ＣＳ研 正会員 様

「2019年度 ＣＳ研 合宿研修会」 開催のご案内
 開催日時

2019年8月27日（火）13:00 〜 28日（水）16:00

Royal Hotel ⻑野
⻑野県⻑野市松代町⻄寺尾1372-1
 開催内容
2019 年度における「私⽴⼤学キャンパスシステム研究会（以下CS 研）」活動は、『多様性を包摂する
キャンパスの実現〜ソサイエティ5.0時代の⼤学を考える〜』を共通テーマとして掲げ、パラレルセッション
活動やトピックス企画を実施しております。
今年度は、名称を「合宿研修会」に改め、宿泊研修でこそ実現できるハンズオン研修など、嗜好を凝らした
パラレルセッション活動、賛助企業の最新情報セミナー、情報交換などを企画しております。
又、特別講演は、圓窓代表 澤 円氏（さわ まどか）をお招きし「働き方改革」についてご講演を
戴きます。澤氏のプレゼンテーションは評価が高く、必聴の価値がある内容です。
会員校の皆様におかれましては、是非お誘いあわせいただき、多数ご参加を戴きたくお願い致します。
【8月27日（火）】
【8月28日（水）】
13:00
開会式
9:00
パラレルセッション（午前の部）
13:10
特別講演 「働き方改革のリアル」
12:00
昼食・休憩
圓窓 代表 澤 円 氏
13:00
パラレルセッション（午後の部）
14:10
賛助会員ソリューション紹介
15:30
パラレルセッション報告・閉会式
（2分間スピーチ、展示、スタンプラリー等）
18:30
懇親会（⽴⾷形式）

 費用・お申込み方法 など
【参加費】（正会員） 20,000円 （1泊3食付）
※ 初日(8/27)または2日目(8/28)のみ参加される場合でも、
⼀律20,000円を頂戴いたしますので予めご承知おき下さい。
【お申込み方法】

貴学の事務連絡総括者様に参加者の取りまとめをお願いしております。
お手数ではございますが事務連絡総括者様にお申込みの旨をお伝え下さい。

【お申込み期限】

2019年8月15日（木）

【参加費のお振込み】

2019年8月23日（⾦）までに銀⾏振込にてご納⼊ください。
（振込⼿数料はご負担いただきますようお願い申し上げます）
銀⾏名
口座
名義人

みずほ銀⾏ 市ヶ谷支店
普通口座 1197894
私⽴⼤学キャンパスシステム研究会

 タイムテーブル

（予告なく変更になる場合がございます）

8月27日（火）
13:00 〜 13:10

開会式

13:10 〜 14:10

特別講演 「働き方改革のリアル」
講演者︓ 圓窓 代表 澤 円 ⽒（さわ まどか）
要旨 ︓ あらゆるメディアで「働き⽅改⾰」の⾔葉を目にしない⽇は
ありません。しかし、本当にうまくいっているという実感が
ある方は多くないようです。何が阻害要因なのか、
このセッションを通じてお伝えしたいと思います。

14:10 〜 14:50

賛助会員様 ２分間スピーチ（全出展企業様）

14:50 〜 15:00

記念写真撮影

15:00 〜 17:45

賛助会員ソリューション紹介
（プレゼンテーション、企業展示、スタンプラリー、ご相談コーナー）

17:45 〜 18:30

休憩 ・ ルームイン

18:30 〜 20:00

懇親会（⽴⾷形式）

8月28日（水）
9:00 〜

12:00

パラレルセッション活動（午前の部）

12:00 〜

13:00

昼食 ・ 休憩

13:00 〜 15:30

パラレルセッション活動（午後の部）

15:30 〜 16:00

パラレルセッション報告 ・ 閉会式

16:00

【解散】

16:10 〜

貸切バスにて⻑野駅へ出発

 特別講演

1日目（8月27日）

澤 円 氏（さわ まどか）
圓窓 代表
琉球⼤学 客員教授

生命保険のIT子会社勤務を経て、1997年、外資系⼤⼿IT企業に転職。
ITコンサルタントやプリセールスエンジニアとしてキャリアを積んだのち、2006年にマネジメントに職掌転換
幅広いテクノロジー領域の啓蒙活動を⾏うのと並⾏して、サイバー犯罪対応チームの日本サテライト
責任者を兼任
現在は、数多くのスタートアップの顧問やアドバイザを兼任し、グローバル⼈材育成に注⼒している
ビル・ゲイツが卓越した社員にのみ授与する「Chairman’s Award」を受賞した経歴も持つ
【著書】
マイクロソフト伝説マネジャーの 世界№1プレゼン術
あたりまえを疑え。 自己実現できる働き方のヒント
外資系エリートのシンプルな伝え方 仕事が５倍加速するコミュニケーションの技術

 パラレルセッション概要 2日目（8月28日）予告なく変更になる場合がございます

テーマ

主催

大学IRとBIツール

教育システム分科会

大学における情報セキュリティ対策の強化

システム運⽤管理分科会

【事務システム分科会・図書館分科会コラボ企画】
事務・図書館・システムの関連性を学ぶ
〜相互理解と未来創造〜

事務システム分科会

図書館分科会

パラレルセッション
［８月２８日（水） 第２日目］
テーマ

大学IRとBIツール

主催

教育システム分科会

9:00

9:30

10:00

研修内容
ここ数年、IR(Institutional Research)の重要性が叫ば
れていますが、その理解度には大きなバラツキがある
のが現状です。今回、教育システム分科会では、国内
の大学におけるIRの現状や実際の取り組み事例を学
ぶとともに、データ分析時に用いられるツールとして使
いやすいと言われているTableauを実際に操作し、IR
全般に関する理解を深めてまいります。
※事前課題は以下の通りです。（提出は不要です。）
・各大学、IRの現状（専門部署、データ収集方法、
分析について、分析結果の活用等）を調査の上、
参加をお願い致します。
ターゲット層（業務・経験）以下の取組みの担当者または関心が
・大学IR、BIツール
スキルセット（参加者の価値）
・大学IRの目的と価値を理解する
・IR業務で求められるスキルを理解する
・BIツールの基本を学ぶ
ある方 （業務・経験不問）

10:30

11:00

11:30

スケジュール（予定） 【午前の部】 9:00－12:00
・全体会（事務連絡等）
・ご講演
「第3期認証評価におけるIRの役割と実際」
山形大学 学術研究院(学士課程基盤教育機構)
准教授 白石 哲也 氏
IRの現状(30)
アイスブレイク(15)
IR事例紹介(45)
・清泉女子大学
・山形大学
・他
休憩(10)
グループワーク
・説明(10)
・ワーク(40)
・まとめの発表(20)
・講評(10)

事務・図書館・システムの関連性を学ぶ
大学における情報セキュリティ対策の強化
〜相互理解と未来創造〜
事務システム分科会
図書館分科会
【概要】
合宿研修会ならではの企画です！
教務、図書館双方の業務の関連性を理解し、教務、
図書館、システム等、各部門の業務連携の「今」を理
解し、共通課題やその解決を模索していきます。
教務業務、図書業務の距離感がグッと縮まります！

システム運用管理分科会
サイバーセキュリティ戦略や対策強化の理解・習
得、人材育成を目的として、午前と午後、実践演習を
予定します。（グループで、わいわい賑やかに）初心者
も参加いただけるプログラムです。是非、ご参加くださ
い。
【午前の部】

【タイムスケジュール】
9:00～ 「アイスブレイク」

協力： トレンドマイクロ株式会社

（１）全体会（10分）
9:20～ 「相互理解」（全体会）
教務の仕事、図書館の仕事、システムの立場からの
・分科会の紹介 と 当日プログラムの紹介
知見等、事前に準備した「ネタ帳」を基に、参加者が抱
えている疑問・質問に対し、それぞれの立場から説明 （２）情報セキュリティ対策の取り組み・紹介（50分）
を行い、意見交換します。
後に続くグループワークに繋がるよう、相互理解を深 <<集合学習>>
めましょう！
・大学等におけるサイバーセキュリティ対策等の
強化について
10:00～ 「課題抽出」（グループワーク①）
・大学市場への取り組みとソリューション紹介
両分科会のメンバーが混在したグループを形成し、相
互理解に基づき、共通で抱えている課題をディスカッ （３）大学版インシデント対応ボードゲーム（120分）
ションし、最終的にはグループで一つの課題を抽出し
ます。
<<グループ学習>>
午前の最後では、各グループからグループワークの
今回、2017年度に実施したインシデント対応ボード
成果と抽出した課題を発表いただきます。
ゲーム（トレンドマイクロ社）の大学版が完成しました。
少人数でコアなディスカッションができるとともに、お互 現在、文科省主催の研修はじめ、各大学での情報セ
いの課題をすり合わせ、共通項を抽出しましょう！
キュリティ対策強化支援としても検討されていることか
ら、参加者の皆さんと大学版のボードゲームを用いた
研修を行います。
・紹介、進め方
・グループ演習（２ターン予定）

12:00
昼食 ／ 休憩
13:00

スケジュール（予定） 【午後の部】 13:00－15:30
・ハンズオン ※申込人数により2名で1台のパソコンを
ご利用いただく場合がございます。

13:30

14:00

14:30

15:00

「授業評価アンケートを使ったTableau活用体験」
概要：
BIツールであるTableauの実践的なテクニック
をご紹介します。初歩的な内容も含め説明
するため、初めての方もご参加いただける
内容となっております。
前半は、授業評価アンケートと学生データを
使って、グラフの作り方を体験いただきます。
後半は、授業評価アンケートと教務データを
繋ぐことで分析観点が増えるメリットがある
事と、その際の注意点についてご説明いた
します。
実施内容 ：
・前半 : グラフの作り方
・休憩
・後半 : データを繋ぐメリットと注意点
・まとめ
講師 ：
富士通株式会社
文教・地域ソリューション事業本部
第一ソリューション事業部
第一ソリューション部 高木 康将 氏
・本日のまとめ（5分）

13:00～ 「業務連携」
【午後の部】
富士通株式会社より（事例紹介）
データ連携、シラバス、学生へのお知らせや通知機能 午前中の学習を活かし、サーバー攻撃検知システ
等、ベンダーの立場から教務、図書館の業務連携の ム（iNetSec MP2040）の紹介と実機検証を予定しま
「今」と「課題」等をご紹介いただきます。
す。
13:30～ 「未来創造」（グループワーク②）
グループを再構成し、グループワーク①で抽出した課
題を題材に、（１）課題解決に向けた取り組み、（２）あ
るべき姿の確認、（３）未来創造等についてディスカッ
ションします。
相互理解、業務連携の内容を経て、「未来志向」で今
後の教務、図書館業務を創造しましょう！
15:00～ 「グループワーク発表」（まとめ）
グループワーク②の内容を発表し、グループ間での意
見交換と、一日取り組んだ成果等をシェアします。

協力：富士通株式会社／株式会社PFU
（１）事例紹介（45分）
「振る舞い検知型セキュリティ装置を使用したSOC運
用の効率化 ～分散キャンパスを1台で監視、運用
～」
国立大学法人 山形大学 大学院理工学研究科 兼
情報ネットワークセンター 准教授
伊藤 智博 氏
（２）製品紹介と実機演習（90分）
・製品概要と操作説明
・運用監視演習
※エージェントレスで端末の通信を監視
※攻撃者の行動をリアルタイム把握
※攻撃者行動遷移モデルによる検知精度の向上
・脅威の危険度が高い端末の通信を自動遮断
※製品連携（iNetSec SF）による自動遮断
全体まとめ（15分）

15:30

 交通のご案内
8月27日（火）
【東京方面より】
⻑野駅

東京駅

12︓07着

はくたか559号
10︓32発

貸切バス
⻑野駅 東口
ユメリアバスパーク

【名古屋方面より】
名古屋駅

⻑野駅

（ワイドビュー）
しなの5号
09︓00発

11︓59着

バスのステッカーは、
「私⽴⼤学キャンパスシステ
ム研究会」です。

【大阪方面より】
新大阪駅
のぞみ214号
08︓06発

12:20発 【集合】

名古屋駅

⻑野駅

08︓55着
（ワイドビュー）
しなの5号
09︓00発

11︓59着

貸切バス乗り場
（ユメリアバスパーク）

Royal
Hotel
⻑野

 交通のご案内
8月28日（水）
【東京方面へ】
貸切バス
16時10分 ホテル発

⻑野駅 東口
ユメリアバスパーク ⾏
（乗⾞時間︓約30分）

東京駅

⻑野駅

18︓28着

かがやき510号
17︓03発

⻑野駅

【名古屋方面へ】
⻑野駅

名古屋駅

（ワイドビュー）
しなの22号
17︓00発

20︓05着

【大阪方面へ】
⻑野駅
（ワイドビュー）
しなの22号
17︓00発

名古屋駅

新大阪駅

20︓05着
のぞみ123号
20︓13発

21︓03着

【個人情報の取り扱いについて】
お客様の個⼈情報は、私⽴⼤学キャンパスシステム研究会を運営する事務局（富⼠通株式会社内
に設置）が、以下に掲げる目的で利⽤いたします。
・事前連絡、参加者名簿作成等準備、および議事作成などの合宿研修会運営管理のため
・合宿研修会活動内容等を総会議案書にて、研究会会員へ報告するため
・合宿研修会で利⽤する施設の宿泊予約や部屋割り等を⾏うため
上記目的のため、ご提供いただいたお客様の個⼈情報を私⽴⼤学キャンパスシステム研究会の役員・
幹事、運営委員、正会員、賛助会員、富⼠通トラベランス株式会社と富⼠通株式会社に対し適切
な管理を義務付けた上で、当事務局より紙⾯、e-mail 等で提供することがございます。
当日は合宿研修会の円滑な進⾏と参加者相互の親睦を深めるため名札着⽤のお願いと、参加者と
セミナー講師へ参加者名簿を配布いたします。
ＣＳ研ホームページや研究会パンフレットで活動をご紹介するため、写真を掲載をさせていただくことが
ございます。写真撮影がご都合悪い方は、事務局までお申し付けください。
お客様の個⼈情報は、事務局を置く富⼠通株式会社の個⼈情報保護ポリシーに基づいて適切に取
り扱います。
富⼠通株式会社の個⼈情報保護ポリシー︓
https://www.fujitsu.com/jp/about/resources/privacy/
個⼈情報の開⽰・訂正・追加・削除・利⽤停⽌などについては、以下の[お問い合わせ先]までご連絡
ください。
[お問い合わせ先]
私⽴大学キャンパスシステム研究会 事務局
電話 ︓ ０３－６２５２－２５２１
E-mail︓ secretary@csken.or.jp

