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日本ＮＩＥ学会会報  第７号 

 

 

日本ＮＩＥ学会事務局 

     〒240-8501 横浜市保土ヶ谷区常盤台 79-2 

       国立大学法人横浜国立大学教育人間科学部 

         重松克也 研究室内 

     TEL/FAX 045-339-3433 

     E-mail   ka-shige@ynu.ac.jp 

      

 

 

 

日本 NIE 学会第４回大会のご案内 (二次案内) 

 

 日本ＮＩＥ学会第４回大会を以下のとおり開催いたします。皆様お誘い合わせの上，ご

参加くださいますようお願い申し上げます。 

 

日本 NIE 学会会長   影山清四郎 

第 4 回大会実行委員長 小原 友行 

 

 

 

１ 期 日  平成１９年１１月１７日(土)～１８日(日) 

 

   第１日 １１月１７日(土) 

 

   11:30 12:00-13:00 13:00-14:45          15:15-16:45       17:00-17:45   18:00- 

受

付 

理事会 

交流 

シンポジウム 休憩 

交流 

課題研究Ⅰ 休憩 

交流 

総会 移

動 

懇親会

※「交流」は，交流タイムの略 

 

   第２日 １１月１８日(日) 

 

    8:30  9:00 - 10:30         10:45 - 12:10 

受付 

交流 

自由研究発表 休憩 

交流 

課題研究Ⅱ 
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２ 会 場 

 広島大学大学院教育学研究科・教育学部   〒739-8254  東広島市鏡山 1 丁目 1－1 

 

懇親会会場 リーガロイヤルホテル広島大学学士会館１階レストラン「ラ・ポエーム」 

       広島大学東広島キャンパス内 総会会場より徒歩３分 

 Phone (082)493-8112 

                       

３ 参加費  大会  2,000 円 (学生・院生(社会人を除く) 1,000 円) 

        懇親会 5,000 円 

 

４ 後 援  広島県教育委員会 広島市教育委員会 

 

 

５ プログラム 

 

第１日  １１月１７日(土) 

 

 理事会       12:00-13:00  【 第 3・4 会議室 】 

 

 シンポジウム 13:00-14:45  【 L205 】 

  テーマ      優れたＮＩＥ実践とは ～理論化のためのフレームづくり～ 

   コーディネータ  柳澤 伸司 (立命館大学) 

シンポジスト    中西 一彦 （大阪教育大学附属天王寺中学校）） 

種谷 克彦 （広島市立安佐北中・高等学校） 

福田 徹 

（武庫川女子大学・前読売新聞大阪本社 NIE ネットキャスター） 

平石 隆敏 （京都教育大学） 

 

 課題研究Ⅰ   15:15-16:45  【 L205 】 

  テーマ   日本型ＮＩＥの理論化をめざして(２) 

～実践家の事例分析を通して～ 

   コーディネータ  小原 友行 (広島大学) 

   発表題・提案者  臼井 淑子 (横須賀市立鴨居小学校) 

            山元 隆春 (広島大学) 

            植田 恭子 (大阪市立昭和中学校) 

            高木まさき (横浜国立大学) 

 

 総 会    17:00-17:45  【 L205 】 

 

 懇親会    18:00-     【 広島大学学士会館 1 階レストラン「ラ・ポエーム」 】 
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第２日  １１月１８日(日) 

 

 自由研究発表  9:00-10:30 

 

【 第１会場  L102 】 

司会 谷田部玲生 (国立教育政策研究所教育課程研究センター基礎研究部) 

         阿部 哲久 (広島大学附属東雲中学校) 

 発表題 発表者 

１ リテラシーを育成するＮＩＥ学習論の教

育的効果に関する研究 

 －連載記事を用いた社会科授業の実践

の分析を通して－ 

広島  広島大学大学院教育学研究科 

     小原 友行 

    広島市立井口台中学校 

(広島大学大学院生) 

   川口 広美 

    広島大学大学院生 

   尹 海 燕  空  健太 

   竹内 尊則  池 英 蘭 

     真加部三智也 三浦 寛之 

     愈 敬 兒  若杉 厚至 

２ 社会科リテラシーを育成するＮＩＥ学習

の開発 

広島  廿日市市立大野中学校 

迫 有香 

広島市立鈴張小学校 

古谷 修一 

呉市立昭和北中学校 

大庭 玄一郎 

広島県立広島観音高等学校 

武知 秀樹 

３ 新聞を活用したメディアリテラシーの育

成  －高校「現代社会」の場合－ 

広島  広島県立三原高等学校 

     森原  豊 

 

 

 

【 第２会場  L104 】 

  司会 阿部  昇 (秋田大学) 

         杉川 千草 (広島大学附属三原小学校) 

 発表題 発表者 

１ 生涯学び続ける力を育てる 

 ～新聞による学びを通して～ 

山口  山口市立阿知須中学校 

     河村 宏子 

２ ＮＩＥでＰＩＳＡ型読解力を高める 京都  京都教育大学附属桃山中学校 

     神﨑 友子 

３ ＮＩＥ実践分析からの小学校における 

ＮＩＥカリキュラム構想 

神奈川 横須賀市立鴨居小学校 

     臼井 淑子 
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【 第３会場  L206 】 

        司会 阪根 健二 (香川大学) 

          堤 隆一郎 (広島県立呉三津田高等学校) 

 発表題 発表者 

１ ポス
・ ・

タワーセッション（新技法）による 

ＮＩＥ実践 

（「ポスタワーセッション」は，ポスターセッ

ションにタワーを加えた造語です。） 

茨城  茨城県教育庁 高校教育課 

     高橋 俊英 

２ ＮＩＥが育む対話力 大阪  清風高等学校 

     鎌田  隆 

３ 「千の風になって」に見る「翻訳」考 

 －Virginia Tech Univ.銃大量殺戮事件

（’07.4 月）と相まみえる「生命の大

切さ」・「時事問題」関心調査－ 

北海道 札幌国際大学 

    英語コミュニケーション学科 

     山西 敏博 

 

 

 

【 第４会場  L204 】 

      司会 寺尾 慎一 (福岡教育大学) 

          八松 泰子 (広島市立中広中学校) 

 発表題 発表者 

１ 中学校国語科におけるＮＩＥびらきの 

構想と実践 

大阪  大阪市立昭和中学校 

     植田 恭子 

２ 「読解力」の育成に生かすＮＩＥ 神奈川 横浜国立大学人間科学部 

附属横浜中学校 

高橋  励 

３ 人を読む 

－新聞を使った読む・書く活動－ 

岡山  岡山白陵中学校・高等学校 

     役重 陽一 

 

 

 

 課題研究Ⅱ   10:45-12:10  【 L205 】 

  テーマ  ＮＩＥの教育的効果に関する実験・実証的研究 

            ～リテラシーを育成する NIE 授業の開発を通して～ 

   コーディネータ  野津 孝明 (島根県立松江教育センター) 

   発表題・提案者  松岡  靖 (東広島市立下黒瀬小学校) 

            藤川 由香 (坂出市立櫃石中学校) 

            河井 俊彦 (島根県立浜田高等学校) 
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６ 参加申込 

 

 以下の内容につきまして，郵便または E メールにてお知らせください。E メールでのお

申込には念のため数日内に受領の返信をいたします。万一返信なき場合は恐れ入りますが，

再度お知らせください。 

 ①氏名及びふりがな 

 ②所属 

③連絡先(自宅または勤務先の別を明記)郵便番号・住所(所在地)・電話・E メール 

④懇親会の参加・不参加の別 

申込先  〒739-8254  東広島市鏡山 1 丁目 1－1  広島大学大学院教育学研究科内 

         日本 NIE 学会第 4 回大会事務局  朝倉 淳 

    Phone/Fax (082) 424-7130  E-mail aasakura@hiroshima-u.ac.jp 

申込締切 １０月３１日(水) 

 

７ 発表資料部数等 

  大会当日に発表資料を配付する場合は，以下の部数をご用意ください。 

 シンポジウム 250 部   課題研究発表 250 部   自由研究発表 100 部 

 

 シンポジウム，課題研究につきましては，事前に送付されますと事務局でお預かりしま

す。その場合は，250 部印刷したものを 11 月 15 日(必着)までに事務局に送付してくださ

い。当日持参されても結構です。自由研究発表につきましては，当日各自ご持参ください

ますようお願い申し上げます。 

 

 

８ 会場・交通案内 

 11 月 18 日(日)は大学周辺にて開催予定の駅伝大会のため，バスの運行経路，時刻等が

変更になる場合があります。 

 

JR 西日本 山陽本線 西条駅より 

バス 「広島大学行き」(西条駅を出発し，広島大学周回の各停留場を左回りに一周して，

西条駅に戻る経路で運行されます。)  約 15 分  280 円 

 教育学研究科・教育学部付近のバス停は，広大中央口→広大北口→二神口 です。

広大北口，二神口が最寄りのバス停ですが，教育学研究科・教育学部までのルート

が分かりやすいのは広大中央口です。 

〔西条駅・広島大学線 時刻表  土曜日・日曜日〕 

西条駅 広大中央口 西条駅 記事 西条駅 広大中央口 西条駅 記事 

11:02 11:16 11:31 芸陽バス  16:42 16:57 
JR バス 

(下見経由) 

11:44 11:58 12:13 JR バス 16:30 16:44 19:59 JR バス 

12:00 12:14 12:29 芸陽バス 16:59 17:13 17:28 芸陽バス 

12:15 12:29 12:44 JR バス 17:15 17:29 17:44 JR バス 

12:43 12:57 13:12 芸陽バス 17:44 17:58 18:13 芸陽バス 
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13:15 13:29 13:44 JR バス 17:58 18:12 18:27 JR バス 

13:45 13:59 14:14 芸陽バス 18:15 18:29 18:44 JR バス 

14:15 14:29 14:44 JR バス 18:40 18:54 19:09 JR バス 

14:45 14:59 15:14 JR バス 19:19 19:33 19:48 芸陽バス 

15:15 15:29 15:44 JR バス 20:00 20:14 20:29 JR バス 

15:44 15:58 16:13 芸陽バス 21:00 21:14 21:29 JR バス 

15:59 16:13 16:28 芸陽バス     

 

 タクシー 約 10 分  約 1,600 円 

 

JR 西日本 山陽新幹線 東広島駅より 

 バス   土，日曜日の運行はありません。 

 タクシー 約 15 分  約 2,000 円 

 

広島空港より 

 空港から JR 白市駅までバスまたはタクシーで行きます。そこから JR 山陽本線で西条駅

まで移動します。西条駅からバスまたはタクシーを利用します。 

 

広島バスセンターより 

 広島バスセンターから，広島大学方面行きの高速バス(グリーンフェニックス)が運行さ

れています。広大中央口までの所要時間は約 1 時間です。 

〔広島バスセンター→広島大学方面(行き先は，国際大学ほか)時刻表  土・日曜日〕 

広島バスセンター 発 07:15 08:25 09:03 10:20 11:15 12:20 12:55 13:20 14:20… 

 

〔広島大学方面→広島バスセンター方面(行き先は，広島バスセンター，または広島駅)時刻表  

土・日曜日〕 

広大中央口 発 
12:20 12:50 13:30 14:40 15:50 16:20 16:50 17:50 18:40

19:10 19:40 20:20 21:30 

 

※ 交通・周辺地図の詳細は，広島大学ホームページ 

http://www.hiroshima-u.ac.jp/index-j.html 内の「交通アクセス・地図」をご覧くだ

さい。構内の駐車場をご利用いただけます。 

※ 広島大学 東広島キャンパスマップ (別紙) 

 

 

４.会報編集担当より：お詫びと訂正 

 ６月末にお届けした会報６号のヘッダー部分に間違いがありました。偶数頁の上部に「日

本ＮＩＥ学会 第３号」、３ページ以降の奇数頁「２００６年６月３０日 発行」とありま

すが、それぞれ正しくは、「日本ＮＩＥ学会 第６号」と「２００７年６月２９日 発行」

です。お詫びして訂正させていただきます。       （会報編集担当 平石隆敏） 

 


