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招待券

会期が 9月に変更になります。

西日本最大！250 社 が 出展
※1

※2

テ

ム

学校施設・サービス

2 019 年 9 月 25 日［水］〜 27 日［金］ 10 : 00 〜 17 : 00

会 場：

インテックス大阪

主 催： リード

sample

エグジビション ジャパン（株）

本券をお持ちでない場合、入場料 ¥ 5,000 / 人 。18 歳未満の方の入場は固くお断りします。

www.edix-osaka.jp/stem/

代表取締役社長 石積 忠夫

教育関係者 が 導入 のために 来場

広島
九州

兵庫

関西

STEM教育 EXPOをはじめ、年間231本をインテックス大阪、東京ビッグ

京都

大阪

愛知

（インテックス）

四国

地方

奈良
三重
和歌山

地方

● タブレット

東京

教育業界の職員・教員
小・中・高校

で年間300本の開催を目指す。

下記 の ことができます
◆

導入・活用 の 相談

◆

製品 の 比較・検討

塾・予備校

◆

模擬授業・デモ体験

専門学校・
各種スクール

◆

新規発注先の開拓

教育委員会
大学

出展社
下記 を提供する企業
プログラミング教育

ものづくり教育

本展 は

年 2 回 開催 します

9月 大 阪
2020年 5月 東 京
2019年

●

講義配信

●

テ

ム

LMS
…など

●

プログラミング教育

● ものづくり教育

●

理科・科学実験

●

ロボット、VR、AR

EdTech（エドテック）
AI・ロボット

近くて便 利 です！
大阪 駅から 直通バス で 25 分
約 25 分 直通バス
弁天町

約9分
地下鉄中央線

なんば

約5分
地下鉄御堂筋線

本町

約15分
地下鉄中央線

新大阪

約10分
地下鉄御堂筋線

本町

約15分
地下鉄中央線

関西国際空港
所要時間は交通状況により前後します

約50分
リムジンバス

循環バス

約3分

約3分
南港ポート
タウン線

中ふ頭

約9分

JR大阪環状線

徒歩
約5分

イ ン テックス大 阪

大阪
（梅田）

プログラミング・STEM 教材を使った
模擬授業やデモが 体験できます

「南港・天保山（海遊館）
・USJ」行き。
（「ハイアッ
ト リージェンシー 大阪」下車すぐ ）

バス停の地図・時刻表はWebへ
▶▶▶ www.edix-osaka.jp/access/

●

事務支援システム

●

教務・校務支援システム

教材・教育
コンテンツ

新規開催

STEM 教育
ス

ゾーン

…など

英語教育
ゾーン

…など

校舎・教室リニューアル

●

教室設備（机・イスなど）

●

空調・照明・音響

●

生徒・学生向けサービス

●

記念品・グッズ

…など

ゾーン

●

デジタル教科書

●

英語教材

●

デジタル教材

●

オンライン英会話

●

教育ソフト

●

英会話アプリ

…など

●

防災・防犯

ゾーン

…など

服飾

ゾーン

インフルエンザ
対策 ゾーン
働き方改革
ゾーン

※本図は実際のレイアウトと異なる場合がございます。

教育の第一人者が毎日講演！

30のセミナー を開催
＜講師 一部紹介＞

インテックス大阪 は

理科・科学実験

…など

前 回（ 2018 年）同時開催展 の 会場風景

遠隔授業

ゾーン特別後援：

VR・AR
…など

第1回

…など

●

学校施設・
サービス EXPO

学校業務支援

ゾーン

AI 教育支援 ゾーン（（一社）日本ディープラーニング協会）

コス モ ス ク エア

学校専門卸

eラーニング

電子黒板

校内LAN・ネットワーク

●

前回（2018年）同時開催展 会場風景。このような通路が 21 本！

●

6号館

第3回

ICT 機器 ゾーン

本展 は 導入・比較検討 のための 展示会 です
来場対象 者

3

岐阜

滋賀

出展社・製品一覧は裏面へ

会場レイアウト図／出展対象製品 （インテックス大阪）本招待券 で下記 3 展 に 入場可

福井 北 陸 地 方

中国 地方

日本最大の見本市主催会社。 見本市は各産業を活性化させる という信念で、
サイト、幕張メッセ、ポートメッセなごや、パシフィコ横浜などで開催。今後、全国

いし づみ

関西をはじめ、西日本 全域 から

関西

主催者

リード エグジビション ジャパン（株）

最新情報は Web へ

※1 同時開催展を含む、同種の展示会との出展社数および製品展示面積の比較。 ※2 出展契約企業に加え、共同出展する グループ企業・パートナー企業数も含む。 本招待券に掲載の出展社数・来場者数・セミナー数は同時開催展を含む2019 年 5月21日時点の最終見込み数字であり、開催時には増減の可能性があります。

出入口

会 期：

▼

同時開催

小中高校・教育委員会・大学・塾から 15,000名 が来場
関西

プログラミング・ものづくり・ロボット・ＡＩ教育 などが 出展

昨年比 5 ,000 名増

関西

STEM 教育
ス

O
P
E
N
!
広げて 両 面 を ご 覧 く だ さ い

関西

第1 回

新設

ご注意！

順不同、敬称略。講師・プログラムが変更になる場合がございます。
なお、掲載枠上、所属・役職を省略している場合がございます。

出展 まだ間に合います
お問合せは

出展社 を 追加募集 !
Tel: 03 - 3349 - 8510

最新情報をＷebで 公開！
www.edix-osaka.jp/stem/
（独）日本学術振興会
東京大学／慶應義塾大学
顧問／内閣府
教授
人工知能戦略実行会議 座長 （前 文部科学大臣補佐官）
安西 祐一郎
鈴木 寛

国立情報学研究所・
総合研究大学院大学
教授
山田 誠二

デジタルハリウッド大学 経済産業省
（一財）実用英語推進機構
大学院
商務・サービスグループ サービス政策課長 代表理事
教授
（併）教育産業室長
安河内 哲也
佐藤 昌宏
浅野 大介

事前申込制

詳細 は 裏 面 へ

出展製品

会場案内図

宿泊情報

・
・
・など

上司 、同僚 、関連部署 の 方 へ
配布 ください !
（本招待券 1 枚で 1 名のみ入場可）

招待券 の 追加請求 は（無料）
関西 STEM教育EXPO

www.edix-osaka.jp/stem/

検索

（株）アーテック

将来活躍する人材育成、未来型教育（プロ
グラミング教育）を広げる、学校、塾、教室向
け、教材メーカー
• アーテックロボ 2.0：次世代型ロボットプログラ
ミング学習キット

• FC 塾・教室教育コンテンツ プログラミング：
全 8 種のコンテンツ（幼児から中学生対象）の
プログラミング
• アーテックロボ：世界 30 か国で使われている
日本のロボット教材

（株）アバロンテクノロジーズ

プログラミング教育用ツール「動かしてみよ
う！」と教育用３D-CAD「作ってみよう！」を
展示します。
：スクラッチベースで簡単にロ
• 動かしてみよう！
ボットプログラミング！
：教育向け 3D-CAD ソフトで立
• 作ってみよう！
体図形を学ぼう！

（株）インフィニットマインド
（株）学研エデュケーショナル

全都道府県 700 以上の塾・学校に加盟いた
だいている「身近なもののしくみ」がテーマ
の講座。
：低学年
•「もののしくみ研究室」・「しくみ Kids」

から始められて教科学習にも最適！プログラミ
ング講座

（株）CAST JAPAN

アンプラグドからロボットまで、世界中のプ
ログラミング・STEAM 教材をご紹介。
• ハッカー：ハッカーの視点から学ぶ PC 不要の

セキュリティー・プログラミング
• コード・シリーズ：NASA のプログラマーが開
発！プログラミング学習ゲーム・シリーズ
• ロボットタートルズ：Google のプログラマーが
開発！PC 不要のプログラミング学習ゲーム

（株）九州コーユー

AR や AI を使った教科の中で活かせる、学

習内容に沿ったわくわくするようなプログラ
ミング教材です。
：わく
• Ai.R-Cord（ＩＣＴ／プログラミング教材）
わくするようなＩＣＴ／プログラム体験を

CREFUS マーケティング（株）

15 年間進化を続ける STEM 教育カリキュラ
ムをご紹介します。
• 子ども向けプログラミング教室 Crefus：年長 ~

高校生まで段階的に学べるオリジナルのカリ
キュラム
• FIRST LEGO League：小学 1 年生〜参加で
きる、世界的ロボット競技会にチャレンジ！

（株）佐賀 IDC

プログラミングができます。
• TELLO EDU：最新のプログラミング教育用ド
ローン

東京海洋大学

全て安心の国内・自社開発製品！豊富な導
入実績を持ち、将来にわたり手厚くサポート
します。

イーディーコントライブ（株）

！データレス PC で
PC 教室のお悩み解決！
スムーズな授業進行！国内開発の環境復元
ソフトウェアです。

海から生まれた技術で理系への興味を刺激！
• ３Ｄ重心検知装置：物体の重心を揺れから瞬時 （株）
イー・ラーニング研究所
にビジュアル化し理系への興味を刺激

（株）日本ビジネスデーター
プロセシングセンター

全国の教科書に対応した小中学生向け学習
教材「スクール TV」や 21 世紀スキルを育む
スクールを展開。

ROS 対応ロボット教材とプログラマブルロ （株）
インターカルト日本語学校
ボット掃除機を出展します。展示会限定の
Japanese for everyone who needs it.
デモをご体感ください。
日本語教育を必要とするすべての人、企
：
• ROS 対応人型ロボット教材「TOMOT-Aro1」
業、社会のニーズにこたえます
次世代技術者育成を加速する ROS 対応人型

京セラドキュメントソリューションズ （一社）全私学新聞
（株）ベネッセコーポレーション
最新の国等の教育改革の動向や私立学校
ジャパン（株）
POPER
の優れた実践など、私立学校の教育・経営 （株）
教育現場にドキュメントの変革を、京セラド
キュメントソリューションズがご提案致します。

グイドミュージック（株）

世界初２画面電子楽譜 GVIDO（グイド）幼
児教育・小学教諭を目指す方々の音楽 IT 教
材としてご検討ください。

グーグル・クラウド・ジャパン（同）
Google では主体的・協働的な学びを進め
るため ICT 教育プログラム Google for
Education を展開しています

Classi（株）

学校 ICT 化を多角的にサポートする教育プ
ラットフォーム Classi 学校での学びを新
たなステージへ

ロボット工学学習キット
ウェルダンシステム（株）
：
• ロ ボット 掃 除 機 教 材「TOMOT-Cleaner」
ケイアイシー
私立小中高向けトータル校務支援システム。 （株）
2020 年小学校プログラミング教育必修化対応
教育現場における、映像機器の新基準をご
教材キット
（株）英俊社

（株）バンダイ

遊びの先に学びがある
• アルゴロイド：遊びの先に学びがある

FIRST Jasper
（株）フィアラックス

バーチャルリアリティとライフサイエンスソ
フトウェア開発で 18 年の実績。タンパク質
の VR 教材を体験下さい。
• MolCollabo：VR で 生 体 分 子 を 表 示 す る
Unity 用 SDK。複数人で VR 空間を共有可能！

山崎教育システム（株）

Scratch でプログラムを作成してロボット

制御。低価格ながら自由度が高く、学校、塾
でもご活用頂けます。
• プログラミング学習 プロッチ：中学校プログ
ラミング教材採用率 No1！Scratch でロボット
制御！

• プロッチ コロン：コンパクトでもこの機能！初
心者でも楽しくプログラミング学習！

（株）UEI エデュケーションズ

本物のプログラミングだからワクワクする
• プログラミング教育教材および講師向け教材：
講師向けプログラミング教育教材、あります！

ライフイズテック（株）

国内最大規模の中学生・高校生向け IT・プ
ログラミング教育サービス
• テクノロジア魔法学校：プログラミングを学ん
で、ディズニーの世界へ。
• Tech for Local：地方創生のための自治体向
け IT 人材育成サービス

（株）ロボット科学教育
（一社）ロボット技術検定機構
関西

教育ITソリューション EXPO

（株）アイアット OEC

入試問題を使った教材作成など、学校や塾
の先生方のお悩みを解決するツールを提案
しています。

（株）映像センター

最新の ICT 機器・遠隔講義ソリューション構
築をはじめ AV システムの設計・施工・保守
をトータルで承ります。

エイチ・シー・ネットワークス（株）
認証、ログ管理、無線 LAN など、教育を支援
する各種 IT ソリューションをご紹介します。

エスエイティーティー（株）

SATT では、学校・企業向け学習管理シス

テム「学び〜と」と、医療系大学向け教育シ
ステム ESS を展示します。

SB クリエイティブ（株）

ビジネスパーソン必見！SB グループの出版
社、SB クリエイティブが運営する情報サイト
「ビジネス＋ IT」

（株）エナジード

次世代型キャリア教育コンテンツ

エプソン販売（株）

エプソンの ICT 機器で授業が変わる！
先生の働き方が変わる！
ぜひ弊社ブースにお越しください。

エム・ティ・プランニング（株）

充電保管ソリューション Tablet*Cart シリーズ /

USB-haco10

（株）エル・インターフェース

グローバル人材育成のキラーコンテンツ、
スーパー英語・スーパー日本語をご紹介。

（株）エルモ社

「わかった！できた！」の笑顔のために映像の
力で教育の世界を変える提案をします。

（株）ＯＳＫ

提案します。

（学）神戸セミナー

不登校への対応、保護者様対応など、学校
現場でコストのかかるテーマを解決する
ノウハウをご紹介します。

（一社）国際発音検定協会
コンバイン（株）

教育事業専門の ICT+ アウトソーシングの
プロ集団として、最適なシステム・サービス
を提案します。

（株）COMPASS

AI を搭載した「Qubena」は圧倒的な学習

効果で子どもたちの「未来を生き抜く力」を
育てる学習パートナーです

（株）サーブネット

『 School Leader 』中高・専門・短大・大学
向けのトータル学校事務支援システム

（株）サイバーリンクス

情報共有や効率化で「校務の負担を軽減
し、児童生徒に先生全員で向き合える環境
づくり」を実現します。

（株）サインウェーブ

高性能な AI を用いて英語の自由発話の自
動採点が可能です ! ぜひ弊社ブースにて体
験してみてください。

（株）サカワ

当社は今年で創業 100 年となる愛媛の黒
板メーカーです。是非、ブースにお越しくだ
さい。

（株）シー・オー・コンヴ

PC 管理・運用は、もっと簡単に、もっと楽しく。

シームスブレインズ（株）

私立小中高向けの校務支援システムを提案
して全国 130 校を超える実績。ぜひ弊社
ブースにお越しください。

情報系・基幹系システムで教職員全体の情
報伝達・業務効率化・ペーパレス等を提案。
57 年以上の教育の現場での実績をもとに、 （株）IoTBank
国立大学の事例もご紹介
（株）ジェイ・エス・エス
教育ソリューションをご提案します。
もっとつながりやすい社会へ
（株）オープンソース・ワークショップ 学生証がスマートフォンのアプリになりまし
• プログラミング道場：無学年式で取り組むロ
た。デジタル学生証を活用した先進的な取
ボットプログラミング。英語版も対応可。
プログラミング授業の体験 (ドローンを飛ば
（株）アイ・オー・データ機器
り組みをご提案します。
してみよう )。学校用ホームページの紹介、
• 語彙力読解力育成 web 学習システム - 読む蔵： 教育 ICT のさまざまな商品をご紹介致します
語彙量を増やしながら速く正確に読み取る力を
作成体験を行います。
（株）システムディ

（株）全教研

養うトレーニング

• 脳力道場：脳のワーキングメモリーを鍛える
トレーニングシステム

ソフトバンク（株）

人型ロボットで子どもたちに最先端の学びを
• Pepper 社会貢献プログラム 2：人型ロボット
で子どもたちに最先端の学びを

（株）ダイセン電子工業

教育用ロボット開発 15 年の歴史が積み上
げたハードとソフトを是非授業にお役立てく
ださい。
• アルファ・エクスプローラ：教育用ロボットプロ
グラミングキット

• ティ・ジェイ・スリー・ビー：教育用ロボットプロ

グラミングキット
• イー・ガジェット：教育用ロボットプログラミング
キット

（株）iGO

革新的英語指導「アクティメソッド」。こども
の英語力が伸びないとお悩みの先生、ぜひ
お立ち寄りください。

（株）青井黒板製作所

次の 100 年の教育とコミュニケーション環
境をつくる。誰でも使いやすい ICT 環境を
ご提案します。

（株）アットシステム

学校専用の勤怠管理システム、受験にかか
わるすべての人にやさしいネット出願システ
ムをご提案します。

アルプ（株）

賢者 学校への導入実績 400 校以上の統合
型教務支援システム

カーデックス（株）

Evolis 社カードプリンタを出展！学生証、職

員証などのプラスチック製カードが即時発
行できます。

（株）北島製作所

準備が楽ですぐ使える常設型の電子黒板を
ご提案いたします。

（株）教育家庭新聞社

学校環境整備担当者を想定した情報を提
供。学校教育の ICT 化の取組を紹介。ブー
スにてＥＤＩＸ特集号配布

（株）教育新聞社

国内最大級の教育ニュースメディア。教師
とその志望者のための教育専門紙。電子版
毎日更新・宅配版週 2 回。

www.edix-osaka.jp/eguide/

システムディは業種・業務に特化した
パッケージソフトによる最適なソリューション
を提供いたします。

ジョイズ（株）

AI と話す いつでもどこでも英会話学習

に役に立つ情報を提供する。

（株）ソフトウエア・サイエンス

10 年 以 上 の 教 育 現 場 の 業 務 改 善 実 績、

今は教員の働き方改革を推進しています。
ぜひブースにお越しください。

（一社）大学 ICT 推進協議会

高等教育・学術研究機関における情報通信
技術を利用した教育・研究・経営高度化を
図る事を目的としています

（株）龍野情報システム

ティーエスケイ情報システム（株）
働き方改革に対応した校務支援システム
「スマート校務」事務系・教務系の 13 シス
テムで連携し校務負担を軽減

「天神」のタオ

タオは「子どもの未来に生きる力を育む」こ
とを願い、学習教材「天神」を開発して 25
年以上が経ちました。

（株）Too

Apple iPad/Mac 大 量 導 入・一 括 管 理に
関する MDM を絡めたソリューション提案

東芝情報システム（株）

専用 IC とテキストを用いた、アナログ回路
学習キット

トマトランド（株）

教育現場でのタブレット活用のお役立ち
アイテムのご案内をいたします。タブレット
卓上や壁付けスタンド等々。

Nisai Japan（株）

国際カリキュラム / ケンブリッジインターナ
ショナルを通して生徒・学校へソリューショ
ンを提供しています。

日鉄ソリューションズ（株）

少人数の特徴のある大学から学生数１万人
以上の大規模大学まで、最適なソリューショ
ンを提供いたします！

学ぶチカラを、未来のチカラに

楽天（株）

楽天のテクノロジーとノウハウで英語教育
を総合コンサルティング！

忙しい先生方のお役に立てる高速マシンや
サービスを展示します。ぜひ当社ブースに
お越しください。

EBEST CO., LTD. ＜韓国＞
Fortune Sun Electronic Fuzhou
Co., Ltd. ＜中国＞

私達は中国有数の TV/ プロジェクター実装
の製造メーカーです。カスタマイズ製品を
提供します。

King-On Technology Co., Ltd.

＜台湾＞

PSE、台湾で最高スマート充電ソリューショ
（カスタム品も対
ン・教育 IT ソリューション、
応可）プロバイダー。

関西

学校施設・サービス EXPO

アイリスチトセ（株）

これからの 教 育 空 間 はどうあるべきか。
現場で求められるニーズを反映した商品と
空間提案を展示します。

法人。

（株）日本教育新聞社

国内最大の教育専門全国紙です。ブースで
は ICT 特集号などの新聞をお配りします。
ぜひお立ち寄りください。

日本システム開発（株）
ネオラボ（株）

Creating a New History of Pen ペン
の歴史を新たにデジタルとアナログを繋ぐ専
門企業 NeoLAB

（株）バッファロー

タブレット授業を支える無線 LAN。最新の
ネットワーク機器を、展示やブース内セミ
ナーを通じご紹介します。

ヒートウェーブ（株）

最先端の情報技術者養成の 27 年の実績！
セキュリティスクールセキュ塾の教育サービ
スを提供します。

ビズメイツ（株）

Zipan 留学生の就職率向上に。オンライ

産業用スプレーノズル・工業用加湿器なら
びに応用機器・システムの製造販売および
輸出入を行っています。

伊藤産業（株）

学びの場で使われる様々な家具を取り扱っ
ています。カタログ製品をはじめ、別注やフ
ルオーダーも承ります。
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関西

AGC グラスプロダクツ（株）

ガラス製ホワイトボードスクリーン「グラ
シーンホワイト」展示致します。ぜひ弊社
ブースにお越しください。

（株）日本コーイン

2018 年大阪府北部地震と西日本豪雨を経
験した弊社が、防災士監修のもと本当に必
要とした防災グッズの提案。

リースキン

自動開閉式サニタリーボックス、シートク
リーナー、アロマなどのトイレ商品で快適な
トイレ空間を提供します

STEM教育 EXPO 特別講演

プログラミング教育

東京大学／慶應義塾大学
教授（前 文部科学大臣補佐官）
鈴木 寛

〒163-0570 東京都新宿区西新宿 1-26-2
新宿野村ビル 18 階
E-mail：stem@reedexpo.co.jp
TEL： 03-6625-7680（受付時間：9：00〜18：00 土日祝除く）
FAX：03-6625-7681

受講無料

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

ライフイズテック（株）取締役
讃井 康智

3

関西

AI 特別講演

AI-S 9月25日［水］13：30～14：15

受講無料

4

関西

政府が大学・小中高での

〜教育関係者が知っておくべき
ＡＩ
・人工知能 基礎講座〜

5

関西

教育ITソリューション EXPO 特別講演

本セミナーは、
「小・中・高校、教育委員会、塾・予備
校・各種スクールの教育関係者限定」のセミナーとな
ります。あらかじめご了承ください。
受講のお申込は ▶www.edix-osaka.jp/seminar_TL/

TL-1 9月25日［水］13：30～14：15
タブレットＰＣ・
ＩＣＴを使った探究学習

−「主体的・対話的で深い学び」のために

Classi（株）

TL-2 9月25日［水］15：15～16：00
2020年小学校理科教科書にアーテックロボ掲載！
掲載に沿ったアーテックロボ使用の模擬授業

（株）アーテック

【 STEM教育】

〜課題と今後の展望〜

NPO法人 みんなのコード 代表理事

東京学芸大学 大学院教育学研究科 教授
大谷 忠

利根川 裕太

受講無料

TL- 4 9月27日［金］13：30～14：15
リアルタイムで共同作業！
主体的・対話的で深い学び（アクティブ・ラーニング）の模擬授業
Google for Education

TL-5 9月27日［金］15：15～16：00
低学年向けロボットプログラミング講座
〜回る 回る！コーヒーカップ〜
（株）学研エデュケーショナル

S-1 9月25日［水］11：45～12：30 【入試改革に備える英語教育】 S-2 9月25日［水］15：15～16：00【塾・予備校の動き】 S-3 9月26日［木］9：30～10：15【大学入試改革（文科省）】 S- 4 9月26日［木］15：15～16：00

4技能（聞く、話す、読む、書く）を伸ばす
英語の学び方・教え方

『合格力』
と
『学び続ける力』の育成
〜河合塾実施の共通テスト対策
イベント結果から見えた課題〜

（一財）実用英語推進機構 代表理事
安河内 哲也

学校法人河合塾 副理事長
河合 英樹

S-5 9月27日［金］9：30～11：00
NECが語る「これからの学びを変える

【 NEC・富士通のビジョン】

富士通が語る
これからの学校・教育ICT化ビジョン

エビデンス（合理的根拠）に基づく
教育ICTとは」

6

関西
ED-1

9 月 25日［水］11：45～12：30【 ICT活用最前線①】

ED-3

9 月 26日［木］15：15～16：00【 ICT活用最前線②】

日本の学びを変えていく

〜埼玉県と町田市の最新教育事例〜

〜今、奈良県で起きていること〜

奈良県立教育研究所 教科・情報研究部 主幹
小崎 誠二

埼玉県 教育局 県立学校部 高校教育指導課 兼 主幹教諭 髙井 潤
町田市教育委員会 学校教育部 指導課 指導室長 兼 指導課長 金木 圭一
Google Japan Google for Education マーケティング統括部長 アジア太平洋地域 スチュアート ミラー

ED-2 9月26日［木］10：00～10：45【アクティブラーニング】 ED- 4 9月27日［金］11：45～12：30【学校における働き方改革】
教育界のノーベル賞「世界の教員１０人」
教職員一人あたり年間 162.6 時間の
に選ばれた教師が語る！
省力化を実現！
―アクティブラーニングを使った「使える英語」を育てる授業とは？

スマートシティ西条の「働き方改革」とは？

立命館小学校 ICT教育部長
正頭 英和

関西

働き方改革 特別講演

愛媛県西条市 総務部 ICT推進課 副課長
渡部 誉

最新情報詳細は ▼

文部科学省 高等教育局 大学振興課
大学入試室 室長
錦 泰司

www.edix-osaka.jp/seminar/

S- 6 9月27日［金］11：45～12：30 【志願者を増やす広報戦略】 S-7 9月27日［金］15：15～16：00【吉本興業の教育ビジョン】
吉本興業の新しい教育への挑戦！

知と汗と涙の
近大流コミュニケーション戦略

〜よしもとコンテンツで学びをたのしく〜

近畿大学 総務部長
世耕 石弘

吉本興業（株）社外取締役
坪田 信貴

ED-5 9月27日［金］13：30～15：00
【iTeachers TV LIVE!】教育ICTの先駆者が語る！
ICT活用の落とし穴とは？
大阪大学 教授 岩居 弘樹
情報通信総合研究所 特別研究員 平井 聡一郎
佐賀市立大和中学校 教諭 中村 純一
同志社中学校・高等学校 EdTech Promotions Manager 反田 任
教育ICTコンサルタント 小池 幸司

定員になり次第 申込締切 !
申込み殺到が予想されます。
早急にお申込みください。
受講無料

HS-1 9月25日［水］9：30～10：15【学校における働き方改革①】 HS-2 9月26日［木］13：30～14：15【学校における働き方改革②】

P-S 9月27日［金］13：30～15：00【 ICT活用最前線】

学校における働き方改革

関西10自治体教育委員会が語る
教育クラウド時代への対応

〜中央教育審議会の答申等について〜
文部科学省 初等中等教育局 企画官
常盤木 祐一
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関西

FS-1

教員の働き方改革の必要性と
取組み方
〜公立小中学校10校の好事例〜
（株）ワーク・ライフバランス 代表取締役
小室 淑恵

学校施設・サービス EXPO 特別講演

9月25日［水］13：30～14：15【学校施設総論（文科省）】

今後の小中学校施設のあり方

〜児童生徒の学習・生活の場、教職員の
働く場にふさわしい環境を目指して〜
文部科学省 大臣官房
文教施設企画・防災部 施設企画課 課長
笠原 隆

＜主催＞
＜司会進行＞

近畿ICT教育研究会
園田学園女子大学 人間健康学部 教授
堀田 博史
＜パネリスト＞ 関西 ICT先進10自治体の教育委員会ICT担当

受講無料

FS-2 9月26日［木］9：30～10：30
アクティブラーニングを
効果的に行う教育施設事例の紹介
アイリスチトセ（株）マーケティング本部
教育事業部 マーケティンググループ マネージャー
崔 東珍

ご来場前に下記に全てご記入のうえ、名刺 2 枚を添えて展示会受付に
ご提出ください。引換えに入場者バッジをお渡しいたします。

来場された方には、
今後、
DMや電子メールなどにより、
弊社の展示会・
セミナーの開催案内をさせていただきます。
また、
報告書などに本展の
来場者として氏名を伏せた上で社名、
所属、
役職を掲載することがありま
す。掲載を希望されない場合は次の□にチェックを入れてください。 □
日本展示会認証協議会による展示会来場者数の認証のため、
来場確
認のお電話をさせていただく場合があります。
弊社は個人情報について細心の注意を払っています。弊社の方針は
ホームページ
（https://www.reedexpo.co.jp）
をご覧ください。
本展は商談のための展示会ですので、
学生の方および18歳未満の方の
ご入場はお断りします。

1. あなたの職業は？
（あてはまるものに１つだけ□ 印を付けてください。）
●

ED- 6

【 ICT活用最前線③】

8 特別パネルディスカッション

受講無料

来場者登録欄

講師選定中

教育ITソリューション EXPO 専門セミナー（研修会）

ＩＣＴ活用指導力・整備率全国最下位から
最先端の教育環境へ

7

大学入学者選抜改革の動向

富士通（株）文教ビジネス推進統括部
シニアディレクター
佐伯 敦

日本電気（株）執行役員
林 良司

9 月 26日［木］13：30～14：15

ライフイズテック（株）

〜今からでも始めたい小学校プログラミング直前対策〜

宮城教育大学 技術教育講座 教授
安藤 明伸

国立情報学研究所・総合研究大学院大学 教授
山田 誠二

【事前申込制】

受講無料

ディズニー・プログラミング学習教材「テクノロジア魔法
学校」を活用した、中高生向けプログラミング授業

デジタルハリウッド大学大学院 教授
佐藤 昌宏

STEM教育 EXPO 専門セミナー（研修会）

〜
『プログラミング的思考』
を育成するための
小・中学校における課題〜

模擬授業体験セミナー

TL-3

文部科学省 初等中等教育局
情報教育・外国語教育課 情報教育振興室 室長
折笠 史典

M-1 9月25日［水］13：30～14：15【プログラミング教育実践例】 M-2 9月26日［木］13：30～14：15【プログラミング直前対策】 M-3 9月27日［金］10：00～10：45
プログラミング教育の現状と展望
必修化まであと半年
STEM教育の重要性とは？

【 AI基礎講座】

AI教育強化の方針を決定

卒業用品を中心に学校様のニーズに合わせ
て多くの商品を納めてきました。ぜひ弊社
ブースにお越しください。

（株）rise view

（独）日本学術振興会 顧問／内閣府
人工知能戦略実行会議 座長
安西 祐一郎

お問合せ 主催者 リード エグジビション ジャパン（株）
関西 STEM 教育 EXPO 事務局

MS-1 9月25日［水］11：45～12：30【プログラミング教育・IT】 MS-2 9月25日［水］15：15～16：00【教育ICT動向（経産省）】 MS-3 9月26日［木］11：45～12：30【プログラミング教育（文科省）】 MS- 4 9月26日［木］15：15～16：00【 EdTech（エドテック）】
情報活用能力の育成における
2040年の未来から逆算する
Society5.0と「未来の教室」
EdTechが変える教育の未来
プログラミング教育
令和時代に必要なIT/

インスタイル（株）

毎年最新のデザインを取り入れ、リーズナ
ブルでかつ高品質な式典用コサージュを製
造販売しています。

〜今、求められる小・中・高校・大学の
教育改革〜

文部科学省 初等中等教育局
情報教育・外国語教育課 課長
髙谷 浩樹

体育館の空調は強力スポットエアコン
「スポットバズーカ」で快適空間

（株）いけうち

受講無料

今後の展望

LOCKNCHARGE ＜オーストラリア＞
独自のバスケット方式でモバイル機器の配
布・回収時間を短縮できる充電カートおよ
び充電保管庫です。

学校・教育 総合展 基調講演

※ 敬 称 略 。録 音 、写 真・動 画 撮 影などは一 切 禁 止させていただきます 。 講 師 、プログラム内 容の一 部が変 更となる場 合がございます 。
なお、掲 載 枠 上 講 師の役 職・所 属を省 略させていただいている場 合もございます 。 あらかじめご了承ください 。

K-1 9月26日［木］11：45～12：30【教育ICT動向（文科省）】 K-2 9月26日［木］13：30～14：15【どうなる？ＡＩ教育の展望】 K-3 9月27日［金］13：30～14：15 【 AI時代の教育】
教育の情報化の最新動向と
AI戦略と大学教育：今後の展望
AI時代の教育

ラインズ（株）

日本イーラーニングコンソシアム （株）イーズ
e ラーニングの普及・推進を行っている NPO

関西

マイクロラーニングコンソシアム

理究
私達が目指すのは、
「誰でも簡単に WEB 学習 （株）
環境が構築できる e ラーニングシステム」です。
幼児教育から大学受験まで、40 年に及び、
子どもたちの未来創造を支援する教育コン
チエル（株）
テンツ・サービスを提供。
私たちチエルは、子供たちの未来のために
世界中の先生の授業を ICT で支えます。
理想科学工業（株）

ンで学ぶ「高品質」ビジネス日本語サービス
をご紹介します。
近大附属中高や清教学園、浪速学院など、
全国 150 校以上の学校に導入されている （株）
フルノシステムズ
AI×アダプティブ教材です。
ICT 授業に最適なアクセスポイント。タブ
レットの多台数接続と安定通信を実現。無
（株）駿台教育研究所
線 LAN 提案で 35 年の実績。
「伝統と実績の１００年。未来へつなぐ愛情
（株）プロンテスト
教育」
四技能に効果絶大！
「正しい音読」学習者の
千（株）
発音リアル判定、口の中から具体的に発音
の指導をする教材ソフト
先生のアルバムや写真業務負担を大幅削減

（株）すららネット

塾向け IT ツール「Comiru（コミル）」をサー
ビス展開。大手から小規模塾まで全国 800
教室で導入実績あり。
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詳細・お申込みは Web へ
▶ www.edix-osaka.jp/seminar/

【学校施設の改革】

初等教育の学びを変える
アクティブラーニングをつくる
空間と授業形態とは？

（株）オカムラ フューチャーワークスタイル戦略部
はたらくの未来研究所 副所長
森田 舞

高大接続改革の課題と現状

関西学院大学
アドミッションオフィサー 学長室（学長特命業務担当）
尾木 義久

ED-7 9月26日［木］11：45～12：30【大学におけるAI教育】

●

●

●

www.edix-osaka.jp/seminar/

受講料金 1 2 3 5 7 8 9
無 料
（税込）
9月20日［金］まで 4,000円／枚
46
9月21日［土］以降 5,000円／枚
電話によるお申込みは、承っておりません。 受講日間際の
お申込みは、受講券を送付いたしません。E-mail または FAX
にて「受講券引換状」をお送りいたしますので、当日セミナー
受講券引換所にてご提示ください。
4 6 のセミナーはお申込後のキャンセル、変更は一切お受け
できませんので、ご了承ください。ご本人が受講できない場合
は代理の方の出席をお願いいたします。

関西

学校・教育 総合展 セミナー事務局

E-mail：edix-con@reedexpo.co.jp
TEL：03-5259-9056（受付時間：10：00〜18：00 土日祝除く）
FAX：03-3295-7007（24 時間受付）

大学
大学／短大
□ 3．

●

中学校／高等学校
□ 5．

塾・予備校
塾／予備校
□ 6．

専門学校・教育機関
専門学校
□ 7．
幼稚園／保育園
□ 9．

語学スクール／カルチャースクール
□ 8．
図書館
その他教育関係者
□ 10．
□ 11．

学校向け流通
学校専門販売業者
□ 12．

（書店、文房具店、事務機器ディーラー、各種小売・卸業者など）

〜埼玉工業大学の先進事例について〜

セミナー受講のお申込みは

●

自治体
□ 2．

小・中・高等学校
小学校
□ 4．

大学におけるＡＩ教育とは

埼玉工業大学 工学部 情報システム学科
画像認識工学研究室 教授
渡部 大志

教育委員会・自治体
教育委員会
□ 1．

9月25日［水］15：15～16：00【高大接続と入試改革】

〜文部科学省「大学入学選抜改革推進委託事業
（調査書の電子化）」とeポートフォリオ〜

大 学 コース

提供します。
• ホスティング：ラック環境と併せてサーバーや
ネットワーク機器も提供します。
• SINET5 接続サービス：大学間の学術情報ネッ
トワーク“SINET5 をご活用いただけます。

STEAM 教育用ドローン「Tello EDU」は、
Scratch、Python、IchigoJam などで

（株）アルファシステムズ

▶

小 中 高 コース

お客様のご要望に応じた基盤環境やサービ
スを提供しております。AiR-Cord の開発
基盤を提供しております。
• ハウジング：データセンター内のラック環境を

DJI 認定ストア大阪・深空（株）

最新の出展社・製品などの詳しい情報は

セミナー プログラム 【事前申込制】

▼

出展社・製品一覧

下記の出展社一覧は 会期 約 4 カ月前のものです。最新の出展社一覧は随時ホームページにて公開します。
なお、開催時には増減する可能性があります。
（2019 年 5 月 21日現在）

●

教材・コンテンツ
教材コンテンツ
□ 13．

●

各種教材
□ 14．

出版社
□ 15．

通信機器
□ 17．

ハードウェア
□ 18．

ICT・通信機器関連
．
ＣＴ機器
□ 16Ｉ

● ソフトウェア・SI

ソフトウェア
□ 19．
●

●

SIer
□ 20．

法人・官庁
企業の人事、
研修、
総務部門 □ 22 ．
企業の情報システム部門
□ 21 ．
企業の営業部門
官庁
□ 23 ．
□ 24 ．
研究機関
マスコミ
□ 25 ．
□ 26 ．
その他法人
□ 27 ．
建設・設計会社

建設会社／ゼネコン
□ 28．
●

建築事務所／設計会社
□ 29．

施設管理・運営会社
施設管理・運営会社
□ 30．

2.次回（2020年開催） 関西 STEM教育 EXPOの出展について

次回の出展を検討したいので、展示会出展案内資料（無料）を
□ 1．
送付してほしい。

次回の出展の申込みをしたいので、連絡がほしい。
□ 2．

PK1
sample

