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第３１回定時総会招集のご通知  

会長 林 徳治 

 

第 31 回定時総会を下記の通り開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い

申しあげます。 

 

1．日 時  2015 年 8 月 29 日(土)  13:15 ～ 13:45 

2．会 場 茨城大学教育学部Ｄ棟大講義室 〈茨城県水戸市文京 2-1-1〉 

3．議 案 第 1 号議案 2014 年度事業報告及び収支決算の件 

第 2 号議案 2015 年度事業計画及び予算案の件  

第 3 号議案 役員選任の件 

・総会終了後〈学会賞表彰式〉を行います。 

 

※出欠表・委任状は 8 月 14 日（金)までに同封の返信用ハガキにて、 

ご返送くださいますようお願いいたします。 

第３１回年会 参加申込み受付中！！ 
【事前参加受付 ８月１４日(金)まで】 

 

第 31 回年会実行委員会 

 <所在地>〒310-8512 茨城県水戸市文京 2-1-1 茨城大学教育学部工藤研究室 

     <E-mail> jsei-nenkai@jsei.jp     

 

 

 

 

年会日程やプログラムの詳細など最新情報は第 31 回年会ホームページをご覧ください。 

年会ホームページ：http://jsei.jp/nenkai/nenkai31/ 
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（単位：円）

科    目 予　算　額 決　算　額 差　額

１　会   費 3,185,000 3,270,000 85,000

　　（１）専門会員費 1,500,000 1,440,000 -60,000

　　（２）一般会員費 1,400,000 1,571,000 171,000

　　（３）学生会員費 60,000 64,000 4,000

　　（４）公共会員費 225,000 195,000 -30,000

　　（５）賛助会員費 0 0 0

２　入会金 40,000 32,000 -8,000

３　寄付金 0 0 0

４　雑収入 600,000 647,755 47,755

　　（１）過年度会費 300,000 425,000 125,000

　　（２）その他の雑収入 300,000 222,755 -77,245

５   前年度繰越金 1,532,040 1,532,040 0

　収  入  合  計 5,357,040 5,481,795 124,755

（単位：円）

科    目 予　算　額 決　算　額 差　額

１　管理費支出 2,300,000 1,639,924 660,076

　　（１）会議費 200,000 89,234 110,766

　　（２）旅費・交通費 700,000 591,960 108,040

　　（３）通信・運搬費 400,000 376,294 23,706

　　（４）消耗品費 100,000 71,462 28,538

　　（５）印刷・製本費 300,000 269,568 30,432

　　（６）諸謝金 400,000 210,000 190,000

   　  (７）広報費 100,000 29,078 70,922

　　（８）雑費 100,000 2,328 97,672

２　事業支出 2,320,000 2,292,731 27,269

　　（１）総会・年会 520,000 500,000 20,000

　　（２）機関誌 1,500,000 1,492,731 7,269

　　（３）研究会 300,000 300,000 0

３　予備費 737,040 0 737,040

支　出　合　計 5,357,040 3,932,655 1,424,385

　　5,481,795 －  3,932,655 ＝  1,549,140（前年度1,532,040）

１．収入の部

※その他の雑収入には、次年度会費が含まれます。

２．支出の部

※旅費：定例会（運営委員会）および〈編集委員会議）等を開催

※機関誌:〈Newsletter149号～152号〉及び〈教育情報研究29巻3号･4号合併号～30巻2号）

  収支差額  （収入の部・収入合計決算額　－　支出の部・支出合計決算額）

第 1号議案に関する説明資料 

2014年度事業報告書（自2014年4月1日  至2015年3月31日） 

2014年度に実施した事業は次のとおりである。 

〈１〉機関誌の発行・配布 

・学会誌「教育情報研究」（B5版・年3回刊） 第30巻 第1号・第2号・第3号を発行した。 

・「News letter」（会報）No.149・No.150・No.151・No.152 を刊行した。 

〈２〉総会・役員会等の開催 

・第30回定時総会、第33～35回理事会，第26回評議員会を2014年8月10日に京都市立芸術大学で開催した。 

・運営委員会を6回（281回～286回）開催した。 

〈３〉研究会等の開催 

・第30回年会を2014年8月10日・11日 に京都市立芸術大学で開催した。 

・日本教育情報学会賞の表彰を2014年8月10日に行った。 

・「第2回木田宏教育資料研究会（岐阜女子大学）」を後援した。 

 

2014年度収支決算書（自 2014年 4月 1日  至 2015年 3月 31日） 
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（単位：円）

科    目 予　算　額

１　会  費 3,538,000

　（１）専門会員費 1,570,000

　（２）一般会員費 1,694,000

　（３）学生会員費 64,000

　（４）公共会員費 210,000

　（５）賛助会員費 0

２　入会金 40,000

３　寄付金 0

４　雑収入 330,000

  （１）過年度会費 130,000

  （２）その他の雑収入 200,000

５  前年度繰越収支差額 1,549,140

　収 入 合 計 5,457,140

（単位：円）

科    目 予　算　額

１　管理費支出 2,000,000

　（１）会議費 200,000

　（２）旅費・交通費 700,000

　（３）通信・運搬費 400,000

　（４）消耗品費 100,000

　（５）印刷・製本費 300,000

　（６）諸謝金 100,000

　（７）広報費 100,000

　（８）雑費 100,000

２　事業支出 2,470,000

　（１）総会・年会 520,000

　（２）機関誌 1,600,000

　（３）研究会 350,000

３　予備費 987,140

支　出　合　計 5,457,140

収支差額 0

１．収入の部

２．支出の部

備　　考

　　10,000円×157人

　　7,000円×242人

　　4,000円×16人

　　15,000円×14団体

　　20人

　　未納会費260,000円

　　別刷代等

備　　考

　運営委員会など

　運営委員会など

　機関誌発送費30万円、事務連絡費10万円など

　コピー用紙など

　封筒、別刷など

　人件費など

　HP改良費、リーフレット作成費など

　手数料など

　年会実行委員会50万円、学会賞、総会資料代など

　教育情報研究、Newsletter、編集委託費

　研究会活動費5万円×7

第 2号議案に関する説明資料  

2015年度事業計画書（案）（自2015年4月1日  至2016年3月31日） 

2015年度に実施する事業は次のとおりである。 

〈１〉機関誌の発行・配布 

 ・学会誌「教育情報研究」（B5版・年3回刊）第31巻第1号 ・2号・3号を発行する。 

・「Newsletter」（会報） No.153・No.154・No.155・No.156を刊行する。 

〈２〉総会・役員会等の開催 

  ・第31回定時総会、第36回理事会、第27回評議員会を開催する。 

 ・運営委員会を６回開催する。 

〈３〉研究会等の開催 ・第31回年会を2015年8月29日に茨城大学で開催する。 

〈４〉協定の締結  ・国立曲阜師範大学翻訳学院ｅラーニング研究会および国立山東大学山東計算機学会 

            （中国山東省）との間で，教育研究に関する学術交流を深める協定（MOU）を締結。 

 

 2015年度収支予算書（案）（自 2015年 4月 1日  至 2016年 3月 31日） 
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第 3号議案に関する説明資料 

 

 

日 本 教 育 情 報 学 会  役 員 候 補 者 名 簿 

(自２０１６年４月１日  至２０１８年３月３１日) 

  (○：新任 ※機関の長として就任 五十音順／敬称略) 

会 長 
 林 德治  [立命館大学] 

副会長 （2名）               〈定員：若干名〉 
 本郷 健    [大妻女子大学] 

 村瀬 康一郎  [岐阜大学] 

理 事 （25名）                〈定員：12名以上25名以内〉 

 安達 一寿   [十文字学園女子大学] 

 荒井 元明   [東海大学] 

 井口 磯夫   [十文字学園女子大学・名誉教授] 

 井上 透     [岐阜女子大学]  

 内海 房子   [※国立女性教育会館] 

 大西 荘一   [岡山理科大学] 

 沖  裕貴   [立命館大学] 

 大槻 達也   [※国立教育政策研究所] 

○小川 勤   [山口大学]  

○加藤 直樹  [岐阜大学] 

 木下 昭一   [教育ネット研究所] 

 久世 均     [岐阜女子大学] 

 坂井 岳志   [世田谷区立八幡小学校(東京都)] 

 坂井 知志   [常磐大学] 

○清水 厚実   [福山大学] 

 白川 雄三   [大阪学院大学] 

○武田 正則  [仙台高等専門学校] 

 田中 壮一郎 [※国立青少年教育振興機構] 

○谷口 知司  [京都橘大学]  

 堀田 龍也  [東北大学] 

 松川 禮子   [岐阜県教育委員会] 

○皆川 雅章   [札幌学院大学] 

 三輪 眞木子 [放送大学] 

○本村 猛能  [群馬大学] 

○横田 学   [京都市立芸術大学] 

監 事 （2名）               〈定員：2名〉 

 橋本 ヒロ子  [十文字中学・高等学校] 
 若山 皖一郎  [十文字学園女子大学・名誉教授] 

以 上 
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日本教育情報学会 運営本部事務局 

〒501-1193 岐阜市柳戸1-1 岐阜大学総合情報メディアセンターC館内 

  TEL: 080-9730-1311  FAX: 058-293-3384 

  E-mail: jsei@gifu-u.ac.jp HP: http://jsei.jp/ 

◆ 年会費のお支払いについて 

 

【2015 年度】年会費および【過年度年会費】について、まだ納入がお済みでない方は、至急お手続をお願いいた

します。（お支払いいただいた後、振込金受領書は大切に保管してください。） 

会費お支払い等についてご不明な点のある方は、事務局までお問い合わせください。 

なお、「払込取扱票」を紛失された方は下記にお振込みをお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会費振込先 

郵便振替口座：００８４０－５－１３３９２４  

加 入 者 名 ：日本教育情報学会 

会員氏名・会員種別・会員番号は必ずご記入ください。 


