   堀田 龍也 氏
中村学園大学 教育学部 教授   山本 朋弘 氏
宮城教育大学 教育学部 講師   板垣 翔大 氏
東北大学 客員研究員   佐藤 靖泰 氏

内田洋行教育総合研究所

文部科学省 初等中等教育局 教科書課 課長   安井 順一郎 氏
東京学芸大学附属小金井小学校   鈴木 秀樹 氏

【コーディネータ】
放送大学 教授   中川 一史 氏

放送大学 教授   中川 一史 氏
船橋市立葛飾小学校 校長   秋元 大輔 氏
熊本市立五福小学校 校長   本田 裕紀 氏
つくば市立みどりの学園義務教育学校 前校長
全国ICT教育首長協議会 特別顧問   毛利 靖 氏
姫路市立豊富小中学校 校長   山下 雅道 氏

3

T42

教育の情報化

10：00〜11：40

１人１台端末がもたらした「授業観」の変容
〜子どもを主語に考えると授業はどうなる?〜 T50

情報活用能力

13:00〜14:40

深い学びを支える 
「情報活用能力×GIGA端末」 T58

教育データ
活用

15:40〜17:20

教育データ利活用に向けた自治体の取組
〜準備と課題〜

東京学芸大学 教育学部 教授   高橋 純 氏
信州大学 教育学部 准教授   佐藤 和紀 氏
春日井市立高森台中学校 校長   水谷 年孝 氏

壬生町教育委員会 指導主事   稲木 健太郎 氏
飯能市立奥武蔵小学校   児玉 日左治 氏
松茂町立喜来小学校 教頭   土井 国春 氏

【コーディネータ】
鳴門教育大学 准教授   泰山 裕 氏

つくば市教育委員会 指導主事   中村 めぐみ 氏
東京都教育庁 総務部 教育政策課
情報企画担当 主任指導主事   江川 徹 氏

【コーディネータ】
東北学院大学 文学部 教授   稲垣 忠 氏
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T43

ICT活用

10：00〜11：40

GIGA端末をどう活用するか
〜各自治体の取り組み例を通じて〜

市原市教育委員会 教育振興部 教育センター 指導主事   生田 勲 氏
静岡市教育センター 指導主事   細谷 国右 氏
静岡市立番町小学校   吉田 康祐 氏
静岡市立南部小学校   浅井 公太 氏
江戸川区立一之江小学校 校長   伊藤 秀一 氏

【コーディネータ】
全国ICT教育首長協議会 特別顧問
つくば市立みどりの学園義務教育学校 前校長   毛利 靖 氏

T51

教育の情報化

13:00〜14:40

新しい時代の学校改革と教育DXの姿
T59

プログラミング
教育

15:40〜17:20

流山市の実践に学ぶ！
〜小中学校が連携したプログラミング教育〜

流山市教育委員会 指導課 課長   郡司 美紀 氏
流山市教育委員会 指導課   宮﨑 将史 氏
東京理科大学 理工学部 教授   滝本 宗宏 氏

（株）内田洋行 学びのプロダクト課 課長   前田 君彦 氏
（株）ソニー・インタラクティブエンタテイメント
toio事業推進室 担当部長   桜井 哲郎 氏

【コーディネータ】
宮城教育大学 教授   安藤 明伸 氏

熊本県高森町教育委員会 教育長   佐藤 増夫 氏
戸田市教育委員会 指導主事   布瀬川 裕貴 氏
鴻巣市教育委員会 教育部 学校支援課 指導主事   矢野 貴 氏

【ファシリテータ】
中村学園大学 教育学部 教授   山本 朋弘 氏

5

T44

授業改善

10：00〜11：40

学びの過程を「見える化」する
〜 学びの見とりと授業デザインを支える 

Future Learning Science Roomの開発〜

T52

学習科学

13:00〜14:40

このままでいいの？GIGAスクール構想
〜資質・能力の育成につなげるために〜 T60

遠隔教育

15:40〜17:20

1人１台端末時代の遠隔授業
〜小学校・中学校・高等学校の事例を基に〜

国立教育政策研究所 初等中等教育研究部 副部長、総括研究官   白水 始 氏
（一社）教育環境デザイン研究所
CoREFプロジェクト推進部門 主任研究員   飯窪 真也 氏

（一社）教育環境デザイン研究所 
CoREFプロジェクト推進部門 研究員   齊藤 萌木 氏

内田洋行教育総合研究所

聖心女子大学 現代教養学部 教授
国立教育政策研究所 フェロー   益川 弘如 氏
国立教育政策研究所 初等中等教育研究部 副部長、総括研究官   白水 始 氏
広島大学大学院 先進理工系科学研究科 准教授   林 雄介 氏

信州大学 名誉教授、（一社）教育情報化推進機構 理事長   東原 義訓 氏
渋谷区教育委員会 統括指導主事   松村 信之介 氏
北海道教育大学附属函館中学校 教諭   郡司 直孝 氏
新潟県教育庁 高等学校教育課 指導主事   齋藤 達也 氏
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T45

デジタル
シティズンシップ

10:00〜11:40

デジタル・シティズンシップ教育のフロンティア
〜学校と家庭で育むデジタルの善き使い手となるための学び〜

法政大学 キャリアデザイン学部 教授   坂本 旬 氏
岐阜聖徳学園大学 教育学部 教授   芳賀 高洋 氏
鳥取県教育委員会 講師、国際大学 GLOCOM 客員研究員   今度 珠美 氏
立教大学大学院 人工知能科学研究科 教授   村上 祐子 氏
名古屋市立大坪小学校   林 一真 氏

吹田市立教育センター 所長   草場 敦子 氏
【コーディネータ】
国際大学 GLOCOM 准教授   豊福 晋平 氏

T53

情報モラル

13:00〜14:40

1人1台端末時代の情報モラル
〜子どもたちと考える自律的なネット活用〜 T61

個人情報・
著作権

15:40〜17:20

その「権利」、本当に大丈夫ですか？
〜クラウド時代の著作権、個人情報を考える〜

兵庫県立大学 環境人間学部 准教授   竹内 和雄 氏

関西学院 千里国際中等部・高等部 進路情報センター長   米田 謙三 氏
江戸川学園取手中・高等学校   籔下 敦子 氏

中学校・高等学校の生徒の皆さん

岐阜聖徳学園大学 教育学部 教授   芳賀 高洋 氏
個人情報保護委員会事務局 参事官補佐   石川 宏一 氏

7

T46

理科

10：00〜11：40

理科教育に関する 
学習指導要領実施の課題と今後の方向性 T54

理科

13:00〜14:40

理科で自然災害をどう取り扱うか
〜 持続可能な社会と 

カリキュラムマネジメントの観点を踏まえて〜

T62

特別支援

15:40〜17:20

特別支援教育とICT
〜GIGAスクール構想を踏まえ〜

文部科学省 初等中等教育局 教育課程課 教科調査官   有本 淳 氏
文部科学省 初等中等教育局 視学官   藤枝 秀樹 氏

滋賀大学大学院 教育学研究科 教授   藤岡 達也 氏
京都ノートルダム女子大学 現代人間学部 講師   佐藤 真太郎 氏
仙台市立七郷小学校   齋藤 由美子 氏

文部科学省 初等中等教育局 
特別支援教育課 特別支援教育調査官   森田 浩司 氏
兵庫教育大学大学院 学校教育研究科 
生活・健康・情報系教育コース准教授   小川 修史 氏
兵庫県教育委員会事務局 特別支援教育課 主任指導主事兼班長   乘松 宏美 氏
兵庫県教育委員会事務局 特別支援教育課 指導主事   井本 好美 氏
兵庫県立西はりま特別支援学校 教頭   清水 祥一 氏
兵庫県立西はりま特別支援学校   藤井 渓太 氏
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T47

教科情報

10：00〜11：40

国立大で必須化、 
教科「情報」の大学入試に備える T55

ICT活用
指導力

13:00〜14:40

ICTを用いた指導法の充実を考える
〜教員養成、教員研修段階を通じて〜 T63

ICT活用
指導力

15:40〜17:20

1人1台端末をより有効に活用するための 
教員研修
〜子どもの創造性・表現力を育むハンズオンセッション〜

京都精華大学 メディア表現学部 教授   鹿野 利春 氏
東京都立神代高等学校 情報科 主任教諭   稲垣 俊介 氏
河合塾 教育研究開発本部 本部長   富沢 弘和 氏

【コーディネータ】
日経BP 日経BOOKS ユニット長補佐   中野 淳 氏

静岡大学 教育学部 准教授   小清水 貴子 氏
茨城大学 教育学部 准教授   小林 祐紀 氏
明星大学 教育学部 准教授   今野 貴之 氏

【コーディネータ】
大阪教育大学大学院 准教授   寺嶋 浩介 氏 （株）内田洋行

5月30日（月） 18：00までセミナーの参加申込みおよび
最新情報はこちら edu-expo.org 申込締切日

▲
 福岡サテライト会場

▲
  名古屋サテライト会場

▲
  仙台サテライト会場

▲
 札幌サテライト会場

▲
 帯広サテライト会場

▲
 旭川サテライト会場

※�講師の所属・肩書は2022年4月現在のものです。

※�講師の所属・肩書は2022年4月現在のものです。
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T101

10：00〜11：40

基調講演

DXを推進する人材と組織のつくり方
〜 ゼロから“日本の食を救う” 

最強のデジタルチームができるまで〜

T103

13：00〜14：40

特別講演

自治体DXの進め方
〜デジタル田園都市国家構想に併せて〜

T105

教育データ
活用

15:40〜17:20

データとエビデンスで子どもたちを支える
〜尼崎市学びと育ち研究所が目指す子ども支援の取組み〜

農林水産省 大臣官房デジタル戦略グループ 
課長補佐（共通申請サービス担当）   畠山 暖央 氏

（一財）日本情報経済社会推進協会（JIPDEC） 常務理事
静岡県 デジタル戦略顧問
芝浦工業大学 通信システム工学科 講師   坂下 哲也 氏 尼崎市 理事、尼崎市教育委員会 教育次長   能島 裕介 氏

7

T102

10：00〜11：40

“DX元年”に動き出す足立区の新たな物語！ 
『行かない・書かない・待たない』 
区役所が変革するこれからの暮らし

T104

13：00〜14：40

文書管理規程のDXと電子決裁が実現する 
新しい働き方―『チャレンジする市役所』への 
変革を目指す結城市の取組み

T106

15:40〜17:20

職員の新しい働き方と住民サービス拡充を両立！ 
埼玉県北本市が実現したDX時代の 
自治体ネットワーク・セキュリティ

足立区 政策経営部 ICT戦略推進担当課長   高橋 皇介 氏
（株）内田洋行 ガバメント推進営業部

結城市 総務部 行革・デジタル推進課 行革・デジタル推進係長   湯山 友和 氏
（同）KUコンサルティング 代表社員   髙橋 邦夫 氏

北本市 市民経済部 市民課 主幹   築根 義仁 氏
北本市 行政経営部 行政経営課   神山 涼 氏

（同）KUコンサルティング 代表社員   髙橋 邦夫 氏
（株）内田洋行 ネットワークサポートセンター   永山 達也 氏

東京と同時にサテライト会場でも！

東京会場で行われるセミナーの
一部をリアルタイムで上映します。

公共 ICTフォーラム 2022同 時 開 催6月2日（木）
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