2010PC カンファレンス開催報告

8 月 7 日(土)〜9 日(月）の 3 日間，東北大学川内北キャンパスで開催された 2010PC カンファレンスは
752 名の参加者を得て盛会のうちに終了いたしました。

1.開催概要
（1）開催日時
（2）開催場所

2010 年 8 月 7 日(土）8 日(日）9 日(月）
東北大学川内キャンパス(〒980-8576 仙台市青葉区川内41)

（3）開催テーマ 「２つのソーシャル －みんなでつながる，みんなでよくする－」
趣旨：人は人とつながりあって社会を構成し、さまざまな課題を解決してきた。いま、ネットという新
しい技術、メディアの登場により、あらためて人と人が今までの限界を超えて広く深くつながり合いは
じめている。そして、人と人とがつながり合うことで生まれるパワーが大きくなっている。それが社会
をより良き方向に変革する力強いムーブメントとなりつつある。
たとえば、マスメディアによる一方向コミュニケーションから、掲示板、ブログ、SNS、ツイッター
などソーシャル・メディアでみんなが狭い範囲をこえて肯定的につながり合う関係が広げている。さら
に米国オバマ大統領選挙やハイチ地震の救援など、みんながソーシャルな課題を共有し新しい視点でそ
の解決に取り組む動きがグローバルに展開されつつある。
本テーマが「２つのソーシャル」というのは、人と人がつながるという意味でのソーシャル、より良
き社会をつくっていくという意味でのソーシャル、この２つの意味を兼ねてである。今回の PC カンフ
ァレンスが、こうしたさらなる人と人のつながりと動きに学び、自らも主体的に関わっていく場になる
ことを願っている。

（4）主催団体

CIEC（コンピュータ利用教育協議会）
全国大学生活協同組合連合会

（5）後援団体

東北大学,文部科学省,宮城県教育委員会,
仙台市教育委員会,河北新報社,NHK 仙台放送局

（6）実行委員会
実行委員長
副実行委員長

水原 克敏 東北大学大学院教育学研究科
妹尾 堅一郎 CIEC 会長（東京大学）

2.各企画報告（敬称略）
【全体会】
日時：8 月 7 日（土）12：30−13：00
会場：マルチメディア教育研究棟 206
実行委員長挨拶
水原 克敏 東北大学大学院教育学研究科
ご祝辞
川端 達夫 文部科学大臣
古川 元久 内閣官房副長官
（祝辞は妹尾堅一郎副実行委員長が代読）
挨拶
妹尾 堅一郎 CIEC 会長（東京大学）
司会
才田いずみ 東北大学

【基調講演】
日時：8 月 7 日（土）12：30−13：00
会場：マルチメディア教育研究棟 206
「メディア空間の変容と学びの将来」
佐々木 俊尚（ジャーナリスト）

【シンポジウム 1】
日時：8 月 7 日（土）16：30−18：30
会場：マルチメディア教育研究棟 206
「
『メディアと学び』の原点から －いまなぜ『TBS ラジオ全国こども電話相談室』に注目するのか－」
パネリスト
TBS ラジオ：

CIEC：
モデレータ：
司会：

無着
藤田
近堂
佐伯
美馬
妹尾
武沢

成恭（全国こども電話相談室回答者）
香織（番組プロデューサ）
かおり（7 代目電話のお姉さん）
胖（青山学院大学・前 CIEC 会長）
のゆり（はこだて未来大学）
堅一郎（東京大学・CIEC 会長）
護（早稲田大学／早稲田高等学院）

【シンポジウム 2】
日時：8 月 7 日（土）16：30−18：30
会場：講義棟 B 棟 101
「再考

求められる情報教育」

パネリスト：

モデレータ：

関本 英太郎（東北大学）
布施 泉（北海道大学）
河野 賢一（東北大学）
鈴木 大輔（東北大学）
森 夏節（酪農学園大学）

【シンポジウム 3】
日時：8 月 7 日（土）16：30−18：30
会場：講義棟 B 棟 102
「変容するキャリア支援教育と大学生協」
パネリスト：

モデレータ：

若林
山本
千葉
門間
桧山

靖永（京都大学経営管理大学院教授／CIEC 副会長）
求（大学生協中国四国事業連合専務理事）
政典（東北大学高等教育開発推進センターキャリア支援センター講師）
正孝（東北大学生活協同組合「学びと成長」支援事業部主任）
智明（大学生協東北事業連合専務理事）

【IT フェアインデキシング】
日時：8 月 7 日（土）15：15−16：15
会場：マルチメディア教育研究棟 206
毎年好評の「インデキシングタイム」を初日 7 日の基調講演とシンポジウムの間に設けました。イン
デキシングとは「目次」のことです。ブース全体の「目次」セッションで IT フェア出展の各社にステ
ージ上で 1 分間のアピールをしていただきました。
【イブニングトーク】
日時：8 月 7 日（土）16：30−18：30
会場：講義棟 C 棟 4 階
（1）
「ＣＡＴは、自前で作って使えるか？」 秋山 實（東北大学大学院）
（2）
「モバイルラーニングが拓く未来を掘り下げる
〜CIEC 北海道支部「学校の玉手箱」番外編 曽我 聡起（北海道文教大学）
（3）
「プレゼンテーション・スキルの育成教育を考える」 角南 北斗（フリーランス）
（4）
「大学生によるパソコン講習会の実施について」斉藤 勝也（北海道大学）
【IT フェア】
日時：8 月 8 日（日）9：30−18：00
会場：キッチンテラスクルール
55 社 65 ブースの出展をしていただきました。
（株）沖データ、ブラザー販売（株）、富士ゼロックス（株）、エプソン販
売（株）、リコージャパン（株）
、キヤノンマーケティングジャパン（株）、
コニカミノルタプリンティングソリューションズ（株）。パイオニアソリュ
ーションズ（株）
、プリンストンテクノロジー（株）
、日本通信（株）、東芝
情報機器（株）
、
（株）TERADA.LENON、
（株）富士通パーソナルズ、スキャネ
ット（株）
、アライドテレシス（株）
、（株）内田洋行（株）朝日ネット、大日本印刷（株）、（株）アン
トルビーンズ、
（株）コンテック、日本ポラデジタル（株）
、ソフォス（株）、
（株）バーシティウェーブ・
プロバイダー事業部、マイクロソフト（株）、（株）モリサワ、エーアンドエー（株）、コーレル（株）、
（株）ナレロー、日本ニューメリカルアルゴリズムズグループ（株）、
（株）バーシティウェーブ、
（株）
ワークアカデミー（noa 出版）
、日経 BP 社、
（株） オデッセイコミュニケーションズ、アップタウン（株）、
インテグラート（株）
、
（株）翔泳社、日本データパシフィック（株）
、（株）ワイ・イー・シー、トラン
センドジャパン（株）、（株）アルファシステムズ、グローバルソリューションサービス（株）、丸紅情
報システムズ（株）
、セイコーインスツル（株）
、株）ワコム、アバーメディア・インフォメーション（株）、
レノボ・ジャパン（株）
、日本エイサー（株）、アスース・ジャパン（株）パナソニックシステムソリュ
ーションズジャパン（株）、泉（株）、ＮＥＣパーソナルプロダクツ（株）、ＮＥＣディスプレイソリュ
ーションズ（株）
、ベンキュージャパン（株）、カシオ計算機（株）

【分科会 口頭発表・ポスターセッション】
口頭発表:112（時間割発表後の辞退 2 本含）
ポスターセッション:50 本
学生論文賞応募:35 本
所属機関の内訳は、高等教育機関教員：91、初等中等教育機関教員：16、
大学職員：4、学生・院生：42、生協職員：2 その他：7 でした。
都道府県別は、北海道:13 青森：3 秋田：1 岩手：1 宮城：11 新潟：2 福島：1 茨城：1 埼
玉：9 千葉：4 東京：36 神奈川：8 長野：1 静岡：1 石川：10 愛知：13 岐阜：3 三重：8
滋賀：4 京都：3 大阪：7 兵庫：8 鳥取：1 広島：3 山口：1 愛媛：1 大分：1 福岡：2 佐
賀：2 鹿児島：1 沖縄：1 海外：1 でした。

（1）ポスター発表
日時：8 月 8 日（日）17：10−18：10
会場：講義棟 A101・103・105
（2）口頭発表
日時：8 月 8 日（日）9：00−11：45 13：30−16：50
8 月 9 日（月）9：00−10：35
会場：講義棟 C101・102・105・106・201・202・205・206
「論文賞」と「学生論文賞」の受賞者は下記のとおりです。
CIEC 定例総会（8 月 8 日 12:00—13:00）において賞状が授与されました。
＜最優秀論文賞＞
「小学校で携帯電話をどう教えるか—その１ 情報端末としてのケータイ活用事例—」
○平松 裕子 中央大学経済学部
徳増 智子 八王子市立上壱分方小学校
中村 真也 八王子市立上壱分方小学校
山田 義守 八王子市立上壱分方小学校
西岡
利 八王子市立上壱分方小学校
島田 文江 八王子市立上壱分方小学校
伊藤
篤 KDDI 研究所
佐藤 文博 中央大学経済学部
＜優秀論文賞＞
「ことだま on Squeak による理科教材の作成と授業実践」
○山崎
剛 東京学芸大学大学院教育学研究科
山崎 謙介 東京学芸大学
小野瀬 倫也 東京学芸大学附属竹早中学校
＜学生論文賞＞
「Hot Potatoes による Moodle 上で実行可能な中国語復習教材の開発」
○趙 秀敏 東北大学大学院教育情報学教育部
今野 文子 東北大学教育情報基盤センター
大河 雄一 東北大学大学院教育情報学研究部・教育部
三石 大 東北大学教育情報基盤センター
【CIEC 総会】
日時：8月8日（日）12：00−13：00
会場：講義棟C 200
【レセプション】
日時：8月8日（日）18：30−20：00
会場：川内の杜ダイニング
司会
開会挨拶
主催者挨拶

伊藤 大（東北大学生活協同組合専務理事補佐）
佐藤 和之（東北大学生活協同組合専務理事）
庄司 興吉（全国大学生協連会長理事）
妹尾 堅一郎（CIEC 会長）
CIEC 学会賞受賞者発表（該当者なし）
PCC 論文賞受賞者発表
筒井 洋一（PCC 実行委員分科会担当）
乾杯挨拶
水原 克敏（2010PCC 実行委員長 東北大学）
次期開催校挨拶
北村 士朗（熊本大学）
深見 隆久（熊本大学生活協同組合）

【セミナー１】
日時：8月9日（日）10：45−12：05
会場：講義棟B101
「小児科医からみた『子どもとメディア』の光と影 －メディア・リテラシー教育に期待する－」
田澤 雄作（国立病院機構仙台医療センター小児科部長）
小野 浩司（福島県郡山市立大島小学校教諭）
司 会：綾 皓二郎（石巻専修大学教授）

【セミナー2】
日時：8月9日（日）10：45−12：05
会場：講義棟B104
「CIEC 会誌『コンピュータ&エデュケーション』をより良くするために－論文の書き方－」
田中
浅野
榊原
吉田

一郎
純一
正明
晴世

（会誌編集委員長 金沢大学）
（会誌編集委員 追手門学院大学）
（会誌編集委員 鳥取大学）
（会誌編集委員 大阪教育大学）

【セミナー3+5】
日時：8月9日（日）12：40−14：00 14:10–15:30
会場：講義棟B102
「大学生に『マイパソコン』は必要なのか？」
問題提起
山田祐仁（辻調理師専門学校/小中高部会）
情報活用調査結果報告 大橋真也（千葉県立船橋旭高等学校/小中高部会）
報告１ 大学生のパソコン活用の状況
福島健介（帝京大学/小中高部会） 山田翔平（帝京大学文学部 1 年）
報告２ 大学生にマイパソは必要か？
中村 泰之（大学生協東京事業連合/生協職員部会）
報告３ 大学生協の PC 講座のとりくみ
藤沢 繁利（東京農工大学工学部 3 年）
石塚 愛美（弘前大学教育学部４年）

【セミナー4】
日時：8月9日（日）12：40−14：00
会場：講義棟B103
「初修（第二）外国語と ICT －日本語・中国語・韓国語の場合－」
才田 いずみ（東北大学）日本語
田邉 鉄（北海道大学） 中国語
金 義鎭（東北学院大学）韓国語
司 会： 三枝 裕美（長崎外国語大学）

【セミナー6】
日時：8月9日（日）14：10−15：30
会場：講義棟B101
「IT キャンパス・ライフ・イノベーション
－クラウドコンピューティング時代にレノボが提供するインターネット
デバイスの可能性と大学導入事例－」
福光
司

秀克

会：福島

レノボ・ジャパン株式会社

ディレクター

裕記（全国大学生協連常務理事）

【プレカンファレンス】
日時：8月7日（日）9：30−11：30
会場：講義棟C204
「STACK と Moodle で構築する数学オンラインテスト・評価システム」
中村
秋山
中原

泰之 （名古屋大学大学院情報科学研究科）
實 （株式会社ｅラーニングサービス）
敬広 （株式会社ｅラーニングサービス）

