
 

会長   岡本 敏雄 （京都情報大学院大学） 

副会長  布施 泉   （北海道大学） 

     夜久 竹夫 （日本大学） 

理事   梅田 恭子 （愛知教育大学） 

     香山 瑞恵 （信州大学） 

     久野 靖   （電気通信大学） 

     小泉 力一  （尚美学園大学） 

     小松川 浩  （千歳科学技術大学） 

     坂田 圭司  （東海大学） 

     佐藤 万寿美 (伊丹市立伊丹高等学校） 

     鷹岡 亮    （山口大学） 

     武村 泰宏  （大阪芸術大学） 

     土田 賢省  （東洋大学）       

     西野 和典  （九州工業大学） 

     西田 知博  （大阪学院大学） 

     西端 律子  （畿央大学） 

     松田 稔樹  （東京工業大学） 

     布施 泉    （北海道大学） 

     松原 伸一  （滋賀大学） 

     宮寺 庸造  （東京学芸大学） 

     森本 康彦  （東京学芸大学） 

     夜久 竹夫  （日本大学） 

監事   田中 規久雄（大阪大学） 

     本田 敏明  （茨城大学） 

顧問   安西 祐一郎（独立行政法人日本学術振興会理事長） 

     伊理 正夫 （東京大学名誉教授） 

     清水 康敬 （東京工業大学名誉教授） 

     白井 克彦 （放送大学学園理事長） 

     西之園 晴夫（特定非営利活動法人学習開発研究所代表） 

     益田 隆  （東京大学名誉教授） 

事務局長 齋藤 実  （埼玉県立大宮高等学校） 

                  その他の役員は裏面に記載 

役員組織（2016年7月現在）  
入会のご案内 

【入会資格】 

情報科教育等に関心をお持ちの方なら,どなたでも入会

できます。 

 

【会員の種別】 

・正会員  本会の目的に賛同して入会した個人 

・学生会員 本会の目的に賛同して入会した学生 

・協賛会員 本会の目的に賛同して入会した企業団体 

 

【入会の方法】 

入会をご希望の方は，日本情報科教育学会のWebページ

(http://jaeis.org/）より，申し込んでください。 

 

【日本情報科教育学会会費】 

日本情報科教育学会の正会員，学生会員，協賛会員の

学会費は，下表の通りです。 

※協賛会員は，広告，展示などにおいて，割引価格などで特

に優遇する会員です。  

 

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 

   （ﾆﾎﾝｼﾞｮｳﾎｳｶｷｮｳｲｸｶﾞｯｶｲ）  

【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 

   （ﾆﾎﾝｼﾞｮｳﾎｳｶｷｮｳｲｸｶﾞｯｶｲ）  

 
※振り込み手数料につきましては，各自ご負担戴きます様，

お願い申し上げます。  

  

〒330-0834 埼玉県さいたま市大宮区天沼町 

            2-323  埼玉県立大宮高等学校 

                日本情報科教育学会事務局 

E-mail： jaeis-jimu@jaeis.org（全般） 

Website: http://jaeis.org/ 

JAEIS  日本情報科教育学会 事務局 

入会のご案内 

2007年12月23日に，「日本情報科教育学会」が発

足いたしました。本学会は，「情報」の教科教育

を専門とする初めての学会です。  

学会設立 

JAEIS  日本情報科教育学会 

Japanese Association for Education of Information Studies 

会員種別 入会金 年会費 

正会員 1,000円 5,000円 

学生会員 1,000円 2,000円 

協賛会員 10,000円 30,000円 



会長挨拶 

高等学校の教科「情報」は必履修として新設され，2003年度

より実施されています。 

私たちは，教科「情報」の教育に関心のあるものとして，

「情報」の教科教育を専門とする学会の必要性を認識し，関心

ある皆様方のご協力により本学会が発足いたしました。 

本学会は，情報科教育における優れた研究者・実践者の養成

を支えるとともに，教科の在り方について恒常的・組織的に研

究を進める初めての学会となります。（2007年設立趣旨より） 

設立の趣旨 

     高校教科“情報”の国家的意味と責務 

 人間がこの世の中に生まれて，最も重要な学力は，読み，書き，算

盤とされてきた。しかし，これからの時代（既に始まってはいるが），

“情報学力”の滋養は，不可欠であろう。コンピュータ，インター

ネット，Web等に関する技術的事項，それらの健全な活用力，社会・

経済との関係，それらを生かした創造力形成の教育は，世界の様々な

国で，必死に取り組まれている。 

 教育の起源は，家庭から寺小屋へ，職場においては徒弟制度的形態

から始まる。そして社会が近代化するにつれて，教育の効率化を図る

ために集合学習形態に移行し，学校や研修所が創設されていった。 

 ところが，インターネットやその基盤の下で様々なWeb技術が発

明・開発されていくと，学び手主体の教育，学習，訓練のあり方が主

張され始めた。自律性を前提とした個別学習形態（e-Learning），さ

らに協働・協調学習形態が工夫され，学ぶ対象も教科書の世界での学

習をベースとしつつ，実世界での学習による応用力，問題解決力，創

造力，改善力といったメタ能力が主張されるようになった。 

 “情報学力”は，時代精神，場所精神，形式陶冶論，実質的陶冶論

の全てに関わる新しい内容・形態の教科であると言えるのではないで

あろうか。英国におけるGCSE（General Certificate in Second-

ary Education）は，内容的，制度的にも多いに参考になろう。 

 貧富差，地域差，文化差等を問わず，“情報学力”は，他教科での

単なる活用・応用では，形成されない。ここにもしっかりした基礎学

力が存在する。そしてその学力は確実に来るべき時代において，形式

陶冶力から実質的陶冶に転移していくものであろう。そこで，新たな

学力を理解していくことになる。 

 “情報科教育”においては，明確な教育（学習）目標と学力評価基

準が求められる。そして基礎と応用（活用）を体系的に教えていく必

要がある。指導体制においても，教科専門の教員をしっかり育成し，

この教科の指導・教育に誇りを持てる教員養成・研修が求められる。

新しい学力を真剣に育てていく覚悟が国や地方自治体，教育関係者，

父兄等に求められているのである。 

日本情報科教育学会会長     

 京都情報大学院大学/電気通信大学 岡本敏雄 

●全国大会，シンポジウム，研究会などの開催 

 本学会では，全国大会（年に１回），シンポジウム（年に２回

程度），そして研究委員会や各支部等での研究会を主催していま

す。最新の情報はWeb（http://jaeis.org/）をご覧下さい。 

全国大会 

  第９回 2016年 6月25日（土）～ 26日（日）刈谷市産業振興センター 

  第８回 2015年 6月27日（土）～ 28日（日）山口大学吉田キャンパス 

 第７回 2014年 7月19日（土）～ 20日（日）千歳科学技術大学 

 第６回 2013年 6月29日（土）～ 30日（日）東海大学 

 第５回 2012年 6月16日（土）～ 17日（日）信州大学 

 第４回 2011年10月15日（土）～ 16日（日）畿央大学 

 第３回 2010年 6月26日（土）～ 27日（日）日本大学 

 第２回 2009年 6月27日（土）～ 28日（日）九州工業大学 

 第１回 2008年 6月28日（土）～ 29日（日）滋賀大学 

●日本情報科教育学会 学会誌の発行 

 本学会では，年に１回，学会誌を発行しています。投稿要領

（Webに掲載）をご覧の上，ふるってご投稿下さい。 

 

 

 

関東・東北支部 

 支部長  夜久 竹夫 （日本大学） 

 副支部長 上杉 茂樹 （仙台市立仙台青陵中等教育学校） 

      宮寺 庸造 （東京学芸大学） 

 事務局長 齋藤 実  （埼玉県立大宮高等学校） 

東海・中部支部 

 支部長  香山 瑞恵 （信州大学） 

 副支部長 亀山 弘  （岐阜県立本巣松陽高等学校） 

      矢野 宏彦 （愛知県立千種高等学校） 

 事務局長 江島徹郎  （愛知教育大学） 

近畿・北陸支部 

 支部長  高橋 参吉 （帝塚山学院大学） 

 副支部長 稲川 孝司 （大阪府立東百舌鳥高等学校） 

      佐藤 万寿美 (伊丹立市伊丹高等学校） 

 事務局長 北野 堅司 （大阪府立東百舌鳥高等学校） 

九州・中国・四国支部 

 支部長  西野 和典 （九州工業大学）  

 副支部長 倉光 浩二 （福岡県立修猷館高等学校） 

      山下 裕司 （山口県立岩国高等学校） 

 事務局長 池田 勇  （NPO法人情報教育支援研究会） 

□広報委員会：委員長 久野 靖（電気通信大学） 

            副委員長 西端 律子（畿央大学） 

□研究委員会：委員長 西野 和典（九州工業大学） 

            副委員長 後藤 貴裕（東京学芸大学附属国際中等教育学校） 

□学会誌編集委員会：委員長 香山 瑞恵（信州大学） 

            副委員長 宮寺 庸造（東京学芸大学） 

□教科教育・教員養成検討委員会：委員長 佐藤 万寿美(伊丹高等学校） 

           副委員長 阿濱 茂樹（山口大学） 

□情報学教育カリキュラム検討委員会：委員長 武村 泰宏（大阪芸術大学） 

           副委員長 天良 和男（東京学芸大学） 

□国際関連・交流委員会：委員長 鷹岡 亮（山口大学） 

           副委員長 村田 育也（福岡教育大学大学院） 

□全国大会企画委員会：委員長 小松川 浩（千歳科学技術大学） 

           副委員長 大会毎に選任 

□学会賞表彰委員会：委員長 松原 伸一（滋賀大学） 

           副委員長 小泉 力一（尚美学園大学） 

□ホームページ検討委員会：委員長 西田 知博（大阪学院大学） 

           副委員長 坂田 圭司（東海大学） 

□企画委員会：委員長 会長 

 

 

 穴田 浩一  （早稲田大学高等学院）， 

 阿濱 茂樹  （山口大学） 

 池田 勇    （NPO法人情報教育支援研究会） 

 稲川 孝司  （大阪府立東百舌鳥高等学校） 

 岩井 憲一  （滋賀大学） 

 上杉 茂樹  （仙台市立仙台青陵中等教育学校） 

 筧 捷彦    （特定非営利活動法人 情報オリンピック日本委員会） 

 春日井 優  （埼玉県立川越南高等学校） 

 亀山 弘    （岐阜県立本巣松陽高等学校） 

 倉光 浩二  （福岡県立修猷館高等学校） 

 後藤 貴裕  （東京学芸大学附属国際中等教育学校） 

 齋藤 実    （埼玉県立大宮高等学校）     

 水野 修治  （愛知県立岡崎商業高等学校） 

 高橋 参吉  （帝塚山学院大学） 

 高橋 等    （静岡産業大学） 

 天良 和男  （東京学芸大学） 

 永田 奈央美（静岡産業大学） 

 萩谷  昌巳  （東京大学） 

 村田 育也  （福岡教育大学大学院） 

 矢野 宏彦  （愛知県立千種高等学校） 

 山下 裕司  （山口県立岩国高等学校）  その他の役員は裏面に記載 

 

学会の活動 委員会 

支部組織 
役員組織（評議員） 

支部組織 


