
２５教ネ７４号 

平成２５年１１月２１日 

 

各位 

 

一般財団法人 コンピュータ教育推進センター 

理事長     赤 堀 侃 司     

（公印省略） 

 

 

平成２５年度「教育の情報化」推進フォーラム（ＣＥＣ成果発表会）の 

「展示」「広告」および「企業発表」のご案内 

 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素は、当財団の事業運営に多大なるご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、当財団ではＣＥＣ成果発表会「平成２５年度『教育の情報化』推進フォーラム」

を下記の概要のとおり開催致します。 

当推進フォーラムは平成２５年度ＣＥＣ実施事業の報告及び教育関係者による発表

と併行して、 

① 展示コーナーの開設 

② 推進フォーラムのレジュメ集への企業広告掲載 

③ 分科会における企業の発表 及び レジュメ集の広告論文 

を実施致します。 

つきましては、機器、システム、ソフトウェア、教材コンテンツまたはカタログや書

籍等の展示参加申込み、レジュメ集への広告掲載及び企業発表募集のご案内を申し上げ

ます。希望される企業団体様は、別紙１及び別紙２の詳細をご確認いただき、 

平成２６年１月１０日（金）（期限厳守）までにお申込みいただきますようご案内申し

上げます。 

敬具
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記 

 

 

ＣＥＣ成果発表会「平成２５年度『教育の情報化』推進フォーラム」概要 

 

■ 統一テーマ ：スマホ時代の学びと冒険 

■ 主 催  ：一般財団法人 コンピュータ教育推進センター（ＣＥＣ） 

■ 後 援  ：文部科学省、経済産業省、総務省ほか（予定） 

■ 日 時  ：平成２６年２月２８日（金）１０：３０～１７：３０（10：00開場） 

      ３月 １日（土）  ９：３０～１４：３０（ 9：00開場） 

■ 場 所  ：国立オリンピック記念青少年総合センター 国際交流棟 

東京国渋谷区代々木神園町３－１（小田急線：参宮橋駅） 

 

■プログラム(※変更になる場合があります。） 

２月２８日（金） 

・特別講演   角野 栄子氏 （童話作家 「魔女の宅急便」著者） 

「魔法は一つ」 

・コンテスト表彰式 

・開会式    来賓ご挨拶 

・基調講演   文部科学省生涯学習政策局情報教育課 

「教育の情報化」（仮） 

 

・分科会 

A 脱ネットつながり依存について 

B ネット社会の歩き方」情報モラル指導体験ワークショップ 

C ２１世紀型コミュニケーション力の育成 討論 

D ＩＣＴ支援員養成 ルーブリックと解説書、実証研修の報告 

E ＩＣＴ夢コンテスト受賞者による実践事例発表 

 
企業発表  我が社の「教育の情報化」企業プレゼンテーション（１０～１６社） 

 

 

３月 １日（土） 

・全体会  総括パネルディスカッション 

「どうなる！タブレット・スマホ時代」 

 

・分科会 

F ２１世紀型コミュニケーション力の育成 ワークショップ 

G ＮＴＴ「教育スクエア×ＩＣＴ」の取り組み 

H 情報活用能力を育てるＷｅｂ教材の開発 

I ＩＣＴ夢コンテスト受賞者による実践事例発表 

 

 

※企業展示コーナー（全期間） 
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別紙１ 

「教育の情報化」推進フォーラム「展示」の申込み要項 
 
日頃より教育関連事業に積極的に取り組まれておられる皆様方に、情報発信の場として本展

示コーナーをご活用頂ければと思います。インターネットや情報端末を利用した教育関連シス
テムの展示や学習ソフトウェア、教材コンテンツ、または電子書籍の展示紹介など、有効にご
活用ください。 

昨年度以上に、電子黒板などの設置に対応した巾広の展示小間もご用意いたします。 
 

１．平成２５年度「教育の情報化」推進フォーラム 
テーマ：ス マ ホ 時 代 の 学 び と 冒 険 

http://www.cec.or.jp/seika/ 
 

２．開催日時：平成２６年２月２８日(金)～３月 １日(土) 
２月２８日(金) １０：３０～１７：３０（10：00開場） 
３月 １日(土)  ９：３０～１４：３０（ 9：00開場） 
展示は全時間、全体会、分科会の実施時間帯と重なります。 

 
３．会  場：国立オリンピック記念青少年総合センター 国際交流棟 

東京国渋谷区代々木神園町３－１（小田急線：参宮橋駅） 
 
４．予想来場者：主に教育関係者 延べ１,５００名程 
 
５．展示小間：３つのパターンよりひとつ選択してください。（価格は税込） 

Ａタイプ １５万円（横 1800mm奥行 900mm スポットライト１個） 
Ｂタイプ ２３万円（横 2700mm奥行 900mm スポットライト２個） 
Ｃタイプ ２８万円（横 3600mm奥行 900mm スポットライト３個） 

・展示机の奥行きは申請時に選択して下さい。 
・無線ＬＡＮ使用有無の申請も合わせてお願いします。 
・１企業１展示小間でお願いします。 

 
６．総小間数：４２小間程の展示スペースを用意しております。 

B,Cタイプなどはお申込みが多数の場合はご希望に沿えない場合もございます

ので、予めご了承ください。 

展示小間の配置は、企業展示レイアウト案を参照下さい。 

 

企業展示レイアウト案：http://www.cec.or.jp/seika/pdf/h25layout.pdf 
 
７．展示の申込み期限：平成２６年 1月１０日(金) 

出展申込書にデータ入力して、メール（tenji_seika@cec.or.jp）添付にてお願い致します。 

当要項と出展申込書は以下のURLから参照できます。ダウンロードの上、メールにてお申し

込み下さい。 
 

申込要項（当要項） ：http://www.cec.or.jp/seika/kigyougaiyou.html 
出展申し込み書 ：http://www.cec.or.jp/seika/kigyou.html 
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８．機器等の手配 
展示に必要な機器等の手配、費用負担は、次の分担で行います。 
 

準備事項 担 当 

展示用機器及びソフトウェア、書籍、カタログ等 出展者 

無線ＬＡＮ接続用機器 出展者 

カタログスタンド、手提げ袋 出展者 

展示説明用パネル（正面、横面×2） 
（A１パネル：２枚程度小間巾 1800mm、3枚程度/小間巾 2700mm） 

出展者 

展示ブース（出展企業の選択） 
・A ﾀｲﾌﾟ w1800×d900×h2100、ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ 1台 
・B ﾀｲﾌﾟ w2700×d900×h2100、ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ 2台 
・C ﾀｲﾌﾟ w3600×d900×h2100、ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ 3台 

 
ＣＥＣ 

展示机（出展企業の選択） 
・w1800×d900×h700 
・w1800×d600×h700 
・机不要 

 
ＣＥＣ 

椅子：無し ＣＥＣ 

ＡＣ電源： 
A,B ﾀｲﾌﾟ ２個口コンセント ２セット（1.0kw以下） 
C ﾀｲﾌﾟ  ２個口コンセント ４セット（2.0kw以下） 

ＣＥＣ 

回線：無線ＬＡＮ環境 ＩＥＥＥ ８０２．１１ｇ ＣＥＣ 

回線接続料 ＣＥＣ 

会社名の看板 ＣＥＣ 

  
※無線ＬＡＮの使用の有無をお知らせください。 

 
９．参加協力費 

各社に小間タイプ別参加協力費をお願いします。 
・A ﾀｲﾌﾟ w1800×d900×h2100、スポットライト 1台の場合 １５万円／１口 
・B ﾀｲﾌﾟ w2700×d900×h2100、スポットライト 2台の場合 ２３万円／１口 
・C ﾀｲﾌﾟ w3600×d900×h2100、スポットライト 3台の場合 ２８万円／１口 

尚、追加オプションでスポットライト 1台１万円を用意しております。 
 

10．問合せ先 
〒108-0072 東京都港区白金 1 丁目 27番 6号 
一般財団法人 コンピュータ教育推進センター 
担 当 :太田、田中 
ＵＲＬ https://www.cec.or.jp/inquiry/seika_toiawase.html 
ＴＥＬ ０３－５４２３－５９１４ 
ＦＡＸ ０３－５４２３－５９１６ 

以上 
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送付先 E-mail  tenji_seika@cec.or.jp 

一般財団法人 コンピュータ教育推進センター  担当：太田,田中 

      ＜出 展 申 込 書＞ 
 

必要事項をご記入の上、ご送付下さい。 

会社 

団体等 

 所属 

役職 

 

連絡 

ご担当者 

 ご担当者

e-mail 

 

郵便番号   

住所  

電話  ＦＡＸ  

展示内容 

会社・団体名 

（本内容を看板に利用） 

※ロゴの指定はできません 

 

展示小間サイズ  

A ﾀｲﾌﾟ ：15万円(横 1800mm 奥行 900mm ｽﾎﾟｯﾄ 1個) 

B ﾀｲﾌﾟ ：23万円(横 2700mm 奥行 900mm ｽﾎﾟｯﾄ 2個) 

C ﾀｲﾌﾟ ：28万円(横 3600mm 奥行 900mm ｽﾎﾟｯﾄ 3個) 

展示机サイズ  

ア：奥行 900mm 

イ：奥行 600mm 

ウ：無し 

追加オプション 

※必要数記述、追加不要時は空欄 
 追加スポットライト 1台 1万円（税込） 

無線ＬＡＮ  ①使う    ②使わない 

出展内容 
（本内容をレジュメ集の「企業展示一覧」

に記載します） 

 

展示機器の概要と台数 
（展示機器が通路を妨げないようご配慮

願います） 

 

展示機器の電気使用量の合計 
※展示 A,B ﾀｲﾌﾟは 1,000W 以内 

C ﾀｲﾌﾟは 2,000W以内 
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別紙２ 

 

平成２５年度「教育の情報化」推進フォーラム 

レジュメ集の「広告」及び「企業発表」の申込み要項 
 
日頃より教育関連事業に積極的にお取り組みの皆様方の情報提供の場として、学校関係者へ

の教育関連機器やインターネットに接続したシステムの紹介、ソフトウェアの紹介、教材コン
テンツ、商品カタログや書籍の紹介など、広告をご活用ください。要項は以下の通りです。 

尚、今般企画の企業発表「教育ＩＣＴ最新情報紹介」の申込みに付きましては、「展示」及び

「広告」をともに申込まれた企業に限らせて頂きます。 

 

１．「広告」について 

1-1掲載紙 
平成２５年度「教育の情報化」推進フォーラム・レジュメ集（発行部数１０００部 予定） 

1-2広告掲載協力費 

・裏表紙 Ａ４カラー （表４）   ４０万円 

・表紙の裏面 Ａ４カラー （表２、表３）   ２０万円 

・中面広告 Ａ４カラー     １０万円 

・中面広告 Ａ４モノクロ      ８万円 

・中面広告 Ａ５モノクロ（１／２ページ）   ５万円 

1-3掲載（※裏表紙部を追加しました） 

・「表紙の裏面（表２、表３、表４）」は最初の申込者と致します。 

・レジュメ集後部の広告掲載順は 

カラー広告→モノクロ広告→Ａ５モノクロ広告の順と致します。 

・レイアウトの関係で変更が生じることがあります。ご了承ください。 

1-4印刷原稿など詳細事項 

詳細につきましては、お申込み受付後にご連絡致します。 
２．「企業発表」について 

2-1日 時 ：平成２６年２月２８日(金) 15:00 ～  （16社 以内） 

2-2会 場 ：ラウンジサロン ５０席 以上 

2-3社 数 ：最大１６社 迄とします 

2-4 時 間 ：１社あたり 入替え時間を含めて１０分 

2-5テーマ ：最新の教育ＩＣＴ関係の商品・サービス等を紹介 

2-6 条 件 ：当フォーラムの「展示」「広告」の両方に申込まれた企業・団体に限ります。 

採用優先度は表４、表２、表３、Ａ４カラー広告、Ａ４モノクロ広告、Ａ５

モノクロ広告の順とし、件数に達した時点で締切らせていただきます。 

３．「広告」と「企業発表」の申込み期限と方法： 

3-1申込み締切り：平成２６年１月１０日(金) 

3-2広告／企業発表申込書は http://www.cec.or.jp/seika/kigyou.html 

からダウンロードできます。 

3-3申込書にご記入の上、メールに添付してお申込みください。 

（宛先）送付先 E-mail  tenji_seika@cec.or.jp 

一般財団法人 コンピュータ教育推進センター  担当：太田、田中 

４．問合せ先 

〒108-0072 東京都港区白金 1丁目 27番 6号 白金高輪ステーションビル３Ｆ 

一般財団法人 コンピュータ教育推進センター 

担当 : 太田 、田中 
ＵＲＬ https://www.cec.or.jp/inquiry/seika_toiawase.html 
ＴＥＬ ０３－５４２３－５９１４ 
ＦＡＸ ０３－５４２３－５９１６ 

以上 
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送付先 E-mail  tenji_seika@cec.or.jp 

一般財団法人 コンピュータ教育推進センター 

担当：太田、田中 宛 

 

＜広 告 申 込 書＞ 
      

広告企業・団体 

会社・団体名 
 

 

所 属 ・ 役 職 
 

ご 担 当 者 名 
 

連 絡 先 住 所 

〒 

電 話 TEL:               FAX: 

メ ー ル E-mail: 

 

 

申込み広告内容 

申込み内容の箇所にレ点をしてください。表 2・表 3は○で記してください。 

・□裏表紙広告１ページ（表４､Ａ４カラー）        ４０万円×  件 

・□表紙裏広告１ページ（表２・表３､Ａ４カラー）      ２０万円×  件 

・□中面広告 １ページ（Ａ４カラー）                  １０万円×  件 

・□中面広告 １ページ（Ａ４モノクロ）           ８万円×  件 

・□中面広告 １/２ページ（Ａ５モノクロ）         ５万円×  件 

 

 

＜企 業 発 表 申 込 書＞ 

※展示、広告の両方をお申込みの方にかぎります。 

企業発表 a.申込みます  ｂ.しません 

発表の概要 

 

 

 

 

 

 

①発表される企業は、レジュメ集に掲載する A4１ページの広告論文の提出もお願いします。 

②運用などの仕様はあらためてお知らせ致します。 


