
 

第９３回学長定例記者会見  お知らせ事項３   

 

平成２９年１１月２７日 

 

大学 ICT 推進協議会 2017 年度年次大会を開催します 

 

 

 広島大学は、一般社団法人 大学 ICT 推進協議会と共催で、大学 ICT 推進協

議会 2017 年度年次大会を以下のとおり開催します。 

 

■日時：12 月 13 日（水）～12 月 15 日（金） 

■場所：広島国際会議場、ANA クラウンプラザホテル広島 

■プログラム：https://axies.jp/ja/conf/conf2017/program を参照ください。 

■主催：一般社団法人 大学 ICT 推進協議会 

■共催：国立大学法人 広島大学 

■後援：文部科学省、広島県、広島市、広島県教育委員会、広島市教育委員会 

 

 同会は、我が国の高等教育機関及び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､経営等の高度化を図り、我が国の教育、学術研究、文化及び

産業の発展に寄与するため、国内の高等教育・学術研究機関間で、各種専門的

情報の提供及び交換を行います。 

 

 2011 年から始まり、第 7 回を迎える今年は、ブース数が過去最多となる

企業展示に加え、2 件の基調講演を含む全体会、一般発表セッション及び企画

セッション等を予定しています。オンラインによる事前申込みは 11 月 30 日

（木）を締切としていますので、早々にご検討の上、多数ご参加いただきます

ようお願いいたします。 

 

■申込み方法：https://axies.jp/ja/conf/conf2017/  を参照ください。 

 

 

【お問い合わせ先】 

 

大学 ICT 推進協議会 2017 年度年次大会事務局 

広島大学財務・総務室情報部情報化推進グループ 担当：谷、三好 

TEL:082-424-4489  FAX:082-424-6020 

E-mail:conf2017-sec@axies.jp 

 



大学 ICT推進協議会
2017年度 年次大会

　参加者募集中！
要参加費・11月 30日までWebサイトにて受付中。

　AXIES2017 開催概要
■ 基調講演

■ 一般発表セッション （口頭発表 93件 /ポスター発表 37件）
　　ICTを活用した授業実践や、システム構築などについて一般公募した演題です。

■ 企画セッション（17件）
　　AXIES の各部会が中心となり、90分間で１つのテーマに絞った講演などを行います。

■ 企業展示・セミナー（展示 64件 /セミナー 22件）
　　ICT関連企業の最新製品の展示、セミナーなどが開催されます。　
主催：一般社団法人 大学 ICT 推進協議会
共催：国立大学法人 広島大学
後援：文部科学省、広島県、広島市、広島県教育委員会、広島市教育委員会
協賛：日本マイクロソフト株式会社
　　　株式会社日立製作所、アマゾン ウェブ サービス ジャパン株式会社
　　　シスコシステムズ合同会社、リコージャパン株式会社

期間：2017年 12月 13日（水）～15日（金）
会場：広島国際会議場（受付、全体会、企業展示、各種セッションなど）
 ANAクラウンプラザホテル広島（CIO部会、情報交換会）

問合せ：conf2017-sec@axies.jp

2017年12月13日（水） ～ 15日（金）
広島国際会議場（広島市 広島平和記念公園内）ほか

大学で ICT活用するってこと、ひろくやってしまおうよ♪

AXIES2017 Webサイト

https://axies.jp/ja/conf/conf2017/
N
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 事前申込 当日申込
会員機関所属者参加費 7,000 円 9,000 円
一般参加費 11,000 円 13,000 円
情報交換会 4,500 円 5,000 円

「次世代電子学習環境の必要性と現状」（英語・同時通訳あり）
Jack Suess 氏
メリーランド大学ボルティモア郡校副学長・CIO/EDUCAUSE 理事

「クラウドファースト時代の大学情報セキュリティ」
上原 哲太郎 氏
立命館大学 情報理工学部 教授

どなたでも参加できます。

オンライン
事前申込

11/30 まで！



全体会
○基調講演１

広島の地酒、お好み焼きなど、
おいしいものをたくさん用意しています。
広島大学のある、東広島市のゆるキャラ
「のん太」くんも登場！

プログラム概要

一般社団法人 大学 ICT 推進協議会
2017年度年次大会事務局
　　　　　　　　(担当 : 広島大学) 
e-mail：conf2017-sec@axies.jp

講師：Prof. Jack Suess （メリーランド大学ボルティモア郡校副学長・CIO／ EDUCAUSE 理事）
演題：「次世代電子学習環境の必要性と現状」
概要：2015 年、個別の学習支援を目指した次世代電子学習環境 (NGDLE) が EDUCAUSE の Brown 博士により提

唱された。この NGDLE の進展状況、どうして NGDLE が大学にとって重要で、何を準備できるのか、
EDUCAUSE 理事、メリーランド大学ボルティモア郡校副学長・CIOの Suess 教授に紹介いただく。

○基調講演２
講師：上原 哲太郎 教授（立命館大学情報理工学部）
演題：「クラウドファースト時代の大学情報セキュリティ」
概要：標的型攻撃がますます巧妙になる中、マイナンバーや成績など機微な個人情報を含む情報システムをインター

ネットから隔離して保護する傾向は強まっている。一方で業務システムへのクラウドの利用への要求も高く、
情報システムをデザインする上でのジレンマは広がっている。この矛盾はどのように解決するべきか。サイバー
セキュリティの分野で幅広く活動されている上原哲太郎教授に、大学の ICT システムが現在直面している課
題をセキュリティと業務効率の両面から俯瞰していただく。

情報交換会（12/14 18:30 から） 問い合わせ先

企画セッション 一般発表
著作権法がまだ変わってない！LMSによる教材の公衆送信と補償金 (2) ［口頭］教育実践、

　HPCテクノロジー

［口頭］大学でのクラウド利用、
　一般情報教育、HPCテクノロジー、
　セキュリティ教育と訓練

［口頭］講義支援システム、
　eラーニング、
　HPCテクノロジー

［口頭］教育用情報環境、
　ICT基盤と利用支援、
　教育サポート

［ポスター］HPCテクノロジー、
　教育基盤、セキュリティ

［ポスター］ICT教育実践

［口頭］認証システム、LMS、
　研究・業務サポートシステム、
　ネットワークとセキュリティ

認証システムの利用対象者拡張：在学生・在職教職員を越えて

展示・
出展者セミナー

展示・
出展者セミナー

展示・
出展者セミナー

展示・
出展者セミナー

キャンパスネットワークのSDN化の実例と課題

高等教育機関等におけるBYODの現状と提言 ‒H28年度調査の結果から‒

ラーニングアナリティクスの国内外の研究動向

大学の事務用業務システムの現状

クラウドソリューション＆ライセンスワークショップ（２）
クラウドソリューション＆ライセンスワークショップ（１）

研究・教育資源アーカイブ環境の構築と運用

次世代電子学習環境（NGDLE）と国際標準化：わが国における最新動向

情報倫理ビデオ教材の新版開発にむけて 展示・
出展者セミナー

展示・
出展者セミナー

産学協働による教育関連IT技術の活用事例報告2017

教育サービスの機能拡張のためのツール統合とプラグイン

これからの公開教育・公開教育資源を考える

日本の研究データマネジメント ‒ 方針策定と実現に向けて

EDUCAUSE Core Data Serviceで測る大学ICT環境の動向

高等教育機関における基盤ソフトウェアについて

開催日時

12月13日（水）
　10:50～12：20

12月13日（水）
　13:30～15:00

12月14日（木）
　　9：00～10：30

12月14日（木）
　10：50～12：20

12月15日（金）
　9：00～10：30

12月15日（金）
　10：50～12：20

12月15日（金）
　13：30～15：00

展示等


