新時代の
学びを
語り、
未来を
創る。

▶11/8(日)～15(日)開催
よりよい教育を通じてよりよい社会を創るという目標を学校と社会
とが共有し、これからの社会を創り出していく子どもたちが、社会や
世界に向き合い関わり合い、自分の人生を切り拓いていくために求め
られる資質・能力とは何か。このことを、広く社会と共有し共に考え
る機会とすることを目的に、今年度より Kumamoto Education Week
2020(KEW2020)を実施します。
[主 催] 熊本市教育委員会、熊本大学教職大学院
[共 催] 株式会社ＮＴＴドコモ、熊本 e スポーツ協会
経済産業省「未来の教室 Learning Innovation」
[後 援] 文部科学省

KEW2020 の参加申込み及び最新情報はこちら

▶ kumamoto-ew.jp

開催方法

参加申込み・問い合わせ

オンライン配信
※を表示したイベントを除く

kumamoto-ew.jp
お申込みいただいた方に限定し、
一部セミナーは再放送も予定しています

▶11/8(日)
10:00～12:00
トークセッション

熊本市・福井市小学生交流事業
オンライン同窓会
協力：一般社団法人 SCB ラボ
15:00～16:30
トークセッション＠金峰山

地域教育とフットパス
金峰山周辺をパネリスト自らが実際に歩きフットパスの魅力や可能性などについ
てトークセッションを行います

小林寛子
東海大学経営学部観光ビジネス学科教授

ジェイソン・モーガン
株式会社アドアストラ代表取締役
Shirakawa Banks 代表

山口久臣
一般社団法人アイ・オー・イー代表理事
モデレータ：濱田孝正
WaW くまもとネットワーク事務局長

▶11/13(金)
「未来の教室」×熊本市
15:00～16:45

オープニング
主催者あいさつ、主旨説明等

教育講演会
第１部：実践発表

「未来を生きる私たちに必要な力とは？」
未来を生きるこれからの私たちに必要な力について学校での学びを生徒自身が
発表します

北部中学校生徒
第２部：講演

「STEAM 教育と未来の教室」
経済産業省が進める「未来の教室」事業の取組をとおして、これからの社会で求
められる資質・能力や EdTech を活用した新たな学びの可能性について語って
いただきます

浅野大介
経済産業省商務・サービスグループ
サービス政策課長(兼)教育産業室長

18:30～20:00

18:30～20:00

グローバルフォーラム

トークセッション

世界から見た日本、熊本市の可能性

「選べる！！」～県内のフリースクール等が大集合！熊本から教育の未来を考える～

教育 ICT の活用やコロナ禍おける取組、国際交流等の実践発表とともに、国際的
な視点から見た熊本市の現状とこれからについて語っていただきます

県内のフリースクール・オルタナティブスクール等の皆さんが「自己肯定」「自己決
定」「自己実現」などをテーマにした、３つのトークセッションを行います

上妻薫 城南小学校校長
田熊美保 OECD 教育スキル局シニアアナリスト
堀尾多香 文部科学省 国際統括官付補佐
森祐一 熊本市教育委員会 指導主事
矢野智子 UNESCO 教育局教育政策専門官
モデレータ：塩津昭弘

熊本市教育委員会 教育次長

司会：村上美香

株式会社ヒトコト社代表

▶11/14(土)
「未来の教室」×熊本市
9:00～10:15
実践報告

「新時代の学び」実践報告会
研究モデル校等の実践について発表します

城東小学校 城西小学校
北部中学校 必由館高校
１０:30～12:00

10:00～12:00

パネルディスカッション

家庭教育セミナー

学校教育の未来～新時代の学びの創造～

家庭や地域で SDGｓを遊ぼう

有識者の方々にこれからの学びと学校教育の未来について語っていただきます

熊野たまみ株式会社 adapt next.代表 SDGs de

秋田喜代美東京大学大学院教育学研究科・同教育学部長教授
浅野大介 経済産業省商務・サービスグループ サービス政策課長(兼)教育産業室長
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 熊本市教育委員 熊本大学教育学部准教授
モデレータ：遠藤洋路 熊本市教育委員会 教育長

地方創生ゲーム公認ファシリテーター

三角幸三内閣府地域活性化伝道師

13:30～16:30

14:00～16:30

セミナー

分身ロボット OriHime による
新たな働き方、社会とのつながり方について

しなやかな心と体を育てる
銘苅さんと大村さんによる小学校での特別授業（体育・総合）の様子を、教職員・
指導者向けに分かりやすく解説します

大村詠一
公益社団法人日本エアロビック連盟 理事
元エアロビック競技日本代表

講演会
パネルディスカッション
自らの経験をもとに、テクノロジーによって社会的な問題を
解決するオリィさんの生き方や考え方を語っていただきます

銘苅 淳

ロボットアイディアコンテスト表彰式

オムロンハンドボール部アシスタントコーチ
元ハンドボール日本代表

社会的な課題を解決できるロボットアイディアコンテストの
入賞作品の紹介と表彰を行います

吉藤オリィ株式会社オリィ研究所 共同創設者代表取締役 CEO
モデレータ：前田康裕熊本大学教職大学院
16:30～17:30
セミナー

iPad でつくるクリエイティブな世界！
人気 YouTuber の amity_sensei による子ども、先生方向けの
iPad セミナーです

amity_sensei
アートディレクター、iPad Youtuber、株式会社 olio 代表

17:30～18:30
e スポーツ紹介
熊本 e スポーツ協会 presents

「新しい部活のカタチ ～私たち、千原台 e スポーツ部です！～」
「熊本ルーキーズカップ清正杯～いざ、決戦の時～」
開幕戦 千原台 vs 熊本西
千原台高校 e スポーツ部の生徒による e スポーツの紹介や大会の様子をお届け
します

千原台高校 e スポーツ部
18:30～20:00
トークセッション

すべての人に快適な音の世界を
田島巳起子 株式会社 アドアストラ 代表取締役
中石真一路 ユニバーサル・サウンドデザイン株式会社代表取締役
モデレータ：嶋田宜明 選曲家、ラジオパーソナリティー、DJ

▶11/15(日)
9:00～9:15

「未来の教室」×熊本市

家庭教育セミナー

9:00～12:20

こころとからだに優しいおやつ作り
① 親子で楽しめるおやつ作りのご提案

「未来の教室」実践交流会

「カボチャのマフィン」ほか１品

日高佳子料理家

第１部：実践発表

教師による ICT を活用した実践交流会
熊本の小中学校教師及び企業、総勢２４人が６ブロッ
クに分かれて実践発表を行います
第２部：パネルディスカッション

水野直樹
一般社団法人スタディライフ熊本理事
ラジオパーソナリティー

9:30～11:00

一人一台端末時代に求められる
授業の在り方
一人一台端末時代において、求められる授業や学び
の在り方について語っていただきます

トークセッション

ワタシの心に火が灯るとき
今村久美

認定 NPO 法人カタリバ代表理事
中央教育審議会委員

山本つぼみ ウェズリアン大学３年
司会：村上美香 株式会社ヒトコト社代表

前田康裕 熊本大学教職大学院准教授
三角貴志子 白川中学校教諭
宮津光太郎 城南小学校教諭
モデレータ：平井聡一郎
情報通信総合研究所特別研究員

12:30～13:30

13:00～13:15

13:00～15:30(予定)※

実践報告

家庭教育セミナー

フットパス

プログラミング学習の新たなデザイン、
子どもたちと先生の学びの場を創る大学生

こころとからだに優しいおやつ作り
② 親子で楽しめるおやつ作りのご提案

白川流域のんびりフットパス

ー教育情報化の推進に関する連携協定に
おける熊本県立大学の取り組みー

飯村伊智郎
熊本県立大学総合管理学部 教授

飯村研究室の皆さん
アドバイザー中川 哲
文部科学省初等中等教育局
プログラミング教育戦略マネージャー

「林檎のクラフティ」ほか 1 品

白川小～碩台小学校区を中心に仮のフットパスコー
スを選定し、「歩く」ことで地域への学びを深めてい
きます

日高佳子料理家
水野直樹

濱田孝正

一般社団法人スタディライフ熊本理事
ラジオパーソナリティー

Waw くまもとネットワーク事務局長

13:30～14:00
e スポーツ紹介
熊本e スポーツ協会presents

「熊本ルーキーズカップ清正杯～いざ、決戦の時～」決勝戦＆表彰式
熊本 e スポーツ協会主催による大会の決勝戦と表彰式の様子をお届けします

千原台高等学校 e スポーツ部
14:00～15:30
トークセッション

Well-being を実現するための教育
Kumamoto Education Week2020 を振り返りながら新時代の学びについて皆様と共に考えます

今村久美 認定 NPO 法人カタリバ代表理事、中央教育審議会委員
遠藤洋路 熊本市教育委員会 教育長
佐藤俊幸 城東小学校長
三角幸三 内閣府地域活性化伝道師
モデレータ：田上善浩 WING SCHOOL 代表
▷各セミナーの内容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。
▷本イベントや各セミナーの変更等については、公式ホームページに掲載させていただきますのでご確認ください。
（本プログラムは 10 月 20 日現在の内容です）

関連行事・イベント
熊本市教育委員会優秀教職員表彰
【日時】 11 月 13 日（金） 17:15～17:30
今年度、熊本市教育委員会優秀教職員表彰を受けた先生方のご紹介と表彰式
のダイジェストを動画でお届けします。KEW2020 のホームページで配信 URL
をお知らせしますので、ぜひご覧ください。

文化庁委託事業 朗読「あらしのよるに」熊本公演
【日時】 11 月 14 日（土） 15（日） ①１３：００ ②１５：００
【場所】 熊本城シビックホール
「将来を担う子どもたちの心を豊かにする芸術文化」に触れることを目的に、熊
本城シビックホールでイベントが行われます。

