
主催／熊本市教育委員会　共催／熊本朝日放送株式会社　後援／文部科学省・経済産業省・デジタル庁・熊本県教育委員会・熊本大学

―みんなの夢が未来を創る―

東京2020パラリンピック競技大会メダリスト

富田 宇宙さん
テーマ「夢に向かって」

YouTubeオンラインイベント＆講座

12：30～

12：00～
オープニングセッション

1 22 土 1 23 日

1 24 月

Kumamoto Education Week
オープニングトーク

遠藤 洋路（熊本市教育長）
アンドレアス・シュライヒャー（OECD教育
スキル局長）
五福小学校

9：00～
TSUNAGU
～誰ひとり取り残さない教育のカタチ～
塚本 光夫・藤中 隆久・黒山 竜太（熊本大学）
平野 陽介・西尾 環・天野 和也・中野 俊広
（小中学校教諭） ほか

18：00～
読書会のススメ
～「公民館のしあさって」を題材に～
西山 佳孝（株式会社タウンキッチン取締役）
南 信乃介（沖縄県那覇市繁多川公民館長）
MC 井下 友梨花（マイプロジェクト熊本県事務局） ほか

19：30～
焚き火で読書会「あそびの生まれる場所」
面木 健（オモケンパークディレクター）
MC 田中 尚人（熊本大学 熊本創生推進機構 准教授） 
ほか

19：00～
一人一台端末活用で
子ども一人一人の心をつかむ
玉置 崇（岐阜聖徳学園大学教授） ほか

20：00～
e スポーツの「いいね！」ポイント
＼_(･ω･`)ｺｺ重要！
～ｅスポーツ部の実践を通して～
千原台高等学校 eスポーツ部

11：00～
あそびが学び ～SDGsに取り組む市立幼稚園～

11：00～
カラフルな学校づくり
～子供も先生も生き生き元気な学校を目指して！～
住田 昌治（横浜市立日枝小学校長）
村上 正祐・平野 修・馬場 敬子（熊本市立小学
校校長） ほか

12：30～
みんなの学校 みんなのルール
【第１部】
子ども・先生（花園小学校・河内中学校・必由
館高校）　保護者（河内中学校）
【第２部】
秋田 喜代美 (学習院大学文学部教授　東京大学
名誉教授 )
浅野 大介（経済産業省サービス政策課長・
教育産業室長　デジタル庁統括官付参事官）
鈴木 寛（東京大学公共政策大学院・慶應義塾
大学政策・メディア研究科教授）
苫野 一徳（熊本大学教育学部准教授）
遠藤 洋路（熊本市教育長）

15：30～
「＃教師のバトン」in 熊本市　
～未来の学校を考える～
高校生・大学生・現職教職員 ほか

17：00～
脳を傷つけない子育て
友田 明美（福井大学子どものこころの発達研究セ
ンター教授）
澤  栄美（公認心理師・学校心理士）

18：30～
教師人生をプロデュース
～きらりと輝く未来のために～
直山 木綿子（文部科学省）　現職教職員 ほか

20：00～
変わる！
千原台高等学校・総合ビジネス専門学校

17：00～
学びを自分でデザインする！
～ワタシ達が海外の大学を選んだ理由～
高島 崚輔（ハーバード大学）　
成松 紀佳（ミネルバ大学）
MC 田上 善浩（WING SCHOOL 代表）

18：30～
基礎から学ぶ新型コロナウイルス感染症

20：00～
おうえんしよう‼「健康戦士コロタイジャー」

KMバイオロジクス株式会社
MC 水野 直樹（スタディライフ熊本理事）

小林 朋子（静岡大学教授）　　
渡辺 弥生（法政大学教授）
三島 景太（静岡県舞台芸術センター）
MC 水野 直樹（スタディライフ熊本理事）

13：30～
夢をつかむ  ～わたしのステップ～
長田 徹（国立教育政策研究所）
高橋 亮平 （株式会社メルカリ） ほか

15：30～
わくわく学習 ～動植物園探検ツアー～

生配信

生配信

「豊かな人生とよりよい社会を創造するために自ら考え
主体的に行動できる人を育む」
このことを広く社会と共有し、共に考える9日間。
約40のオンラインのイベントや講座は、
すべて無料でご参加いただけます。

すべて無料！ 約40のコンテンツ

12：00～
カタリバ ～SNSとの上手な付き合い方って？～
田中 慎一朗（帯山中学校教頭）
帯山中学校生徒・小学校保護者・中学校保護者

13：00～
子どもたちと未来の社会をつなぐ
～特別支援教育のこれからを考える～
菊池 哲平（熊本大学大学院准教授）
後藤 匡敬（熊本大学附属特別支援学校教諭） ほか

生配信

生配信

15：00～
eSports と人材教育のリアル

生配信

17：30～
ICT で実践。探究学習・キャリア教育・
創造性教育の新たな形
株式会社 Inspire High　北部中学校

生配信

10：00～
熊本の魅力を取材して、SNSで発信しよう
～ Facebook Japan & ローカリティ！
スクール in 熊本市～
総合ビジネス専門学校

生配信

1 30 日

9：00～
KEWデジタル作品コンテスト表彰式

生配信

13：30～
私たちの夢が未来を創る
～KSTN × Kumamoto EduAction～

生配信

宮城 潤（沖縄 若狭公民館長）
水野 直樹 （NPO法人ソナエトコ理事長）
MC 田中 尚人（熊本大学 熊本創生推進機構 准教授） ほか

15：00～
みんなでつくろう“ドコミンカン”プロジェクト

生配信

遠藤 洋路（熊本市教育長）
岩下 唯愛（熊本大学文学部） ほか

16：30～
クロージングセッション
みんなの夢が未来を創る
～熊本から世界へ～

生配信

1 25 火

18：30～
『まちの宝』を見つけて地域を元気に !
～オレンジカクテルナイトの事例から～
小林 寛子（東海大学経営学部観光ビジネス学科教授）

19：30～
フェアトレードと私たちの未来
明石祥子（フェアトレードシティくまもと推進委員
会代表）　月出小学校児童

1 26 水

18：00～
未来のモビリティマネジメントを考える
北部中学校生徒
中田 護・井手 賢正（交通政策課自転車利用推進室）

19：30～
あおば支援学校「はじめのいっぽ」

16：30～
MINAMATA の棚田で SDGs を考える
～愛林館の取組を参考に～
沢畑 亨（水俣市久木野ふるさとセンター愛
林館 館長、自由飲酒党総裁） ほか

18：00～
持続可能な PTA活動のために
住田 昌治（横浜市立日枝小学校長）
松島 雄一郎・吉田 英太郎（熊本市 PTA協議会）
ほか

20：00～
こんなワタシで生きていく !!
～異国で夢の実現に挑む私の物語～
雛衣（Sui）（モデル・女優） ほか

14：00～
CHANGE FOR THE BLUE
くまもと 子ども水サミット 2022
～ Happy Blue-Sea Project ～
小学校児童
東濵 孝明（Sustainable Japan） ほか

生配信

1 28 金

1 27 木

18：30～
くまはく博学連携アラカルト
熊本博物館 presents

19：30～
チャレンジ！新作狂言
「清正公さん 国づくり狂言 熊本三獣士
作：やまかわさとみ」
ひとづくり まちづくり

参加申込・視聴は
Webサイトへ

熊本エデュケーションウィーク 検索
https://kumamoto-ew.jp/

1 29 土

9：00～
タブレットを活用した学びのあり方
～保護者と一緒に考える「これからの授業」～
中川 一史（放送大学教授）
佐藤 明彦（教育ジャーナリスト）　
現職教職員 ほか

生配信


