2013 年 2 月 15 日
各位
情報コミュニケーション学会 会長 阪井和男
第 10 回全国大会実行委員会 委員長 中野彰
情報コミュニケーション学会 第 10 回全国大会のご案内
本学会は，情報コミュニケーションに関心のある小学校・中学校・高等学校・大学の教
員が中心となり，情報交換・交流の場としての役割を果たし，実践的な研究をとおしてよ
りよい教育をおこなうために活動を行っております．
さてこの度は，2013 年 2 月 23 日～24 日に武庫川女子大学にて開催されます，情報コミ
ュニケーション学会第 10 回全国大会のご案内を差し上げる次第です．
この全国大会は会員だけでなく広く公開された大会になっておりますので，多くの皆様の
ご参加をお待ちしております。
記
テーマ 『能動的学習とコミュニケーション』
期日

2013 年 2 月 23 日（土）～24 日(日）

会場

武庫川女子大学 日下記念マルチメディア館（兵庫県西宮市池開町 6-46）
※大会当日は駐車スペースがございませんので，公共交通機関でお越し下さい．

主催

情報コミュニケーション学会

共催

武庫川女子大学情報教育研究センター, ケータイ活用教育研究会,

後援

兵庫県教育委員会, 西宮市教育委員会, 尼崎市教育委員会
兵庫県高等学校教育研究会情報部会
兵庫県高等学校教育研究会, 工業部会教育工学委員会
兵庫県教育工学研究会, 教育システム情報学会関西支部
情報文化学会近畿支部, 日本情報科教育学会近畿・北陸支部
兵庫県中学校技術・家庭科研究会

参加費等

※該当する合計金額を大会当日受付にてお支払下さい。

参加費：1,000 円（必須 ただし学部生は無料） 論文集：3,000 円（希望者のみ）
懇親会費：4,000 円（希望者のみ）
参加申し込み
本全国大会は、会員だけでなく会員以外の方もご参加いただけます。 大会準備の
都合上、以下の内容を E-mail で大会事務局（taikai10@mukogawa-u.ac.jp）ま

で、大会前にお送りください。
（1 参加者ごとに 1 メールでお願いします）
【論文集の購入、懇親会の参加】
(1)論文集購入の有無： ※学会員は原則ご購入ください
(2)懇親会参加の有無：
【参加者】
(3)お名前（漢字とふりがな）
：
(4)所属：
(5)E-mail：
なお、事前申込みをされていない方の参加も歓迎いたします。ふるってご参加く
ださい。
連絡先 大会事務局 武庫川女子大学情報教育研究センター
情報コミュニケーション学会 第 10 回全国大会実行委員会まで
E-mail: taikai10@mukogawa-u.ac.jp

全国大会ホームページ http://www.cis.gr.jp/zenkoku.html#zenkoku10
【大会日程】
第1日

2 月 23 日（土）

12:00～ 受付 日下記念マルチメディア館 1F
13:00～14:30

一般研究発表 1-A モバイルと教育デザイン
（ケータイ活用教育研究会特別セッション）
一般研究発表 1-B ことばとコミュニケーション
一般研究発表 1-C 社会と集団

14:40～16:10

講演
「能動的学習とコミュニケーション」
～教育・研究コミュニケーション基盤としての Google Apps の活用とそ
の課題～ 講師：嘉悦大学准教授 遠山緑生氏

16:10～16:40

企業展示

16:40～18:10

企画セッション 「能動的学習とコミュニケーション」

18:30～20:00

懇親会

第2日

2 月 24 日（日）

9:00～

受付 日下記念マルチメディア館 1F

9:30～10:45

一般研究発表 2-A 高等教育（初年次教育と情報教育）
一般研究発表 2-B 情報のデザイン（学生セッション）
一般研究発表 2-C ネットワークコミュニケーション

10:45～11:10

企業展示

11:10～11:40

顧問就任式・講演
「過剰教育、学習権、学習サービスそして学習テクノロジー」
講師：西之園晴夫氏

11:40～12:10

総会

12:10～13:20

昼食 企業展示

13:20～14:20

講演
「生きる力」を次世代リベラルアーツにするには
－ワークショップと ICT が拓く可能性 講師：阪井和男氏

14:20～16:00

一般研究発表 3-A 中等教育における ICT 活用
一般研究発表 3-B 暮らしと社会
一般研究発表 3-C ものづくりとコミュニケーション

【企画セッション・一般研究発表スケジュール】
企画セッション

能動的学習とコミュニケーション

2 月 23 日（土） 16:40～18:10
マルチメディア館 301
司会： 阿部一晴 （京都光華女子大学）
コーディネータ： 佐藤万寿美（西宮今津高等学校）
K-1

コミュニケーションを重視した情報 SA 育成の授業実践
○岩崎徳子（(株)ワークアカデミー）, 中野彰（武庫川女子大学）

K-2

教職科目における学習者の主体的学びを支援するための授業設計
高橋朋子（武庫川女子大学大学院）

K-3

能動的学習による循環型社会の構築をめざした実践研究
－「尼海堆肥」で菜の花を育て、菜種から搾油の環境プロジェクト―
○中岡禎雄（尼崎市立成良中学校）, 藤本光司（芦屋大学）

一般研究発表 1
2 月 23 日（土）13:00～14:20
一般研究発表 1-A モバイルと教育デザイン ケータイ活用教育研究会特別セッション）
場所 マルチメディア館 301
座長： 寺尾敦（青山学院大学）, 岩井憲一（滋賀大学）
1A-1

「振り返りアンケート」における学習意欲の客観評価の可能性
○永谷研一（ネットマン）・小林貞幸（武雄市山内東小学校）

1A-2

統計学の授業でのセカンドモニタとしての iPhone の使用
－iPhone 使用経験と教材閲覧方法の好みとの関連 －
寺尾敦（青山学院大学）

1A-3

ICT を利用した授業における評価指標の提案
岩井憲一（滋賀大学）

1A-4

生化学における ICT の利用

―携帯ドリルを利用した予習復習―

海老原充（石川県立大学）
一般研究発表 1-B

ことばとコミュニケーション

場所 マルチメディア館 303
座長： 松永公廣（名古屋学院大学）, 鴨谷真知子（東大阪大学短期大学部）
1B-1

初等教育における話し合い教育と自己肯定感－国語教育の実践授業－
清水洋一（東京都公立小学校）

1B-2

マンガのストーリー予測クイズの得点とコミュニケーション能力の関係
○竹内俊彦(東京福祉大学), 加藤由樹(相模女子大学), 加藤尚吾(東京女子大学)

1B-3

児童のメディアコミュニケーション向上のための女子大生による絵本サイトの選
択と解釈、その変化要因
○設樂 馨（武庫川女子大学）, 平井 尊士（武庫川女子大学）

1B-4

CMS を活用する授業実践システムの評価
－ビジネス数学基礎の実践データから―
○松永公廣（名古屋学院大学）, 太田和志（東大阪大学短期大学部）,
鴨谷真知子（東大阪大学短期大学部）, 深津智恵美（園田学園女子大学）,
横山宏（大阪電気通信大学）, 佐野繭美（摂南大学）

一般研究発表 1-C

社会と集団

場所 マルチメディア館 306
座長： 太田和志（東大阪大学短期大学部）
1C-1

テキストコミュニケーションにおいてやりとりを終わらせるための工夫に関する
調査 －携帯メール、SNS、Twitter、Line に注目して－

○立野貴之（松蔭大学）, 窪田尚（日本大学）, 加藤由樹（相模女子大学）,
加藤尚吾（東京女子大学）
1C-2

作品評価に見る内集団バイアス-外集団バイアスに関する一考察
：情報機器に関する授業を通じて
後藤晶（明治大学大学院）

1C-3

組織における個人レベルのコミュニケーション特性－送信と受信の視点から－
清水洋一（東京都公立小学校）

1C-4

組織におけるパーソナル・ネットワーク
清水洋一（東京都公立小学校）

一般研究発表 2
2 月 24 日（日） 9:20～10:40
一般研究発表 2-A 高等教育（初年次教育と情報教育）
場所 マルチメディア館 301
座長： 伊藤剛和（奈良教育大学）, 中植正剛（神戸親和女子大学）
2A-1

初年次教育におけるコミュニケーションデザイン(2)

－授業アンケートの分析と

ワークショップ型授業の評価と課題－
○藤本光司（芦屋大学), 山中俊一（芦屋大学）
2A-2

「情報リテラシー」の再構築に向けて

～「インターネットする」とは～

◯波多野和彦（江戸川大学）, 中村佐里（江戸川大学）
2A-3

教員養成における実践的カリキュラムによる大学生の
教育の情報化イメージの変化
中植正剛（神戸親和女子大学）

2A-4

授業支援 ICT 機器としての電子書籍 Reader の利用
○丹羽量久（長崎大学）, 上繁義史（長崎大学）, 野崎剛一（長崎大学）,
藤井美知子（長崎大学）

一般研究発表 2-B

情報のデザイン

（学生セッション）

場所 マルチメディア館 303
座長： 針尾大嗣（摂南大学）
2B-1

グラフ理論を用いた珈琲飲料のセグメント分析
○中村ほのか（摂南大学）, 針尾大嗣（摂南大学）, 小松和則（摂南大学）,

松田茉莉（摂南大学）
2B-2

日本の自治体における博物館の情報提供に関する研究
○松本斎大（摂南大学）, 久保貞也（摂南大学）

2B-3

中学校技術科「プログラムによる計測・制御」における教材研究
― 自動演奏トイピアノの製作 －
○草地 和則（芦屋大学）, 盛谷

2B-4

亨（芦屋大学）

若者の SNS 利用における既存友人との対人問題とその要因に関する基礎的検討
○大沼美由紀(東京電機大学), 木村敦(東京電機大学),
佐々木寛紀(東京電機大学), 武川直樹(東京電機大学)

一般研究発表 2-C

ネットワークコミュニケーション

場所 マルチメディア館 306
座長： 阿部慶賀(岐阜聖徳学園大学), 西端律子（畿央大学）
2C-1

大学３回生を対象としたＳＮＳの利用調査
～ソーシャルメディアを利用した就活を意識して～
西端律子（畿央大学）

2C-2

女子大生の情報環境利用実態と嗜好との関係
岡田由紀子 （武庫川女子大学）

2C-3

SNS での交流関係がジェンダーステレオタイプに及ぼす影響
○小川大介(岐阜聖徳学園大学), 阿部慶賀(岐阜聖徳学園大学)

2C-4

自動返信機能による電子メールマナーへの影響
阿部慶賀(岐阜聖徳学園大学)

一般研究発表 3
2 月 24 日（日） 14:20～16:00
一般研究発表 3-A 中等教育における ICT 活用
場所 マルチメディア館 301
座長： 垣東弘一（園田学園女子大学短期大学部）
3A-1

パズルの解法プロセスの記述による論理的思考育成の検証
〇村上徹 （関西中央高等学校）, 米田謙三（羽衣学園中学高等学校）,
松本宗久（大阪学院大学中学高等学校）, 伊美聡（大阪府立和泉支援学校）,
岡本弘之（聖母被昇天学院中学高等学校）, 小池崇司（プール学院中学高等学校）,
奥林泰一郎（大阪大学大学院）

3A-2

ICT 機器活用経験の少ない学校における大学生によるサポートの試み
-タブレット端末導入から教員による自立的な活用まで○小池翔太（千葉大学大学院）, 高橋迪花（千葉大学教育学部）,

藤川大祐（千葉大学）, 野崎肇子（流山市立流山北小学校）
3A-3

タブレットを用いた英語のブレンディッドラーニング
反田任（同志社中学校・高等学校）

3A-4

高等学校におけるタブレット端末とサーバを活用した授業実践
-iPad と moodle サーバの運用について
○北野堅司（大阪府立東百舌鳥高等学校）,
稲川孝司（大阪府立東百舌鳥高等学校）

3A-5

チーム基盤型学習法を用いた共通教科情報の授業
○勝田浩次(大阪府立東百舌鳥高等学校), 稲川孝司(大阪府立東百舌鳥高等学校)

一般研究発表 3-B

暮らしと社会

場所 マルチメディア館 303
座長： 山路進（日本私学教育研究所), 本田正美(東京大学大学院)
3B-1

災害の「予告」は協力行動を促進するか：災害時の人間行動に関する一考察
後藤晶（明治大学大学院）

3B-2

災害発災時における地方自治体の災害情報の収集と活用策
吉田博一(摂南大学)

3B-3

東日本大震災を経験した子どもに対する「安全教室」
○山路進（日本私学教育研究所), 原芳典（日本私学教育研究所),
波多野和彦（江戸川大学), 小田啓二（日本ガーディアン・エンジェルス)

3B-4

議員と市民のコミュニケーション経路としての議会質問検証会
本田正美(東京大学大学院)

3B-5

高齢者における料理の認識：料理コーディング理論の検討
○柳元和（帝塚山大学）, 天野信子（帝塚山大学）,
太田和志（東大阪大学短期大学部）, 鴨谷真知子（東大阪大学短期大学部）,
小田桐良一（園田学園女子大学）, 稲熊孝直（園田学園女子大学）

一般研究発表 3-C

ものづくりとコミュニケーション

場所 マルチメディア館 306
座長： 小田桐良一（園田学園女子大学）,伊藤一成（青山学院大学）
3C-1

気配を気付かせるゆるやかなコミュニケーションツールの試作
小田桐良一（園田学園女子大学）

3C-2

中学校技術科におけるアクティブラーニングの実践研究(3)
－４モーター簡易ロボットの製作とチーム学習－
○岸本善文（高砂市立高砂中学校）, 藤本光司（芦屋大学）

3C-3

初中等教育への連携を重視した大学におけるプログラミング導入教育の実践報告
伊藤一成（青山学院大学）

3C-4

工業高校におけるコミュニケーション演習と能動的学習(1)
－ ものづくりを通したチーム学習の授業実践 －
○長谷川友樹(京都市立洛陽工業高等学校), 照田昇(京都市立洛陽工業高等学校),
山田康雄(京都市立洛陽工業高等学校), 森口勇(京都市立洛陽工業高等学校),
坂根正敏(京都市立洛陽工業高等学校), 竹下玄太(京都市立洛陽工業高等学校),
吉田賢治(京都市立洛陽工業高等学校), 恩田徹(京都市立洛陽工業高等学校),
藤本光司（芦屋大学）

3C-5

工業高校におけるコミュニケーション演習と能動的学習(2)
－ 自主性尺度得点による 1 年生の調査と生徒の変容について －

○藤本光司（芦屋大学）, 長谷川友樹(京都市立洛陽工業高等学校),
照田昇(京都市立洛陽工業高等学校), 山田康雄(京都市立洛陽工業高等学校),
森口勇(京都市立洛陽工業高等学校), 坂根正敏(京都市立洛陽工業高等学校),
竹下玄太(京都市立洛陽工業高等学校), 吉田賢治(京都市立洛陽工業高等学校),
恩田徹(京都市立洛陽工業高等学校)

