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麹町中学校

10:00 - 10:10  OPENING

【M1-01】10:10 - 10:40

SXSW EDU 2019 から見る EdTech 国際潮流
Julia Shatilo（SXSW EDU Conference Programming Manager）

講演 | 英語 | 同時通訳あり

【M1-02】11:00 - 11:30

新しい学びのスタイルの実現へ
Stuart Miller（Google for Education アジア太平洋地域

マーケティング統括部長）
講演 | 日本語 | 同時通訳あり

【M1-03】11:50 - 12:20

Transforming Education in the Cloud
Samuel Harris（AWS EdStart 担当プログラムマネージャ）

講演 | 英語 | 同時通訳あり

【M1-04】12:40 - 13:20

デジタルを超えた先にあるもの
井出 信孝（株式会社ワコム 代表取締役社長 兼 CEO）
林 要（GROOVE X 株式会社 代表取締役） 
佐藤昌宏（一般社団法人教育イノベーション協議会 代表理事 / 
デジタルハリウッド大学大学院 教授） 

鼎談 | 日本語

【M1-05】13:40 - 14:10

The True AI-driven Education
Arthur Shen（CDO of iTutor Group）

講演 | 英語 | 同時通訳あり

【S1-05】15:10 - 15:40

The Best Age to Learn a Language Is When You Need It!

Frith Maier（Founder, Neitive Engish Institute）

講演 | 英語 | 同時通訳あり

【S1-06】16:00 - 16:30

【S1-07】16:50 - 18:00

Coding Education for Every Student

社会課題×公共放送
デジタルにできること＠日本賞 2019

Leandra Tejedor（Cofounder and CPO of Vidcode）

主催：NHK日本賞

講演 | 英語 | 同時通訳あり

山田 政寛（九州大学基幹教育院 ラーニングアナリティクスセンター 准教授）
稲田 大輔（atama plus 株式会社 代表取締役）
神野 元基（株式会社COMPASS 代表取締役）
加藤 理啓（Classi 株式会社 代表取締役副社長）

【M1-06】14:30 - 15:10

ラーニングアナリティクスは EdTech 企業に何をもたらすか？

パネルディスカッション | 日本語

【M1-07】15:30 - 16:20

市長が語る自治体の教育イノベーション
赤堀 侃司（東京工業大学名誉教授 / ICT CONNECT 21 会長）
仲川 げん（奈良県奈良市長） / 倉田 哲郎（大阪府箕面市長）
横尾 俊彦（佐賀県多久市長 / 全国 ICT 教育首長協議会 会長）

【M1-08】16:40- 18:00

現職の教員 × EdTech：
グローバルティーチャー賞ファイナリストが語る、
これからの先生に必要なスキルとは
高橋 一也（工学院大学附属中学校・高等学校）
堀尾 美央（滋賀県立米原高等学校 英語科教諭）
正頭 英和（立命館小学校 ICT 教育部長）

特別企画 | 日本語 特別企画 | 日本語・英語 | 同時通訳あり

【S1-01】10:00 - 11:50

たっ使を』クンイルタジデ『 ‒ nohtaknI mocaW
教育向けアプリ開発コンテスト・決勝戦
主催：株式会社ワコム

特別企画 | 日本語・英語 | 同時通訳あり

【S1-02】12:10 - 12:50

オンラインコミュニケーションは教室を超えるのか
澁谷 洋猛（Zoom Video Communications）
竹下 淳司（第一学院高等学校副理事長）
中山 隆（島根県立隠岐島前高等学校 教育魅力化コーディネーター）

【S1-04】14:10 - 14:50

実践者たちと語る、日常にある「探究」を大事にする視点
～「探究活動」は特別なことじゃない～

パネルディスカッション | 日本語

鼎談 | 日本語

【S1-03】13:10 - 13:50

教育メディアからみた教育改革
為田 裕行（フューチャーインスティテュート株式会社 代表取締役）
小木曽 浩介（教育新聞 編集部長）
鈴木 款（株式会社フジテレビジョン 報道局 解説委員）
木村 恭子（日本経済新聞社 編集委員）

柴田 寛文
（経済産業省商務・サービスグループサービス政策課・教育産業室 課長補佐（総括））

他

【G1-01】10:20 - 11:10

これからの STEAM教育
中島 さち子（steAm, Inc. 代表、ジャズピアニスト /数学者）
井上 祐巳梨（株式会社Barbara Pool 代表取締役 / STEAM JAPAN）
加茂 フミヨシ（ギタリスト / ギネス世界記録樹立者）
木村 健太（広尾学園中学校・高等学校 医進・サイエンスコース統括長）

パネルディスカッション | 日本語

【G1-02】11:30 - 12:10

グローバル教育
荒木 貴之（武蔵野大学教育学部 教授）

猪塚 武（キリロム工科大学 理事長）

白川 寧々（タクトピア株式会社 創業者 / Hero Makers 創業者）

竹村 詠美（一般社団法人 FutureEdu 代表理事）

パネルディスカッション | 日本語

【G1-03】12:30 - 13:10

学校における情報化の現状 ～今やるべきこと～
髙谷 浩樹（文部科学省 初等中等教育局 情報教育・外国語教育課長）

講演 | 日本語

【G1-04】13:30 - 14:10

新時代に向けての学校イノベーション戦略
日野田 直彦（武蔵野大学中学校・高等学校 校長）
工藤 勇一（千代田区立麹町中学校 校長）
常盤 豊（国立教育政策研究所 前所長）

鼎談 | 日本語

【G1-05】14:30 - 15:10

未踏ジュニアクリエイタプレゼンテーション

主催：一般社団法人 未踏

【G1-06】15:30 - 16:10
教育 YouTube クリエイターズトーク
～教育系YouTuber が見据えるオンライン学習の未来～
葉一（YouTubeクリエイター「とある男が授業をしてみた」）
ヨビノリたくみ （YouTubeチャンネル予備校のノリで学ぶ「大学の数学・物理」講師）
増原 大輔 （アプリクリエイター /海城中学高等学校情報科非常勤講師）

鼎談 | 日本語

パネルディスカッション | 日本語

パネルディスカッション | 日本語

入場無料

特別企画 | 日本語

【G1-07】16:30 - 17:10

HERO MAKERS PITCH

特別企画 | 日本語入場無料


