
－ 第 2 回 ICT トラブルシューティングコンテスト(関東大会）－ 

募集要項について 

 2014 年 5 月 8 日 

ICT 教育推進協議会 

ネットワーク教育ワーキンググループ 

 

  この度、2014 年 8 月 6 日（水曜日）から 7 日（木曜日）の 2 日間の日程で、

「第 2 回 ICT トラブルシューティングコンテスト」を開催する運びとなりました。積極的

なエントリーをお待ち致しております。  

  

【概要】  

本コンテストは、Cisco Networking Academy を開講している全国の専門学校生、大学生、

大学院生を対象としたトラブルシューティングコンテストです。  

参加者のチームには Session ごとに問題が出題され、限られた時間内で挑戦してもらい 

ます。審査では問題を時間内に速く解くことも大事ですが、解答内容の明瞭性、正確性も

問われます。また、チーム戦ということもあり、問題解決の為の情報交換など、メンバー

同士でのコミュニケーション力も問われます。 

 

出題は、ネットワークだけでなく、Linux や、セキュリティ問題も含まれる予定です。同

世代の技術者たちと競い合うことも勿論ですが、是非とも他のチームとも交流を取り合い、

友好を深めて行ってください。  

 

第 1 回の様子は以下のサイトをご参照ください。 

http://ictnw.jpn.org/ 

 

【参加資格】 

・応募書類提出の時点で、全国の専門学校，大学，大学院に属する学生であること（但し

博士後期課程を除く） 

・チームは単一団体（同じ専門学校や大学など）に属する３～５名の人員で構成されるこ

と 

・Cisco Networking Academy が提供するカリキュラムを修了した（ないしは受講中の）学

生を含むこと 

 

補足 1. 規定のチーム数より多くの募集が寄せられた場合、審査の上，制限をさせていただ

くことがあります。 

補足2. サーバやアプリケーションに関する知識を持った学生がチーム内に含まれているの

http://ictnw.jpn.org/


が望ましい。 

 

・応募書類提出の時点で、Cisco Networking Academy を開講している全国の専門学校生、

大学生、大学院に在籍する学生であること。 

ネットワーク構築やサーバ構築に興味がある、これから始めたい、と言う方もお気軽に 

エントリーしてください。 

  

【コンテスト詳細】  

  

【主催】ICT 教育推進協議会 

【後援】Training Center Japan 

【協賛】調整中  

【機材提供】シスコシステムズ合同会社  

【参加費用】無料（旅費、宿泊費用、当日の飲食費用などは自己負担にてお願いいたしま

す）  

【開催場所】日本電子専門学校 

 

【当日の進行について（予定）】  

- 8 月 6 日（水曜日）  １日目 

AM9:30 開場 受付開始  

午前 外部講師によるセミナーを予定  

午後 各チーム、ネットワーク・サーバ環境構築  

（初日は主催者側の指示に沿って環境構築を行って頂きます。）  

  

- 8 月 7 日（木曜日）  ２日目  

AM 9:30 開場 

Session 1) Network 関連問題  

 出題、回答＋解説  

Session 2) Linux 関連問題  

 出題、回答＋解説  

Session 3) 総合問題 

 出題、回答＋解説  

表彰式開催  （16:30 終了予定）  

  

【エントリー方法】  

応募チームは以下のフォーマットを参考の上、電子メールにて、エントリーを行ってく 



ださい。  

 

エントリーメール送付先：network-contest*ictepc.jp (「*」を「@」に差し替えてくださ

い。) 

-------------------------------------------------------- 

件名：第 2 回 ICT トラブルシューティングコンテスト応募  

代表者氏名：   

代表者氏名ふりがな：   

学校名：   

所属名（学部・専攻等）：   

代表者の E-MAIL、携帯電話連絡先    

参加者リスト（全員の氏名、ふりがな）  

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

【エントリー期間】 

エントリー期間: 2014 年 6 月 1 日(日）から 2014 年 6 月 13 日（金）迄  

エントリーチーム発表 2014 年 6 月 20 日(金) 

 

【本件に関する問い合わせ先】ICT 教育推進協議会 info*ictepc.jp (「*」を「@」に差し替

えてください。) 

 

  

  



【緊急告知】 Netriders Competition 2014   

― 国際アジア大会出場者選抜 日本予選開催のお知らせ ― 

 

2014 年 6 月 2 日 

ICT教育推進協議会 

ネットワーク教育ワーキンググループ 

 

第 1回及び第 2回 ICT トラブルシューティングコンテストの成績優秀チームは 2014年 10月 22

日に開催される Cisco Networking Academy NetRiders アジア国際大会への出場権を掛けた

全日本選抜国内予選会(2014年 8月 23日)に参加する事ができます。 

 

NetRiders Competition(※1)は、APAC、EMEAR、LATAM、米国/カナダの 4か所で開催され

るネットワークスキルを競う CCNAの国際大会です。2013 年の NetRiders 国際大会では、世

界 97 ヵ国から Networking Academyの受講生 1 万人以上が参加 しました。 

 

(※1) NetRiders Competitionについては以下のWebsiteを参照してください

http://www.academynetriders.com/index.php 

 

成績優秀チームから以下に示す参加資格を持つ選手を 2名選抜して 1チームとし、シスコシステ

ムズ合同会社で行われる予選会に出場していただきます。予選会参加枠は最大 4チームです。

応募するチームが多い場合には第 1回、第 2回 ICT トラブルシューティングコンテストの成績結

果によって選考します。 

 

【参加資格】 

1. 2013年 10月 1日から 2014年 8月 23日の期間内に「Cisco Networking Academyが提

供する CCNA コース」（以下 CCNA コース）を受講、もしくは修了している学生。 

2. 2013年10月1日以前のCCNAコースを受講して、合格点にて修了しなかった学生で、2014

年 8月 23日時点で CCNAを再受講している学生。 

 

(※ 2013年 10月 1日以前のCCNA受講生で、合格点を以って修了した学生には資格がありま

せん。） 

 

Netriders Competition の概要は以下の通りです。 

 

【コンペティション概要】 



■ コンペティション当日、各チームはその国の指定された会場に行き、コンテスト ページにログイ

ンして、理論試験と Packet Tracer(※2)試験を受けます。 

■ 問題は全て英語です。 

■ 各チームはチーム キャプテンのログイン情報を使って試験にアクセスする必要があります。 

■ 試験はいったんアクセスすると、休止できません。 

■ 試験中は、書籍やウェブサイトなどの外部資料は使用できません。 

■ 理論試験は 60 分間、出題数 100 問 です。 

■ Packet Tracer試験は 90 分間であり、 受講生は Packet Tracerファイルをダウンロードし

て設定してから、20 問の出題に回答します。 

 

(※2) Cisco Packet Tracer については以下のサイトを参照してください。 

https://www.netacad.com/web/about-us/cisco-packet-tracer 

 

詳細は第 2回 ICT トラブルシューティングコンテスト終了後にお知らせします。ぜひこの機会にグ

ローバルエンジニアとしての第一歩を踏み出してください。 


