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拝啓

2019年に開催いたします TEDxOtemachiEDカンファレンスへのご招待についてご説明させ

ていただきます。

TEDxEDはTED (www.ted.com) のグローバルな牽引のもと、 TEDxOtemachiが東京で開

催するカンファレンスです。私たちの使命は、世界で活躍する様々な考えを持つ人々の発信

する革新的なアイディアや先進的な知識を世の中に広め、世界中のコミュニティにポジティブ

な影響を与えていくことです。

このイベントは、暫定的ではありますが、 2019年9月に開催する予定です。

TEDxOtemachiED2019は学びについて深い関心のある方々と学習や教育の未来につい

てディスカッションし、それらのアイディアを世界中のコミュニティに発信する機会を提供いた

します。今年のテーマは「 Learning That Matters」です。TEDxOtemachiEDは幅広い分野の

学習者、教育者、イノベーターの方々に教育と学びについて講演していただきます。教育ー

それは私達人間社会における最も重要な活動の一つです。生涯学習のための自己学習の

方法、カリキュラムや教育方法においてのイノベーション、教育テクノロジー、学習スペース

デザイン、サステイナブルな未来を目指す教育等、様々なアイディアを探求します。予測でき

ない変化や危機、またはチャンスなどに面する今、教育と学びの意味を問うことが求められ

ています。

   
貴方のプレゼンテーションは、革新的なアイディアを共有し、持続可能な明るい未来を切り拓

いていくための行動を促す、聴衆にとって意義深いものになると考えております。なお、プレ

ゼンテーションの長さは最大 18分です。

他ならぬTEDxで講演することのもう 1つの利点は、プレゼンテーションの動画が youtube上
で、そして恐らくはwww.ted.comで視聴できるようになることです。テレビ制作品質で記録さ

れるその動画は、何百万ものオーディエンスを獲得することになるかもしれません。

例として、TEDの興味深い動画をご紹介いたします。

Simon Sinek | How great leaders inspire action 

私たちは貴方がゲストスピーカーとして、 TEDxOtemachiの一員となることを心より願ってお

ります。詳しくはTEDxOtemachiライブスピーカーガイドライン  をご覧になるか、  
TEDxOtemachiオーガナイズチームにお問い合わせください。

敬具

Van Nguyen
リードオーガナイザー＆キュレーター

Eメール：van@tedxotemachi.com 
電話番号：070 4021 9700

http://www.ted.com
http://www.ted.com
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TEDについて

TEDは、Ideas Worth Spreadingを専門とする非営利団体です。それは、テクノロジー、エン

ターテイメント、デザインの3つの世界からの人々をまとめる会議として米国で1984年に始まり

ました。それ以来、TEDはトピックの範囲を広げ、様々なイニシアチブ、特にTEDxEventsを通

じてグローバルに活動をしてきました。

これまで、アイデアを広めるというその目的を果たすために、選ばれたTEDトークは世界中で

www.ted.comとwww.youtube.com/TEDtalksDirectoを通して記録され、公表されています。

多くのアイデアが世界中の人々の心を変える様々なアイデアを伝えています。

TEDx EDについて

TEDx EDは教育や学びに携わる様々な方々が集まり、教育と学びの未来について語るTEDx
のイベントです。例として、57,000,000回以上視聴されたこちらの動画をご紹介いたします。

Sir Ken Robinson | Do schools kill creativity? 

会場では公式のTED Talks（講演動画）を視聴し、地元のコミュニティからライブスピーカーやパ

フォーマーを招き、講演していただきます。幅広いバックグラウンドをもつ聴衆は講演者の方々

と共にディスカッションを作り上げていきます。

私たちTEDxOtemachiのチームメンバーはTEDxのイノベーションの理念のもとに集まった熱

意のある若手プロフェッショナルです。この度、日本・東京でTedxEDイベントを開催するにいた

りました。当社に関する詳細情報は、www.tedxotemachi.comおよび

https://www.ted.com/tedx/events/34908にございます。

http://www.ted.com
http://www.youtube.com/TEDtalksDirector
https://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity
http://www.tedxotemachi.com
https://www.ted.com/tedx/events/34908


イベントの目的

教育や学びの未来を、より持続可能で楽しいものに大きく推進する革新的なアイデアを共有

し、思考を深めるための可能性を模索します。

概要

● 画期的な教育者や学習者のためのプラットフォームを作成し、これからの教育テクノロ

ジー、科学、学習スペースデザイン、教育システム、意義の探求、そして教育と学びを

形作る哲学に関するアイデアを効果的に共有します。

● 先駆者がアイデアの普及を通じて人々の行動（人道性、研究、起業家精神）を刺激する

ことを可能にします。

● 一流のイノベーター達をお互いに、そして将来のイノベーターと結びつけて、革新的な

エネルギーと未来の結果を倍増させます。

イベント

私たちのイベントには2つの要素があります。

● TEDが公開している教育と学びに関するTed talks（講演動画）の視聴。

● 優れたゲストスピーカーの方々によるライブトーク＆パフォーマンス。 TEDxのプレゼン

テーションは最大約18分です。例についてはwww.ted.comをご覧ください。

イベントアジェンダについては次のページをご覧ください。

 

http://www.ted.com


アジェンダ

セッション 目的 関連分野

人はどのように
して学ぶのか

幼児はいつ学び始めるのか？大人が学び続ける
ためにはどうするべきか？専門家はどう学び、そ
れは非専門家の学び方とは違うのか？バイリンガ
ルやマルチリンガルの人の学習能力はモノリンガ
ルと比べて高いのか？脳と学習についての最新
の研究はこれらの問いにいくつかの答えを提示し
ています。これらの研究は、人が学習するときに
脳神経科学上では何が起こっているかということ
や文化が学習に与える影響など、学ぶ・知るとは
一体どういうことなのか、などの問いを幅広い視点
から解き明かします。

人類学, 神経科学 , 心
理学, 社会学, etc.

教育・学びの方
法を再考する

もしも教育と学びが現在の複雑に絡み合う、テクノ
ロジー主導の世界への知見を促し、様々な課題に
取り組む手助けをするものならば、それは教育法
や研究、革新的な学び方に基づいたものでなけれ
ばいけません。今、まさに教育や学びの方法を再
考する時です。

学習スペースデザイン , 
教育テクノロジー , カリ
キュラムデザイン , 教育
学,　 教授法 , デザイン
思考,自己学習  etc. 

教育の役割と未
来の卒業生たち

教育の役割とは何か？教育機関や社会とその中
に存在する様々なコミュニティーは 様々な教育の
役割を提示してきました。それはキャリア発達、市
民社会への参加、倫理的な決定ができ内省的な
考えができる大人を育てる、多元的で多様な社会
の中で共通する経験の捜索や、個々の学びの促
進など、教育の役割は多岐にわたります。
世界が複雑に発達し変化していく中、 教育に携わ
る個人や団体が未来を戦略的に形づくり、個々の
成長を促せるように、想像力をもって
教育の役割や未来に必要な知識・スキルを今一
度定義することが求められています。

教育理念 , 教育哲学 , 
人類学, メディア, アー
ト, 文化, サステナビリ
ティ教育, グローバル・
シティズンシップ , 非営
利団体　etc.



TEDx トークのガイドライン   

規則
 

● プレゼンテーションは18分以下にしてください。

● 内容はオリジナルのもので、他者の引用は適切に行ってください。

● 内容は著作権法に準拠している必要があります。

● 業界用語をなるべく避け、製品販売および自身や自社の宣伝活動は絶対にし

ないてください。

● トーク内の主張はすべて確証できるものでなければなりません。

● 先導的な政治や宗教の政策を推し進めたり、「我々」対「彼ら」のような二極化

する言葉を使用したりしないでください。

● 講演者は責任をもって、キュレーションチームとプレゼンテーションを作り上げて

ください。トークの内容、台本、講演スライドの制作と編集へのご協力、及びトー

クスタイルのコーチング、リハーサルに必ずご参加くださいますようお願い申し

上げます。

講演のガイドライン        

すべてのTEDトークが目標とするところは、単に話をして刺激を与えるだけでなく、ある

構想を効果的に伝えることです。

● 構想 --構想はすべて、新しく、現実的で、重要な（あるいは少なくとも興味をそそ

る）ものであるべきです。

● 概要＋台本 --視聴者に関心を持たせ、明確に確信をもって構想を説明し、エビ

デンスを示し、その構想がなぜ妥当なものであるかを説明し、最後に、視聴者

がその構想を受け入れた場合どのような影響があるかを訴えましょう。

● スライド --スライドは気を散らすことにもなり得るため、簡潔に視覚的に示すほう

が話し言葉よりも明確に情報を伝えられる場合にだけ活用しましょう。

 

素晴らしいTEDxトークをするために

素晴らしいトークをするためのコツを以下の動画でご覧ください。

TED's secret to great public speaking | Chris Anderson

How to give a great talk in less than 5 minutes | TEDxParis

 

https://www.youtube.com/watch?v=-FOCpMAww28
https://www.youtube.com/watch?v=gzdadZQtQkc


お問い合わせ

このようなイベントの貴重な機会について一度お話させて頂きたく、お会いできます事

をを楽しみにしております。

VAN NGUYEN
Lead Organizer & Curator 
Email:  van@tedxotemachi.com
Phone: 070 4021 9700 

DIEGO FUERTE SANZ
Curator & External Relations
Email:  diego.fuerte@tedxotemachi.com
Phone: 080 4909 0047

HAYASHI SUMIRE (SANDY) 
Curator
Email:  shayashi@tedxotemachi.com
Phone:  080 9185 5719

Thank you very much for your time and consideration!

TEDxOtemachi キュレーションチーム
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