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▲Expo 2010展示ゾーン

▲Expo 2010セミナー

▲Expo 2010 公開授業

2010年のセミナー・展示ゾーンの様子

大阪inin

今後の大学教育
コード・日時 タイトル 講師

O05
6月15日（水）
13:00～14:30

基調講演
持続可能な大学経営について

法政大学
学事顧問・名誉教授

清成 忠男 氏

大学改革

O11
6月15日（水）
16:00～18:00

大学評価、大学改革の取り組み

京都大学 高等教育研究開発推進センター
教授

大塚 雄作 氏
大阪府立大学 副学長
高等教育推進機構長 教授

高橋 哲也 氏

大学経営

O01
6月15日（水）
10:00～12:00

大学の経営戦略

学校法人常翔学園 経営企画室 室長
伊藤 勝彦 氏

学校法人関西外国語大学 英語キャリア
学部 教授・英語キャリア学部教務部長

松宮 新吾 氏

就業力

O02
6月15日（水）
10:00～12:00

大学に求められる「就業力」

神戸大学 大学教育推進機構 及び
大学院国際協力研究科 教授

川嶋 太津夫 氏
就業力育成支援コンソーシアム 会長

宇野 和彦 氏

大学の情報化

O06
6月15日（水）
13:00～15:00

看護教育とICT

島根県立大学 島根県立短期大学部
看護学科 教授

吾郷 美奈恵 氏
大阪府立大学 高等教育推進機構 教授

真嶋 由貴恵 氏

O07
6月15日（水）
13:00～15:00

大学におけるICTマネジメント
～海外の最新動向と大学ICT推進
協議会の新展開～

京都大学 情報環境機構 機構長兼C.I.O.
美濃 導彦 氏

徳島大学 情報化推進センター
センター長

矢野 米雄 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 准教授

山地 一禎 氏
九州大学 大学院芸術工学研究院
教授・総長特別補佐

藤村 直美 氏

O13
6月15日（水）
16:00～18:00

ICTを活用した実践的な取り組み
～eポートフォリオ・FDを通じて～

関西大学 教育推進部 教授
山本 敏幸 氏

関西大学 初等部 教諭
田邊 則彦 氏

大阪商業大学 総合経営学部 経営学科 教授
高橋 美貴 氏

大阪成蹊大学 マネジメント学部 准教授
福永 栄一 氏

大学の資産管理

O03
6月15日（水）
10:00～12:00

大学・教育機関におけるIT資産と
ソフトウェア管理への取り組み

京都大学情報部 情報基盤課
情報セキュリティ対策室
ソフトウェアライセンス管理担当

寺嶋 広次 氏
京都大学情報部 情報基盤課
情報セキュリティ対策室
ソフトウェアライセンス管理担当

田村 喜英 氏
ウチダスペクトラム（株）

（株）内田洋行

アクティブラーニング

O12
6月15日（水）
16:00～18:00

これからの学びの可能性と
アクティブラーニング

京都大学 高等教育研究開発推進センター 
准教授

溝上 慎一 氏
甲南大学 マネジメント創造学部 教授

井上 明 氏
立命館大学 経営学部 准教授

八重樫 文 氏

語学教育

O08
6月15日（水）
13:00～15:00

社会で求められる語学力
～TOEIC®テストを通じて～

米国ETS（EducationalTestingService）社
ご担当者様（通訳付）

楽天（株）人事部 Globalization推進課 課長
葛城 崇 氏

ATR Learning Technology（株）
代表取締役CTO

山田 玲子 氏

O14
6月15日（水）
16:00～18:00

語学力強化のための様々な取り組み
～語学力強化とマルチメディア～

大阪大谷大学 文学部 英米語学科 准教授
外国語教育メディア学会（LET）本部事務局長

小山 敏子 氏
名古屋商科大学 コミュニケーション学部
准教授
Kevin Watson 氏（通訳付）

同志社中学校・高等学校 英語科 教諭
反田 任 氏

行政と教育
コード・日時 タイトル 講師

O04
6月15日（水）
10:00～11:30

特別講演
クラウドコンピューティングを
基盤とした社会像と
教育へのインパクト

東京大学大学院
情報学環・
学際情報学府 教授

須藤 修 氏

O09
6月15日（水）
13:00～15:00

防災教育と防災行政

東京学芸大学 教育学部 養護教育講座 教授
渡邉 正樹 氏

前 敦賀市総務部技監（情報管理・IT推進）
総務省・LASDEC 業務継続計画（BCP）
策定支援アドバイザー
（株）JKソリューションズ 代表取締役

川端 純一 氏

省エネ・エコ

O15
6月15日（水）
16:00～18:00

省エネ化、省電力化の今後
～LED/見える化等の企業の
具体的取り組みを通じて～

（株）内田洋行

図書館経営

O31
6月16日（木）
16:00～18:00

「読書増進」を推進する地域図書館の
取り組みと、地域・学校連携推進に
ついて

山口県下関市立中央図書館
（生涯学習プラザDREAM SHIP） 館長

安冨 静夫 氏

最新技術

O30
6月16日（木）
16:00～18:00

最新技術セミナー！
～クラウド時代の新技術、統合認証、
仮想化、場と情報のデザインを通じ～

（株）内田洋行

セミナーの参加申込および最新情報は・・・　

※同封のFAX用紙でもお申込いただけます。申込締切日：6月12日（日）
httphttp : //edu-expo.org///edu-expo.org/

入
場
無
料

株式会社内田洋行 教育総合研究所 内
New Education Expo 実行委員会事務局

TEL：03-5634-6397   FAX：03-5634-4088
E-Mail：expo@uchida.co.jp 

［主  催］ New Education Expo 実行委員会
［後  援］  総務省※、経済産業省※

 大阪府教育委員会※、兵庫県教育委員会、京都府教育委員会※、和歌山県教育委員会
 奈良県教育委員会※、滋賀県教育委員会※、大阪市教育委員会※、堺市教育委員会※

 神戸市教育委員会、姫路市教育委員会、京都市教育委員会※

 独立行政法人 科学技術振興機構
 財団法人 日本視聴覚教育協会、財団法人 コンピュータ教育開発センター
 社団法人 日本教育工学振興会、社団法人 日本教材備品協会
 社団法人 文教施設協会、教育情報化推進協議会
 ひょうごe-スクールコンソーシアム、NPO法人 体験型科学教育研究所 ※申請中

［特別協賛］  株式会社内田洋行、富士通株式会社、日本マイクロソフト株式会社
 インテル株式会社、ソフトバンクBB株式会社
［ 協    賛 ］ 教育関連企業約100社
［ 協    力 ］ 教育ウチダ会、学びの場.com
［参加対象者］ 学校・教育関係者

基調講演

inin

6月15日（水）・16日（木）会 期

大阪マーチャンダイズ・マート(ＯＭＭ)
大阪府大阪市中央区大手前1-7-31 ※会場地図・交通については裏面参照

会 場

10：0：00～18：309：309：30～受付開始 展 示

特別セッション

6月1515日（水） 

大学に求められる「就業力」

O02 10:00～12:00

就業力育成支援コンソーシアム 会長

川嶋 太津夫 氏
宇野 和彦 氏

神戸大学 大学教育推進機構 及び
大学院国際協力研究科 教授

6月1515日（水） 

清成 忠男 氏

持続可能な大学経営について

O05 13:00～14:30

法政大学 学事顧問・名誉教授

6月1616日（木） 

小松 郁夫 氏

「新しい公共」型学校の創造

O17 10:00～11:30

玉川大学教職大学院 教授

清水 康敬 氏

これからの教育の情報化の推進と課題

O23 13:00～14:30

東京工業大学 名誉教授

Expo 2010 公開授業の様子

公開授業

外国語活動の実践（5年)
～一斉授業とICTを使った
個別学習～
大阪教育大学附属池田小学校

6月1616日（木）
O20

デジタル教科書を活用した
小学校算数授業（4年）
大阪教育大学附属池田小学校

13:00～15:00 O24

10:00～12:00 

特別講演

6月1616日（木） 

渡部 潤一 氏

宇宙生命は存在するか
～天文学からのアプローチ～

O21 10:00～11:30

自然科学研究機構 国立天文台
天文情報センター 教授 広報室長

6月1515日（水） 

須藤 修 氏

クラウドコンピューティングを基盤とした
社会像と教育へのインパクト

O04 10:00～11:30

東京大学大学院
情報学環・学際情報学府 教授

大阪

大阪会場地図・交通

大阪マーチャンダイズ・マート(ＯＭＭ)
大阪府大阪市中央区大手前1-7-31

※お車でのお越しはご遠慮ください。

●地下鉄谷町線
天満橋駅 北出口1、東出口

▲

大阪マーチャンダイズ・マート B2 に連絡

●京阪電車
天満橋駅 東出口

▲

大阪マーチャンダイズ・マート B2 に連絡

展示ゾーンのご紹介

■展示協賛・協力企業一覧
・（株）アイ・オー・データ機器
・（株）青森共同計算センター
・赤羽根工業（株）
・（株）朝日ネット
・ アバーメディア・インフォメーション（株）
・アライドテレシス（株）
・（株）インフィニテック
・ウチダエスコ（株）
・（株）ウチダ人材開発センタ
・（株）ウチダテクノ
・江戸崎共栄工業（株）
・ NECディスプレイソリューションズ（株）

特別協賛／展示協賛／協力企業のご紹介

東京でもNew Education Expo 2011を開催します！

詳細につきましては をご覧ください。httphttp : //edu-expo.org///edu-expo.org/
入場無料！

6月2日（木）・3日（金）・4日（土）
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

東京inin

大阪inin

・エプソン販売（株）
・（株）エルモ社
・エレコム（株）
・（有）大江理工社
・（株）オーム電機
・（株）オーリッド
・（株）沖データ
・オンキヨートレーディング（株）
・（株）がくげい
・カシオ計算機（株）
・学校図書（株）
・（株）カルチャー・プロ
・ キヤノンマーケティングジャパン（株）
・教育出版（株）
・ （株）近畿エデュケーションセンター
・コーレル（株）
・（株）三省堂
・サンワサプライ（株）
・ （株）ジェイアール四国コミュニケーションウェア
・（株）シマンテック

・ シャープシステムプロダクト（株）
・（株）新興出版社啓林館
・スズキ教育ソフト（株）
・大日本図書（株）
・大和精機（株）
・チエル（株）
・知多機工（株）
・（有）千葉製作所
・TOA（株）
・（株）ディーネット
・ディーリンクジャパン（株）
・（株）帝国書院
・（株）テクノクリエイト
・デジタルアーツ（株）
・デル（株）
・東海工業（株）
・東京書籍（株）
・東芝情報機器（株）
・（株）東大英数理教室
・トレンドマイクロ（株）

・（株）ナナミ
・西山教材（株）
・日本アビオニクス（株）
・日本エイサー（株）
・日本オフィスメーション（株）
・日本CA（株）
・日本システム技術（株）
・ 日本スマートテクノロジーズ（株）
・日本ビクター（株）
・ 日本ヒューレット・パッカード（株）
・日本文教出版（株）
・（株）ネットワールド
・ パイオニアソリューションズ（株）
・パックス工業（株）
・（株）バッファロー
・ パナソニックシステムソリューションズジャパン（株）
・（株）ピーシーエレック
・ 日立コンシューマ・マーケティング（株）
・（株）フォトロン
・（株）フジグローブ

・富士セルロイド工業（株）
・富士ゼロックス大阪（株）
・（株）富士通四国システムズ
・ 富士フイルムイメージテック（株）
・（株）筆まめ
・ブリタニカ・ジャパン（株）
・ プリンストンテクノロジー（株）
・ベルウッド（株）
・ベンキュージャパン（株）
・（株）マウスコンピュータ
・（株）松崎
・（株）マリアス
・光村図書出版（株）
・ミナト光学工業（株）
・メディカルテック（株）
・ラインズ（株）
・ （株）ラティオインターナショナル
・ローランド（株）
・（株）ワコム

■特別協賛企業
●株式会社 内田洋行　
●富士通株式会社
●日本マイクロソフト株式会社 
●インテル株式会社
●ソフトバンクBB株式会社 

最大限の学習効果を目指した
音声教材やCAL L システム、
ソフトウェアなど是非体験して
ください。

学習効果を高めるための
語学学習支援システム

普通教室内で効果的に連携させた
新しい教材・教具や、最新鋭の理化
学機器システムなど、先生方の
授業を最適にサポートする展示を
行います。

授業を最適にサポートする
教材・教具＆理化学機器

わかりやすい授業・生徒の記憶に
残る授業に最適な、あらゆる
教育ソフトウェア&コンテンツを
展示します。

豊富で充実した
教育ソフトウェア＆
コンテンツ

話題の地デジ対応のデジタル
TV・プリンタなどのデバイス
機器から環境対応設備まで、
様々な最新鋭のハードウェアを
展示します。

最新・高性能の
ハードウェア＆学校設備

子どもたちをあらゆる魔の手から
守るために、最新のセキュリティ
機器&システムを様々な切り口
からご紹介します。

「安全・安心」を提供する
スクールセキュリティ

未来の教育を構築する
ICT＆ネットワーク
「わかる授業」を実現するための
効果的なICT機器及びそれらを
支える最新のネットワーク技術
について展示を行います。

体 験
コーナー

実際に操作できる体験コーナーが充実！

● 新学習指導要領対応、教科書準拠「デジタル教科書」体験コーナー!!
● 未来型教室「フューチャークラスルーム」体験コーナー!!
● 児童・生徒一人一台PC時代に向けた「最新スレートPC・タブレットPC」ハンズオンコーナー!!
● ブロードバンドを利用した「コンテンツ配信サービス」体験コーナー!!
● 国産材を利用した「豊かな心を育む『木教育』」体験コーナー!!
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関西大学 教育推進部 教授
山本 敏幸 氏

関西大学 初等部 教諭
田邊 則彦 氏

大阪商業大学 総合経営学部 経営学科 教授
高橋 美貴 氏

大阪成蹊大学 マネジメント学部 准教授
福永 栄一 氏

大学の資産管理

O03
6月15日（水）
10:00～12:00

大学・教育機関におけるIT資産と
ソフトウェア管理への取り組み

京都大学情報部 情報基盤課
情報セキュリティ対策室
ソフトウェアライセンス管理担当

寺嶋 広次 氏
京都大学情報部 情報基盤課
情報セキュリティ対策室
ソフトウェアライセンス管理担当

田村 喜英 氏
ウチダスペクトラム（株）

（株）内田洋行

アクティブラーニング

O12
6月15日（水）
16:00～18:00

これからの学びの可能性と
アクティブラーニング

京都大学 高等教育研究開発推進センター 
准教授

溝上 慎一 氏
甲南大学 マネジメント創造学部 教授

井上 明 氏
立命館大学 経営学部 准教授

八重樫 文 氏

語学教育

O08
6月15日（水）
13:00～15:00

社会で求められる語学力
～TOEIC®テストを通じて～

米国ETS（EducationalTestingService）社
ご担当者様（通訳付）

楽天（株）人事部 Globalization推進課 課長
葛城 崇 氏

ATR Learning Technology（株）
代表取締役CTO

山田 玲子 氏

O14
6月15日（水）
16:00～18:00

語学力強化のための様々な取り組み
～語学力強化とマルチメディア～

大阪大谷大学 文学部 英米語学科 准教授
外国語教育メディア学会（LET）本部事務局長

小山 敏子 氏
名古屋商科大学 コミュニケーション学部
准教授
Kevin Watson 氏（通訳付）

同志社中学校・高等学校 英語科 教諭
反田 任 氏

行政と教育
コード・日時 タイトル 講師

O04
6月15日（水）
10:00～11:30

特別講演
クラウドコンピューティングを
基盤とした社会像と
教育へのインパクト

東京大学大学院
情報学環・
学際情報学府 教授

須藤 修 氏

O09
6月15日（水）
13:00～15:00

防災教育と防災行政

東京学芸大学 教育学部 養護教育講座 教授
渡邉 正樹 氏

前 敦賀市総務部技監（情報管理・IT推進）
総務省・LASDEC 業務継続計画（BCP）
策定支援アドバイザー
（株）JKソリューションズ 代表取締役

川端 純一 氏

省エネ・エコ

O15
6月15日（水）
16:00～18:00

省エネ化、省電力化の今後
～LED/見える化等の企業の
具体的取り組みを通じて～

（株）内田洋行

図書館経営

O31
6月16日（木）
16:00～18:00

「読書増進」を推進する地域図書館の
取り組みと、地域・学校連携推進に
ついて

山口県下関市立中央図書館
（生涯学習プラザDREAM SHIP） 館長

安冨 静夫 氏

最新技術

O30
6月16日（木）
16:00～18:00

最新技術セミナー！
～クラウド時代の新技術、統合認証、
仮想化、場と情報のデザインを通じ～

（株）内田洋行

セミナーの参加申込および最新情報は・・・　

※同封のFAX用紙でもお申込いただけます。申込締切日：6月12日（日）
httphttp : //edu-expo.org///edu-expo.org/

入
場
無
料

株式会社内田洋行 教育総合研究所 内
New Education Expo 実行委員会事務局

TEL：03-5634-6397   FAX：03-5634-4088
E-Mail：expo@uchida.co.jp 

［主  催］ New Education Expo 実行委員会
［後  援］  総務省※、経済産業省※

 大阪府教育委員会※、兵庫県教育委員会、京都府教育委員会※、和歌山県教育委員会
 奈良県教育委員会※、滋賀県教育委員会※、大阪市教育委員会※、堺市教育委員会※

 神戸市教育委員会、姫路市教育委員会、京都市教育委員会※

 独立行政法人 科学技術振興機構
 財団法人 日本視聴覚教育協会、財団法人 コンピュータ教育開発センター
 社団法人 日本教育工学振興会、社団法人 日本教材備品協会
 社団法人 文教施設協会、教育情報化推進協議会
 ひょうごe-スクールコンソーシアム、NPO法人 体験型科学教育研究所 ※申請中

［特別協賛］  株式会社内田洋行、富士通株式会社、日本マイクロソフト株式会社
 インテル株式会社、ソフトバンクBB株式会社
［ 協    賛 ］ 教育関連企業約100社
［ 協    力 ］ 教育ウチダ会、学びの場.com
［参加対象者］ 学校・教育関係者

基調講演

inin

6月15日（水）・16日（木）会 期

大阪マーチャンダイズ・マート(ＯＭＭ)
大阪府大阪市中央区大手前1-7-31 ※会場地図・交通については裏面参照

会 場

10：0：00～18：309：309：30～受付開始 展 示

特別セッション

6月1515日（水） 

大学に求められる「就業力」

O02 10:00～12:00

就業力育成支援コンソーシアム 会長

川嶋 太津夫 氏
宇野 和彦 氏

神戸大学 大学教育推進機構 及び
大学院国際協力研究科 教授

6月1515日（水） 

清成 忠男 氏

持続可能な大学経営について

O05 13:00～14:30

法政大学 学事顧問・名誉教授

6月1616日（木） 

小松 郁夫 氏

「新しい公共」型学校の創造

O17 10:00～11:30

玉川大学教職大学院 教授

清水 康敬 氏

これからの教育の情報化の推進と課題

O23 13:00～14:30

東京工業大学 名誉教授

Expo 2010 公開授業の様子

公開授業

外国語活動の実践（5年)
～一斉授業とICTを使った
個別学習～
大阪教育大学附属池田小学校

6月1616日（木）
O20

デジタル教科書を活用した
小学校算数授業（4年）
大阪教育大学附属池田小学校

13:00～15:00 O24

10:00～12:00 

特別講演

6月1616日（木） 

渡部 潤一 氏

宇宙生命は存在するか
～天文学からのアプローチ～

O21 10:00～11:30

自然科学研究機構 国立天文台
天文情報センター 教授 広報室長

6月1515日（水） 

須藤 修 氏

クラウドコンピューティングを基盤とした
社会像と教育へのインパクト

O04 10:00～11:30

東京大学大学院
情報学環・学際情報学府 教授

大阪

大阪会場地図・交通

大阪マーチャンダイズ・マート(ＯＭＭ)
大阪府大阪市中央区大手前1-7-31

※お車でのお越しはご遠慮ください。

●地下鉄谷町線
天満橋駅 北出口1、東出口

▲

大阪マーチャンダイズ・マート B2 に連絡

●京阪電車
天満橋駅 東出口

▲

大阪マーチャンダイズ・マート B2 に連絡

展示ゾーンのご紹介

■展示協賛・協力企業一覧
・（株）アイ・オー・データ機器
・（株）青森共同計算センター
・赤羽根工業（株）
・（株）朝日ネット
・ アバーメディア・インフォメーション（株）
・アライドテレシス（株）
・（株）インフィニテック
・ウチダエスコ（株）
・（株）ウチダ人材開発センタ
・（株）ウチダテクノ
・江戸崎共栄工業（株）
・ NECディスプレイソリューションズ（株）

特別協賛／展示協賛／協力企業のご紹介

東京でもNew Education Expo 2011を開催します！

詳細につきましては をご覧ください。httphttp : //edu-expo.org///edu-expo.org/
入場無料！

6月2日（木）・3日（金）・4日（土）
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

東京inin

大阪inin

・エプソン販売（株）
・（株）エルモ社
・エレコム（株）
・（有）大江理工社
・（株）オーム電機
・（株）オーリッド
・（株）沖データ
・オンキヨートレーディング（株）
・（株）がくげい
・カシオ計算機（株）
・学校図書（株）
・（株）カルチャー・プロ
・ キヤノンマーケティングジャパン（株）
・教育出版（株）
・ （株）近畿エデュケーションセンター
・コーレル（株）
・（株）三省堂
・サンワサプライ（株）
・ （株）ジェイアール四国コミュニケーションウェア
・（株）シマンテック

・ シャープシステムプロダクト（株）
・（株）新興出版社啓林館
・スズキ教育ソフト（株）
・大日本図書（株）
・大和精機（株）
・チエル（株）
・知多機工（株）
・（有）千葉製作所
・TOA（株）
・（株）ディーネット
・ディーリンクジャパン（株）
・（株）帝国書院
・（株）テクノクリエイト
・デジタルアーツ（株）
・デル（株）
・東海工業（株）
・東京書籍（株）
・東芝情報機器（株）
・（株）東大英数理教室
・トレンドマイクロ（株）

・（株）ナナミ
・西山教材（株）
・日本アビオニクス（株）
・日本エイサー（株）
・日本オフィスメーション（株）
・日本CA（株）
・日本システム技術（株）
・ 日本スマートテクノロジーズ（株）
・日本ビクター（株）
・ 日本ヒューレット・パッカード（株）
・日本文教出版（株）
・（株）ネットワールド
・ パイオニアソリューションズ（株）
・パックス工業（株）
・（株）バッファロー
・ パナソニックシステムソリューションズジャパン（株）
・（株）ピーシーエレック
・ 日立コンシューマ・マーケティング（株）
・（株）フォトロン
・（株）フジグローブ

・富士セルロイド工業（株）
・富士ゼロックス大阪（株）
・（株）富士通四国システムズ
・ 富士フイルムイメージテック（株）
・（株）筆まめ
・ブリタニカ・ジャパン（株）
・ プリンストンテクノロジー（株）
・ベルウッド（株）
・ベンキュージャパン（株）
・（株）マウスコンピュータ
・（株）松崎
・（株）マリアス
・光村図書出版（株）
・ミナト光学工業（株）
・メディカルテック（株）
・ラインズ（株）
・ （株）ラティオインターナショナル
・ローランド（株）
・（株）ワコム

■特別協賛企業
●株式会社 内田洋行　
●富士通株式会社
●日本マイクロソフト株式会社 
●インテル株式会社
●ソフトバンクBB株式会社 

最大限の学習効果を目指した
音声教材やCAL L システム、
ソフトウェアなど是非体験して
ください。

学習効果を高めるための
語学学習支援システム

普通教室内で効果的に連携させた
新しい教材・教具や、最新鋭の理化
学機器システムなど、先生方の
授業を最適にサポートする展示を
行います。

授業を最適にサポートする
教材・教具＆理化学機器

わかりやすい授業・生徒の記憶に
残る授業に最適な、あらゆる
教育ソフトウェア&コンテンツを
展示します。

豊富で充実した
教育ソフトウェア＆
コンテンツ

話題の地デジ対応のデジタル
TV・プリンタなどのデバイス
機器から環境対応設備まで、
様々な最新鋭のハードウェアを
展示します。

最新・高性能の
ハードウェア＆学校設備

子どもたちをあらゆる魔の手から
守るために、最新のセキュリティ
機器&システムを様々な切り口
からご紹介します。

「安全・安心」を提供する
スクールセキュリティ

未来の教育を構築する
ICT＆ネットワーク
「わかる授業」を実現するための
効果的なICT機器及びそれらを
支える最新のネットワーク技術
について展示を行います。

体 験
コーナー

実際に操作できる体験コーナーが充実！

● 新学習指導要領対応、教科書準拠「デジタル教科書」体験コーナー!!
● 未来型教室「フューチャークラスルーム」体験コーナー!!
● 児童・生徒一人一台PC時代に向けた「最新スレートPC・タブレットPC」ハンズオンコーナー!!
● ブロードバンドを利用した「コンテンツ配信サービス」体験コーナー!!
● 国産材を利用した「豊かな心を育む『木教育』」体験コーナー!!
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Introduction

未未未未未未来来来来来来来ののののののの教教教教教教教育育育育育育育育育育ををををををををををを
考考考考考考考考考えええええええええるる

▲Expo 2010展示ゾーン

▲Expo 2010セミナー

▲Expo 2010 公開授業

2010年のセミナー・展示ゾーンの様子

大阪inin

今後の大学教育
コード・日時 タイトル 講師

O05
6月15日（水）
13:00～14:30

基調講演
持続可能な大学経営について

法政大学
学事顧問・名誉教授

清成 忠男 氏

大学改革

O11
6月15日（水）
16:00～18:00

大学評価、大学改革の取り組み

京都大学 高等教育研究開発推進センター
教授

大塚 雄作 氏
大阪府立大学 副学長
高等教育推進機構長 教授

高橋 哲也 氏

大学経営

O01
6月15日（水）
10:00～12:00

大学の経営戦略

学校法人常翔学園 経営企画室 室長
伊藤 勝彦 氏

学校法人関西外国語大学 英語キャリア
学部 教授・英語キャリア学部教務部長

松宮 新吾 氏

就業力

O02
6月15日（水）
10:00～12:00

大学に求められる「就業力」

神戸大学 大学教育推進機構 及び
大学院国際協力研究科 教授

川嶋 太津夫 氏
就業力育成支援コンソーシアム 会長

宇野 和彦 氏

大学の情報化

O06
6月15日（水）
13:00～15:00

看護教育とICT

島根県立大学 島根県立短期大学部
看護学科 教授

吾郷 美奈恵 氏
大阪府立大学 高等教育推進機構 教授

真嶋 由貴恵 氏

O07
6月15日（水）
13:00～15:00

大学におけるICTマネジメント
～海外の最新動向と大学ICT推進
協議会の新展開～

京都大学 情報環境機構 機構長兼C.I.O.
美濃 導彦 氏

徳島大学 情報化推進センター
センター長

矢野 米雄 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 准教授

山地 一禎 氏
九州大学 大学院芸術工学研究院
教授・総長特別補佐

藤村 直美 氏

O13
6月15日（水）
16:00～18:00

ICTを活用した実践的な取り組み
～eポートフォリオ・FDを通じて～

関西大学 教育推進部 教授
山本 敏幸 氏

関西大学 初等部 教諭
田邊 則彦 氏

大阪商業大学 総合経営学部 経営学科 教授
高橋 美貴 氏

大阪成蹊大学 マネジメント学部 准教授
福永 栄一 氏

大学の資産管理

O03
6月15日（水）
10:00～12:00

大学・教育機関におけるIT資産と
ソフトウェア管理への取り組み

京都大学情報部 情報基盤課
情報セキュリティ対策室
ソフトウェアライセンス管理担当

寺嶋 広次 氏
京都大学情報部 情報基盤課
情報セキュリティ対策室
ソフトウェアライセンス管理担当

田村 喜英 氏
ウチダスペクトラム（株）

（株）内田洋行

アクティブラーニング

O12
6月15日（水）
16:00～18:00

これからの学びの可能性と
アクティブラーニング

京都大学 高等教育研究開発推進センター 
准教授

溝上 慎一 氏
甲南大学 マネジメント創造学部 教授

井上 明 氏
立命館大学 経営学部 准教授

八重樫 文 氏

語学教育

O08
6月15日（水）
13:00～15:00

社会で求められる語学力
～TOEIC®テストを通じて～

米国ETS（EducationalTestingService）社
ご担当者様（通訳付）

楽天（株）人事部 Globalization推進課 課長
葛城 崇 氏

ATR Learning Technology（株）
代表取締役CTO

山田 玲子 氏

O14
6月15日（水）
16:00～18:00

語学力強化のための様々な取り組み
～語学力強化とマルチメディア～

大阪大谷大学 文学部 英米語学科 准教授
外国語教育メディア学会（LET）本部事務局長

小山 敏子 氏
名古屋商科大学 コミュニケーション学部
准教授
Kevin Watson 氏（通訳付）

同志社中学校・高等学校 英語科 教諭
反田 任 氏

行政と教育
コード・日時 タイトル 講師

O04
6月15日（水）
10:00～11:30

特別講演
クラウドコンピューティングを
基盤とした社会像と
教育へのインパクト

東京大学大学院
情報学環・
学際情報学府 教授

須藤 修 氏

O09
6月15日（水）
13:00～15:00

防災教育と防災行政

東京学芸大学 教育学部 養護教育講座 教授
渡邉 正樹 氏

前 敦賀市総務部技監（情報管理・IT推進）
総務省・LASDEC 業務継続計画（BCP）
策定支援アドバイザー
（株）JKソリューションズ 代表取締役

川端 純一 氏

省エネ・エコ

O15
6月15日（水）
16:00～18:00

省エネ化、省電力化の今後
～LED/見える化等の企業の
具体的取り組みを通じて～

（株）内田洋行

図書館経営

O31
6月16日（木）
16:00～18:00

「読書増進」を推進する地域図書館の
取り組みと、地域・学校連携推進に
ついて

山口県下関市立中央図書館
（生涯学習プラザDREAM SHIP） 館長

安冨 静夫 氏

最新技術

O30
6月16日（木）
16:00～18:00

最新技術セミナー！
～クラウド時代の新技術、統合認証、
仮想化、場と情報のデザインを通じ～

（株）内田洋行

セミナーの参加申込および最新情報は・・・　

※同封のFAX用紙でもお申込いただけます。申込締切日：6月12日（日）
httphttp : //edu-expo.org///edu-expo.org/

入
場
無
料

株式会社内田洋行 教育総合研究所 内
New Education Expo 実行委員会事務局

TEL：03-5634-6397   FAX：03-5634-4088
E-Mail：expo@uchida.co.jp 

［主  催］ New Education Expo 実行委員会
［後  援］  総務省※、経済産業省※

 大阪府教育委員会※、兵庫県教育委員会、京都府教育委員会※、和歌山県教育委員会
 奈良県教育委員会※、滋賀県教育委員会※、大阪市教育委員会※、堺市教育委員会※

 神戸市教育委員会、姫路市教育委員会、京都市教育委員会※

 独立行政法人 科学技術振興機構
 財団法人 日本視聴覚教育協会、財団法人 コンピュータ教育開発センター
 社団法人 日本教育工学振興会、社団法人 日本教材備品協会
 社団法人 文教施設協会、教育情報化推進協議会
 ひょうごe-スクールコンソーシアム、NPO法人 体験型科学教育研究所 ※申請中

［特別協賛］  株式会社内田洋行、富士通株式会社、日本マイクロソフト株式会社
 インテル株式会社、ソフトバンクBB株式会社
［ 協    賛 ］ 教育関連企業約100社
［ 協    力 ］ 教育ウチダ会、学びの場.com
［参加対象者］ 学校・教育関係者

基調講演

inin

6月15日（水）・16日（木）会 期

大阪マーチャンダイズ・マート(ＯＭＭ)
大阪府大阪市中央区大手前1-7-31 ※会場地図・交通については裏面参照

会 場

10：0：00～18：309：309：30～受付開始 展 示

特別セッション

6月1515日（水） 

大学に求められる「就業力」

O02 10:00～12:00

就業力育成支援コンソーシアム 会長

川嶋 太津夫 氏
宇野 和彦 氏

神戸大学 大学教育推進機構 及び
大学院国際協力研究科 教授

6月1515日（水） 

清成 忠男 氏

持続可能な大学経営について

O05 13:00～14:30

法政大学 学事顧問・名誉教授

6月1616日（木） 

小松 郁夫 氏

「新しい公共」型学校の創造

O17 10:00～11:30

玉川大学教職大学院 教授

清水 康敬 氏

これからの教育の情報化の推進と課題

O23 13:00～14:30

東京工業大学 名誉教授

Expo 2010 公開授業の様子

公開授業

外国語活動の実践（5年)
～一斉授業とICTを使った
個別学習～
大阪教育大学附属池田小学校

6月1616日（木）
O20

デジタル教科書を活用した
小学校算数授業（4年）
大阪教育大学附属池田小学校

13:00～15:00 O24

10:00～12:00 

特別講演

6月1616日（木） 

渡部 潤一 氏

宇宙生命は存在するか
～天文学からのアプローチ～

O21 10:00～11:30

自然科学研究機構 国立天文台
天文情報センター 教授 広報室長

6月1515日（水） 

須藤 修 氏

クラウドコンピューティングを基盤とした
社会像と教育へのインパクト

O04 10:00～11:30

東京大学大学院
情報学環・学際情報学府 教授

大阪

大阪会場地図・交通

大阪マーチャンダイズ・マート(ＯＭＭ)
大阪府大阪市中央区大手前1-7-31

※お車でのお越しはご遠慮ください。

●地下鉄谷町線
天満橋駅 北出口1、東出口

▲

大阪マーチャンダイズ・マート B2 に連絡

●京阪電車
天満橋駅 東出口

▲

大阪マーチャンダイズ・マート B2 に連絡

展示ゾーンのご紹介

■展示協賛・協力企業一覧
・（株）アイ・オー・データ機器
・（株）青森共同計算センター
・赤羽根工業（株）
・（株）朝日ネット
・ アバーメディア・インフォメーション（株）
・アライドテレシス（株）
・（株）インフィニテック
・ウチダエスコ（株）
・（株）ウチダ人材開発センタ
・（株）ウチダテクノ
・江戸崎共栄工業（株）
・ NECディスプレイソリューションズ（株）

特別協賛／展示協賛／協力企業のご紹介

東京でもNew Education Expo 2011を開催します！

詳細につきましては をご覧ください。httphttp : //edu-expo.org///edu-expo.org/
入場無料！

6月2日（木）・3日（金）・4日（土）
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

東京inin

大阪inin

・エプソン販売（株）
・（株）エルモ社
・エレコム（株）
・（有）大江理工社
・（株）オーム電機
・（株）オーリッド
・（株）沖データ
・オンキヨートレーディング（株）
・（株）がくげい
・カシオ計算機（株）
・学校図書（株）
・（株）カルチャー・プロ
・ キヤノンマーケティングジャパン（株）
・教育出版（株）
・ （株）近畿エデュケーションセンター
・コーレル（株）
・（株）三省堂
・サンワサプライ（株）
・ （株）ジェイアール四国コミュニケーションウェア
・（株）シマンテック

・ シャープシステムプロダクト（株）
・（株）新興出版社啓林館
・スズキ教育ソフト（株）
・大日本図書（株）
・大和精機（株）
・チエル（株）
・知多機工（株）
・（有）千葉製作所
・TOA（株）
・（株）ディーネット
・ディーリンクジャパン（株）
・（株）帝国書院
・（株）テクノクリエイト
・デジタルアーツ（株）
・デル（株）
・東海工業（株）
・東京書籍（株）
・東芝情報機器（株）
・（株）東大英数理教室
・トレンドマイクロ（株）

・（株）ナナミ
・西山教材（株）
・日本アビオニクス（株）
・日本エイサー（株）
・日本オフィスメーション（株）
・日本CA（株）
・日本システム技術（株）
・ 日本スマートテクノロジーズ（株）
・日本ビクター（株）
・ 日本ヒューレット・パッカード（株）
・日本文教出版（株）
・（株）ネットワールド
・ パイオニアソリューションズ（株）
・パックス工業（株）
・（株）バッファロー
・ パナソニックシステムソリューションズジャパン（株）
・（株）ピーシーエレック
・ 日立コンシューマ・マーケティング（株）
・（株）フォトロン
・（株）フジグローブ

・富士セルロイド工業（株）
・富士ゼロックス大阪（株）
・（株）富士通四国システムズ
・ 富士フイルムイメージテック（株）
・（株）筆まめ
・ブリタニカ・ジャパン（株）
・ プリンストンテクノロジー（株）
・ベルウッド（株）
・ベンキュージャパン（株）
・（株）マウスコンピュータ
・（株）松崎
・（株）マリアス
・光村図書出版（株）
・ミナト光学工業（株）
・メディカルテック（株）
・ラインズ（株）
・ （株）ラティオインターナショナル
・ローランド（株）
・（株）ワコム

■特別協賛企業
●株式会社 内田洋行　
●富士通株式会社
●日本マイクロソフト株式会社 
●インテル株式会社
●ソフトバンクBB株式会社 

最大限の学習効果を目指した
音声教材やCAL L システム、
ソフトウェアなど是非体験して
ください。

学習効果を高めるための
語学学習支援システム

普通教室内で効果的に連携させた
新しい教材・教具や、最新鋭の理化
学機器システムなど、先生方の
授業を最適にサポートする展示を
行います。

授業を最適にサポートする
教材・教具＆理化学機器

わかりやすい授業・生徒の記憶に
残る授業に最適な、あらゆる
教育ソフトウェア&コンテンツを
展示します。

豊富で充実した
教育ソフトウェア＆
コンテンツ

話題の地デジ対応のデジタル
TV・プリンタなどのデバイス
機器から環境対応設備まで、
様々な最新鋭のハードウェアを
展示します。

最新・高性能の
ハードウェア＆学校設備

子どもたちをあらゆる魔の手から
守るために、最新のセキュリティ
機器&システムを様々な切り口
からご紹介します。

「安全・安心」を提供する
スクールセキュリティ

未来の教育を構築する
ICT＆ネットワーク
「わかる授業」を実現するための
効果的なICT機器及びそれらを
支える最新のネットワーク技術
について展示を行います。

体 験
コーナー

実際に操作できる体験コーナーが充実！

● 新学習指導要領対応、教科書準拠「デジタル教科書」体験コーナー!!
● 未来型教室「フューチャークラスルーム」体験コーナー!!
● 児童・生徒一人一台PC時代に向けた「最新スレートPC・タブレットPC」ハンズオンコーナー!!
● ブロードバンドを利用した「コンテンツ配信サービス」体験コーナー!!
● 国産材を利用した「豊かな心を育む『木教育』」体験コーナー!!
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Seminar Program Seminar Time Table

テーマ一覧

大阪inin

6月1616日（木） 1 2 3 4 5

10：00

～

12：00

O17 学校経営 10：00～11：30 

基調講演

「新しい公共」型学校の創造

玉川大学教職大学院 教授 ………………………… 小松 郁夫 氏

O18 教育の情報化 10：00～12：00 

校務でのICT利活用促進を考える
～教員1人１台PC環境での
利活用向上を目指して～

鳴門教育大学大学院 学校教育研究科 准教授 …… 藤村 裕一 氏
印西市教育センター 指導主事 …………………… 松本 博幸 氏
あま市立伊福小学校 教務主任 …………………… 宇野 善久 氏

O19 教育の情報化 10：00～12：00 

普通教室におけるICT活用
～事例に見る整備・活用の狙い～
愛知県豊川市立御津中学校 教諭 ………………… 川本 篤史 氏
京都府京都市立藤ノ森小学校 教諭 ………………… 坪田 宙 氏
岡山県倉敷市立粒江小学校 研究主任 ……………… 安藤 正 氏
鳥取県大山町立名和小学校 教諭 ………………… 加藤 浩之 氏
福井県敦賀市立敦賀西小学校 教諭 ……………… 北川 佳邦 氏

O20 小学校外国語 10：00～12：00 

公開授業

外国語活動の実践（5年)
～一斉授業とICTを使った個別学習～
大阪教育大学附属池田小学校 教諭 ……………… 山村 賛美 氏

大阪教育大学附属池田小学校 公開授業をふりかえって
大阪教育大学 教育学部 英語教育講座 教授 ……… 吉田 晴世 氏

O21 サイエンス 10：00～11：30 

特別講演

宇宙生命は存在するか
～天文学からのアプローチ～

自然科学研究機構 国立天文台 天文情報センター 教授 広報室長
………………………………………………………… 渡部 潤一 氏

10：00

～

12：00

展示見学／ミニセミナー 展示見学／ミニセミナー

13：00

～
15：00

展
示
見
学
／
ミ
ニ
セ
ミ
ナ
ー

O22 学校の環境づくり 13：00～15：00 

地域産材を使う新しい学校づくり

大阪市立大学 大学院工学研究科都市系専攻 建築計画・教授
………………………………………………………… 横山 俊祐 氏
（株）小草建築設計事務所 プロジェクト推進室長 … 前田 淳 氏

O23 教育の情報化 13：00～14：30 

基調講演

これからの教育の情報化の推進と課題

東京工業大学 名誉教授 …………………………… 清水 康敬 氏

O24 確かな学力 13：00～15：00 

公開授業

デジタル教科書を活用した小学校算数
授業（4年）
大阪教育大学附属池田小学校 教諭 ……………… 原田 朋哉 氏

O25 小学校外国語 13：00～14：30 

小学校外国語活動の目標を達成するための
コミュニケーション活動

（株）mpi 会長 ……………………………………… 松香 洋子 氏

O26 サイエンス 13：00～15：00 

体感・体験で理解を深める理科授業

博士（エネルギー科学）東京理科大学 理学部物理学科・科学教育研究科 教授
………………………………………………………… 川村 康文 氏
開成中学校・高等学校、巣鴨中学校・高等学校 講師 ……和田 重雄 氏

13：00

～

15：00
大阪教育大学附属池田小学校 公開授業をふりかえって
園田学園女子大学未来デザイン学部 教授 ……… 堀田 博史 氏
神戸大学大学院 人間発達環境学研究科 准教授 … 岡部 恭幸 氏

展示見学／ミニセミナー 展示見学／ミニセミナー

16：00

～

18：00

O27 学校の環境づくり 16：00～18：00 

CANVAS・フューチャークラスルームツアー
※貸切バスでユビキタス協創広場CANVAS（谷町4丁目）へ移動します。

情報化、国際化、地域文化等を取り入れた
最先端の学校づくり
（株）日建設計 設計部長 ……………………………… 渡辺 豪秀 氏
同志社国際学院初等部 校長
Doshisha International School,Kyoto Head of Schools … 大迫 弘和 氏

O28 教育の情報化 16：00～18：00 

1人1台PCを活用した協働教育の取り組み
～フューチャースクール実証校の事例から～

【コーディネータ】東京工業大学 名誉教授 ……… 清水 康敬 氏
総務省情報流通行政局情報通信利用促進課 課長 … 安間 敏雄 氏

フューチャースクール実証校5校（小学校）

O29 教育の情報化 16：00～18：00 

現実的な普通教室のICT環境と指導者用
デジタル教科書の活用
～玉川大学と内田洋行の共同研究の成果から～
玉川大学教職大学院 教授 ………………………… 堀田 龍也 氏
横浜国立大学教育人間科学部 准教授 …………… 野中 陽一 氏
富山大学人間発達科学部 准教授 …………………… 高橋 純 氏
 内田洋行教育総合研究所

O30 最新技術 16：00～18：00 

最新技術セミナー！
～クラウド時代の新技術、統合認証、
仮想化、場と情報のデザインを通じ～

 （株）内田洋行

O31 図書館経営 16：00～18：00 

「読書増進」を推進する地域図書館の
取り組みと、地域・学校連携推進について

山口県下関市立中央図書館（生涯学習プラザDREAM SHIP） 館長
………………………………………………………… 安冨 静夫 氏

16：00

～

18：00

詳細につきましては をご覧ください。httphttp：//edu-expo.org///edu-expo.org/

大阪inin

1 2 3 4 5 6

10：00

～

12：00

O01 大学経営 10：00～12：00

大学の経営戦略

学校法人常翔学園 経営企画室 室長 … 伊藤 勝彦 氏
学校法人関西外国語大学 英語キャリア学部  教授・
英語キャリア学部教務部長…………… 松宮 新吾 氏

O02 就業力 10：00～12：00

大学に求められる「就業力」

神戸大学 大学教育推進機構 及び
大学院国際協力研究科 教授 ………川嶋 太津夫 氏
就業力育成支援コンソーシアム 会長
…………………………………………… 宇野 和彦 氏

O03 大学の資産管理 10：00～12：00

大学・教育機関におけるIT資産と
ソフトウェア管理への取り組み
京都大学情報部 情報基盤課 情報セキュリティ対策室 
ソフトウェアライセンス管理担当…… 寺嶋 広次 氏
京都大学情報部 情報基盤課 情報セキュリティ対策室
ソフトウェアライセンス管理担当…… 田村 喜英 氏
 ウチダスペクトラム（株）
 （株）内田洋行

10：00

～

12：00

展示見学／ミニセミナー 展示見学／ミニセミナー

13：00

～

15：00

展
示
見
学
／
ミ
ニ
セ
ミ
ナ
ー

O05 今後の大学教育 13：00～14：30

基調講演

持続可能な大学経営について

法政大学 学事顧問・名誉教授 ……… 清成 忠男 氏

O06 大学の情報化 13：00～15：00

看護教育とICT

島根県立大学 島根県立短期大学部 看護学科 教授
…………………………………………吾郷 美奈恵 氏
大阪府立大学 高等教育推進機構 教授
…………………………………………真嶋 由貴恵 氏

O07 大学の情報化 13：00～15：00

大学におけるICTマネジメント
～海外の最新動向と大学ICT
推進協議会の新展開～
京都大学 情報環境機構 機構長兼C.I.O. … 美濃 導彦 氏
徳島大学 情報化推進センター センター長 …矢野 米雄 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 准教授
…………………………………………… 山地 一禎 氏
九州大学 大学院芸術工学研究院 教授・総長特別補佐
…………………………………………… 藤村 直美 氏

O08 語学教育 13：00～15：00

社会で求められる語学力
～TOEIC®テストを通じて～

米国ETS（EducationalTestingService）社
………………………………… ご担当者様（通訳付）
楽天（株） 人事部 Globalization推進課 課長
……………………………………………… 葛城 崇 氏
ATR Learning Technology （株）代表取締役CTO
…………………………………………… 山田 玲子 氏

O10 教育の情報化 13：00～15：00

思考力・表現力の育成と情報端末
1人1台の活用
～T21プロジェクト経過報告～
【コーディネータ】
熊本県教育庁教育政策課 指導主事 ……山本 朋弘 氏
金沢星稜大学 人間科学部 教授 ……村井 万寿夫 氏
和歌山県教育庁学校教育局学校指導課 指導主事 …中井 章博 氏
和歌山市立藤戸台小学校 教諭 ………… 本岡 朋 氏
那智勝浦町立色川小学校 教諭 ………… 岩本 武 氏

13：00

～

15：00

展示見学／ミニセミナー 展示見学／ミニセミナー

16：00

～

18：00

O11 大学改革 16：00～18：00

大学評価、大学改革の取り組み

京都大学 高等教育研究開発推進センター 教授
…………………………………………… 大塚 雄作 氏
大阪府立大学 副学長 高等教育推進機構長 教授
…………………………………………… 高橋 哲也 氏

O12 アクティブラーニング 16：00～18：00

これからの学びの可能性と
アクティブラーニング

京都大学 高等教育研究開発推進センター 准教授
…………………………………………… 溝上 慎一 氏
甲南大学 マネジメント創造学部 教授 … 井上 明 氏
立命館大学 経営学部 准教授 ………… 八重樫 文 氏

O13 大学の情報化 16：00～18：00

ICTを活用した実践的な取り組み
～eポートフォリオ・FDを通じて～

関西大学 教育推進部 教授 …………… 山本 敏幸 氏
関西大学 初等部 教諭 ………………… 田邊 則彦 氏
大阪商業大学 総合経営学部 経営学科 教授
…………………………………………… 高橋 美貴 氏
大阪成蹊大学 マネジメント学部 准教授 …福永 栄一 氏

O14 語学教育 16：00～18：00

語学力強化のための様々な取り組み
～語学力強化とマルチメディア～
大阪大谷大学 文学部 英米語学科 准教授
外国語教育メディア学会（LET） 本部事務局長
…………………………………………… 小山 敏子 氏
名古屋商科大学 コミュニケーション学部 准教授 
……………………… Kevin Watson（通訳付） 氏
同志社中学校・高等学校 英語科 教諭 …… 反田 任 氏

O16 諸外国の教育事情 16：00～18：00

NEXT スクールニューディール
～ICT先進国から何を学ぶのか
韓国・シンガポールから～
富山大学人間発達科学部 教授 ………山西 潤一 氏
日本福祉大学国際福祉開発学部 教授 学部長
……………………………………………… 影戸 誠 氏

韓国有識者
シンガポール有識者

16：00

～

18：00

6月1515日（水）

O04 行政と教育 10：00～11：30

特別講演

クラウドコンピューティングを
基盤とした社会像と
教育へのインパクト
東京大学大学院　情報学環・学際情報学府 教授
………………………………………… 須藤 修 氏

O09 行政と教育 13：00～15：00

防災教育と防災行政

東京学芸大学 教育学部 養護教育講座 教授
……………………………………… 渡邉 正樹 氏
前 敦賀市総務部技監（情報管理・IT推進）
総務省・LASDEC 業務継続計画（BCP）策定支援
アドバイザー
（株）JKソリューションズ 代表取締役
……………………………………… 川端 純一 氏

O15 省エネ・エコ 16：00～18：00

省エネ化、省電力化の今後
～LED/見える化等の企業の
具体的取り組みを通じて～

 （株）内田洋行

教育の情報化
コード・日時 タイトル 講師

O10
6月15日（水）
13:00～15:00

思考力・表現力の育成と
情報端末1人1台の活用
～T21プロジェクト経過報告～

【コーディネータ】
熊本県教育庁教育政策課 指導主事

山本 朋弘 氏
金沢星稜大学 人間科学部 教授

村井 万寿夫 氏
和歌山県教育庁学校教育局学校指導課 
指導主事

中井 章博 氏
和歌山市立藤戸台小学校 教諭

本岡 朋 氏
那智勝浦町立色川小学校 教諭

岩本 武 氏

O18
6月16日（木）
10:00～12:00

校務でのICT利活用促進を考える
～教員1人1台PC環境での利活用
向上を目指して～

鳴門教育大学大学院 学校教育研究科 
准教授
 藤村 裕一 氏
印西市教育センター 指導主事

松本 博幸 氏
あま市立伊福小学校 教務主任

宇野 善久 氏

O19
6月16日（木）
10:00～12:00

普通教室におけるICT活用
～事例に見る整備・活用の狙い～

愛知県豊川市立御津中学校 教諭
川本 篤史 氏

京都府京都市立藤ノ森小学校 教諭
坪田 宙 氏

岡山県倉敷市立粒江小学校 研究主任
安藤 正 氏

鳥取県大山町立名和小学校 教諭
加藤 浩之 氏

福井県敦賀市立敦賀西小学校 教諭
北川 佳邦 氏

O23
6月16日（木）
13:00～14:30

基調講演
これからの教育の情報化の
推進と課題

東京工業大学
名誉教授

清水 康敬 氏

O28
6月16日（木）
16:00～18:00

1人1台PCを活用した
協働教育の取り組み
～フューチャースクール
実証校の事例から～

【コーディネータ】
東京工業大学 名誉教授

清水 康敬 氏
総務省情報流通行政局情報通信利用促進課 課長

安間 敏雄 氏
フューチャースクール実証校

5校（小学校）

O29
6月16日（木）
16:00～18:00

現実的な普通教室のICT環境と
指導者用デジタル教科書の活用
～玉川大学と内田洋行の
共同研究の成果から～

玉川大学教職大学院 教授
堀田 龍也 氏

横浜国立大学教育人間科学部 准教授
野中 陽一 氏

富山大学人間発達科学部 准教授
高橋 純 氏

内田洋行教育総合研究所

学校の環境づくり

O22
6月16日（木）
13:00～15:00

地域産材を使う新しい学校づくり

大阪市立大学 大学院工学研究科都市系専攻 
建築計画・教授

横山 俊祐 氏
(株)小草建築設計事務所
プロジェクト推進室長

前田 淳 氏

O27
6月16日（木）
16:00～18:00

CANVAS・フューチャークラスルームツアー
※ 貸切バスでユビキタス協創広場CANVAS（谷町4丁目）へ移動します。

情報化、国際化、地域文化等を
取り入れた最先端の学校づくり

（株）日建設計 設計部長
渡辺 豪秀 氏

同志社国際学院初等部 校長
Doshisha International School,Kyoto 
Head of Schools

大迫 弘和 氏

学校経営
コード・日時 タイトル 講師

O17
6月16日（木）
10:00～11:30

基調講演
「新しい公共」型学校の創造

玉川大学教職大学院
教授

小松 郁夫 氏

確かな学力

O24
6月16日（木）
13:00～15:00

公開授業
デジタル教科書を活用した
小学校算数授業（4年）

大阪教育大学附属池田小学校 教諭
原田 朋哉 氏

大阪教育大学附属池田小学校
公開授業をふりかえって

園田学園女子大学未来デザイン学部
教授

堀田 博史 氏
神戸大学大学院 人間発達環境学研究科
准教授

岡部 恭幸 氏

サイエンス

O21
6月16日（木）
10:00～11:30

特別講演
宇宙生命は存在するか
～天文学からのアプローチ～

自然科学研究機構 
国立天文台 
天文情報センター 
教授 広報室長

渡部 潤一 氏

O26
6月16日（木）
13:00～15:00

体感・体験で理解を深める理科授業

博士（エネルギー科学）
東京理科大学理学部物理学科・
科学教育研究科 教授

川村 康文 氏
開成中学校・高等学校、巣鴨中学校・
高等学校 講師

和田 重雄 氏

小学校外国語

O20
6月16日（木）
10:00～12:00

公開授業
外国語活動の実践（5年）
～一斉授業とICTを使った個別学習～

大阪教育大学附属池田小学校 教諭
山村 賛美 氏

大阪教育大学附属池田小学校
公開授業をふりかえって

大阪教育大学 教育学部 英語教育講座
教授

吉田 晴世 氏

O25
6月16日（木）
13:00～14:30

小学校外国語活動の目標を達成する
ためのコミュニケーション活動

（株）mpi 会長
松香 洋子 氏

諸外国の教育事情

O16
6月15日（水）
16:00～18:00

NEXT スクールニューディール
～ICT先進国から何を学ぶのか
韓国・シンガポールから～

富山大学人間発達科学部 教授
山西 潤一 氏

日本福祉大学国際福祉開発学部
教授 学部長 影戸 誠 氏

韓国有識者
シンガポール有識者

※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。

詳細につきましては をご覧ください。httphttp: //edu-expo.org///edu-expo.org/

学校経営 確かな学力学校の環境づくり サイエンス教育の情報化

今後の大学教育

就業力

大学改革

大学の情報化

小学校外国語 大学経営

行政と教育 省エネ・エコ

大学の資産管理 語学教育アクティブラーニング

図書館経営 最新技術

諸外国の教育事情
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Seminar Program Seminar Time Table

テーマ一覧

大阪inin

6月1616日（木） 1 2 3 4 5

10：00

～

12：00

O17 学校経営 10：00～11：30 

基調講演

「新しい公共」型学校の創造

玉川大学教職大学院 教授 ………………………… 小松 郁夫 氏

O18 教育の情報化 10：00～12：00 

校務でのICT利活用促進を考える
～教員1人１台PC環境での
利活用向上を目指して～

鳴門教育大学大学院 学校教育研究科 准教授 …… 藤村 裕一 氏
印西市教育センター 指導主事 …………………… 松本 博幸 氏
あま市立伊福小学校 教務主任 …………………… 宇野 善久 氏

O19 教育の情報化 10：00～12：00 

普通教室におけるICT活用
～事例に見る整備・活用の狙い～
愛知県豊川市立御津中学校 教諭 ………………… 川本 篤史 氏
京都府京都市立藤ノ森小学校 教諭 ………………… 坪田 宙 氏
岡山県倉敷市立粒江小学校 研究主任 ……………… 安藤 正 氏
鳥取県大山町立名和小学校 教諭 ………………… 加藤 浩之 氏
福井県敦賀市立敦賀西小学校 教諭 ……………… 北川 佳邦 氏

O20 小学校外国語 10：00～12：00 

公開授業

外国語活動の実践（5年)
～一斉授業とICTを使った個別学習～
大阪教育大学附属池田小学校 教諭 ……………… 山村 賛美 氏

大阪教育大学附属池田小学校 公開授業をふりかえって
大阪教育大学 教育学部 英語教育講座 教授 ……… 吉田 晴世 氏

O21 サイエンス 10：00～11：30 

特別講演

宇宙生命は存在するか
～天文学からのアプローチ～

自然科学研究機構 国立天文台 天文情報センター 教授 広報室長
………………………………………………………… 渡部 潤一 氏

10：00

～

12：00

展示見学／ミニセミナー 展示見学／ミニセミナー

13：00

～

15：00

展
示
見
学
／
ミ
ニ
セ
ミ
ナ
ー

O22 学校の環境づくり 13：00～15：00 

地域産材を使う新しい学校づくり

大阪市立大学 大学院工学研究科都市系専攻 建築計画・教授
………………………………………………………… 横山 俊祐 氏
（株）小草建築設計事務所 プロジェクト推進室長 … 前田 淳 氏

O23 教育の情報化 13：00～14：30 

基調講演

これからの教育の情報化の推進と課題

東京工業大学 名誉教授 …………………………… 清水 康敬 氏

O24 確かな学力 13：00～15：00 

公開授業

デジタル教科書を活用した小学校算数
授業（4年）
大阪教育大学附属池田小学校 教諭 ……………… 原田 朋哉 氏

O25 小学校外国語 13：00～14：30 

小学校外国語活動の目標を達成するための
コミュニケーション活動

（株）mpi 会長 ……………………………………… 松香 洋子 氏

O26 サイエンス 13：00～15：00 

体感・体験で理解を深める理科授業

博士（エネルギー科学）東京理科大学 理学部物理学科・科学教育研究科 教授
………………………………………………………… 川村 康文 氏
開成中学校・高等学校、巣鴨中学校・高等学校 講師 ……和田 重雄 氏

13：00

～

15：00
大阪教育大学附属池田小学校 公開授業をふりかえって
園田学園女子大学未来デザイン学部 教授 ……… 堀田 博史 氏
神戸大学大学院 人間発達環境学研究科 准教授 … 岡部 恭幸 氏

展示見学／ミニセミナー 展示見学／ミニセミナー

16：00

～

18：00

O27 学校の環境づくり 16：00～18：00 

CANVAS・フューチャークラスルームツアー
※貸切バスでユビキタス協創広場CANVAS（谷町4丁目）へ移動します。

情報化、国際化、地域文化等を取り入れた
最先端の学校づくり
（株）日建設計 設計部長 ……………………………… 渡辺 豪秀 氏
同志社国際学院初等部 校長
Doshisha International School,Kyoto Head of Schools … 大迫 弘和 氏

O28 教育の情報化 16：00～18：00 

1人1台PCを活用した協働教育の取り組み
～フューチャースクール実証校の事例から～

【コーディネータ】東京工業大学 名誉教授 ……… 清水 康敬 氏
総務省情報流通行政局情報通信利用促進課 課長 … 安間 敏雄 氏

フューチャースクール実証校5校（小学校）

O29 教育の情報化 16：00～18：00 

現実的な普通教室のICT環境と指導者用
デジタル教科書の活用
～玉川大学と内田洋行の共同研究の成果から～
玉川大学教職大学院 教授 ………………………… 堀田 龍也 氏
横浜国立大学教育人間科学部 准教授 …………… 野中 陽一 氏
富山大学人間発達科学部 准教授 …………………… 高橋 純 氏
 内田洋行教育総合研究所

O30 最新技術 16：00～18：00 

最新技術セミナー！
～クラウド時代の新技術、統合認証、
仮想化、場と情報のデザインを通じ～

 （株）内田洋行

O31 図書館経営 16：00～18：00 

「読書増進」を推進する地域図書館の
取り組みと、地域・学校連携推進について

山口県下関市立中央図書館（生涯学習プラザDREAM SHIP） 館長
………………………………………………………… 安冨 静夫 氏

16：00

～

18：00

詳細につきましては をご覧ください。httphttp：//edu-expo.org///edu-expo.org/

大阪inin

1 2 3 4 5 6

10：00

～

12：00

O01 大学経営 10：00～12：00

大学の経営戦略

学校法人常翔学園 経営企画室 室長 … 伊藤 勝彦 氏
学校法人関西外国語大学 英語キャリア学部  教授・
英語キャリア学部教務部長…………… 松宮 新吾 氏

O02 就業力 10：00～12：00

大学に求められる「就業力」

神戸大学 大学教育推進機構 及び
大学院国際協力研究科 教授 ………川嶋 太津夫 氏
就業力育成支援コンソーシアム 会長
…………………………………………… 宇野 和彦 氏

O03 大学の資産管理 10：00～12：00

大学・教育機関におけるIT資産と
ソフトウェア管理への取り組み
京都大学情報部 情報基盤課 情報セキュリティ対策室 
ソフトウェアライセンス管理担当…… 寺嶋 広次 氏
京都大学情報部 情報基盤課 情報セキュリティ対策室
ソフトウェアライセンス管理担当…… 田村 喜英 氏
 ウチダスペクトラム（株）
 （株）内田洋行

10：00

～

12：00

展示見学／ミニセミナー 展示見学／ミニセミナー

13：00

～

15：00

展
示
見
学
／
ミ
ニ
セ
ミ
ナ
ー

O05 今後の大学教育 13：00～14：30

基調講演

持続可能な大学経営について

法政大学 学事顧問・名誉教授 ……… 清成 忠男 氏

O06 大学の情報化 13：00～15：00

看護教育とICT

島根県立大学 島根県立短期大学部 看護学科 教授
…………………………………………吾郷 美奈恵 氏
大阪府立大学 高等教育推進機構 教授
…………………………………………真嶋 由貴恵 氏

O07 大学の情報化 13：00～15：00

大学におけるICTマネジメント
～海外の最新動向と大学ICT
推進協議会の新展開～
京都大学 情報環境機構 機構長兼C.I.O. … 美濃 導彦 氏
徳島大学 情報化推進センター センター長 …矢野 米雄 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 准教授
…………………………………………… 山地 一禎 氏
九州大学 大学院芸術工学研究院 教授・総長特別補佐
…………………………………………… 藤村 直美 氏

O08 語学教育 13：00～15：00

社会で求められる語学力
～TOEIC®テストを通じて～

米国ETS（EducationalTestingService）社
………………………………… ご担当者様（通訳付）
楽天（株） 人事部 Globalization推進課 課長
……………………………………………… 葛城 崇 氏
ATR Learning Technology （株）代表取締役CTO
…………………………………………… 山田 玲子 氏

O10 教育の情報化 13：00～15：00

思考力・表現力の育成と情報端末
1人1台の活用
～T21プロジェクト経過報告～
【コーディネータ】
熊本県教育庁教育政策課 指導主事 ……山本 朋弘 氏
金沢星稜大学 人間科学部 教授 ……村井 万寿夫 氏
和歌山県教育庁学校教育局学校指導課 指導主事 …中井 章博 氏
和歌山市立藤戸台小学校 教諭 ………… 本岡 朋 氏
那智勝浦町立色川小学校 教諭 ………… 岩本 武 氏

13：00

～

15：00

展示見学／ミニセミナー 展示見学／ミニセミナー

16：00

～

18：00

O11 大学改革 16：00～18：00

大学評価、大学改革の取り組み

京都大学 高等教育研究開発推進センター 教授
…………………………………………… 大塚 雄作 氏
大阪府立大学 副学長 高等教育推進機構長 教授
…………………………………………… 高橋 哲也 氏

O12 アクティブラーニング 16：00～18：00

これからの学びの可能性と
アクティブラーニング

京都大学 高等教育研究開発推進センター 准教授
…………………………………………… 溝上 慎一 氏
甲南大学 マネジメント創造学部 教授 … 井上 明 氏
立命館大学 経営学部 准教授 ………… 八重樫 文 氏

O13 大学の情報化 16：00～18：00

ICTを活用した実践的な取り組み
～eポートフォリオ・FDを通じて～

関西大学 教育推進部 教授 …………… 山本 敏幸 氏
関西大学 初等部 教諭 ………………… 田邊 則彦 氏
大阪商業大学 総合経営学部 経営学科 教授
…………………………………………… 高橋 美貴 氏
大阪成蹊大学 マネジメント学部 准教授 …福永 栄一 氏

O14 語学教育 16：00～18：00

語学力強化のための様々な取り組み
～語学力強化とマルチメディア～
大阪大谷大学 文学部 英米語学科 准教授
外国語教育メディア学会（LET） 本部事務局長
…………………………………………… 小山 敏子 氏
名古屋商科大学 コミュニケーション学部 准教授 
……………………… Kevin Watson（通訳付） 氏
同志社中学校・高等学校 英語科 教諭 …… 反田 任 氏

O16 諸外国の教育事情 16：00～18：00

NEXT スクールニューディール
～ICT先進国から何を学ぶのか
韓国・シンガポールから～
富山大学人間発達科学部 教授 ………山西 潤一 氏
日本福祉大学国際福祉開発学部 教授 学部長
……………………………………………… 影戸 誠 氏

韓国有識者
シンガポール有識者

16：00

～

18：00

6月1515日（水）

O04 行政と教育 10：00～11：30

特別講演

クラウドコンピューティングを
基盤とした社会像と
教育へのインパクト
東京大学大学院　情報学環・学際情報学府 教授
………………………………………… 須藤 修 氏

O09 行政と教育 13：00～15：00

防災教育と防災行政

東京学芸大学 教育学部 養護教育講座 教授
……………………………………… 渡邉 正樹 氏
前 敦賀市総務部技監（情報管理・IT推進）
総務省・LASDEC 業務継続計画（BCP）策定支援
アドバイザー
（株）JKソリューションズ 代表取締役
……………………………………… 川端 純一 氏

O15 省エネ・エコ 16：00～18：00

省エネ化、省電力化の今後
～LED/見える化等の企業の
具体的取り組みを通じて～

 （株）内田洋行

教育の情報化
コード・日時 タイトル 講師

O10
6月15日（水）
13:00～15:00

思考力・表現力の育成と
情報端末1人1台の活用
～T21プロジェクト経過報告～

【コーディネータ】
熊本県教育庁教育政策課 指導主事

山本 朋弘 氏
金沢星稜大学 人間科学部 教授

村井 万寿夫 氏
和歌山県教育庁学校教育局学校指導課 
指導主事

中井 章博 氏
和歌山市立藤戸台小学校 教諭

本岡 朋 氏
那智勝浦町立色川小学校 教諭

岩本 武 氏

O18
6月16日（木）
10:00～12:00

校務でのICT利活用促進を考える
～教員1人1台PC環境での利活用
向上を目指して～

鳴門教育大学大学院 学校教育研究科 
准教授
 藤村 裕一 氏
印西市教育センター 指導主事

松本 博幸 氏
あま市立伊福小学校 教務主任

宇野 善久 氏

O19
6月16日（木）
10:00～12:00

普通教室におけるICT活用
～事例に見る整備・活用の狙い～

愛知県豊川市立御津中学校 教諭
川本 篤史 氏

京都府京都市立藤ノ森小学校 教諭
坪田 宙 氏

岡山県倉敷市立粒江小学校 研究主任
安藤 正 氏

鳥取県大山町立名和小学校 教諭
加藤 浩之 氏

福井県敦賀市立敦賀西小学校 教諭
北川 佳邦 氏

O23
6月16日（木）
13:00～14:30

基調講演
これからの教育の情報化の
推進と課題

東京工業大学
名誉教授

清水 康敬 氏

O28
6月16日（木）
16:00～18:00

1人1台PCを活用した
協働教育の取り組み
～フューチャースクール
実証校の事例から～

【コーディネータ】
東京工業大学 名誉教授

清水 康敬 氏
総務省情報流通行政局情報通信利用促進課 課長

安間 敏雄 氏
フューチャースクール実証校

5校（小学校）

O29
6月16日（木）
16:00～18:00

現実的な普通教室のICT環境と
指導者用デジタル教科書の活用
～玉川大学と内田洋行の
共同研究の成果から～

玉川大学教職大学院 教授
堀田 龍也 氏

横浜国立大学教育人間科学部 准教授
野中 陽一 氏

富山大学人間発達科学部 准教授
高橋 純 氏

内田洋行教育総合研究所

学校の環境づくり

O22
6月16日（木）
13:00～15:00

地域産材を使う新しい学校づくり

大阪市立大学 大学院工学研究科都市系専攻 
建築計画・教授

横山 俊祐 氏
(株)小草建築設計事務所
プロジェクト推進室長

前田 淳 氏

O27
6月16日（木）
16:00～18:00

CANVAS・フューチャークラスルームツアー
※ 貸切バスでユビキタス協創広場CANVAS（谷町4丁目）へ移動します。

情報化、国際化、地域文化等を
取り入れた最先端の学校づくり

（株）日建設計 設計部長
渡辺 豪秀 氏

同志社国際学院初等部 校長
Doshisha International School,Kyoto 
Head of Schools

大迫 弘和 氏

学校経営
コード・日時 タイトル 講師

O17
6月16日（木）
10:00～11:30

基調講演
「新しい公共」型学校の創造

玉川大学教職大学院
教授

小松 郁夫 氏

確かな学力

O24
6月16日（木）
13:00～15:00

公開授業
デジタル教科書を活用した
小学校算数授業（4年）

大阪教育大学附属池田小学校 教諭
原田 朋哉 氏

大阪教育大学附属池田小学校
公開授業をふりかえって

園田学園女子大学未来デザイン学部
教授

堀田 博史 氏
神戸大学大学院 人間発達環境学研究科
准教授

岡部 恭幸 氏

サイエンス

O21
6月16日（木）
10:00～11:30

特別講演
宇宙生命は存在するか
～天文学からのアプローチ～

自然科学研究機構 
国立天文台 
天文情報センター 
教授 広報室長

渡部 潤一 氏

O26
6月16日（木）
13:00～15:00

体感・体験で理解を深める理科授業

博士（エネルギー科学）
東京理科大学理学部物理学科・
科学教育研究科 教授

川村 康文 氏
開成中学校・高等学校、巣鴨中学校・
高等学校 講師

和田 重雄 氏

小学校外国語

O20
6月16日（木）
10:00～12:00

公開授業
外国語活動の実践（5年）
～一斉授業とICTを使った個別学習～

大阪教育大学附属池田小学校 教諭
山村 賛美 氏

大阪教育大学附属池田小学校
公開授業をふりかえって

大阪教育大学 教育学部 英語教育講座
教授

吉田 晴世 氏

O25
6月16日（木）
13:00～14:30

小学校外国語活動の目標を達成する
ためのコミュニケーション活動

（株）mpi 会長
松香 洋子 氏

諸外国の教育事情

O16
6月15日（水）
16:00～18:00

NEXT スクールニューディール
～ICT先進国から何を学ぶのか
韓国・シンガポールから～

富山大学人間発達科学部 教授
山西 潤一 氏

日本福祉大学国際福祉開発学部
教授 学部長 影戸 誠 氏

韓国有識者
シンガポール有識者

※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。

詳細につきましては をご覧ください。httphttp: //edu-expo.org///edu-expo.org/

学校経営 確かな学力学校の環境づくり サイエンス教育の情報化

今後の大学教育

就業力

大学改革

大学の情報化

小学校外国語 大学経営

行政と教育 省エネ・エコ

大学の資産管理 語学教育アクティブラーニング

図書館経営 最新技術

諸外国の教育事情
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