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第 37 回定時総会のご通知  

会長 林 徳治 

 

第 37 回定時総会については、新型コロナ感染症拡大防止のため、下記の通りに

開催いたしますので、ご協力くださいますようお願い申しあげます。 

 

1．期 日  2021 年 8 月 9 日(月)  

2．方 法 郵送による審議 

3．議 案 第 1 号議案 2020 年度事業報告及び収支決算の件 

第 2 号議案 2021 年度事業計画及び予算案の件  

第 3 号議案 役員選任の件 

報告事項  研究会委員会規則 

報告事項  国際交流会委員会規則 

報告事項  2021 年度日本教育情報学会 学会賞 

※各議案賛否につきましては 8 月 9 日（月)必着までに同封のハガキにて、必ず

ご返送くださいますようお願いいたします。 

第 37 回年会参加申込について 

■参加申込締切：8 月 6 日(金) 

■費用：参加費 3000 円、年会論文集費 4000 円（郵送費込） 

※領収書については年会論文集購入者は郵送、未購入者はメールにて送付いたします。 

※年会論文集については年会 4，5 日前に順次発送いたします． 

※参加費は発表申込者のみ必須です. 

※課題研究と一般研究の両方にお申し込みの方も参加費は 3000 円です. 

※振込先等については NL177 や年会 HP をご確認ください． 

※学会年会費（会費）と年会費（参加費・論文集費）の振込先をお間違えないようご注 

意ください。 
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第1号議案に関する説明資料  2020年度事業報告書（自2020年4月1日  至2021年3月31日） 

2020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 

・学会誌「教育情報研究」（B5版・年3回刊） 第36巻 第1号・第2号・第3号を発行した。 

・「News letter」（会報）No.173・No.174・No.175・No.176 を刊行した。 

〈２〉総会・役員会等の開催 

・第36回定時総会、第42回理事会、第32回評議員会を2020年8月22日に郵送審議形式で開催した。 

・運営委員会を4回（314回～317回）開催した。 

〈３〉研究会等の開催 

・第36回年会を2020年8月22日に札幌学院大学で開催した。 

・日本教育情報学会賞の表彰を行った。 

・デジタルアーカイブ学会第5回研究大会を後援した。 

2020年度収支決算書（自2020年4月1日  至2021年3月 31日） 

（単位：円）

科    目 予　算　額 決　算　額 差　額

１　会   費 4,089,000 3,989,000 △  100,000

　　（１）専門会員費 2,690,000 2,670,000 △ 20,000

　　（２）一般会員費 1,127,000 1,071,000 △ 56,000

　　（３）学生会員費 92,000 68,000 △ 24,000

　　（４）公共会員費 180,000 180,000 0

　　（５）賛助会員費 0 0 0

２　入会金 30,000 40,000 10,000

３　寄付金 0 0 0

４　雑収入 217,000 409,595 192,595

　　（１）過年度会費 17,000 7,000 △ 10,000

　　（２）その他 200,000 402,595 202,595

５   前年度繰越金 2,726,697 2,726,697 0

　収  入  合  計 7,062,697 7,165,292 102,595

（単位：円）

科    目 予　算　額 決　算　額 差　額

１　管理費支出 2,650,000 1,468,641 1,181,359

　　（１）会議費 200,000 32,452 167,548

　　（２）旅費・交通費 600,000 70,035 529,965

　　（３）通信・運搬費 600,000 541,645 58,355

　　（４）消耗品費 200,000 128,275 71,725

　　（５）印刷・製本費 300,000 0 300,000

　　（６）諸謝金 400,000 400,000 0

   　  (７）広報費 150,000 58,375 91,625

　　（８）雑費 200,000 237,859 △ 37,859

２　事業支出 2,570,000 2,618,704 △  48,704

　　（１）総会・年会 320,000 303,649 16,351

　　（２）機関誌 1,800,000 1,865,055 △ 65,055

　　（３）研究会 450,000 450,000 0

３　予備費 1,842,697 383,401 1,459,296

支　出　合　計 7,062,697 4,470,746 2,591,951

　　7,165,292 - 4,470746 =  2,694,546（前年度 2,726,697）

１．収入の部

２．支出の部

※会議費・旅費：定例会（運営委員会）および〈編集委員会）、（年会企画委員会）等を開催

※機関誌:〈Newsletter173号～176号〉及び〈教育情報研究35巻3号～36巻2号）

※教育情報研究36巻3号の支払いは2021年度予定

※予備費：事務局移転経費 251987円込

  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）
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第2号議案に関する説明資料  2021年度事業計画書案(自 2021年4月1日  至2022年 3月31日） 

2021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 

 ・学会誌「教育情報研究」（B5版・年3回刊）第37巻第1号 ・2号・3号を発行する。 

・「Newsletter」（会報） No.177・No.178・No.179・No.180（電子版）を刊行する。 

〈２〉総会・役員会等の開催 

  ・第37回定時総会、第43回理事会、第33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37回年会を2021年8月28日・29日に岐阜女子大学で開催する。 

〈４〉その他 ・オンライン化の推進 

 

 2021年度収支予算書（案）（自2021年4月1日  至2022年3月31日） 
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第3号議案に関する説明資料  
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報告事項 

2021年 6月 26日 理事会決定 

 

日本教育情報学会 研究会委員会規則 

 

（目的） 

第１条  教育情報に関する様々な研究を行うことを目的に，研究会委員会（以下，委員会という）を設置する。 

 

（構成） 

第２条  委員会に委員長を置き，会長が会員の中から指名する。 

２ 委員会に幹事および委員若干名を置く。幹事は，委員長が指名し，運営委員会が承認する。 

３ 委員長，幹事，委員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。 

 

（委員会） 

第３条  委員長は必要に応じて委員会を招集できる。 

 

（任務） 

第４条  研究活動に関する以下の内容を委員会の任務とする。 

 (1) 教育情報研究関連の研究会との情報交換及び交流事業に関すること。 

 (2) 研究会への指導あるいは活動費の補助に関すること。 

 (3) 他の学会の研究会との連携・協力あるいは支援に関すること。 

 (4) 共同研究，人物交流等の研究・交流に関すること。 

 (5) その他研究会活動に関する必要な事項。 

 

（補則） 

第５条  委員会の任務の実施に必要となる細則等については，委員会で別に定め，運営委員会の承認を得る。 

 

 

附則  

この規則は，2021年4月1日から施行する。 
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報告事項 

2021年 6月 26日 理事会決定 

 

日本教育情報学会 国際交流委員会規則 

 

（目的） 

第１条  国際交流に関する諸施策の検討と実務を行うことを目的に，国際交流委員会（以下，委員会という）を設

置する。 

 

（構成） 

第２条  委員会に委員長を置き，会長が会員の中から指名する。 

２ 委員会に幹事および委員若干名を置く。幹事は，委員長が指名し，運営委員会が承認する。 

３ 委員長，幹事，委員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。 

 

（委員会） 

第３条  委員長は必要に応じて委員会を招集できる。 

 

（任務） 

第４条  国際交流に関する以下の内容を委員会の任務とする。 

 (1) 各国の教育情報研究関連の学協会との連絡，情報交換及び交流事業に関すること。 

 (2) 国際会議への参加，協賛あるいは開催に関すること。 

 (3) ＪＩＣＡ，ＵＮＥＳＣＯ等の国際機関との協力あるいは支援に関すること。 

 (4) 国際共同研究，人物交流等の国際的な研究・交流に関すること。 

 (5) その他国際交流に関する必要な事項 

（補則） 

第５条  委員会の任務の実施に必要となる細則等については，委員会で別に定め，運営委員会の承認を得る。 

 

 

附則  

この規則は，2021年4月1日から施行する。 
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報告事項 

2021年度日本教育情報学会 学会賞について 

 

日本教育情報学会 学会賞選考にあたっては「学会賞選考委員会」を構成し、委員は委員長の推

薦に基づき、運営委員会の承諾をえて会長が委嘱する。 

 

委員長：本郷健 

委員：安達一寿、沖裕貴、久世均、皆川雅章，森雅生 （50音順 敬称略） 

 

 学会賞は「奨励賞」と「論文賞」とし、いずれも本学会に所属する若手研究者を対象として選

考する。なお選考委員の提議により学会運営委員会が必要と認めた場合には、対象を若手研究者

にかぎらず、「特別賞」として該当者を表彰できるものとする。 

 

①奨励賞 

その前年度の学会研究発表大会において発表された優れた研究および学会誌研究報告の中から選

考する。ただし，初年度に関してのみ過去５年間の発表を対象とする。受賞者の表彰は総会で行

う。 

 

②論文賞 

 学会誌『教育情報研究』に掲載された論文のうちで特に優れたものに対して授与する。この賞

は必ずしも毎年授与されるとは限らず、該当論文が得られた場合にのみ、その年度または次年度

の総会で表彰する。 

 

③特別賞 

 奨励賞および論文賞は若手研究者を対象とするものであるが、そうした制限を設けず、学会員

による非常に優れた研究成果の発表があった場合、これに対し学会として特に敬意を表する必要

があると選考委員会が判断したとき、それに基づいて会長が学会運営委員会と協議し、原則とし

て総会において特別に表彰する。ただし、事情によっては別に機会を設けて表彰することがある。 
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2021 年度 受賞者 

 

  

1．奨 励 賞（1件） 

石川敬史（十文字学園女子大学）  

「オーラルヒストリーの手法を用いた地域図書館史研究の課題と展望 

－埼玉県和光市における移動図書館史調査から－」 

                         第36回年会発表 

 

2．論 文 賞（1件） 

「プログラミングを取り入れた総合的な学習の時間に関する研究 

―小学校第6学年「わたしたちのくらしとコンピュータ」の授業実践と評価―」 

                        教育情報研究 第36巻第1号 

著者  伊東史子（富山県黒部市立生地小学校）  長谷川春生（富山大学） 

 

3．特 別 賞（該当なし） 
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日本教育情報学会 運営本部事務局 
〒582-8582 大阪府柏原市旭ケ丘4 丁目698−1 

大阪教育大学 理数情報教育系 理数情報部門 若杉研究室 

   TEL: 090-1026-1413  FAX: 050-3488-5061 

   E-mail: jsei@ml1.osaka-kyoiku.ac.jp   HP: http://jsei.jp/home/ 

 

◆ 年会費のお支払いについて 

 

2021 年度の年会費の納入締切が６月末となっています。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の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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 事務局移転について 

 

2021年4月より、日本教育情報学会運営本部事務局が芦屋大学から大阪教育大学へ移転いたしました。 

移転に伴い、運営本部事務局の連絡先（住所・e-mail）が変更になりましたのでご注意ください。 

※ E-mail: jsei@m l
エル

1.osaka-kyoiku.ac.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会費振込先 

■銀行名：ゆうちょ銀行 

■金融機関コード：9900 

■支店名：〇八九（ゼロハチキュウ） 

■支店コード：089  

■口座番号：00840 5 133924 

（当座：0133924） 

■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。 

 

 


