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第６回全国高等学校情報教育研究会全国大会（京都大会）の御案内	 
 
	 初夏の候，貴職におかれましては，ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。 
	 さて，全国の情報教育関係者が一同に会して研究発表，協議等を行う，第６回全国高等学校情報教育

研究会全国大会（京都大会）を下記の要領により開催いたします。 
	 つきましては，情報教育関係職員の多数の御参加を賜りたく，趣旨御理解の上，格別の御配慮をお願

い申し上げます。 
 

記 
１	 大会要項	 

（１）目	 	 	 的 全国の情報教育関係者が一同に会し，講演，研究発表，協議，情報交換をとお

して，これからの教科「情報」の在り方及び課題解決の方策を探り，実践的に

指導力の向上を目指す。 
（２）大	 会	 名 第６回全国高等学校情報教育研究会全国大会（京都大会） 
（３）大会テーマ 「教科情報 11年目の進展～情報教育の深化～」 
（４）日	 	 	 時 平成２５年８月９日（金）正午から８月１０日（土）午後１時１０分まで 
（５）会	 	 	 場 京都大学	 百周年時計台記念館 他 
 〒606-8501	 京都市左京区吉田本町 
 電話	 075-753-2285	 	 http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/clocktower/ 
（６）内	 	 	 容 講演	 西垣通 東京大学名誉教授／東京経済大学コミュニケーション学部教授 
  	 	 「文と理をむすぶ情報教育－－基礎情報学からのアプローチ」 
 分科会及びポスターセッション（実践発表等） 
 ワークショップ，教育懇談会 他 
（７）参 加 資 格 全国の小中高等学校情報教育関係者，情報教育に関わる研究者及び学生等 
（８）主	 催	 等 主催：全国高等学校情報教育研究会 
 共催：京都市立高等学校情報教育研究会 
 後援：京都大学学術情報メディアセンター 
 	 	 	 京都市教育委員会 
 	 	 	 日本情報科教育学会 
 	 	 	 全国専門学科｢情報科｣高等学校長会 

（９）参	 加	 費 無料（資料代 1,000円） 
（10）大会案内用Webサイト 
 全国高等学校情報教育研究会	 http://www.zenkojoken.jp/06kyoto/ 
（11）問合せ先 全国高等学校情報教育研究会	 事務局 
 東京都立三鷹中等教育学校	 能城茂雄 
 住	 所	 〒181-0004	 東京都三鷹市新川 6-21-21 
 電	 話	 0422(46)4181	 	 メール	 info-06kyoto@zenkojoken.jp 

	 



２	 プログラム	 

	 

○８月９日（金）	 

１１：１０～	  受付 （時計台１階 EV前ホール） 
１１：３０～	  総会 （百周年記念ホール（時計台１階）） 
１２：００～	  開会行事 （百周年記念ホール（時計台１階）） 

開会挨拶，来賓祝辞等 
１２：３０～	  基調講演 （百周年記念ホール（時計台１階）） 

講演者：西垣通	 東京大学名誉教授 
	 	 	 	 	 	 東京経済大学コミュニケーション学部教授 

	 	 	 	 「文と理をむすぶ情報教育－－基礎情報学からのアプローチ」 
１４：１５～	  ライトニングトーク（百周年記念ホール（時計台１階）） 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ２日目に開催される分科会の発表者を中心に，3分という短い時間で 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 連続して発表を行っていくショートプレゼンテーションを行う。 
１５：３０～	  ポスターセッション・前半 	 （国際交流ホール（時計台２階）） 

日頃の教育実践，研究成果等をポスター（A0判 1枚程度）にまとめ， 
来場者に直接説明する。来場者と身近な意見交換を行う。 
前半・後半で各 55分（途中	 前後半の間に休憩・入替時間あり） 

	 	 （１６：３０～） ポスターセッション・後半 
１８：３０～	  教育懇談会（国際交流ホール（時計台２階）） 

大会に参加された全国の方の懇親を深め，情報交換を行う。 
 

○８月１０日（土）	 

	 ９：００～	  受付 （時計台２階ホール前，メディアセンター南館２階ホール） 
	 ９：３０～	  分科会 （国際交流ホール（時計台２階）， 

マルチメディア講義室 201・202（メディアセンター南館２階）） 
日頃の教育実践，研究成果等を発表し，意見交換を行う。 
１件につき，発表 18分，質疑応答 5分で，5分科会程度を並行して行う。 

１２：３０～	  全体会・講評講演 （百周年記念ホール（時計台１階）） 
   	 	 講演者：文部科学省初等中等教育局視学官 永井克昇 氏 
１３：００～	  閉会行事 （百周年記念ホール（時計台１階）） 

閉会挨拶，次年度開催県挨拶等 
 
３	 参加及び発表申込	 

（１）申込方法  大会サイト	 http://www.zenkojoken.jp/06kyoto/	 から申込み 
（２）申込締切  分科会及びポスター発表申込締切 ６月末日 
  一般参加・教育懇談会申込締切 ７月末日 



４	 交通アクセス	 

	 

主要鉄道駅	 交通機関	 乗車バス停	 市バス系統	 市バス経路	 所要時間	 下車バス停	 

JR／近鉄 

京都駅から 
市バス 京都駅前 

206 系統 「東山通 北大路バスターミナル」行 約 35 分 
京大正門前 

または百万遍 

17 系統 「河原町通 銀閣寺・錦林車庫」行 約 35 分 百万遍 

阪急 

河原町駅から 
市バス 四条河原町 

201 系統 「祇園・百万遍」行 約 25 分 
京大正門前 

または百万遍 

31 系統 「東山通 高野・岩倉」行 約 25 分 
京大正門前 

または百万遍 

17 系統 「河原町通 銀閣寺・錦林車庫」行 約 25 分 百万遍 

3 系統 「百万遍 北白川仕伏町」行 約 25 分 百万遍 

地下鉄烏丸線 

烏丸今出川駅 

から 

市バス 烏丸今出川 

203 系統 
「今出川通 銀閣寺道・錦林車庫」

行 
約 15 分 百万遍 

201 系統 「百万遍・祇園」行 約 15 分 百万遍 

地下鉄東西線 

東山駅から 
市バス 東山三条 

206 系統 「高野 北大路バスターミナル」行 約 20 分 百万遍 

201 系統 「百万遍・千本今出川」行 約 20 分 百万遍 

31 系統 「東山通 高野・岩倉」行 約 20 分 
京大正門前 

または百万遍 

京阪 

出町柳駅から 

徒歩 東へ 約 20 分  

市バス 出町柳駅前 
201 系統 「祇園・みぶ」行 約 10 分 

京大正門前 

または百万遍 

17 系統 「銀閣寺・錦林車庫」行 約 10 分 百万遍 

	 

※	 詳しくは，京都大学ホームページのアクセスマップをご覧下さい。	 

	 	 http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/access 
	 

	 

５	 その他	 

（１）会場内で教科書会社，教材・情報機器関係の会社による展示も行います。 
（２）宿泊先等については，各自での手配をお願いいたします。 

	 


