2 月 28 日（土）9：30～10：30
Ａ

A-1

A-2
A-3
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B-1
B-2
B-3
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C-1
C-2
C-3

Ｄ

D-1
D-2

教科「情報」の実践と評価

一般研究発表

543 教室
9：30～10：30
座長：鹿野利春（石川県立金沢泉丘高等学校）

個に応じた指導法の工夫改善による「指導と評価の一体化」
基礎学力の向上のための授業における moodle(e-learning)活用の研究とその成果
○山口勇一，岸本喜明，澤田裕一，佐藤万寿美（兵庫県立西宮今津高等学校）
新しい学習指導要領における情報モラル等の指導
○鹿野利春（金沢泉丘高等学校）
，高橋参吉（千里金蘭大学）
バーチャル商店街を総合実習として組み込むための情報カリキュラムの試作
○松山陽子，山本恒（園田学園女子大学国際文化学部）
メディアと情報教育

542 教室
9：30～10：30
座長：伊藤剛和（奈良教育大学）

地域連携をめざした小学生向けのロボット授業
稲川孝司（大阪府立東百舌鳥高等学校）
情報コミュニケーション活動を考慮した電子メール利用の教育方法について
森屋裕治（名古屋女子大学短期大学部）
ネットショップ構築演習のデザインと実践
○佐野繭美（摂南大学）
，柳ケンキ（園田学園女子大学）
，松永公廣（摂南大学）
地域社会と情報

541 教室
9：30～10：30
座長：饗庭正樹（パナソニック株式会社）

保健・福祉・医療連携への福祉サービスへの ICT 利活用範囲と方向性の考察
田井義人（摂南大学大学院経営情報学研究科後期博士課程）
電子自治体におけるコアコンピタンス
吉田博一（摂南大学）
社会貢献型企業情報システムと地域コミュニケーションについて
饗庭正樹（パナソニック株式会社）
ヒューマン・コミュニケーション

545 教室
9：30～10：30
座長：藤井美知子（長崎大学）

オンラインゲーム・プレイヤーにおける依存について－プレイヤーのインタビュー分析から－
○竹田慎（大阪電気通信大学大学院），横山宏（大阪電気通信大学）
Ｄ－Ｐ方式によるプレゼンテーション教育
－ リハーサルでの指示役と指示受役のコミュニケーションについて －
○村上和繁（大阪電気通信大学）
，大隅敏明（大阪電気通信大学）
正木幸子（大阪商業大学）
，下倉雅行（大阪経済大学），竹嶋徳明（大阪国際大学）
中村民明（tami 情報教育研究所 ）
，岡本久仁子（大阪国際大学）
岩崎重剛（やる気教育研究所）
，荒木俊輔（龍谷大学付属平安高等学校）
石桁正士（大阪電気通信大学）
，松永公廣（摂南大学），横山宏（大阪電気通信大学）

D-3

自律ペット型ロボットが表出するしぐさの印象評価についての調査研究
○朱海燕，小田桐良一（園田学園女子大学国際文化学部）

2 月 28 日（土）10：50～12：20
基調講演

基調講演
543 教室
10：50～12：20
司会：山本恒（園田学園女子大学）

「教育の機能を考えなおす ～「知識」と「能力」の織りなす綾～」
講師 阪井 和男（明治大学）

2 月 28 日（土）13：30～13：50

総会

総会

543 教室
13：30～13：50

2 月 28 日（土）14：00～17：10
Ｅ

E-1
E-2
E-3

Ｆ

F-1

F-2

携帯によるコミュニケーション

企画セッション

542 教室
14：00～15：30
コーディネイター：太田和志（東大阪大学短期大学部）

ケータイによる非言語コミュニケーションの理解に向けて
○中村隆志（新潟大学人文学部）
，大江ひろ子（横浜国立大学経営学部）
他者意識に対する非対面型コミュニケーションの影響
野中壽子（名古屋市立大学）
統計的手法によるケータイ小説の特徴分析
○稲熊孝直，仲垣内裕美（園田学園女子大学）
学習支援システムと授業実践

542 教室
15：40～17：10
コーディネイター：松永公廣（摂南大学）

ぐんぐんのびる個別ドリルシステムの開発 −やる気を起こす自分専用のドリルプリント−
○米田浩（尼崎市立教育総合センター）
，大濱洋治（尼崎市立教育総合センター）
柳井和久（尼崎市立小園小学校）
，原克彦（目白大学），大垣厚志（スズキ教育ソフト株式会社）
Excel 学習支援システムを利用した授業実践とシステムの評価
〇藤井美知子（長崎大学）
，中島信恵（宇部フロンティア大学短期大学部）
二木映子（宇部工業高等専門学校）
，佐野繭美（摂南大学）
，松永公廣（摂南大学）

F-3

Ｇ

G-1

継続的授業改善を可能とする教育指導支援システムの開発と授業実践
○古賀掲維，井ノ上憲司，飛永三奈，新田高士，坂井一也，直野公美，藤井美和子，丹羽量久
（長崎大学）
新学習指導要領において、教科「情報」をどう教えるべきか
543 教室
日本情報科教育学会近畿・北陸地区研究会 共催
14：00～17：10
コーディネイター： 西野 和典（九州工業大学）
佐藤万寿美（兵庫県立西宮今津高等学校）
パネルディスカッション
司会 西野和典（九州工業大学）
鹿野利春（石川県立金沢泉丘高等学校）, 佐藤万寿美（兵庫県立西宮今津高等学校）
パズルの解法を利用したプログラミングの基礎学習
～「情報の科学的な理解」への取り組み～
山上通惠（兵庫県立神戸甲北高等学校）

3 月 1 日（日）10：00～12：00
Ｈ

H-1

H-2
H-3
H-4
H-5

Ｉ

I-1
I-2
I-3

授業支援システムによる実践

一般研究発表

545 教室
10：00～12：00
座長：中野彰（武庫川女子大学）
岡田勝（兵庫県立須磨友が丘高等学校）

自動採点ツールをベースとした広域教育連携による教育の質向上の試み
○渡辺慎哉（札幌学院大学）
，石川千温（札幌学院大学），皆川雅章（札幌学院大学）
中村永友（札幌学院大学）
，小池英勝（札幌学院大学），梅田充（北海道札幌拓北高等学校）
高大連携による高等学校での e-Learning の有効性
○佐藤万寿美（兵庫県立西宮今津高等学校）
，山本恒（園田学園女子大学）
携帯のみによる簡易一斉授業支援ツールの開発
○小寺香名，山本恒（園田学園女子大学）
大学の情報教育におけるプログラミング教育実践の評価
○佐野繭美，河俣英美，橋本はる美，松永公廣（摂南大学）
言語処理能力と論理力を高める論理エンジン学習の実践とその考察
垣東弘一（園田学園女子大学短期大学部）
メディアを利用した教育研究

542 教室
10：00～12：00
座長：西端律子（畿央大学）
古井順子（小野市立小野中学校）

地図検索のためのＧＰＳ位置情報取得に関する研究
○稲峰加織，小田桐良一（園田学園女子大学国際文化学部）
中等教育における空間情報技術の普及・阻害要因に関する定量的分析
川向肇，○有馬昌宏（兵庫県立大学）
大学の情報処理科目における SA の必要性
○西端律子，宮村裕子（畿央大学教育学部）

I-4
I-5
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J-1
J-2
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J-4
J-5
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Ｋ

K-1

K-2
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K-5

Ｌ

大学におけるメディア実践の理論的位置づけの試み －映像制作を通して－
小室広佐子（東京国際大学）
大学生によるデジタル教材の制作(1)
八倉巻千尋，安藤智恵，○村田雅之（東京工芸大学芸術学部）
授業支援システムの開発

544 教室
10：00～12：00
座長：下倉 雅行（大阪経済大学）
鴨谷真知子（東大阪大学短期大学部）

携帯用小グループコミュニケーションシステムの開発
○淺田裕美，山本恒（園田学園女子大学）
ＦＬＡＳＨを活用した学習ドリル作成支援ツールの開発と実践
○岡部喜子（園田学園女子大学国際文化学部）
，笹山邦夫（高砂市立伊保小学校）
Web 版ビジネスシミュレーションゲームの開発
スウエンカ，○松永公廣（摂南大学）
留学生のための日本語復習システムのデザイン
陳寧（摂南大学）
，平澤洋一（城西大学）
，○松永公廣（摂南大学）
電子メール教育のための学内専用擬似メールシステムの開発
○近藤綾，山本恒（園田学園女子大学）
講義資料評価による授業改善支援システムの提案
○下倉雅行（大阪経済大学），佐野繭美(摂南大学)，松永公廣（摂南大学）
授業コンテンツの設計

541 教室
10：00～12：00
座長：堀田博史（園田学園女子大学）
清水五男（兵庫県立兵庫工業高等学校）

中国人留学生の理解が難しい大阪弁に関する研究
～大阪弁と北京語の簡易動画教材を通して～
○劉淑艶，堀田博史（園田学園女子大学国際文化学部）
研修をきっかけとした小学校教員のＩＣＴ活用指導力向上の一考察
○三浦沙耶香，堀田博史（園田学園女子大学国際文化学部）
新しい"記憶の分類"の提案
飯箸泰宏（明治大学）
独創性をつくるレポート指導
飯箸泰宏（明治大学）
e-learning システムを用いた地域情報の総合学習への活用に関する研究
○道下里美，渡邊愼哉，石川千温（札幌学院大学）
新しいコミュニケーション能力と子どもの学力

543 教室
10：00～12：00
座長：原克彦（目白大学）
米田浩（尼崎市立教育総合センター）

L-1
L-2

「コミュニケーション手段の変化と児童心理について」の調査研究
○大槻武志（丹波市立東小学校）
，氷上情報教育研究会
児童の実態に応じた情報モラル指導のあり方 －メディア活用実態調査からの考察－
島田佳幸（尼崎市立成文小学校）

L-3
L-4
L-5

道徳と情報モラル －デジタルコンテンツを利用した道徳教育－
柳井和久（尼崎市立小園小学校
３年 国語科における情報モラルの指導
浅尾大佑（尼崎市立武庫庄小学校）
教員のICT 活用指導力向上研修について
伊藤剛和（奈良教育大学）

3 月 1 日（日）13：00～14：00
Ｍ

M-1

報告と議論

報告と議論

543 教室
13：00～14：00
コーディネイター：太田和志（東大阪大学短期大学部）

情報コミュニケーション力と検定試験
情報コミュニケーション検定準備委員会

3 月 1 日（日）14：10～15：40
特別講演

特別講演
543 教室
14：10～15：40
司会：堀田博史（園田学園女子大学）

講師

「情報社会と教育」
山本 恒（園田学園女子大学）

