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日本教育情報学会第 26 回年会 開催 【予定】

日時：平成 22 年 8 月 21 日（土）～22 日（日）
場所：岐阜市内 （ＪＲ岐阜駅周辺）
※ 詳細は次号掲載予定です

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

第２５回定時総会報告

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

8 月 22 日（土）13：00 から立命館大学 朱雀キャンパスにおいて、日本教育情報学
会第 25 回定時総会が開催されました。
正会員 416 名のうち 87 名の出席があり（委任状による出席者 47 名を含む）、定款
27 条により総会は成立。後藤忠彦会長を議長として総会を開会しました。
【提案された 2 議案】
第 1 号議案

2008 年度事業報告及び収支決算の件

第 2 号議案

2009 年度事業計画及び予算案の件

第 3 号議案

1）役員任期の件
2）役員選任の件

は、審議の結果、原案通り承認されました。（議案内容は Newsletter No.130 をご参照
ください。）
総会終了後、日本教育情報学会学会賞の表彰式を行いました。
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＊＊＊＊＊

２００９年度日本教育情報学会 学会賞受賞者

＊＊＊＊＊

●奨 励 賞（1 件）
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の中から選考する。

・桑田てるみ（国士館大学）
「学習単元「情報と表現」における国語科と学校図書館との協働授業の効果
-「POP 作成」授業の実践-」
（2008 年第 24 回年会発表）
●論 文 賞（1 件）
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。

・山本

利一（埼玉大学）

「マインドマップを活用した生徒の思考整理を支援する指導過程の方法」
（教育情報研究第 24 巻第 3 号発表）
●特 別 賞（該当者なし）

＊＊＊＊＊＊＊

日本教育情報学会第２５回年会開催報告

＊＊＊＊＊＊＊

第 25 回年会実行委員会委員長

沖

裕貴

8 月 22 日、23 日の両日、京都にある立命館大学朱雀キャンパスを会場に第 25 回年
会が開催されました。今年度は、年会の場をお借りして立命館大学の教育 GP 中間報
告会も同時開催され、学会関係者が約 200 名、GP 関係者も全国 70 を超える大学・機
関から 150 名を超える参加をいただき、総計約 350 名近くが集う盛会となりました。
基調講演では「21 世紀の教育改革の行方を探る」と題して、教育基本法の改正やこ
の間の教育関連三法の成立に尽くされた、元文部科学事務次官である結城章夫山形大
学学長に、初等中等教育から高等教育に渡る広い視野からの教育改革の経緯と方向性
をお話しいただきました。
また、午後のパネル討論では「教育と研究の両
立を目指す FD」と題して、本学会の会長であり、
岐阜女子大学学長でもある後藤忠彦先生をはじめ、
結城章夫山形大学学長、川口清史立命館大学学長
がそれぞれの大学の抱える課題と解決を目指した
取組についてお話しをされました。そこでは大学
の設置形態や所在地にかかわらず、教育とりわけ
FD と研究をともに大切にし、大学の特色として
育てていこうとする共通した姿勢が見て取れたの
ではないでしょうか。
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パネル討論の様子（後藤会長）

年会一日目には高等教育関連のミニシンポジウムが 4 本、初等中等教育と高等教育
双方に関連した課題研究が 5 本同時開催され、各会場とも熱のこもった議論がなされ
ました。翌二日目には、主に学会中心の課題研究が 5 本と一般研究が 9 本開催されま
したが、GP 関係者も多数残っていただき、議論に参加していただきました。嬉しいこ
とにその場で学会に入会された方も少なからずいらっしゃるようです。
また、22 日の夜、全日空ホテルで開催された懇
親会にも、120 名以上の学会関係者と GP 参加者
が仲良く参加し、交流と教育論議に花が咲きまし
た。
今回の立命館大学教育 GP 中間報告会との合同
イベントでは、当初の予想を大きく超えた相乗効
果が発揮されました。これまで初等中等教育と高
等教育の間には大きな「壁」があるように思われ
てきましたが、教育の質保障の問題や FD・教員

ミニシンポジウムⅠの様子

研修の方法論、そして多様な学力や学習意欲を持
つ学生・生徒や発達障害を抱える学生・生徒への
対応の問題などに関して、私たちは基本的に同じ
教育指導上の課題を持ち、同じ学術的な基盤を持
って議論することが可能だということが双方の関
係者に認識されました。また、GP の報告会や学
会の運営にとっても、関連する学会がコラボレー
トすることによって、異なる視点からのアプロー
チが得られたり、初等中等教育から高等教育を俯
瞰した広い視野からの分析や連携が可能になるな

懇親会の様子

ど、新しい展開が創造される可能性が示唆されたのではないかと考えます。
最後に、何分不慣れな運営にご不自由をおかけしたところが多々あろうかと思いま
すが、暑い京都にご参集くださり、熱心な討議を行っていただきました皆様方に心よ
り御礼申し上げます。

＊＊＊＊＊＊＊＊

投稿要領の変更についてのお知らせ

＊＊＊＊＊＊＊＊

このたび、学会誌の更なる発展を期して、特に研究の速報性を重視した論文の領域
として、研究報告を新設しました。
研究報告が取り扱う内容は、（1）研究速報など，短期間で掲載することを目的とし
た学術速報を記述したもの、（2）教育実践に関する報告など、として設定されました。
研究報告では、教育現場で実践的な取り組みを進める先生方の積極的な投稿をお待
ちしています。
なお、投稿要領は、毎号の学会誌に掲載しております。（25 巻 2 号より新投稿要領
を掲載）ご確認ください。
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＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

役員・顧問・評議員名簿

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

定款に基づき、第 25 回総会において選任された役員、会長から委託される顧問、第
28 回理事会において推薦され会長から委託される評議員は次の方々です。任期はいず
れも、2010 年 4 月 1 日から 2012 年 3 月 31 日になります。（○新任／※機関の長とし
て就任

五十音順／敬称略）
【評議員】（４２名）
安達 一寿 （十文字学園女子大学）
井口 磯夫 （十文字学園女子大学）
井上 史子 （立命館大学）
太田 容次 （国立特別支援教育総合研究所）
小川 勤
（山口大学）
奥野 雅和 （京都文教中学高等学校）
何
暁毅 （山口大学）
梶山 雅史 （岐阜女子大学）
加藤 直樹 （岐阜大学）
加納 寛子 （山形大学）
北島 義俊 （大日本印刷株式会社）
久保田 了司（高度映像情報センター）
黒川 マキ （大阪学院大学）
斎藤 哲瑯 （川村学園女子大学）
坂元 章
（お茶の水女子大学）
清水 厚実 （図書教材研究センター）
園屋 高志 （鹿児島大学）
武田 正則 （山形県立東根工業高校）
谷口 知司 （京都橘大学）
谷口 由美子（京都市立芸術大学）
鳥居 雄司 （東京都教職員研修センター）
長尾 尚
（大阪信愛女学院短期大学）
成瀬 喜則 （富山高等専門学校）
南部 昌敏 （上越教育大学）
西村 慶一 （大阪学院大学）
野末 俊比古（青山学院大学）
橋本 恵子 （純真短期大学）
橋本 ヒロ子（十文字学園女子大学）
服部 晃
（岐阜女子大学）
林
泰子 （滋賀短期大学）
福田 隆眞 （山口大学）
藤川 義人 （弁護士法人淀屋橋・山上合同）
藤本 光司 （宝塚市立長尾中学校）
古田 善伯 （岐阜大学）
堀田 龍也 （玉川大学）
前川 道博 （長野大学）
前田 志郎 （高知市立追手前小学校）
水嶋 英治 （常磐大学）
宮地 功
（岡山理科大学）
本村 猛能 （川村学園女子大学）
山本 利一 （埼玉大学）
横田 学
（京都市立芸術大学）

【役 員】
会 長（1 名）
後藤 忠彦 （岐阜女子大学）
副会長（２名）
林
徳治 （立命館大学）
若山 皖一郎（十文字学園女子大学）
理 事（２０名）
荒井 元明 （東海大学）
井上 透
（国立諫早青少年自然の家）
○大西 荘一 （岡山理科大学）
沖
裕貴 （立命館大学）
神田 道子 （※国立女性教育会館）
木下 昭一 （聖徳大学）
○久世 均
（岐阜女子大学）
坂井 知志 （常磐大学）
坂元 昂
（日本教育工学振興会）
下田 昌嗣 （パナソニック教育財団）
白川 雄三 （大阪学院大学）
素川 富司 （※国立教育政策研究所）
田中 壮一郎（※国立青少年教育振興機構）
菱村 幸彦 （※学 習 ソ フ ト ウ ェ ア 情 報 研 究 セ ン タ ー）
堀口 秀嗣 （常磐大学）
本郷 健
（大妻女子大学）
○松川 禮子 （岐阜県教育委員会）
宮田 仁
（滋賀大学）
三輪 眞木子（放送大学 ICT 活用･遠隔教育センター ）
村瀬 康一郎（岐阜大学）
監 事（２名）
秋山 昭八 （秋山法律事務所）
有薗 格
（岐阜女子大学）
【顧 問】（５名）
芦葉 浪久 （東北師範大学）
上野 一郎 （産業能率大学）
○奥田 眞丈
熊谷 信昭 （兵庫県立大学）
鈴木 勲
（日本弘道会）

【平成 21 年 11 月 18 日現在】
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