
 

  

【イベントに関するお問合せ】 

宮下 

TEL: 03‐6893‐1441 

 

【ニュースリリースに関するお問合せ】  

小野、川島 

 TEL：03‐5730‐1442 e-mail： ir@prins.co.jp 

HP： http://www.prins.co.jp/ 

EC サイト： http://used.prins.co.jp/  

レンタル： http://rental.prins.co.jp/ 

 

各位 

平成 27 年 11 月 10 日 

株式会社パシフィックネット 

【東証マザーズ：証券コード 3201】 

 

 

 
 

マイクロソフト認定再生事業者として Microsoft Authorizes Refurbisher プログラム（以下、MAR プ

ログラム）に参加し、IT セキュリティサービスおよび IT ファイナンスサービスを全国で展開する株

式会社パシフィックネット（本社：東京都港区、代表取締役：上田 満弘）は、平成 27 年 11 月 28 日

（土）に、Windows クラスルーム協議会主催のイベント「Education Day～実証に学ぶ－新たな ICT

活用の実践と展望～」に出展することになりましたので、お知らせいたします。 

 

記 

  1. 「Education Day」の概要

タイトル：Education Day 実証に学ぶ―新たな ICT 活用の実践と展望 

開催日時：2015 年 11 月 28 日（土）10:00 - 18:30（受付開始 9:30） 

会  場：ベルサール渋谷ファースト参加費無料（事前登録制） 

定  員：500 名 

開催内容：基調講演、特別講演、ブレイクアウトセッション、ワークショップ、展示、意見交換会 

主要対象者：教職員、教育委員会、初等中等教育に関連する研究者および企業 

主  催：Windows クラスルーム協議会 

共  催：日本マイクロソフト株式会社 

後  援：ICT CONNECT 21 

サ イ ト：http://aka.ms/eduday 

 

  2. 出展内容

レンタルタブレットの活用やリユース PC 販売、そして IT 機器の回収・データ消去等の IT セキ

ュリティサービスを、学校現場での導入事例を踏まえて、展示ブースにてご案内いたします。ICT

における機器の導入から処分という、授業と校務の課題を、環境にやさしい形で解決いたします。 

 

① 短期や突発的な利用、新型機器の検証用として手軽で安価なタブレットや PC の 

「レンタルサービス」 

② リユース PC の導入によるコスト削減「RebornPC 販売」 

③ IT 機器処分時のコスト削減「IT 機器回収サービス」 

④ 確実で安全なデータ消去および証明書発行「データ消去サービス」

以上 

【WiC 協議会主催イベント】Education Day 

～ 実証に学ぶ－新たな ICT 活用の実践と展望 ～ に出展！ 

http://www.prins.co.jp/
http://used.prins.co.jp/
http://rental.prins.co.jp/
http://aka.ms/eduday




Education Day 開催プログラム

Education Dayのお申し込みはこちら   http://aka.ms/eduday    

Hall A-1 Hall A-2 Hall B

10:00 【基調講演】
世界の教育で起きる挑戦と変化
～テクノロジーが支援する活躍社会の人材教育～
マイクロソフト コーポレーション 副社長 教育部門担当
Anthony Salcito（アンソニー サルシト） 氏

Windows クラスルーム協議会 会長、日本マイクロソフト株式会社 代表執行役 会長
樋口 泰行 氏
　　　　　  文部科学省 生涯学習政策局 情報教育課 課長　磯 寿生 氏

【特別講演】 
変化する時代の教育　いま教員にできることは
作家・東京都教育委員　乙武 洋匡 氏

11:45 休憩 【ワークショップ】

Windows10と
Microsoft Office 365を
活用した教材の作成と実践
（75分 ランチ付き） 

【ワークショップ】

Minecraftを活用した
プログラミング教育
（75分 ランチ付き） 

13:15 【実践事例セッション】
MS Showcase Schools実践事例

学校と家庭の学びの接続を行う 
OneNote Class Notebookの活用
日野市立平山小学校  折茂 慎一郎 先生

Skypeを利用した
校外との学びの接続
姫路市立安室小学校  吉田 雄一郎 先生

【プログラミング教育セッション】

Minecraftやクラウドと
連携するレゴプログラミング
早稲田大学高等学院  吉田 賢史 先生
株式会社アフレル  渡辺 登 氏
株式会社 TENTO 代表  竹林 暁 氏

【ワークショップ】

Windows10と
Microsoft Office 365を
活用した教材の作成と実践
（55分）

【ワークショップ】
クラウドと連携する
レゴプログラミング
（55分）

14:10 休憩

14:25 【実践事例セッション】
MS Showcase Schools実践事例

ソーシャルメディア Yammer!を
活用した学習活動の振り返り
東みよし町立足代小学校  土井 国春 先生

資料作成支援サービス Swayを
利用した発表活動
立命館小学校  六車 陽一 先生

【特別支援教育セッション】

ICTによる発達障害、
学習障害支援
東京大学先端科学技術研究センター准教授 
近藤 武夫 先生 

【ワークショップ】

クラウドと連携する
レゴプログラミング 
（55分）

【ワークショップ】

Minecraftを活用した
プログラミング教育
（55分）

15:20 休憩

15:35 【実践事例セッション】
MS Showcase Schools実践事例

SurfaceとOffice 365を
活用した論理的思考力の学習
つくば市教育局 総合教育研究所（春日学園） 
副所長  毛利 靖 先生

パネルディスカッションー実践して
分かった、新しい ICTの可能性
ご講演いただいた
MS Showcase Schools 5名の先生

【遠隔教育セッション】
遠隔教育に関する現状と
実践報告
日本論理コミュニケーション技術振興センター
組織代表・上席研究員  梅嶋 真樹 先生 
日本論理コミュニケーション技術振興センター
上席研究員  仁藤 亜里 先生
福岡県立東筑高校  井上 孝志 先生

16:30 全体総括
東京大学教授、慶應義塾大学教授  
鈴木 寛 氏

17:30

18:30

意見交換会
講演の終了後、ご参加者様同士の交流を図る為、軽食付きの意見交換会を実施します。
ぜひご参加いただき、意見交換や交流にお役立てください。

※上記のプログラム内容は、2015年 10月 16日現在の情報です。予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

Windows クラスルーム協議会での個人情報のお取り扱い、およびお問い合わせについては現在、日本マイクロソフトのガイドラインに準じています。本イベントの参加登録または当日受付やアンケート提出などにあたって、マイクロソフ
トにおける個人情報の取り扱いについて（以下「本取り扱い」）必ずご確認ください。収集させていただくお客様の個人情報の利用目的、管理、運用についてご説明しています。詳細につきましては、マイクロソフトホームページ（http://
www.microsoft.com/japan/privacy/default.mspx）でご覧いただけます。

※定員などにより、お申し込みをお断りする場合があります。予めご了承ください。

特別来賓




