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WCCE 2022 （World Conference on 
Computers in Education 第12回教育におけるコン
ピュータに関する国際会議）を応援してください



　このたび2022年8月に広島で WCCE 2022 が開催されるこ
とになりました。今回の会議タイトルは Towards a 
Collaborative Society through Creative Learning （創造的
な学習を通じた協働社会に向けて） です。私たちはこの会議
を、教育とICTとの距離、そして教育分野における世界と日本と
の距離を一気に縮め、創造的な学習を通じた協働社会への転換点
とすることを切望しております。

WCCE 2022 （World Conference on 
Computers in Education 第12回教育におけるコン
ピュータに関する国際会議）を応援してください



　WCCE （World Conference on Computers in 
Education）は1970年より数年(現在では4年)間隔で開催され
る、〈コンピュータと教育に関わる研究および教育実践の国際交
流〉を主題とする国際会議です。2022年広島開催による WCCE 
2022 は日本およびアジア地域における初めての開催であり、
1970年第1回アムステルダム開催より通算して第12回目の開催
となります。

WCCE とは



　開催母体である IFIP (International Federation for Information Processing 情報処理
国際連合)は1960年4月に UNESCO の提案で組織された情報処理関連学会の国際的な連合
組織で、わが国では一般社団法人情報処理学会が代表学会として加盟しています。 
　一般社団法人情報処理学会は、コンピュータとコミュニケーションを中心とした情報処理
に関する学術および技術の振興をはかることにより、学術、文化ならびに産業の発展に寄与
することを目的に1960年に設立されました。WCCE 2022 では情報処理学会の二つの研究
会（コンピュータと教育研究会、教育学習支援情報システム研究会）が共同で主催団体とな
ります。 
　また、今回の日本開催は日本学術会議との共催となる予定です。日本学術会議は、我が国
の社会科学、生命科学、理学・工学の全分野の学術研究コミュニティを代表する内閣総理大
臣の所轄の特別機関です。

開催母体および主催団体について



　WCCE では ICT分野の最先端技術の教育利用、ICT理解の普及に向けた情報学および情報
科学教育、ICTと教育による開発途上国支援などに関わる知見が世界各国から集められ、研
究者はもとより教育者、UNESCOほか各国の政策立案者、ICTと教育が関わる民間企業・
NGO・NPO 関係者、など幅広い背景を持つ参加者により議論や情報交換が行われます。 
　本会議を日本で開催することにより、当該分野の持続発展に対する日本からの貢献がより
明確に認識されるとともに、 UNESCO を始めとする世界の教育政策動向により深く関与す
るための人的交流のチャネルが強固なものとなることが期待されます。この会議では毎回、
教育、ICT、そしてSDGsに代表されるグローバルな政策課題に関して各国の最前線で活躍
する専門家が多く集まり、オープンな雰囲気の中、情報や意見交換を行う場が随所に生まれ
ます。国内外での市場開拓を目指す関連企業の皆様や、人的交流の拡大を目指す NGO・
NPO 関係者の皆様にとっては格好のPR機会となるはずです。

日本開催の意義



　約40ヵ国・地域を想定 
アメリカ、オーストリア、オーストラリア、ベルギー、台湾、チェコ、ドイツ、デンマー
ク、スペイン、エチオピア、フィンランド、フランス、ギリシア、ハンガリー、アイルラン
ド、インド、アイスランド、イタリア、日本、韓国、リトアニア、オランダ、ナイジェリ
ア、ニュージーランド、ポーランド、ポルトガル、ロシア、スウェーデン、スロベニア、ス
ロヴァキア、タイ、南アフリカ、ジンバブエ、フィリピン、スリランカ、中国、ベトナム、
インドネシア、ボツワナ、ノルウェーなど

会議参加国



日本より提案中の主な企画 
市民公開講座: プレカンファレンス: 
• COVIDと教育のデジタルトランスフォーメーショ
ン 
• 世界と日本のICT学習環境 
• 地域コミュニティとICTを生かした協調学習環境 

キーノートスピーチ: 
• アジア及び日本の著名な有識者 
• 世界的に著名な情報学・情報教育学分野の研究者 
• UNESCOおよびIFIPとの関係が深い有識者 

シンポジウム: 
• アジアのコンピュテーショナルシンキングの教育
実践 
• 日本のICT教育に関する教育政策の展望 
• 小中高のICT教育・プログラミングカリキュ
ラム体系とその実施状況および諸課題 

• 文部科学省と経済産業省の連携によるICTを
活用した学校改革の現在とこれから 
• 広島県・広島市のICT教育政策 

• 日本におけるITトップ人材の発見と育成 
• 未踏プロジェクトの仕組みと成果 
• 中高生情報学コンテスト 

• 学習データの活用 
• IMS Global, IMS Japanの取り組み 

ワークショップ: 
• ETロボコン 
• Computer Science Unplugged

会議のプログラム案



2022年2月上旬: オフィシャルウェブサイト開設，コールフォーペーパー概要公開 
2022年7月: 論文募集開始 
2022年8月20日（土）: プレイベント（広島大学東千田キャンパス） 
2022年8月21日（日）~24日（水）: 本会期（広島国際会議場） 
 -8月21日（日）夕刻: ウェルカムレセプション（広島国際会議場） 
 -8月22日（月）夕刻: カンファレンスディナー（広島リーガロイヤルホテル） 
 -8月23日（火）午後: ソーシャルイベント

会議日程



　通常の会議開催に加えてオンライン参加を可能にすることで集客を強化 
参加登録者数（目標値）: リアル + オンライン: 200人 + 200人 = 400人 
ヨーロッパ 
• 50人 + 50人 
アフリカ 
• 20人 + 20人 
北中米・南米 
• 20人 + 20人 
アジア・オセアニア 
• 30人 + 30人 
日本 
• 80人 + 80人

集客計画



1st WCCE 1970 - Amsterdam, Netherlands 
2nd WCCE 1975 - Marseille, France 

3rd WCCE 1981 - Lausanne, Switzerland 
4th WCCE 1985 - Norfolk, USA 

5th WCCE 1990 - Sydney, Australia 
6th WCCE 1995 - Birmingham, UK 

7th WCCE 2001 - Copenhagen, Denmark 
8th WCCE 2005 - Cape Town, Africa 

9th WCCE 2009 - Bento Goncalves, Brasil 
10th WCCE 2013 - Torun, Poland 
11th WCCE 2017 - Dublin, Ireland

過去のWCCE



WCCE 2017 in Dublinの様子



スポンサーシップメニュー
スポンサー特典

プラチナ ゴールド シルバー ブロンズ サポート

300万円 100万円 50万円 30万円 15万円
ステイトメント権(応援呼称) 

WCCE2022 応援記載商品販促活用頂けます ○ ○ ○ ○ ○
オフィシャルパートナー表記，名称，イメージ活用，公式写真使用権 

自社商品販売販促大会名公式写真記載権利です ○ ○ ○ ○ ○
会場内看板への協賛社露出 

会場内設置板企業様名掲出いたします． ロゴ特大 ロゴ大 ロゴ中 ロゴ小 ×

カンファレンスディナー会場等への協賛社露出 〇 〇 × × ×

公式HP協賛社名表記，バナーリンク ロゴ特大 ロゴ大 ロゴ中 ロゴ小 社名のみ小

公式プログラム広告枠 見開き2ページ 1ページ相当 半ページ相当 1/4ページ相当 ロゴ掲出のみ

プレス発表時，協賛社名露出 特大 大 中 小 小

来場者サンプリング権(資料・パンフレット・グッズ等をトートバックに入れる) ○ ○ ○ × ×

参加者全員に配布するトートバックへのロゴ掲載 ○ ○ × × ×

展示スペースの最優先(優先)選択 最優先
プラチナに次いで 

優先
ゴールドに次いで 

優先 × ×

ガイドブックの表紙裏へのカラーロゴ掲載 ○ ○ × × ×

無料参加枠(会議のみ) 4名 3名 2名 1名 ×

オンライン口頭発表セッション前または後の1分間広告動画配信 1日2回 計8回 1日1回 計4回 会期中2回 会期中1回 ×

オンラインスペースへのロゴ掲載 大 中 小 社名のみ 社名のみ

オンラインセッション間の情報掲示時のロゴ掲載 大 中 小 社名のみ 社名のみ



　萩谷昌己 （東京大学）○ 
稲見昌彦 （東京大学） 

上松恵理子 （武蔵野学院大学） 
大岩元 （元慶應義塾大学） 
柏原昭博 （電気通信大学） 
熊平美香 （昭和女子大学） 
斎藤俊則（星槎大学）△ 

鈴木寛 （東京大学/慶應義塾大学） 
高橋尚子 （國學院大学） 
竹内郁雄 （元東京大学） 

美馬のゆり （はこだて未来大学） 
村井純 （慶應義塾大学） 
○委員長．△副委員長

委員構成・開催国組織委員会



斎藤俊則 （星槎大学）○委員長 
稲垣知宏 （広島大学） 
殷成久 （神戸大学） 
浦西友樹 （大阪大学） 
江見圭司（京都府高等技術専門校） 
掛下哲郎（佐賀大学） 
梶田将司 （京都大学） 
島田敬士 （九州大学） 
白井詩沙香（大阪大学） 
隅谷孝洋 （広島大学） 
高木正則 （岩手県立大学） 
竹中章勝 （奈良教育大学） 
辰己丈夫 （放送大学） 
谷聖一（日本大学） 
遠山紗矢香（静岡大学） 

中山泰一（電気通信大学） 
中野由章（工学院大学附属中学校・高等学校） 
西田知博（大阪学院大学） 
林雄介 （広島大学） 
匹田篤（広島大学） 
渡辺健次（広島大学） 
渡辺博芳（帝京大学）

委員構成・運営委員会


