第11回 教育 総合展［東京］ 講演一覧 セミナー会場：東京ファッションタウンビル（TFTビル）
※各セッションをクリックすると、講演詳細ページに移動します。

基調・特別講演（無料）
【ED-1】 9:30～10:15
【ED-3】 9:45～10:45
9:30

10:00

【ED-2】 10:00～10:45

1人1台PC時代の教育（Google)
新しい学びのカタチ ～ Google for Education で実現する学びの改革 2020 ～

学校における働き方改革①

Google for Education マーケティング統括部長 アジア太平洋地域

スチュアート ミラー 氏 世界中で広がるSTEAM教育 ～子ども達に何をもたらすか？～

10:30

11:00

11:30

【ED-4】 12:15～13:00

（
）

水

12:30

石戸 奈々子 氏

広島県教育委員会 教育長 平川 理恵 氏

【ED-6】 11:45～12:30

これからの英語教育と入試改革

これからの未就学児・小学生に必要な学び

東進ハイスクール ・東進ビジネススクール 英語講師 安河内 哲也 氏
髙谷 浩樹 氏

【ED-7】 14:00～14:45

13:30

AI時代、子供に何を学ばせるか？

（一財）実用英語推進機構 代表理事／ 教育改革実践家／リクルート社フェロー／奈良市立一条高校 前校長／和田中学校 元校長

GIGAスクール構想 ～令和時代のスタンダードとしての一人一台端末～

13:00

【TK-1】 13:30～14:15

1人1台PCに向けた総務省のICT推進策

全大学生が必修化－AI教育の展望
大学教育とAI戦略：今後の展望

志願者数アップにつなげる大学改革
これからの大学の在り方とは？ ～改革し続ける東洋大学の取り組み～
東洋大学 学長

【ED-9】 15:45～16:30

（独）日本学術振興会 顧問／内閣府 人工知能戦略実行会議 座長

村瀬 剛太 氏

安西 祐一郎 氏

1人1台PC実践からみえた成果と課題
＜同時通訳＞

15:30

総務省 情報活用支援室長

【ED-10】 15:15～16:15

矢口 悦子 氏

15:00

藤原 和博 氏

【ED-8】 13:30～14:15

教育分野におけるICT推進について

14:30

16:00

名古屋大学大学院 教育発達科学研究科 准教授 内田 良 氏

【ED-5】 11:45～12:30

GIGAスクール構想・文科省による解説

文部科学省 初等中等教育局 情報教育・外国語教育課長

14:00

NPO法人CANVAS 理事長／慶應義塾大学 教授

英語４技能の教え方・学び方 ～2021 年入試に向けて～

12:00

5
月
2
0
日

常識破りの学校改革 －働き方改革の最新の施策と今後の展望

注目度が増すSTEAM教育とは何か

1人1台の情報端末環境が拓くICT活用の日常化と新時代の学び

1人1台PC時代の教育（Apple）

信州大学 教授 東原 義訓 氏

Appleとこれからの学び

（独）日本学術振興会 顧問／内閣府 人工知能戦略実行会議 座長 安西 祐一郎 氏
町田市立町田第五小学校 校長 五十嵐 俊子 氏

Apple ワールドワイド教育ストラテジー担当ディレクター
ドミニク・リヒティ 氏

16:30

17:00

【TK-S】 9:30～11:00
【ED-12】 9:45～10:30

主催：全国ICT教育首長協議会
9:30

【ED-11】 10:00～10:45

GIGAスクールに向けた自治体の取組み
GIGAスクール2020元年

自治体・教育委員会がやるべきこと

人材育成
1人1人の学力に合わせた教育

10:00

「2020日本ICT教育アワード」各賞 受賞自治体首長
10:30

コーディネーター：信州大学 教授 東原 義訓 氏

1人1台デバイス時代の個別最適化（アダプティブラーニング）とは
ー小中高10,000校のデータから見えた2025年の学校のミライー

「2020日本ICT教育アワード」各賞表彰

Classi（株）代表取締役副社長 加藤 理啓 氏

11:00

11:30

（
）

木

14:00

14:30

15:00

学校における働き方改革②

リカレント教育（学び直し）これからの動き

（株）ワーク・ライフバランス

リカレント教育（社会人の学び直し）の拡充に向けて
代表取締役社長
小室 淑恵 氏

～今、大学・企業に求められるものとは～
文部科学省 総合教育政策局 生涯学習推進課 講師選定中

【ED-16】 13:30～14:15

子ども達の個性を伸ばす教育
自分の得意を伸ばして、世界で通用する若者を育てる！
～多様性時代の教育～

13:30

【ED-14】 11:45～12:30

【ED-15】 13:00～13:45

12:30

13:00

【ED-13】 11:45～12:30

教職員の働き方改革の必要性とは？ ～学校での成功事例を踏まえて～

12:00

5
月
2
1
日

講師選定中

グローバル人材の育成
学校法人 角川ドワンゴ学園 理事 夏野 剛 氏 怒涛の時代に必要な人材 －グローバルな社会に変革を起こせるリーダーをどのように育
てるか？

【TK-2】 14:45～15:30

学校法人ユナイテッド・ワールド・カレッジISAKジャパン 代表理事 小林 りん 氏

令和時代の教育改革①

【ED-18】 15:15～16:45

【ED-17】 15:15～16:00

教育現場の改革

プログラミング教育で大事な事

AI時代を生きる子供たちの教育とは ～小・中・高校・大学における教育改革～
東京大学／慶應義塾大学 教授（前 文部科学大臣補佐官）

鈴木 寛 氏 どのように学校を、生徒を変えたか －桜丘中学校改革の総括

15:30

プログラミング教育で引き出す 子ども達の才能
青山学院中等部・高等部 情報科

世田谷区立桜丘中学校 校長 西郷 孝彦 氏

16:00

安藤 昇 氏

学校変革の起こし方
～生徒がワクワクするための「ミライの学校」づくりへの挑戦～

16:30

武蔵野大学中学校・高等学校 学校長 日野田 直彦 氏

17:00

【ED-19】 9:30～10:15
【ED-21】 9:45～10:45
9:30

1人1台PCに向けたICT環境整備

＜日英同時通訳＞

新学習指導要領のスタートと急速なICT環境整備

1人1台PC時代の教育（鼎談）
東北大学 大学院情報科学研究科 教授

10:00

堀田 龍也 氏

「未来の教室」への変革とゴール
～我々は何を目指して、何を行い、何を子ども達へ提供するべきか～
経済産業省 浅野 大介 氏

10:30

11:00

11:30

（

5
月
2
2
日

【ED-20】 10:00～11:30

レノボ・ジャパン（株） デビット・ベネット氏

【ED-22】 11:15～12:00

Google for Education スチュアート ミラー 氏

大学ICT活用最前線
研究・教育におけるICT利活用の現状と課題 ～大学ICT推進協議会の部会の視点から～
＜大学ICT推進協議会概要＞早稲田大学 図書館長/理工学術院 教授 深澤 良彰 氏
＜パネルディスカッション＞ 広島大学 副学長/教授 相原 玲二 氏
京都大学 情報環境機構 准教授 青木 学聡 氏
京都大学 情報環境機構 機構長/教授 喜多 一 氏
広島大学 情報メディア教育研究センター 准教授 隅谷 孝洋 氏

令和時代の教育改革②

北海道大学 情報基盤センター 教授 布施 泉 氏

2040年の世界から逆算した新しい教育のあり方

東京工業大学 情報活用IR室 教授 森 雅生 氏

－令和に必要なICT教育とは？特別対談セッション
ライフイズテック（株）取締役 讃井 康智 氏
他、ゲスト登壇予定

12:00

12:30

【ED-23】 13:00～13:45
1人1台PC時代の教育（Microsoft）

）

金

13:00

【ED-24】 13:30～14:30

【ED-25】 13:30～15:00

EdTechのこれから

教育ICT先進者によるパネルディスカッション

21世紀を生き抜く力 マイクロソフトの最先端のAI教育
～地球・地域創生・未来のためにAIを使おう～

13:30

14:00

14:30

15:00

日本マイクロソフト（株）業務執行役員 パブリックセクター事業本部

文教営業統括本部 統括本部長 中井 陽子 氏 EdTechが変える教育の未来 〜デジタルテクノロジーは教育に何をもたらすのか〜

【ED-26】 14:45～15:30

デジタルハリウッド大学院大学 教授 佐藤 昌宏 氏
他、ゲスト登壇予定

AI基礎講座

【iTeachers TV LIVE!】新学習指導要領スタート！どうなる？日本の教育ICT

情報通信総合研究所 平井 聡一郎 氏
同志社中学校・高等学校 EdTech Promotions Manager 反田 任 氏
大阪大学 教授 岩居 弘樹 氏
玉川大学 工学部 教授 小酒井 正和 氏

教育関係者が知っておくべき AI・人工知能 基礎講座

教育ICTコンサルタント 小池 幸司 氏

国立情報学研究所・総合研究大学院大学 教授（前 人工知能学会 会長）
15:30

山田 誠二 氏

16:00

※2020年3月2日現在

