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教職員の方を対象した
NEXT Education 2017 セミナーのご案内

高校生に求められる学び
～激変する社会から必要とされるチカラとは～
3 月 18 日（土）14：00～17：00
愛知学院大学 名城公園キャンパスにて
株式会社ＪＴＢ中部（本社：名古屋市中村区・代表取締役社長：松本博）は、愛知学院大学との共催で、
「高校生に求められる学び～激変する社会から必要とされるチカラとは～」をテーマに、教職員向けセミ
ナーを実施いたします。
今年で３回目の開催となる今回は、学習指導要領改定を始め教育全体が大きく変化する中で、学校では何
を教えていくべきか、また著名な知識人による教育への考え方を、教職員の皆様に学んでいただき、教育
現場でご活用いただくことを目的としています。
講演者には東大名誉教授の養老孟司氏と、文部科学省の大杉住子氏をお迎えします。また、愛知学院大
学のキャリアラウンジ室長の木林利行様より、
「いまどきの企業が求める人物像」をテーマとしたセッショ
ンも予定しています。
教職員の皆様及び教育委員会、学事課など教育に携わる方々のご参加をお待ちしています。

セミナー実施要項
会場 ：愛知学院大学 名城公園キャンパス キャッスルホール 1 階「明倫」
日時 ： 3 月 18 日（土）14：00～17：00 （開場 13：30～）
セミナー終了後、希望の方にはキャンパス見学を予定しています。

ｾﾐﾅｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：講演 1 部

学習指導要領改訂動向と中央教育審議会での経過と
今後の方向性について
講演者
大杉 住子氏（文部科学省 初等中等教育局 教育課程課 教育課程企画室長）
講演 2 部 変化し続けるグローバル社会で、高校生が身につけるべき
チカラとは
講演者
養老 孟司氏（東京大学 名誉教授）
入場料 ： 無料
募集人員：100 名様 ※予約制
申込み方法：別紙申込書にてお願いいたします
お問い合わせ先
ＪＴＢ中部本社

℡：０５２－５８２－９４８１

報道機関の皆様
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営業推進課

藤原

『NEXT Education 2017』セミナー ご案内
【主催】株式会社ＪＴＢ中部

学校の経営層・管理職・教職員の皆様への有用な情報のご提供を目指し、「NEXT Education セミナー」を今年も開
催させていただく運びとなりました。
今回のテーマは、「高校生に求められる学び～激変する社会から必要とされるチカラとは～」と題して、文部科学省
教育課程課企画室長の大杉 住子様より学習指導要領改定経過と今後の方向性について、また東京大学名誉教
授の養老孟司先生より急激に変化する現代社会において高校生が身につけるべきチカラについてお話しいただきます。
教育改革が急ピッチで進むなか、学校経営や教育実践の場でお役立ていただければ幸いです。どうぞ奮ってご参
加下さい。

講演テーマ

講演テーマ

学習指導要領改訂動向と中央
教育審議会での経過と今後の
方向性について

変化し続けるグローバル社会で、
高校生が身につけるべき
チカラとは

大杉 住子氏

養老孟司氏

（おおすぎ すみこ）

（ようろう たけし ）
東京大学
名誉教授

文部科学省
初等中等教育局
教育課程課
教育課程企画室長

平成９年文部省（当時）入省後、学術国際局、国連教育・科学・
文化機関（ユネスコ出向）、大臣官房国際課国際協力政策室、高
等教育局、初等中等教育局を経て平成19年より愛媛県教育委員
会保健スポーツ課長。
以後、生涯学習政策局政策課、在イタリア日本大使館、高等教
育局高等教育企画課を経て現職。

神奈川県鎌倉市出身。東京大学医学部卒業後、 医学博士号を
取得され、東京大学医学部教授に就任。東京大学総合資料館長、
東京大学出版会理事長を兼任。東京大学を退官後は北里大学
の教授を務められ、1998年に東京大学名誉教授となられました。
1989年 「からだの見方」でサントリー学芸賞、2003年発刊の「バ
カの壁」では毎日出版文化賞を受賞。

開催： 2017年 3月18日(土)14:00 ～ 17:00
名城公園キャンパス キャッスルホール１階 「明倫」 ※裏面参照下さい

『NEXT Education 2017』セミナー

セミナープログラム
主催者ご挨拶

14:00

講演１部 14:10

開会 14:00 ※開場 13:30～
株式会社JTB中部
愛知学院大学

閉会 17:00

取締役営業部長 内海 勝仁
学長
佐藤 悦成

学習指導要領改訂動向と中央教育審議会での
経過と今後の方向性について
大杉 住子 氏
新学習指導要領を文部科学省内にて策定、発信をされているお立場からこれまでの経緯、そ
して今後の方向性についてお話いただきます。

15：10～15:25 いまどきの企業が求める人物像
愛知学院大学 名城公園キャンパス事務室キャリアラウンジ室長 木林 利行

休憩 20分

ＪＴＢによるグローバルプログラム紹介

講演2部 15:45

変化し続けるグローバル社会において、
高校生が身につけるべきチカラとは
養老 孟司氏
東京大学名誉教授として現在も多方面でご活躍中の養老孟司氏より、社会全体を俯瞰した「今の
高校生が身につけておくべきチカラ」についてお話いただきます。

17：00～17:15

会場のご案内

愛知学院大学 入試概要説明/その後 キャンパス見学を予定（希望者のみ）

名城公園キャンパス キャッスルホール１階 「明倫」
所在地 ：愛知県名古屋市北区名城3-1-1
アクセス ：地下鉄名城線「名城公園」駅 徒歩１分

キャッスルホール１階 「明倫」

入場料：無料

※予約制

お申込みは別紙（申込書）をご利用下さい。
主催

株式会社JTB中部

http://www.jtb.co.jp/

共催

愛知学院大学

http://www.agu.ac.jp/

お問い合わせ JTB各学校 担当者 ／ JTB中部 本社営業部 営業推進課 担当：藤原 m_fujiwara660@cub.jtb.jp
：篠塚 y_shinozuka067@cub.jtb.jp
TEL 052-582-9481 FAX052-582-0909

『NEXT Education 2017』セミナー

参加申込書

当セミナーへの参加をご希望される場合、下欄に必要事項をご記入頂き、ＪＴＢ貴校担当者へ直接お申込み
または 当セミナー担当者あてに E-mail／ＦＡＸにてご送付お願い致します。
◇開催日時

2017 年 3 月１8 日(土)

開場 13:30 開会 14:00 閉会 17:00

◇会場

愛知学院大学 名城公園キャンパス キャッスルホール１階「明倫」

◇参加費用

無料

◇お申込締切日

2017 年 3 月 6 日(月)

◇定員

100 名

※定員となり次第、締切とさせて頂きます。何卒ご了承下さい。

フリガナ

氏

都道府県

男 □
女 □

名

学校名：

所属・役職等：

Tel：

公立 □
Fax：

私立 □
予約受付完了のご連絡先
（どちらか一方をご記入下さい）

□ E-mail：
□ Fax：

◎ご記入頂きました個人情報は当セミナー申込み以外の目的での使用は致しません。
◎当セミナー終了後、速やかに破棄させて頂きます。

・予約の受付が完了後、弊社(貴校担当者またはセミナー担当者)より

お問い合わせ・申込先

ご連絡致します。
・予約完了後、ご都合によりキャンセルされる場合、担当者へご一報
下さい。
・会場は愛知学院大学 名城公園キャンパス です。愛知学院大学には
キャンパスが複数ございますので、ご注意下さい。
・名刺を１枚ご準備お願い致します。

㈱ Ｊ Ｔ Ｂ 中 部
営 業 部
営業推進課：藤原・篠塚
Tel：0５２－５８２－９４８１
Fax：0５２－５８２－０９０９
ＥMail： m_fujiwara660@cub.jtb.jp

：y_shinozuka067@cub.jtb.jp
営業時間：9:30～17:30
（土日祝休み）

≪ＪＴＢ使用欄≫

日付

セミナーの受付が完了致しました。

Ｎｏ.

担当印

