教育旅行シンポジウム開催一覧
（敬称略）
回
第
15
回

開

催

内

容

主題：「ＩＣＴを活用した教育旅行～新学習指導

パネルディスカッション

要領にいう「深い学び」につなげるために～」

清水

団（城北中学校・高等学校ＩＣＴ委員長）

日時：令和元年 8 月 22 日（木）

山﨑

良（三重県松坂市立三雲中学校 研修主任）

会場：日本科学未来館未来館ホール

井上

幸治（奈良県県土マネジメント部まちづくり

報告：月刊「教育旅行」2019 年 11 月号に掲載

推進室平城宮跡事業推進室

藤田

室長補佐）

千織（東京国立博物館博物館教育課

基調講演：赤堀 侃司

教育普及室長）

小野田 一樹（株式会社 JTB 教育事業ｿﾘｭｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ

（一社）日本教育情報化振興会会長
東京工業大学名誉教授

営業開発ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ）

コーディネーター
竹内

第
14
回

秀一(公益財団法人日本修学旅行協会 理事長)

主題：
「深い学び」につながる教育旅行での体験プ

パネルディスカッション

ログラムとは～新学習指導要領の方向性を踏ま

仙田

直人（品川女学院 校長）

えて～

稲垣

良治（愛知県西尾市立東部中学校 校長）

日時：平成 30 年 8 月 24 日（金）

河原

和夫（阿納体験民宿組合(福井県小浜市)代表）

会場：日本科学未来館

国仲

瞬（株式会社がちゆん

報告：月刊「教育旅行」2018 年 11 月号に掲載

牧野雄一郎（㈱JTB 企画開発ﾌﾟﾛﾃﾞﾕｰｽｾﾝﾀｰ

代表取締役社長）

企画開発課教育企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾁｰﾌﾏﾈｰｼﾞｬｰ）
基調講演：
「今後の教育旅行の在り方について」
坪田 知宏（文部科学書初等中等教育局

コーディネーター
竹内

秀一(公益財団法人日本修学旅行協会 理事長)

児童生徒課長）

第
13
回

主題：「新学習指導要領のもと教育旅行はどこに

パネルディスカッション

向かうか」

芝

浩司（大阪府立大手前高等学校長）

日時：平成 29 年 8 月 22 日（火）

亀澤

信一（東京都狛江市立狛江第三中学校長）

会場：江戸東京博物館ホール

青木

淑子（NPO 法人富岡町 3･11 を語る会 代表）

報告：月刊「教育旅行」2017 年 11 月号に掲載

清水

公一（一般社団法人信州いいやま観光局
営業企画課

基調講演：
「今後の教育旅行の在り方について

石川 雅朗（ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ長崎ｸﾞﾗﾊﾞｰﾋﾙ

～新学習指導要領の実施を見据えて～」
坪田 知宏（文部科学省初等中等教育局
児童生徒課長）

営業係長）

ﾌﾛﾝﾄｵﾌｨｽ ｼﾆｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ）
コーディネーター
竹内

秀一(公益財団法人日本修学旅行協会 理事長)

公益財団法人日本修学旅行協会

第
12
回

主題：
「訪日教育旅行の進展に向け、受入体制をい

パネルディスカッション

かに整えるか～海外修学旅行も視野に入れて～

星野

喜代美（文教大学附属中学校・高等学校
前校長 現ｼﾆｱｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ）

日時：平成 28 年 8 月 23 日（火）
会場：江戸東京博物館ホール

栗原

峰夫（横浜市立横浜ｻｲｴﾝｽﾌﾛﾝﾃｨｱ高等学校校長）

報告：月刊「教育旅行」2016 年 11 月号に掲載

井川

博行（長崎県観光振興課 企画監）

櫻井

紀彦（和歌山県商工観光労働部観光局

基調講演
小堀 守（日本政府観光局 理事）

観光交流課

課長）

松村 幸博（㈱JTB ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｾｰﾙｽ国際交流ｾﾝﾀｰ
ｾﾝﾀｰ所長）
コーディネーター
竹内

第
11
回

秀一(公益財団法人日本修学旅行協会 理事長)

主題：「課題解決学習に役立つ教育旅行をいかに

パネルディスカッション

作り上げ推進するか

千葉

正法（東京都多摩市立東愛宕中学校長）

日時：平成 27 年 8 月 25 日（火）

松浦

明伸（愛知県江南市立北部中学校長）

会場：江戸東京博物館ホール

中家

健（東京都立小石川中等教育学校主幹教諭）

報告：月刊「教育旅行」2015 年 11 月号に掲載

押田

栄司（北海道別海町ｸﾞﾘｰﾝﾂｰﾘｽﾞﾑﾈｯﾄﾜｰｸ事務局長）

山下

美晴（京都府舞鶴引揚記念館館長）

冨満 哲夫(宮崎県北きりしま田舎物語推進協議会会長)
コーディネーター
竹内

第
10
回

秀一(公益財団法人日本修学旅行協会 理事長)

主題：
「ふれあい体験、教育旅行の質的転換を目指

パネルディスカッション

して」

川瀬

日時：平成 26 年 8 月 26 日（火）

亀澤

信一（東京都立稲木市立稲木第二中学校長）

会場：江戸東京博物館ホール

佐藤

和彦（みやぎ教育旅行ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ支援ｾﾝﾀｰ長）

報告：月刊「教育旅行」2014 年 11 月号に掲載

多田

喜一郎（石川県春蘭の里実行委員会事務局長）

早川

雅樹（公益財団法人島根県観光連盟

徹（東京都立村市村山高等学校長）

教育旅行誘致ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ）

コーディネーター
竹内

第
９
回

秀一(前東京都立石神井高等学校長)

主題：「教育旅行をめぐるニューツーリズムの現

パネルディスカッション

状と課題」

須田

日時：平成 25 年 8 月 23 日（金）
会場：江戸東京博物館ホール
報告：月刊「教育旅行」2013 年 11 月号に掲載

寛（東海旅客鉄道株式会社相談役
日本商工会議所観光委員会協働委員長）

丁野

朗（公益財団法人日本観光振興協会

常務理事・総合研究所長/多摩大学大学院客員教授）

竹内
前田

秀一（東京都立石神井高等学校長）
勉（大阪青陵中・高等学校入試広報部相談役
元大阪府立中学校長会会長）

出口

高靖（一般社団法人全国農協観光協会
子ども交流ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事務局長）

米田

徹（糸魚川市長
NPO 日本ｼﾞｵﾊﾟｰｸﾈｯﾄﾜｰｸ理事長）

コーディネーター
河上

一雄(公益財団法人日本修学旅行協会 理事長)

公益財団法人日本修学旅行協会

第
８
回

主題：「修学旅行を中心とした教育旅行の海岸と

パネルディスカッション

展望」

仙田

直人（東京都立三鷹中等教育学校

日時：平成 24 年 8 月 24 日（金）

・三鷹高等学校長）

会場：ホテルグランパレス

小川

達夫（東京都立板橋区立板橋第五中学校長）

※創立 60 周年記念シンポジウム

小椋

唯一（教育旅行誘致の観光カリスマ）

報告：月刊「教育旅行」2012 年 11 月号に掲載

九鬼

令和（京都市産業観光局観光 MICE 推進室
MICE 戦略推進担当部長）

土井
山﨑

正隆（社団法人長崎県観光連盟専務理事）
誠（株式会社ｼﾞｪｲﾃｨｰﾋﾞｰｸﾞﾙｰﾌﾟ本社
旅行事業本部教育旅行担当部長）

コーディネーター
河上

第
７
回

一雄(財団法人日本修学旅行協会 理事長)

主題：「訪日教育旅行のいっそうの親展をどう図

パネルディスカッション

るか」

范

巨灵（中国国家観光局首席代表）

日時：平成 23 年 8 月 23 日（火）

權

炳典（韓国観光公社東京支社部長）

会場：江戸東京博物館ホール

星野

喜代美（東京都立白鷗高等学校長
・付属中学校長）

報告：月刊「教育旅行」2011 年 12 月号に掲載
京田

伸吾（長野県須坂東高等学校長）

牧野

文成（財団法人群馬県観光国際協会事務局長）

土井

正隆（社団法人長崎県観光連盟専務理事）

コーディネーター
河上

第
６
回

一雄(財団法人日本修学旅行協会 理事長)

主題：
「教育旅行の受入にあたり、いかに地域等の

パネルディスカッション

“教育力”を高めるか」

皆川

雅仁（秋田県教育庁生涯学習課副主幹

日時：平成 22 年 7 月 23 日（金）

兼社会教育班長）

会場：江戸東京博物館ホール

高橋

報告：月刊「教育旅行」2010 年 11 月号に掲載

鎌田 光記（ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ政府観光局ﾏﾈｰｼﾞｬｰ）
今村

晃（新潟県胎内市教育委員会学校教育課長）
公彦（社団法人信州・長野観光協会
商品企画部長兼ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部長）

コーディネーター
河上

第
５
回

一雄(財団法人日本修学旅行協会 理事長)

主題：「新学習指導要領のもと教育旅行は今後ど

パネルディスカッション

のように展開するか」

川邉

重彦（元武蔵野市教育長）

日時：平成 21 年 7 月 24 日（金）

黒田

忠一（大阪府豊中市立第二中学校長

会場：江戸東京博物館ホール
報告：月刊「教育旅行」2009 年 11 月号に掲載

元大阪府立公立中学校長会会長）

竹内

秀一（東京都立練馬工業高等学校長

東京都公立高等学校長協会修学旅行実行委員会専門員）

講話
宮崎

克志（文部科学省初等中等局視学官）

荻原

育夫（長野県飯山市観光協会事務局長代理）

小野

治幸（有限会社セッション取締役）

コーディネーター
河上

一雄(財団法人日本修学旅行協会 理事長)

公益財団法人日本修学旅行協会

第
４
回

主題：
「産業観光を通して、いかにキャリア教育を

パネルディスカッション

進めるか」

須田

寛（東海旅客鉄道株式会社相談役）

日時：平成 20 年 8 月 27 日（水）

高橋

誠（株式会社創造開発研究所所長）

会場：東京国立博物館（平成館大講堂）

稲葉

薫（全国農業協同組合中央会地域生活部
食農・暮らしの対策室次長）

基調報告：
「キャリア教育と特別活動」
高橋 誠（創造開発研究所

小島
所長）

服部

澄子（宮城県多賀城市立東豊中学校教務主任）
滋（三重大学教育学部附属中学校
3 学年主任）

コーディネーター
河上

第
３
回

一雄(財団法人日本修学旅行協会 理事長)

主題：産業観光と教育旅行～体験とものづくりか

パネルディスカッション

ら学ぶ」

金澤

利明（東京都立小石川高等学校副校長）

日時：平成 19 年 8 月 24 日（金）

瀬戸

博臣（神戸市立鴨台中学校長）

会場：東京国立博物館（平成館大講堂）

須田

寛（東海旅客鉄道株式会社相談役）

宇佐美 健次（北九州市総務観光部観光課長）
報告：月刊「教育旅行」2007 年 11 月号に掲載

染谷

恵司（墨田区地域振興部産業観光推進会議
専門委員）

神田

昭平（NPO にいがた奥阿賀ﾈｯﾄﾜｰｸ事務局長）

コーディネーター
河上

第
２
回

一雄(財団法人日本修学旅行協会 理事長)

主題：
「教育旅行における体験学習の充実をどう図るかパートⅡ」
日時：平成 18 年 8 月 25 日（金）
会場：江戸東京博物館ホール
報告：月刊「教育旅行」2006 年 11 月号に掲載

第
１
回

主題：
「教育旅行における体験学習の充実をどう図るか」
日時：平成 17 年 8 月 23 日（火）
会場：江戸東京博物館ホール
報告：月刊「教育旅行」2005 年 11 月号に掲載

※掲載している内容は、開催当時の内容となります。講演者・パネリスト等の役職についても、講演当時のものです。
※一部開催の様子は、月刊「教育旅行」に掲載。

公益財団法人日本修学旅行協会

