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第 38 回定時総会のご通知  

会長 安達 一寿 

 

第 38 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．日 時  2022 年 8 月 20 日(土) 13 時 15 分～13 時 45 分 

2．会 場 十文字学園女子大学 9 号館 4 階 

3．議 案 第 1 号議案 2021 年度事業報告及び収支決算の件 

第 2 号議案 2022 年度事業計画及び予算案の件 

第 3 号議案 学会定款変更の件 

報告事項  2022 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 7 日（日)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 38 回年会参加申込について 

■事前参加申込締切：8 月 5 日(金) ※学会 HP＞年会＞各種申込より WEB 申込 

■事前参加申込費用：参加費 3000 円、年会論文集費 3500 円 

※領収書については当日受付にてお渡しいたします。 

※発表申込者（第一著者）は、参加申込及び参加費等の振込は必須です. 

※課題研究と一般研究の両方にお申し込みの方の参加費は 3000 円です. 

※振込先等については NL181 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  2021年度事業報告書（自2021年4月1日  至2022年3月31日） 

2021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37巻 第1号・第2・3号合併号を発行した。 

・「News letter」（会報）No.177・No.178・No.179・No.180 を刊行した。 

〈２〉総会・役員会等の開催 

・第 43 回理事会・第 33 回評議員会（ZOOM・郵送による審議）、第 37 回定時総会（郵送による審議）を開催した。 

・運営委員会を6回（318回～323回）開催した。 

〈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した（オンライン形式）。 

・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6回研究大会を後援した。 

 

2021年度収支決算書（自2021年4月1日  至2022年3月 31日） 

（単位：円）

科    目 予　算　額 決　算　額 差　額

１　会   費 4,165,000 4,278,000 113,000

　　（１）専門会員費 2,790,000 2,880,000 90,000

　　（２）一般会員費 1,106,000 1,057,000 △ 49,000

　　（３）学生会員費 104,000 76,000 △ 28,000

　　（４）公共会員費 165,000 165,000 0

　　（５）賛助会員費 0 100,000 100,000

２　入会金 30,000 54,000 24,000

３　寄付金 0 1,000 1,000

４　雑収入 369,000 704,315 335,315

　　（１）過年度会費 169,000 71,000 △ 98,000

　　（２）その他 200,000 633,315 433,315

５   前年度繰越金 2,726,697 2,694,546 △  32,151

　収  入  合  計 7,290,697 7,731,861 473,315

（単位：円）

科    目 予　算　額 決　算　額 差　額

１　管理費支出 2,650,000 1,519,062 1,130,938

　　（１）会議費 200,000 15,612 184,388

　　（２）旅費・交通費 600,000 240,806 359,194

　　（３）通信・運搬費 600,000 409,759 190,241

　　（４）消耗品費 200,000 99,308 100,692

　　（５）印刷・製本費 300,000 107,501 192,499

　　（６）諸謝金 400,000 400,000 0

　　（７）広告費 150,000 8,100 141,900

　　（８）雑費 200,000 237,976 △ 37,976

２　事業支出 2,750,000 2,398,145 351,855

　　（１）総会・年会 400,000 303,200 96,800

　　（２）機関誌 1,900,000 1,644,945 255,055

　　（３）研究会 450,000 450,000 0

３　予備費 1,890,697 313,073 1,577,624

支　出　合　計 7,290,697 4,230,280 3,060,417

　　7,731,861 - 4,230,280 =  3,501,581（前年度 2,694,546）

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:〈Newsletter177号～180号〉及び〈教育情報研究36巻3号、37巻1号、37巻2・3号合併号）

※予備費：事務局異動・分室設置経費込

  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  2022年度事業計画書案(自 2022年4月1日  至2023年 3月31日） 

2022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38巻第1号 ・2号・3号を発行する。 

・「Newsletter」（会報） No.181・No.182・No.183・No.184（電子版）を刊行する。 

〈２〉総会・役員会等の開催 

  ・第38回定時総会、第44回理事会、第34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38回年会を2022年8月20日・21日に十文字学園女子大学で開催する。 

〈４〉その他 ・年会及び研究会のオンライン化の推進 ・研究会の活性化  ・学会事務の効率化 

 

 2022年度収支予算書（案）（自2022年4月1日  至2023年3月31日） 

（単位：円）

科    目 予　算　額

１　会  費 4,472,000

　（１）専門会員費 3,030,000

　（２）一般会員費 1,141,000

　（３）学生会員費 136,000

　（４）公共会員費 165,000

　（５）賛助会員費 0

２　入会金 30,000

３　寄付金 0

４　雑収入 375,000

  （１）過年度会費 175,000

  （２）その他 200,000

５  前年度繰越収支差額 3,501,581

　収 入 合 計 8,378,581

（単位：円）

科    目 予　算　額

１　管理費支出 2,750,000

　（１）会議費 200,000

　（２）旅費・交通費 600,000

　（３）通信・運搬費 600,000

　（４）消耗品費 200,000

　（５）印刷・製本費 300,000

　（６）諸謝金 400,000

　（７）広報費 150,000

　（８）雑費 300,000

２　事業支出 2,950,000

　（１）総会・年会 500,000

　（２）機関誌 2,000,000

　（３）研究会 450,000

３　予備費 2,678,581

支　出　合　計 8,378,581

収支差額 0

　研究会活動補助費

　 事務局備品など

   2021年度決算額　4,230,280

　人件費など

　HP改良費、サーバ・ドメイン費など

　手数料など

　年会開催補助費、学会賞、総会資料代など

　教育情報研究、Newsletter、編集委託費

　運営委員会・年会企画委員会など

　運営委員会・年会企画委員会など

　機関誌発送費・事務連絡費など

　消耗品など

　封筒、別刷など

　　掲載料など

     2021年度決算額　7,731,861

２．支出の部

備　　考

　　4,000円×(26＋新入会8)人

　　15,000円×11団体

１．収入の部

備　　考

　　10,000円×(288+新入会15)人

　　7,000円×(156+新入会7)人
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第3号議案に関する説明資料  

 

日本教育情報学会定款 新旧対照表 

新 旧 備考欄 
 

第５章 役員，顧問及び評議員 

 

（役員の任期） 

第３１条  

役員の任期は，３年とする。 

 
（評議員） 

第４１条 本会に評議員を置く。 

２ 評議員は定員２０名以上８０名以内とす

る。 

３ 評議員は，理事会の推薦により，会長が正

会員の中からこれを委嘱する。 

４ 評議員の任期は３年とする。 

 

 
第８章 補 則 

 

第５１条 この定款を施行するために必要な規

則は，理事会の議決を経て別に定める。 

 

令和４年８月２０日変更 

 

 

第５章 役員，顧問及び評議員 

 

（役員の任期） 

第３１条  

役員の任期は，２年とする。 

 
（評議員） 

第４１条 本会に評議員を置く。 

２ 評議員は定員２０名以上８０名以内とす

る。 

３ 評議員は，理事会の推薦により，会長が正

会員の中からこれを委嘱する。 

４ 評議員の任期は２年とする。 

 

 

第８章 補 則 

 

第５１条 この定款を施行するために必要な規

則は，理事会の議決を経て別に定める。 

 

 

 

 

 

 

（変更） 

 

 

 

 

 

 

 

（変更） 

 

 

 

 

 

 

 

（追加） 

 

理由）学会運営・活動の安定化を図るため 

 

※現在の役員及び評議員の任期：2022年 4月1日～2024年3月31日 

 新役員及び評議員の任期：2024年4月 1日～2027年3月31日 
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報告事項 

2022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：沖裕貴 

委員：石川敬史、斎藤陽子、治京玉記、本村猛能 （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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2022 年度 受賞者 
 

  

1．奨 励 賞（2件） 

 

今井 匠太朗（東京工業大学）  森 雅生（東京工業大学） 

 

「ビジネス・プロセス・マネジメントに基づく大学業務の分析・改善法の一提案－IR を

前提としたデジタライゼーションの取り組み－」 

                                第37回年会発表 

星名 由美（日本女子大学）   久東 光代（日本女子大学） 

 

「オンライン授業に対応した地域連携型プロジェクト演習の指導と実践－問題解決の縦

糸・横糸モデルに基づくチーム学習教材の改善－」 

第37回年会発表 

 

 

2．論 文 賞（1件） 

「小学校理科教育での学年の発達段階に応じたプログラミング教材の開発」 

                        教育情報研究 第37巻第1号 

 

著者  栂  伸司（富山高等専門学校）  鼎 裕憲（富山大学） 

成瀬 喜則（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 

 

2022 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

会員氏名を必ずご記入ください。 

 


