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【平成 24 年度

第 7 回全国大会の開催報告】
内

容

名

称

第7回

日

時

平成 24 年（2012 年）11 月 25 日（日） 9：00～16：10

場

所

立正大学

発表件数

パーソナルコンピュータ利用技術学会
大崎キャンパス

講演数：61 件

全国大会

１１号館（総合学術情報センター）

ポスターセッション：8 件

第 7 回全国大会は好天に恵まれ，北は北海道から南は沖縄まで日本全国から約 180 名の
その他

参加者が集まり，大盛況のうちに無事終了しました。引き続いて開催の懇親会にも多くの
方々が参加され，山下倫範会長（立正大学教授）の乾杯で始まり，抽選会あり歓談ありの
楽しいひと時を過ごしました。発表およびご参加いただき，ありがとうございました。
また，大会を支援してくださいました協賛企業の方々にも深く御礼申し上げます。

第 7 回全国大会 講演会場

第 7 回全国大会 ポスターセッション会場

JPCATS
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【平成 24 年度

第 7 回全国大会の受賞者】

☆最優秀研究発表賞

該当者なし

☆優秀研究発表賞

4件

(B2-3)企業の BCP への取り組み

上山俊幸(千葉商科大学)

(B3-1)感情の輪に基づいた顔文字選択支援システムの提案

伊藤永悟，藤本貴之(東洋大学大学院)

(C2-3)効果的な『自撮写真』撮影のための支援システムに

渡邊将好(東洋大学)，

向けた日本人女性の顔面構成要素データベースの構築

藤本貴之(東洋大学大学院)

(C4-4)韓国におけるインターネット利用の心理社会学的

青木智子(平成国際大学)

問題
☆研究奨励賞

3件

(A1-1)充電連動型スマートフォン広告システムの提案

藤田光治，藤本貴之(東洋大学大学院)

(A1-3)現地観測と GIS 解析を併用した微地形の解析

髙橋由佳矢(立正大学大学院)，河野忠，

～静岡県水窪町池の平を例として～

後藤真太郎(立正大学)

(C2-2)皮膚のたるみ測定のための三次元再構成法

中西康文，田中敏幸(慶應義塾大学)

☆新人奨励賞

2件

(A4-2)統計的思考の育成のためのデジタルテキストで利用

野濱哲也(筑波学院大学)

可能なツールの開発
(C2-4)特徴量解析による大腸癌の悪性度分類

蓮尾友美(慶應義塾大学)

☆優秀研究指導賞
(A1-1)充電連動型スマートフォン広告シ

藤本貴之(東洋大学大学院)

ステムの提案
(B3-1)感情の輪に基づいた顔文字選択支
援システムの提案
(C2-3)効果的な『自撮写真』撮影のため
の支援システムに向けた日本人女性の顔
面構成要素データベースの構築
(C3-2)「五人組制度」をモチーフとした
情報集約型 SNS システムの提案

受賞者の皆様には，賞状を代表者または指導者の方経由でお送りしました。
【平成 24 年度

第 7 回全国大会の講演論文集販売のお知らせ】

講演論文集（CD-ROM 付き）を販売しております。会員，非会員で講演論文誌の金額が異なってお
ります。なお、送料・手数料は１回の申し込みに付き 500 円です。
office@jpcats.net

会員，非会員の何れかを明記して，メールで事務局
・会員：2,000 円／冊

・非会員（一般）：3,000 円／冊

までご連絡ください。

・非会員（学生）
：2,000 円 ／冊

【第１回「情報と社会」研究会の開催報告】
内
日

時

平成 24 年（2012 年）9 月 29 日（土）

場

所

立正大学

参加者数
テーマ
開催プロ
グラム

大崎キャンパス

１１号館

容

14：00～17：00
８階

第６会議室

１３名
情報と社会および一般
1.

学生の学習のための基礎学力と非対称ネットワークの研究
石井 直宏(愛知工業大学 情報科学部)
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2.

開催プロ
グラム

セレンディピティの確率を高めるインターネット情報
永井 明彦(名古屋工業大学 大学院情報工学専攻),
伊藤 孝行(名古屋工業大学 大学院産業戦略工学専攻)
3. 農業高校での農業者育成研修モデル開発事業におけるアンケートの自由記述を対象と
した学生の感情推定の試み
岡田
真(大阪府立大学), 赤井 昭雄(徳島県農業会議),
橋本 喜代太(大阪府立大学)
4. Excel VBA による授業評価分析ソフトウェアの開発
菅原
良(北海道文教大学外国語学部)
5. ゲーム的プログラムに基づくキャリア意思決定支援
次郎丸 沢(株式会社 OME), 松尾 徳朗(産業技術大学院大学)
6. MICE における業務とサービスの価値
松尾 徳朗(産業技術大学院大学)

【第 2 回「情報と社会」研究会の開催報告】
日 時
場 所
参加者数
テーマ

開催プロ
グラム

その他

内
容
平成 24 年（2012 年）11 月 24 日（土） 14：00～17：00
立正大学 大崎キャンパス １１号館 ８階 第６会議室
１８名
観光情報および一般
・特別セッション：観光情報
1. 観光情報に関する訪日旅行者のニーズとプロモーション戦略
松尾 徳朗(産業技術大学院大学)
2. 消費形態に見るインバウンドツーリスト獲得戦略
松尾 徳朗(産業技術大学院大学)
3. 商店街情報の可視化のための情報取得
鳥居 一平(愛知工業大学), 丹羽 崇仁(愛知工業大学)
・一般セッション
1. キャリア形成のためのアセスメントプロセス
次郎丸 沢(株式会社 OME), 松尾 徳朗(産業技術大学院大学)
2. ワイヤレスメッシュアクセスポイント配置ヒューリスティック
星拓 磨(山形大学), 高橋 里司(筑波大学大学院), 松尾 徳朗(産業技術大学院大学)
3. 新規就農希望者のための情報提供システム構築のための新規就農希望者に対する
アンケートの調査
岡田
真(大阪府立大学), 橋本 喜代太(大阪府立大学)
4. 電子タグを利用した整列型リターナブル容器の管理システムに関する設計
齋
礼(広島国際大学)
5. 就業体験型インターンシッププログラムの実践とセルフエフィカシー尺度を用いた
評価
菅原 良(北海道文教大学), 神崎 秀嗣(京都大学)
6. 材料供給リスク算出のための近似解算出アルゴリズム
稲田 禎一(日立化成工業株式会社), 松尾 徳朗(産業技術大学院大学)
第 3 回研究会は、平成 25 年（2013 年）2 月に福岡で開催を予定しています。決定次第
詳細は，本学会の Web ページ「 http://jpcats.net/index.html 」に掲載いたします。

【第 1 回「コンピュータ技術と環境動態」研究会の開催報告】
内

容

日

時

平成 24 年 9 月 29 日（土）

14：00～17：00

場

所

立正大学

１１号館

参加者数

大崎キャンパス

４階

１１４E

５名
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1.
開催プロ
グラム

その他

パターンマッチングを用いた冬季日本海で発生するメソ擾乱の追跡手法の開発
渡来
靖, 中島
裕（立正大学）
2. 大気モデル WRF と海洋モデル POM の結合計算による高潮の数値シミュレーション
－台風 0416 号と台風 0418 号を対象として－
重田 祥範（立正大学）, 菊川 由香利, 大橋 唯太（岡山理科大学）
3. 東京都周辺域における地表面温度が対流性降水に与える影響に関する研究
白木 洋平, 重田 祥範（立正大学）
今後は，本学会の Web ページ「 http://jpcats.net/index.html 」に掲載予定です。

【論文募集】
パーソナルコンピュータ利用技術学会論文誌 第 7 巻 第 1 号 への論文 募集
発行は平成 25 年 3 月を予定していますので，2 月 14 日までに採録が決定した論文を掲載します。
論文投稿の詳細は，本学会の Web ページ「 http://jpcats.net/index.html 」をご参照ください。

【論文誌販売のお知らせ】
論文誌のバックナンバーを販売しております。会員，非会員の区別なく，第１巻～第５巻は 1,000
円／冊，第６巻は１冊 3,000 円で，送料・手数料は１回の申し込みに付き 500 円です。
ご希望の巻号を明記して，メールで事務局

office@jpcats.net

までご連絡ください。

【平成２５年度学会費納入のお願い】
まもなく平成 25 年度の会費の請求を行います。会費は前納を原則としていますので，お早目に納入
をお願いいたします。今年度の正会員（学生）の方は，今年度中に会費をお支払いになりますと，卒
業されて来年度が一般区分になる場合でも学生区分の会費（2,000 円）で継続できます。
会員の種類
年会費
会員の種類
年会費
・正会員
シルバー
４，０００円
一般
６，０００円
学生
２，０００円

三井住友銀行

ゆうちょ銀行

郵便局

パーソナルコンピュータ利用技術学会 会費振込用 金融機関
支店名
町田支店
支店名カナ ﾏﾁﾀﾞ
種別
普通預金
口座番号
7896686
口座名
特定非営利活動法人 パーソナルコンピュータ利用技術学会
ﾄｸﾃｲﾋｴｲﾘｶﾂﾄﾞｳﾎｳｼﾞﾝ ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟﾕｰﾀﾘﾖｳｷﾞｼﾞﾕﾂｶﾞﾂｶｲ
口座名略称 パソコン学会
ﾊﾟｿｺﾝｶﾞﾂｶｲ
支店名
〇一八支店
支店名カナ ｾﾞﾛｲﾁﾊﾁ
種別
普通預金
口座番号
9066102
口座名
特定非営利活動法人 パーソナルコンピュータ利用技術学会
ﾄｸﾃｲﾋｴｲﾘｶﾂﾄﾞｳﾎｳｼﾞﾝ ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟﾕｰﾀﾘﾖｳｷﾞｼﾞﾕﾂｶﾞﾂｶｲ
口座名略称 特非）パーソナルコンピュータ利用技術学会
ﾄｸﾋ) ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟﾕｰﾀﾘﾖｳｷﾞｼﾞﾕﾂｶﾞﾂｶｲ
記号
10190
番号
90661021
おなまえ
特定非営利活動法人 パーソナルコンピュータ利用技術学会
ﾄｸﾋ) ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟﾕｰﾀﾘﾖｳｷﾞｼﾞﾕﾂｶﾞﾂｶｲ

【編集後記】
ニュースレター第 2 号をお届けします。11 月に開催しました全国大会の内容，全国大会の受賞者や 9 月・11 月
に開催しました研究会の内容を紹介しています。広報委員会では，ニュースレターの内容について，皆様のご意
見，ご要望，ご提案を常時歓迎いたします。ご意見等を当委員会メンバーまでお寄せください。
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