2014-05-08

No.17

(2014 vol. 1)

日本情報科教育学会ニューズレター
Japanese Association for Education of Information Studies
事務局：〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2-14-2（新陽ビル７階）
TEL：03-5155-7576 FAX：03-5155-7578
E-mail jimu@jaeis.org
http://jaeis.org/

第４期 役員及び評議員の選挙方法について
第４期

選挙管理委員会

１．会長、理事、監事および評議員の選挙および任期
学会規約により、「役員および評議員の就任は、総会において行う。」とされているので、
選出された役員等の任期は、2014年7月1日～2016年6月30日までの2年間とする。
２．郵送による選挙
正会員に投票用紙等を郵送する。投票の締め切りは、2014年5月30日（金）（消印有効）と
し、日本情報科教育学会事務局に送付する。
３.投票用紙の記載方法
理事会として、投票用紙に推薦する方の氏名を記載する。
・会長欄に会長に推薦する人の氏名１名
・監事欄に監事に推薦する人の氏名2名
・理事欄に理事に推薦する人の氏名15名
・評議員欄に評議員に推薦する人の氏名20名
記載されている候補者を信任する場合は、氏名欄右横の欄に○印を記入する。
記載されている候補者以外の人を追加して選出する場合は、推薦する人の氏名をこの空欄に
記入し、○印を付ける。ただし、追加できる人数については、空欄分のみとする。
４．選挙管理委員会
委員長 宮寺 庸造
委 員 高橋 参吉
〃
森本 康彦
任期は、2013年12月22日より、2014年6月30日とする。
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選挙のスケジュール及び候補者一覧
１．スケジュール
－投票用紙の確定：４月２６日（金）頃
－発送準備 ：４月２８日～５月９日（金）
－会員への送付 ：５月９日（金）頃
－投票締め切り ：５月３０日（金）
－開票 ：６月上旬
－会長指名 ：６月中旬頃
－決定 ：６月下旬（メールによる了承）
２．候補者一覧
（敬称略，50音順）
会長候補者氏名（所属）
岡本

敏雄（京都情報大学院大学）

理事候補者氏名（所属）
筧
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定 員 1名

1 箇所
以内に
○印

定 員 15名

捷彦（早稲田大学）

1 5 箇所
以内に
○印

監事候補者氏名（所属）
田中

規久雄（大阪大学）

本田

敏明（茨城大学）

評議員候補者氏名（所属）
穴田

定 員 2名

定 員 20名

2 箇所
以内に
○印

2 0 箇所
以内に
○印

浩一（早稲田大学高等学院）

香山

瑞恵（信州大学）

阿濱 茂樹（山口大学）

久野

靖（筑波大学）

池田 勇（嘉麻市教育センター）

小泉

力一（尚美学園大学）

稲川孝司（大阪府立東百舌鳥高等学校）

佐藤

万寿美（ 兵庫県立川西緑台高等学校 ）

岩井

憲一（滋賀大学）

高橋

参吉（帝塚山学院大学）

梅田

恭子（愛知教育大学）

武村

泰宏（大阪芸術大学）

春日井 優（埼玉県立川越南高等学校）

中條

道雄（関西学院大学）

後藤 貴裕 （東京学芸大学附属国際中等教育学校）

天良

和男（ 東京都立小石川中等教育学校 ）

小松川

西野

和典（九州工業大学）

齋藤

実（埼玉県立大宮高等学校）

西端

律子（畿央大学）

坂田

圭司（東海大学）

萩谷

昌巳（東京大学）

鷹岡

亮（山口大学）

松原

伸一（滋賀大学）

土田

賢省（東洋大学）

宮寺

庸造（東京学芸大学）

永田

奈央美（静岡産業大学）

夜久

竹夫（日本大学）

西田

知博（大阪学院大学）

布施

泉（北海道大学）

松田

稔樹（東京工業大学）

水野

修治（愛知県立岡崎商業高等学校）

村田

育也（福岡教育大学大学院）

森本

康彦（東京学芸大学）

浩（千歳科学技術大学）
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第７回全国大会のアナウンス（第１報）
１．日程・会場
２０１４年（平成２６年）７月１９日（土）・２０日（日）
千歳科学技術大学（〒066-8655 千歳市美々７５８－６５）
【アクセス】http://www.chitose.ac.jp/site/access.html
(1)JR利用：南千歳（新千歳空港からJRで隣駅）からシャトルバスを運行予定（注）臨時運行を予定（大会HP要確認）。
(2)タクシー利用：新千歳空港からタクシーで２千円程度。

２．第７回全国大会テーマ

「重層的な情報科教育の推進」

３．プログラム
第１日：２０１４年７月１９日（土）
12:00 受付
11:30～13:00 （昼休み）理事会・評議会（会議室）
13:00～14:15 研究発表１（口頭発表・5 件×Ｂ～Ｅ会場 20 件）
14:25～15:05 総会（Ａ会場）
15:05～15:15 開催校挨拶（Ａ会場）
15:15～15:45 基調講演（Ａ会場）
岡本敏雄会長
15:50～16:30 招待講演１（Ａ会場）
文部科学省生涯学習政策局情報教育課課長 豊嶋基暢
「（仮題）情報科教育の展望」
16:30～17:30 招待講演２（Ａ会場）
高麗大学

教授

金顯哲「（仮題）韓国における情報教育の展開」

17:30～18:30 ワークショップ 「タンジブルブロックを利用した授業展開」
19:00～21:00 懇親会

～ＡＮＡクラウンプラザホテル

千歳（予定）

第２日：２０１４年７月２０日（日）
9:00～ 受付
9:15～10:30 研究発表2（口頭発表，５件×Ｂ～Ｅ会場 20 件）
10:45～12:00 研究発表3（口頭発表，５件×Ｂ～Ｅ会場 20 件）
12:00～13:00 （昼休み）委員会／研究部会の会議（Ｂ～Ｅ会場）
13:00～14:00 研究発表4（デモ発表：Ａ会場）
14:00～14:50 ポスター発表コアタイム，デモ展示（ロビー・学生ホール）
15:00～16:00 招待講演３（Ａ会場）
東北師範大学

教授

董玉琦「（仮題）中国における情報教育の展開」

16:10～17:40 パネルディスカッション（Ａ会場）
「情報科教育の国際比較」
金顯哲（高麗大学）、董玉琦（中国東北師範大学）、日本の関係者（予定）、岡本敏雄会長、
司会：西野和典（九州工業大学）
17:40～18:00 クロージング（Ａ会場）
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第７回全国大会のアナウンス（第１報）
４．参加費 正会員/協賛会員 2000円（初等中等の教職員は1000円），学生会員 500円，非会員 3000円
５．大会Webサイト

http://ictedu.u-tokai.ac.jp/jaeis2014/

６．各種期限

発表申込
：５月１８日（日）
講演論文提出：６月１５日（日）厳守
参加申込
：６月１５日（日）
懇親会申込 ：６月１５日（日）
＊教育システム情報学会の第２回研究会は、Ｇ２０１で開催されます。

事務局からの連絡
・所属等の変更のある方は、至急、ご連絡ください。
・2014年度および2014年度以前の会費未納の方は、会費の納入をお願いします。
金額等については、下記でご確認ください。
http://jaeis.org/nyukai/
会費振込口座
【金融機関名】 ゆうちょ銀行
【口座種別】 振替口座
【口座番号】 00190-1-317944
【加入者名】 日本情報科教育学会（ニホンジョウホウカキョウイクガッカイ）
【金融機関名】 三井住友銀行 高田馬場支店(273)
【口座種別】 普通預金口座
【口座番号】 4435574
【口座名義】 日本情報科教育学会（ニホンジョウホウカキョウイクガッカイ）
※ 振り込み手数料につきましては大変恐縮ではございますが、各自ご負担戴きます様お願い申し
上げます
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広報委員会

委員長：西端律子（畿央大学）
副委員長：森本康彦（東京学芸大学）
委 員：池田勇（嘉麻市教育センター）、鷹岡亮（山口大学）
、竹中章勝（京都光華中学校/高等学校）、
中西渉（名古屋高等学校）
、 布施泉（北海道大学）
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