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１．第 22回全国大会・開催報告（2014年 11月 15日(土)，東京大学 山上会館） 

  2014 年 11月 15 日(土)，東京大学 山上会館にて，第 22 回全国大会が開催されました。 ご参加頂いた多くの方々, 開催に当たり，ご協 

力いただいた皆様に感謝申し上げます。以下にて，大会プログラムの概要をご報告いたします。 

 

◆開会式：10:00～10:10 挨拶：大会実行委員長/会長  須藤  修 

◆午前の部 研究発表会：10:00-12:10 

          ＜第１セッション＞「情報科学」（会場: 201・202） 

＜第 2 セッション＞「人文科学」（会場: 203） 

＜第 3 セッション＞「社会システム」（会場: 001） 

 

◆基調講演：13:10～13:50 （大会議室,2 階） 

     講  師： 落合 洋文（名古屋文理大学 教授） 

   テーマ： 世界認識におけるメディアとモデルの役割 

 

◆贈賞式： 13:50～14:30）（大会議室, 2 階） 

 

◆午後の部 研究発表会：14:30-16:10 

＜第 4 セッション＞「経済・経営」（会場: 201・202） 

         ＜第 5 セッション＞「公共・行政」（会場: 203） 

    ＜第 6 セッション＞「情報システム」（会場: 001） 

   ◆ ディスカッション「「情報文化学」に向けて-1」（大会議室,2 階） 

 

◆総会：16：30～16：50（大会議室,2 階） 報告：須藤 修（情報文化学会 会長） 

◆交流会：17：00～19：00（会場・1 階談話ホール・レストラン：ハーモニー） 

 

 

２．第 22回 通常総会のご報告 

第 22 回通常総会（議長：須藤 修 会長）において，以下の議案が承認された。 

＊第１号議案 2013 年度活動報告の承認に関する件 

 1.1  2013 年度全国大会 

1.2  委員会・支部・部会の活動(学会誌編集委員会, ニューズレター編集委員会, 各種委員会の開催, 支部・部会の開催) 

＊第２号議案 2013 年度決算報告および監査報告の承認に関する件 

＊第３号議案 2014 年度活動計画案の承認に関する件 

 3.1  2014 年度活動計画 
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第 22 回全国大会の開催, 学会誌・ニューズレターの発行, 支部・研究部会・委員会の活動計画 

＊第４号議案 2014 年度予算案の承認に関する件 

                   

３．2014年度 会計報告 

  2014 年度の会計報告については，下記の資料を参照。 

    

 

４．2014年度 支部・部会報告（2015年 1月現在の時点で，開催予定を含む） 

・北海道支部研究会： 

日時：2014 年 5 月 31 日（土）, 14:00-16:10, 会場：北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院棟 105 室 

・ＭＯＴ部会： 

日時：2014 年 8 月 8 日（金）18：00-20：00, 会場：野村総合研究所・会議室（丸の内北口ビル９F） 

・（第 12 回）関東支部研究会・第 7 回研究部会： 

日時：2014 年 9 月 5 日（金）, 14：30－17：00, 会場：東京大学 情報学環本館 6 階会議室 
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・（第 4 回）中部支部研究会： 

日時：2014 年 9 月 27 日（土）13：00～17:40, 会場：名古屋大学情報科学研究科棟 1F 第 1 講義室 

・九州支部大会： 

日時：2015 年 2 月 11 日(水・建国記念日) 12:55～16:30(終了時刻は発表件数による）,会場：熊本県立大学総合管理学部棟 2 階 

大演習室 

 

５．第 2３回全国大会開催のご案内 

23 回全国大会は 2015 年 10 月 10 日(土)に，東京大学山上会館で開催いたします。発表のエントリー方法，発表原稿等の受付方法は 

下記をご参照ください。皆様の積極的なご参加をお待ちしております。 

 

5.1  統一テーマ，会場について 

＊統一テーマ： Internet of Things（モノのインターネット）と情報文化学 

＊日時： 2015 年 10月 10 日(土)， 10:00～19：00  

＊プログラム： 開会式，研究発表，基調講演，贈賞式，総会，交流会 

＊会場： 東京大学 山上会館（〒113-0033 東京都文京区本郷 7 丁目 3−1 東京大学 本郷キャンパス内） 

     ＊大会参加費： 5，000 円(一般会員)，3，000 円（学生会員）， 交流会費：5，000 円(一般会員)，3，000 円（学生会員） 

 

5.2  発表のエントリーについて 

 ＊お申込みに際しては，「一般発表」，もしくは「ポスター発表」，どちらを選択されるかをご報告ください。 

（1）受付期間／受付先 

①受付期間： 2015 年 6月 1日（月）～6 月 7 日（日）7 月 1日（水）～7 月 5 日（日） 

②受付先： jics.conference.2012@gmail.com （全国大会 発表申込・受付担当 宛） 

            （jics.conference.2012@gmail.com は，引き続き利用いたします。） 

（2）ご提出物 

      「発表題目」，「発表者の氏名・所属」及び「連絡先（住所，電話番号，メールアドレス）」，「キーワード（3～5 つ）」を記載した文書 

（ビデオデッキ，DVD デッキ等を会場側で準備する必要がある場合，この文書にその旨を記載してください） 

＊注意：発表の順番・時間帯についての希望は受け付けられません。 

 

      （3） 『講演予稿集』の原稿受付 

① 原稿の様式： A4 で 2 枚～4 枚（書式自由）  

② 締 切： 2015 年 7 月 31 日（金） 

③ 受付先： jics.conference.2012@gmail.com （全国大会 発表申込・受付担当 宛） 

 

5.3  全国大会 第２回自由討議のご案内 

    第 22回全国大会で，「情報文化学に向けて⁻1」と題する自由討議の場が設けられました。情報文化学の理論構築を目指す第１段階の

議論がなされ，須藤会長，伊藤理事から建設的な基本提案がなされました。第 2 回（2015 年全国大会)からは 3 会場に分かれて，より

具体的に考察していきます。皆さま，ご参加ください。 

 

 

６．第 2１回 情報文化学会賞のご案内  

「第 21回 情報文化学会賞」の対象を公募いたします。2015年 10月 10日（土）に開催される第 23回全国大会で贈賞式をおこないます。

mailto:jics.conference.2012@gmail.com
mailto:jics.conference.2012@gmail.com
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学会ホーム・ページに掲載される「情報文化学会公募・推薦要綱」をご覧の上，適格な方をご推薦ください。 

 

＜情報文化学会賞選考委員会＞ 

 委員長： 河口洋一郎（本学会理事，東京大学大学院 教授） 

  委 員： 井口  壽乃（埼玉大学教養学部 教授） 

           稲垣 耕作（本学会理事，元京都大学大学院 准教授） 

          片方 善治（本学会理事，名誉会長） 

          須藤   修（本学会理事，会長，東京大学大学院 教授） 

           森山  朋絵（東京都現代美術館 学芸員） 

 

７．『情報文化学会誌』への論文投稿 

◆締切日 

各巻第 1 号への投稿：3 月 15 日(消印有効) 

各巻第 2 号への投稿：7 月 10日 (消印有効) 

 

   ◆送付先 

(1) デジタル論文を投稿する場合 

joubun@sd.soft.iwate-pu.ac.jp  

(2) 印刷論文を郵送する場合 

〒020-0193 岩手県岩手郡滝沢村滝沢字巣子 152-52   岩手県立大学ｿﾌﾄｳｪｱ情報学部 菅原光政研究室 

   ＊詳細は，学会ホームページ（http://www.jouhou-bunka.jp/journal/tokokitei130514.pdf）をご参照ください。 

 

８．総務委員会からのお知らせ 

  総務委員会より事務連絡いたします。これまでは片方名誉会長のご厚意で先生のオフィス（東京都港区赤坂）に情報文化学会の連絡先

を置き，創立以来，片方先生が連絡事務の責任者を務めてきてくださいましたが，先生が健康上の理由でオフィスを引き上げられることにな

りましたので，本年 1 月末をもって学会の連絡先が新住所に移転いたします。事務局・事務局長を設ける組織では，ある特定の個人に作業

と責任が集中してしまい，作業の停頓や間違いを招きやすくなりかねません。本学会では事務局の名称は使わず，学会事務は総務委員会

の共同責任で作業分担をしてやりくりしてきましたので，このたびの連絡先移転に伴い，事務関係業務は総務委員会にそのまま引き継いで，

従前どおりの学会活動のお手伝いをしてまいります。なお，今後連絡先や会費の払い込み郵便口座等が順次変更されますので，新年度の

ニューズレター，学会ウェブサイトのアナウンスをご確認願います。 

＊新しい連絡先： 

〒110-0015 東京都台東区上野 6-17-12 （株）ハセガワ(内) 情報文化学会総務委員会 

    この総務委員会の業務は，総務委員の共同作業をもって進めます。 

 ＊会計業務引き継ぎ： 

会員管理・会費管理・学会誌印刷費等諸費用の支払い業務等は，会計委員会で共同管理します。 

＊学会費・入会金振込先： 

郵便口座の振替異動の手続きを終了しました。口座番号は，00140-6-740379になります。口座名は，情報文化学会です。なお本口

座は、学会誌（第 22 巻 1 号，奥付頁）にも掲載し、会費請求時にも，ご連絡いたします。 

 ＊銀行口座： 

口座の新設手続きを 2014 年 12 月 10 日に完了し，会計委員会(委員長・森田富士男，ほか委員 2 名)で共同管理します。業務引き

継ぎ後の会計管理の具体策は，2015 年 1 月末までに会計委員会で決定します。 

mailto:joubun@sd.soft.iwate-pu.ac.jp
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