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Edvation

デジタルテクノロジーの劇的な進化を受け、AI, IoT等、先端テクノロジーを活用した
Industry 4.0（第四次産業革命）が叫ばれています。これからの産業、仕組、ルール、
制度等、あらゆる面でイノベーションが不可避となっています。
教育もそのひとつと確信した私たちは、テクノロジーを活用した教育イノベーション
<EdTech>を推進してきました。日本の産業界や教育関係者が一丸となったイノベーション
の更なる推進を図るため、教育・人材育成分野に特化した＜国内外の先進事例＞
＜ベンチャーを筆頭とした多様化した教育ソリューション＞を体感して頂ける
国際カンファレンスを開催します。
【目的】
１．新しい教育の選択肢を知って頂くこと
２．既成概念にとらわれない教育イノベーターを生み出すこと
これらの目的を果たすため、一過性のイベントとならいなよう、展示のみならず、
ディスカッションやコミュニティを重視したアクティブなカンファレンスにするとともに、
次代を担う子どもたちも最先端のイノベーションを体感できる場を創って参ります。

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
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これまでの取り組み

EdTechグローバルカンファレンス

Edvation x Summit 2017

日本の優れたEdTechを海外に打ち出すため、
海外の主要教育系イベントにおける
Expo出展や国際カンファレンスでの登壇に向けて国内企業を支援。
イベント出場をサポートするためのコンテスト、出場後の成果報告会等、
EdTechに特化したイベント開催の実績を持つ。

EdTechが広く知られる以前の2012年からEdTech Japan Pitch Fesを開催
これまで7回の開催で、2,000人を超える来場者、
支援したEdTechスタートアップは50社を超える。

海外先端事例からゲストスピーカーを招待
EdTech Japanの国際ネットワークにより、
米国を中心とした動向に精通するSXSW EDU,
欧州を網羅するEdTech X Europe,
成長著しい中国市場をはじめアジア圏のEdTech X Asia 等を通じて
海外先端事例からゲストスピーカーを招待予定です。

EdTech x
Europe

EdTech
Japan

SXSWedu

EdTech x
Asia
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1. 概要・コンセプト
概要（予定）

EdTechグローバルカンファレンス

Edvation x Summit 2017

国内外のイノベーターたちが、会場を行き交いながら情報交換・ネットワーキングを展開。イノベーション・ハブとなる2日間。

■ 日 時 2017年 11月5日（日）・ 6日（月） 午前 9 時 ~ 午後 6 時（懇親会：～午後8時）
■ 場 所 東京 千代田区 海運クラブ国際会議場・千代田区立麹町中学校
■ 参加費 10,000円/2日
13,000円/2日（5日・6日Meetup懇親会込み ）
※高校生以下無料
※麹町中学校会場はお子様同伴の保護者無料
公式Webサイトで申込受付 http://www.edvationxsummit.jp/

多様なテーマとセッション構成で、産業界・教育界・キャピタリストなど
来場者の様々なニーズに対応
イノベーションを牽引している
国内外の先端事例から
ゲストスピーカーを招待

基調講演

（同時通訳付き）

国内外のイノベーティブな
プロダクツやサービスによる
教育ソリューションを
展示・体験

Keynote

展示会
体験デモ・ブース

新進気鋭のビジネスアイディアを
イノベーターが審査＆アドバイス

ピッチ
コンテスト

Mentoring

Education
EXPO

EdTech
Pitch
Contest

メンタリング

Playground

Meetup

事業プランや学校改革・カリキュラム
プランなど、EdTechに関する
課題を抱える方を対象に
専門家とのメンタリングを設定します。

ワークショップ

懇親会
ネットワーキング
ビジネスマッチング

プログラミングやVR, AI,
電子工作などSTEM教材を
中心とした体験型講座で
子どもたちの体験ゾーンと
教育関係者のカリキュラム
創造の場を創ります。
イノベーションを加速する
鍵となるコミュニティ参加・
ネットワーク創り

イノベーションのためのアクティブなカンファレンスを展開予定

開催モデル
SXSW EDU（サウス・バイ・サウス・ウェスト・イーディーユー）
米・テキサス州オースティンで毎年開催される全米最大の教育イベント。
クリエイターやイノベーターがキャリアを広げるために
世界中から集い、お互いのアイディアを学び合い
共有し合うためのプラットフォームとしての役割を担い
フィルムフェスティバル等を含めた10日間で、
のべ10万人、約380億円の経済効果をもたらす
世界最大級のビジネスフェスティバルに成長。

来場者ターゲット
産業界 ●起業家 ●新規事業開発ご担当者 ●企業研修・人材育成ご担当者
●IT企業 ●教育関連企業（塾・予備校・通信教育・教材開発・出版等）
●ベンチャー・スタートアップ企業 ●ベンチャーキャピタル など
教育界・公共機関
●学校教職員 ●教育委員会 ●保護者・児童・生徒
●幼児教育関係者 ●生涯教育関係者 ●特別支援教育関係者 ●大学・研究機関関係者
●自治体産業振興ご担当者 ●議員 など
3
2日間のべ約1,000人

2. 会場 Map－多様なニーズに応えるゾーン展開

千代田区立

麹町中学校

EdTechグローバルカンファレンス

 交通至便

地下鉄5線

 移動至便

会場移動 徒歩5分圏内

 宿泊至便

地方からのご来場者にも宿泊至便

Edvation x Summit 2017

徒歩圏にホテル多数（高級～リーズナブル）

ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町／ホテルニューオータニ／赤坂エクセルホテル東急／都市センターホテル／ホテルルポール麹町

同時通訳付き基調講演

ゾーン
ピッチコンテスト ゾーン
Meetupネットワーキング ゾーン

海運クラブ

国際会議場





永田町駅

赤坂見附駅
・銀座線
・丸ノ内線

・有楽町線
・半蔵門線
・南北線

海運クラブ 2階

国際会議場

300人規模の国際講演・パネルディスカッション
海外のEXPO出展に向けたピッチコンテスト
ホワイエでのネットワーキング
11/5（日）18時～ Meetup懇親会（フリーフード・ドリンク付）

Meetup・ネットワーキング ゾーン


Meetup会場

11/6（月）18時～
クロ―ジング懇親会での名刺交換・ネットワーキング（フリーフード・ドリンク付）

学校関係者向け講演・ワークショップ

EXPO展示 ゾーン
体感型 Playground ゾーン
メンタリング ゾーン
EdTech







海運クラブ 1階

ゾーン
千代田区立

麹町中学校

無料開放 ゾーン

教諭・生徒・保護者の参画
200人規模の講堂や体育館、カフェテリア、教室等での講演・ワークショップ
EdTech関連のイノベーティブなプロダクツ・サービスのEXPO展示フロア
体感型・参加型 Playgroundフロア
EdTech最前線で活躍するイノベーターとのメンタリング
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EdTechグローバルカンファレンス

海運クラブ 2階

国際会議場

同時通訳付き基調講演
2階

ゾーン

国際会議場

Meetup・ネットワーキング ゾーン
2階

■300人規模の基調講演
※ 同時通訳付き

海運クラブ 1階

Anchor Point

Edvation x Summit 2017

Meetup・ネットワーキング ゾーン

ホワイエ

 名刺交換・ネットワーキング

 11/5 オープニングMeetup懇親会
（フリーフード・ドリンク付）

 11/6 クロ―ジングMeetup懇親会での
名刺交換・ネットワーキング （フリーフード・ドリンク付）
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EdTechグローバルカンファレンス

千代田区立

麹町中学校
無料開放 ゾーン

学校関係者向け講演・ワークショップ
体感型EXPO展示 Playground

Edvation x Summit 2017

ゾーン

ゾーン

メンタリング ゾーン

■合同教室（講堂）での
200人規模の講演

■体育館、武道場、カフェテリアでの
EXPO展示・ワークショップ・
体感型 Playground

■子どもたちも体験できる教室でのSTEAMワークショップ
■図書室は、ビジネスプランや学校改革、カリキュラム
プランなどをイノベーターに相談できるメンタリングフロアに

■和室での茶会など外国人来場者へのおもてなし・国際交流
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EdTechグローバルカンファレンス

Edvation x Summit 2017
海外ゲスト来日決定

SXSW EDU
Founder & Director

Cerego LLC
共同創業者 & CEO

Fresco Capital
Microsoft
共同創業者
Worldwide Managing Director,
マネ―ジングパートナー
Education Partners

海外先端事例から
ゲストスピーカーを交渉中
随時更新予定

EdTech x Europe 共同創業者
IBIS Capital CEO

7

EdTechグローバルカンファレンス

Edvation x Summit 2017
海外ゲスト来日決定

Edmodo, Inc.
先進プロジェクト ディレクター

BrainPOP
Vice President,
Strategic Initiatives

IE Business School
Entrepreneurship &
Innovation Center会長

海外先端事例から
ゲストスピーカーを交渉中
随時更新予定

Creta Ventures
共同創業者&マネ―ジングパートナー,
Kaliber School & REd Forum 2018
創立者
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3. EdTech グローバル エコシステム メンバー

EdTechグローバルカンファレンス

Edvation x Summit 2017

Edvation x Summit 2017は
EdTech国際ネットワークの中で
主要なイベントとして評価され、
グローバルな視点でEdTechの情報を共有し
イノベーションを加速する
プラットフォームの一員として開催いたします。
開催時期の秋は、毎週、EdTechの国際イベントが
アジア各国を縦断する
《EdTech Week Asia》
世界中の教育イノベーター、クリエーター、
キャピタリスト、インキュベーターたちが
シンガポールから東京、そして北京へ。
国際的視野で情報交換・ネットワーキングする
感度の高い方たちの来場が見込まれます。
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4. セッション・テーマ(1)（予定）

EdTechグローバルカンファレンス

Edvation x Summit 2017

■Keynote
EdTechは世界を変えられるのか？
世界の教育イノベーターが集う “SXSW EDU”に見る
教育イノベーションの国際潮流と未来展望

●SXSW EDU Founder & Director Ron Reed 氏

「テクノロジー×デザイン」
“現代の魔法使い”が語る教育の未来
●メディアアーティスト
筑波大学助教、デジタルネイチャー研究室主宰
Pixie Dust Technologies CEO
落合陽一 氏

Industry4.0
これからの教育に求められることとは？
グローバルな視点から見た
Microsoftの教育
●Microsoft
Worldwide Managing Director,
Education Partners Larry Nelson 氏
教育におけるMicrosoftのミッション
「明日の世界を創る子供たちに力を」は、数々の
イノベーションを巻き起こす源泉となっている。
28年以上EdTech業界に従事してきたLarryが、
これまで目の当たりにしてきたEdTechの動向や
イノベーションについて語るとともに、
彼のグローバルな経験から日本の教育市場について切り込む。

＊内容、登壇者は変更になる場合があります。

●経済産業大臣 世耕弘成 氏

EdTech国家戦略
～「未来投資戦略2017
Society 5.0の実現
に向けた改革」閣議決定～
●登壇者 調整中
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4. セッション・テーマ(2)（予定）
■Keynote
ビッグデータと認知科学がAIと融合する時
～EdTechの進化から革命への移行～
●Cerego LLC 共同創業者 ＆ CEO
Andrew Smith Lewis 氏
EdTechは、ネットワーク環境でコンテンツを提供する
ことに集中してきた。このアナログからデジタルへの
移行は、確かに教育の進化をもたらしたが、私たちは
まだオンライン学習を大規模に効率的に扱えていない。
同時に、データと認知科学における調査結果は、幅広い
領域における学びが加速することを示している。
人工知能と融合したこれらの要素が、どのように
EdTechを進化から本当の革命に移行させるかを探る。

EdTech Week Asia セッション
●EdTech x Europe 共同創業者
IBIS Capital CEO
Charles McIntyre 氏

人間とAI：学習と労働の新しい関係性
●Creta Ventures 共同創業者&マネ―ジングパートナー
Kaliber School & REd Forum 2018 創立者
Vince Chan 氏
人工知能の登場はあらゆる年齢の学習者に変化を与える
だろう。なぜ？ 学校や職場では、言われたことを言われた
通りにやることに重きが置かれるが、それでは今世紀を
豊かに生きるのに不十分だから。今後、学習や仕事について
私たちが考えなければいけないことは何かを明らかにすると
ともに、教育格差の是正に取り組むための
コンピテンシー（能力）重視の学校など、
現在行われている社会的な 取り組みを紹介する。

＊内容、登壇者は変更になる場合があります。

■EdTech Week Asiaをプロデュースする
Charles McIntyre 氏による基調講演
■EdTech界をリードする企業・CEOによる
パネルディスカッション
■EdTech Week Asia 代表団 セッション
（起業家・CEOによる講演）
など
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4. セッション・テーマ(3)（予定）
■Keynote
EdTech Startup 国際事情
●Fresco Capital
共同創業者＆マネ―ジングパートナー
Allison Baum 氏
シード・アーリーステージへの投資を専門に行う
ベンチャーキャピタル - Fresco Capital –
EdTech分野に焦点を当てた投資にも積極的なほか、
急速に盛り上がるアジアのスタートアップ事情にも精通
する、Allison Baumさんが語る、EdTech Startup 国際
事情。

ヨーロッパにおける教育と
テクノロジーのトレンドとこれから
●IE Business School
Entrepreneurship & Innovation Center 会長
Juan José Güemes 氏
EUマーケットにおける（教育の）変革のキーワードは、
デジタル化、個別化、学習者のエンゲージメント、
広範的なサービス、スキルギャップの改善である。
ヨーロッパのEdTechマーケットは、市場が複雑で、（言
語・文化が違うなど）多様なマーケットあること、また資金
不足という特徴がある。こうした中で、EdTechのエコシス
テムとして、インキュベーター・アクセラレーターが重要で
あり、IE Rocketがその役割を担っている。IE Business
Schoolは、ヨーロッパトップのビジネススクールであり、
革新的な取り組みを行っている。その事例を紹介する。

＊内容、登壇者は変更になる場合があります。

AIは情熱的な学習者を育成できるか？
●Edmodo, Inc.
先進プロジェクトディレクター Hannes Marais 氏
Edmodoは、学習者が世界中の人々や教材とつながり、
潜在能力を最大限に発揮する手助けとなるグローバル教育
ネットワークを構築してきた。
生徒は勉強する時、自分が熱中できるテーマであれば最も
楽しく学ぶことができる。 他はすべて「ただこなすだけ」
になってしまう。ティーチングにおけるやりがいの1つは、
子供たちの興味を引き出してそれを育てることで、彼らの
将来のキャリア形成を手助けすることである。
機械学習やAIがどのように手助けができるのかを
考えるとともに、自主学習とテーマの発見における
Edmodoの実証実験を紹介する。

プレイフルラーニング
～こどもたちが学びに没頭する教室をいかに実現するか～

●BrainPOP
Vice President,Strategic Initiatives
Daniel DonoHue 氏
「遊び」は、そもそも私たちの自然な学びの方法として
認識されています。こうした「遊び」はもっともっと
教室で効果的に取り入れることができます。
セサミワークショップや、ブレインポップの例を見ながら、
デジタルでの遊びを通じて、生徒が没頭できるような
しかけとひらめきについて伝えます。
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4. セッション・テーマ(4)（予定）
近未来テクノロジー

EdTechグローバルカンファレンス

Edvation x Summit 2017

＊随時追加更新予定

■モーションセンサー
“エア書道”－ 体感する新型モーションキネクト・センサー技術
～書家 vs 挑戦者！～
●株式会社システムフレンド
●株式会社シンク・デザイン・アンビエントメディア
●合同会社ハマナカデザインスタジオ
●デザイナー・エンジニア ラボ シェアフル
●書家 日向伯周 ●踊る書家 堀向恵翠
●墨象アーティスト 大村直子

■ダンス教育×テクノロジー
【ダンス・セッション】
米・アポロシアターのコンテストで優勝した

ダンサー・中澤利彦と創造する
ダンス教育の未来のカタチ

【講演・セッション】
アメリカ・ダンス事情から考える
これからのダンス教育
●NY在住 ダンサー 中澤利彦 氏

■VR×教育 パネルディスカッション

■音楽教育×テクノロジー

VRは教育に何をもたらすのか？
～VR Technologyの可能性～

指揮者とエンジニアの顔を持つ
スーパークリエータによる
音楽教育とテクノロジーのコラボ

●福田知弘 氏 大阪大学大学院 准教授
●品田 健 氏
聖徳学園中学・高等学校
学校改革本部長・Executive ICT Director
●松田克巳 氏 株式会社フォーラムエイト
システム営業マネージャ
●高田寿久 氏 株式会社フォーラムエイト
本社開発マネージャ

＊内容、登壇者は変更になる場合があります。

●指揮者 後藤正樹 氏
株式会社コードタクト 代表取締役
IPA認定スーパークリエータ
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4. セッション・テーマ(5)（予定）
■プログラミング教育

EdTechグローバルカンファレンス

Edvation x Summit 2017

■スポーツ×テクノロジー

⼩学生が知識と技術とチームワークを競う、
日本初のスポーツプログラミング競技会
「GP リーグ プログラミングコロシアム 第1 回決勝大会」

“スポーツ界の格差改革？”
どこでも誰でもプロ選手が遠隔指導
●株式会社だんきち

60歳でパソコンを独習
80歳でプログラミングを始めた

iPhoneアプリ開発者と考える
プログラミング教育
●若宮正子 氏 iPhoneアプリ開発者

■いじめ×テクノロジー
プログラミング教育これから － パネルディスカッション
未来を創るために必要なこと／参考事例／世界で闘える若者育成のアイディア
●福永正人 氏 株式会社アーテック 東京支社長
●野村美紀 氏 Make School Japan Country Manager
●駒⾕昇一 氏 奈良⼥子大学 生活環境学部 教授
●⼟橋 遊 氏
特定⾮営利活動法人CANVAS プロデューサー

“いじめ”にテクノロジーで挑む
～全米で導入広がるアプリ～
●ストップイットジャパン株式会社

■IPA未踏IT人材×中高生 パネルディスカッション
IPA認定スーパークリエータ×中高生

“未来の学校”をクリエイト

●協力 経済産業省、IPA（独立行政法人情報処理推進機構）

＊内容、登壇者は変更になる場合があります。
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4. セッション・テーマ(6)（予定）
■AI×教育
AI・IoT × 教育

Edvation x Summit 2017

■自治体 教育革新
近未来のカタチ

●村上憲郎 氏
元グーグル米国本社副社長
兼 グーグル日本法人代表取締役社長

パネルディスカッション
AIは教育にどう活かせるか？
教育をどう変えるのか？
●⼩宮山利恵子 氏 リクルート次世代教育研究院 院長
●立石剛史 氏 appArray株式会社 代表取締役
●加藤エルテス聡志 氏
RISU Japan株式会社 共同創業者・取締役
●稲田大輔 氏 atama plus株式会社 代表取締役CEO

■STEM

EdTechグローバルカンファレンス

対談

ICT×教育環境改革 ⇒ 地方創成
ITを応用したビジネスモデルに
精通し、地方創生・教育環境改革
へのIT活用を加速してきた立役者
による対談

●太田直樹 氏
前総務大臣補佐官
元米ボストンコンサルティンググループ
シニア・パートナー兼
マネージング・ディレクター

●山口文洋 氏
株式会社
リクルートマーケティング
パートナーズ代表取締役社長

パネルディスカッション

つくりながら学ぶ -教育実践最前線からの提言
●羽根田智子 氏 株式会社アフレル 事業企画室室長
●渡辺ゆうか 氏 一般社団法人 国際STEM学習協会
FabLab Kamakura 代表
慶應義塾大学 環境情報学部 ⾮常勤講師
●⼩室真紀 氏
株式会社スイッチエデュケーション 代表取締役社長
●電子工作ギャルユニット ギャル電

■スクール・イノベーション
～イノベーティブな校長ネットワーク キックオフ～

これからの学校教育を
イノベーティブに模索する
全国校長ネットワーク始動！
【活動事例・実践ワークショップ】
【キックオフ大会】
●⼩金井市立前原⼩学校 松田 孝校長 ほか

＊内容、登壇者は変更になる場合があります。
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4. セッション・テーマ(7)（予定）
■「未来の教室」のデザイン

パネルディスカッション

グローバル化、急速な技術革新、少子高齢社会の進展という
人類史上どの国も経験していない環境にいち早く突入する日本。
就学前教育、初中等教育、高等教育の未来のカタチを題材として、
「新たな学び（⾮認知能力、英語力、“好き“を見つける力）」を
学校現場に取り入れ、人生１００年時代を生き抜く人材を育てるための
学校教育の在り方をディスカッションする。
●浅野大介 氏 経済産業省 商務・サービスグループ 教育サービス産業室長
●樫原哲也 氏 文部科学省 初等中等教育局 財務課課長補佐
●戸ヶ﨑勤 氏 埼玉県戸田市教育委員会教育長
●神野元基 氏 株式会社COMPASS CEO
●安部敏樹氏 一般社団法人リディラバ代表

■未来の先生の姿を考える

EdTechグローバルカンファレンス

■21世紀の英語教育

Edvation x Summit 2017

パネルディスカッション

グローバル化と言われて久しい中、日本人はなぜ英語が苦手なのか？
⼩学校3年生から英語必修化、受験における四技能試験など、制度改革
の方向をどう考えるか、課題は何か、方法（学び方）はこれで良いのか。
これからを生きる子供たちはどうすれば良いのかをディスカッションする。
●葛城 崇 氏 楽天株式会社 新サービス開発カンパニー 教育事業部
ジェネラルマネージャー 兼 株式会社ReDucate 代表取締役社長
●平本照麿 氏 株式会社アルク 創業者・取締役最高顧問
●中村 岳 氏 株式会社レアジョブ 代表取締役社長
●辻村直也 氏 ウェブリオ株式会社 代表取締役社長

パネルディスカッション

EdTech分野への投資は毎年約14%の増加を辿っているとも言われ、
テクノロジーの進化は様々な局面で教育・学びのあり方を変えています。
また、日本の学校教育においても、ICTをはじめとする様々な変化の波の
中で、教員のあり方についても「アクティブ・ラーニング」への対応を
はじめとする変化が求められています。
オープンエデュケーションの第一人者である飯吉透教授、Global
Teacher Prize 最終選考に選ばれた高橋一也副校長、Edcamp Japanの
堀川氏をパネリストとして、ICTが初等中等教育をどのように変えていく
のか、その中で教員はどのような変化や学びが求められるのかについて
議論します。
●飯吉 透 氏
京都大学 高等教育研究開発推進センター長・教授
●堀川拓郎 氏 Edcamp Japan 主宰、文部科学省 研究開発局専門官
●高橋一也 氏 工学院大学附属中学校・高等学校教頭

＊内容、登壇者は変更になる場合があります。
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4. セッション・テーマ(8)（予定）
■未来の学校
～天才クリエーター達が考える学校の未来～
「アプリ甲子園」や「プログラミング甲子園」を優勝した天才と、
「未踏ＩＴ人材発掘・育成プログラム」をくぐり抜けてきた天才が集い、
世界を牽引していくような天才クリエイターが、さらに活躍できるような
社会に向けて、教育・学校の意義や未来のあり方について、
ディスカッションします。”天才”の目線から教育のあり方を真正面から
見つめる貴重な機会となります。
●落合陽一 氏 筑波大学助教 デジタルネイチャー研究室主宰
Pixie Dust Technologies CEO
●安川要平 氏 一般社団法人 CoderDojo Japan 代表理事
YassLab 代表
●中馬慎之祐 氏「U-22 プログラミング・コンテスト2015」
経済産業大臣賞
中高生向けアプリ開発コンテスト アプリ甲子園2015優勝
●西村佳之 氏 アプリ甲子園2017優勝、総務大臣賞、技術賞受賞
慶應義塾湘南藤沢高等部在学中

■学校の再デザイン

パネルディスカッション

●竹下淳司 氏
第一学院高等学校 副理事長（株式会社ウィザス）
●上木原孝伸 氏 N高等学校 副校長（学校法人角川ドワンゴ学園）
●池⾕和浩 氏 デジタルハリウッド大学大学院 事務局長
（デジタルハリウッド株式会社）
●山本秀樹 氏 DREAM PROJECT SCHOOL
元ミネルバ大学 日本連絡事務所 代表

＊内容、登壇者は変更になる場合があります。

EdTechグローバルカンファレンス

Edvation x Summit 2017

■イノベーション・メソッド×教育
電通 アクティブラーニングこんなのどうだろう研究所 プロデュース
正解のない時代に育む “21世紀型スキル”
●Nadya Kirillova
（キリーロバ・ナージャ）氏
株式会社電通
アクティブラーニング
こんなのどうだろう研究所

■ギフテッド・エデュケーション（特別支援教育）
パネルディスカッション
テクノロジーが可能性を切り拓く
●日野公三 氏 明蓬館高等学校 理事長
●河崎純真 氏 GIFTED ACADEMYギフテッドアカデミー）代表
●竹村和浩 氏 スマート・インクルージョン研究会代表
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4. セッション・テーマ(9)（予定）
■進化するeラーニング・学習管理システム

EdTechグローバルカンファレンス

Edvation x Summit 2017

■スタートアップ・エコシステム

パネルディスカッション
Industry4.0時代のeラーニング・学習管理システムは
教育の何を変えるのか？

パネルディスカッション
教育のイノベーション“Edvation”を加速する
インキュベーションの仕組みとは？

●緒方 惠一郎 氏 サイバーユニバーシティ株式会社 代表取締役社長
●本間達朗 氏 ニュートンジャパン株式会社 代表取締役
●廣瀬高志 氏 スタディプラス株式会社 代表取締役
●吉田自由児 氏 株式会社デジタル・ナレッジ 代表取締役COO

●野﨑智成
●澤山陽平
●菅原岳人
●馬田隆明

氏
氏
氏
氏

一般財団法人 活育教育財団 代表理事
500 Startups Japan マネージングパートナー
東京大学 産学協創推進本部イノベーション推進部 助教
東京大学本郷テックガレージディレクター

Opening Meetup直前 特別セッション
我武者羅應援團
教育イノベーターに熱いエールを贈る！
●我武者羅應援團
「気合と本気の応援で世界を熱くする」という志のもと、人々の勇気を後押しする応援団。
ＡＫＢ４８選抜総選挙での応援をはじめＮＨＫ紅白歌合戦、ＣＭ出演のほか、
全日本バレーボールチームやオールブラックスなどトップアスリートにもエールを送る。
目の前の事に必死に一生懸命、ガムシャラにやりぬき
最後の最後まであきらめない。そんな生き方をしてみようではありませんか！
そんな約束を『応援』という形で交わすスペシャル・セッション
＊内容、登壇者は変更になる場合があります。
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4. セッション・テーマ(9)（予定）

■EdTech Japan Global Pitch 2017

事業プランや学校改革・カリキュラムプランなどに
EdTech最前線で活躍するイノベーターから個別アドバイス

●森安康雄 氏

●廣瀬高志 氏

●平井 聡一郎 氏

リバネス教育総合研究センター
主席研究員

スタディプラス㈱
代表取締役

㈱情報通信総合研究所
ICT創造研究部 特別研究員

⼩金井市立前原⼩学校
校長

●野﨑智成 氏
一般財団法人 活育教育財団
代表理事

Edvation x Summit 2017

ピッチ・コンテスト

■メンタリング

●松田 孝 氏

EdTechグローバルカンファレンス

●反田 任 氏
同志社中・高等学校
EdTech Promotions Manager
（ICT教育推進担当）,英語科教諭

海外を目指すEdTech企業を対象にピッチ・コンテストを開催。
世界中から教育イノベーターが集う全米最大の教育イベント・
SXSWedu 2018 EXPOのEdTech Japanブースでの出展権を
かけてプレゼンテーションを行う。

●品田 健 氏
聖徳学園中・高等学校
学校改革本部長・
Executive ICT Director

●中村 岳 氏

●高橋一也 氏

㈱レアジョブ
代表取締役社長

工学院大学附属
中学校高等学校 中学校 教頭

メンター随時追加更新予定

＊内容、登壇者は変更になる場合があります。
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パートナー企業

EdTechグローバルカンファレンス

Edvation x Summit 2017
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EdTechグローバルカンファレンス

Edvation x Summit 2017

後援
文部科学省・総務省・経済産業省 3省連携コンソーシアム

未来の学びコンソーシアム
～ニーズに応じた教材開発及び学校支援～

協力

イベント
パートナー
一般社団法人

教育イノベーション協議会

主催
Edvation x Summit 2017 実行委員会

Edvation x Summit 2017 実行委員会は、
EdTech関連企業、教育関連企業、IT企業、
コンサルティング企業、ベンチャーキャピタル、教員等で
教育とテクノロジーの融合によって
イノベーションを加速することに賛同する有志による団体
「EdTech Japan」のメンバーを中心に構成され、
プロフェッショナルな知見や経験を活かし合い
運営されています。
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