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学会活動状況報告

2016年度第 4回理事会
日　時：平成 29年 3月 26日（日）13:00～15:40

会　場：関西国際大学尼崎キャンパス 10階　大会議室
＜出席＞　12名
 井下千以子（桜美林大学） 菊池重雄（玉川大学） 杉谷祐美子（青山学院大学）

 田中　岳（東京工業大学） 西村秀雄（金沢工業大学） 濱名　篤（関西国際大学）

 藤田哲也（法政大学） 藤本元啓（崇城大学） 安永　悟（久留米大学）

 山田礼子（同志社大学） 横山千晶（慶應義塾大学） 大西直之（ 中部大学；  

大会校理事）

＜欠席＞　9名　〇印：委任状提出者
 ○岩井　洋（帝塚山大学） ○沖　清豪（早稲田大学） ○川島啓二（九州大学）

 　川嶋太津夫（大阪大学） ○笹金光徳（高千穂大学） ○関田一彦（創価大学）

 ○成田秀夫（河合塾） 　西　誠（金沢工業大学） 　山本啓一（北陸大学）

＜陪席＞
 加藤みずき（事務局幹事：法政大学）

議事
【議長選出】
【報告事項】

1. 会務報告
2. 編集委員会報告
3. 学会誌論文投稿フォーム設置について
4. 総務・広報委員会報告
5. 課題研究活動委員会報告
6. 地域活動活性化委員会報告

【審議事項】
1. 平成 28年度第 3回理事会議事録承認
2. 平成 28年度 3月度入会・退会申請について

  役員選挙の被選挙権との関連で，本理事会終了後，3月末日までに入会・退会の申請があっ
た者については 4月 1日頃にメールで審議することが承認された。

3. 将来構想実行委員会
3‒1.　10周年記念出版
3‒2.　教育実践賞

個人・機関会員を対象とし，短大や高専等での取組も含めること，大会時にポスターセッ
ションを設け，書類選考を通過した申請者は内容について発表を行うことが提案された。

4. 第 10回大会について
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5. 大会時の講師謝礼金・学生アルバイト等の源泉税対応について
 学会で源泉税対応を行うことが承認された。
6. 理事選挙（役員選出）に関する選挙管理委員会委員委嘱について

  足立 寛（ゆたか）会員（立教大学；委員長），犬塚美輪会員（東京学芸大学；副委員長），中川
華林会員（法政大学）以上 3名を理事会として承認した。初年次教育学会 役員選挙規則第 2

条により，会長より委嘱することとなった。
7. 選挙日程，被選挙人・選挙人等について
8. 平成 29年度第 1回理事会の開催日程について

  日時：2017年 6月 11日（日）16:00～18:00 

場所：ホテルチューリッヒ東方 2001　3F「さくら」

2017～ 2018年度役員選挙　選挙管理委員会
日　時：2017年 5月 14日（日）11:00～15:00

会　場：法政大学市ヶ谷キャンパス　ボアソナード・タワー（BT）11階　1104教室
出席者：5名
 足立　寛（立教大学：選挙管理委員長） 犬塚美輪（東京学芸大学：選挙管理副委員長）

 中川華林（法政大学：選挙管理委員） 藤田哲也（法政大学：事務局長）

 加藤みずき（法政大学：事務局幹事）

役員選挙の実施
1. 投票総数の確認
2. 選挙権の確認と外封筒の開封
3. 内封筒の開封と開票，集計
4. 理事当選者（仮）の確認
5. 辞退者の確認
6. 理事当選者の確定と会長への報告

2017年度第 1回理事会
日　時：平成 29年 6月 11日（日）16:00～18:07

会　場：ホテルチューリッヒ東方 2001　3F「さくら」
＜出席＞　17名
 岩井　洋（帝塚山大学） 沖　清豪（早稲田大学） 川島啓二（九州大学）

 笹金光徳（高千穂大学） 杉谷祐美子（青山学院大学） 関田一彦（創価大学）

 田中　岳（東京工業大学） 成田秀夫（学校法人河合塾） 西村秀雄（金沢工業大学）

 濱名　篤（関西国際大学） 藤田哲也（法政大学） 藤本元啓（崇城大学）

 森　朋子（関西大学） 安永　悟（久留米大学） 山田剛史（京都大学）

 山田礼子（同志社大学） 大西直之（中部大学；大会校理事）

＜欠席＞　4名　〇印：委任状提出者
 ◯井下千以子（桜美林大学） ○川嶋太津夫（大阪大学） ○菊池重雄（玉川大学）

 ○山本啓一（北陸大学）
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＜陪席＞
 加藤みずき（事務局幹事：法政大学）

議事
【議長選出】
【報告事項】

1. 2017～2018年度役員選挙結果
2. 会務報告
3. 編集委員会報告
4. 課題研究活動委員会報告
5. 地域活動活性化委員会報告
6. 将来構想実行委員会
7. 第 10回大会関係報告
8. 第 11回大会日程について
【審議事項】

1. 平成 28年度第 4回理事会議事録承認
2. 平成 29年度 5月度入会申請について
3. 役員選挙規則の改正
4. 理事の任期について

 理事の任期について，開始を理事選直後の理事会とする合意形成がなされた。
5. 会長の任期について

  会長の任期も理事の任期に合わせるという変更にともない，関連する会則の一部改正案を総
会に提出することが合意された。

6. 会長指名による会長代行，事務局長，監査の任期について
7. 平成 29年度第 2回理事会開催日程について

 日時：2017年 9月 5日（火）15:00～
 場所：中部大学

【役員選挙】
1. 新会長選出

 理事による投票が行われ，藤本理事が新会長として選出された。
2. 新会長代行選出

 藤本新会長より，菊地重雄理事を会長代行として指名する意向が報告された。
3. 新事務局長委嘱

 藤本新会長の承認を経て，藤田前事務局長へ委嘱がなされ，理事会においても承認された。
4. 新事務局幹事委嘱

  藤本新会長の承認を得て，藤田新事務局長より，西誠前理事，加藤みずき事務局幹事に委嘱
された。

5. 新委員会組織
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2017年度第 2回理事会
日　時：平成 29年 9月 5日（火）15:00～17:00

会　場：中部大学（第 10回大会開催校）10号館 5階 105A教室
＜出席＞　12名
 井下千以子（桜美林大学） 菊池重雄（玉川大学） 笹金光徳（高千穂大学）

 関田一彦（創価大学） 田中　岳（東京工業大学） 成田秀夫（河合塾）

 西村秀雄（金沢工業大学） 藤田哲也（法政大学） 藤本元啓（崇城大学）

 安永　悟（久留米大学） 山本啓一（北陸大学） 大西直之（ 中部大学；  

大会校理事）

＜欠席＞　9名　〇印：委任状提出者
 　岩井　洋（帝塚山大学） ◯沖　清豪（早稲田大学） ○川嶋太津夫（大阪大学）

 ◯川島啓二（九州大学） ◯杉谷祐美子（青山学院大学） ○濱名　篤（関西国際大学）

 　森　朋子（関西大学） ◯山田剛史（京都大学） ◯山田礼子（同志社大学）

＜陪席＞
 西　誠（事務局幹事：金沢工業大学）

 加藤みずき（事務局幹事：法政大学）

 大和田秀一（酪農学園大学；第 11回大会実行委員長）

 上野岳史（酪農学園大学；第 11回大会実行委員）

議事
【議長選出】
【報告事項】

1. 会務報告
2. 第 10回大会関係報告
3. 平成 28年度会計決算報告
4. 学会誌編集委員会報告
5. 課題研究活動委員会報告
6. 地域活動活性化委員会報告
7. 将来構想実行委員会報告

【審議事項】
1. 平成 29年度第 1回理事会議事録承認
2. 平成 29年度 8月度入会・退会申請について
3. 平成 29年度予算（案）について
4. 初年次教育学会会則改正について

 総会で承認を得るための会則改正案について提案され，承認された。
5. 平成 29‒30年度監査候補について

  平成 27‒28年度に引き続き，菊地滋夫会員・山崎千鶴会員に監査を引き受けてもらう内諾を
得ている旨が報告された。総会で監査報告を行う手続き上，監査二名の任期は第 12回大会

（平成 31年度開催）まで，監査対象は平成 30年度の会計までとすることが承認された。
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6. 第 11回大会学外準備委員選出について
7. 平成 29年度第 3回理事会開催日程について

 日時：2017年 12月 17日（日）13:00～16:00

 場所：法政大学

2017年度第 3回理事会
日　時：平成 29年 12月 17日（日）13:05～16:47

会　場：法政大学市ヶ谷キャンパス　ボアソナード・タワー（BT）11階　1104教室

＜出席＞　15名
 川島啓二（京都産業大学） 笹金光徳（高千穂大学） 杉谷祐美子（青山学院大学）

 関田一彦（創価大学） 田中　岳（東京工業大学） 成田秀夫（河合塾）

 西村秀雄（金沢工業大学） 藤田哲也（法政大学） 藤本元啓（崇城大学）

 森　朋子（関西大学） 安永　悟（久留米大学） 山田剛史（京都大学）

 山田礼子（同志社大学） 山本啓一（北陸大学）

 大和田秀一（酪農学園大学；大会校理事）

＜欠席＞　6名　〇印：委任状提出者
 ○井下千以子（桜美林大学） 　岩井　洋（帝塚山大学） ◯沖　清豪（早稲田大学）

 ○川嶋太津夫（大阪大学） ◯菊池重雄（玉川大学） 　濱名　篤（関西国際大学）

＜陪席＞
 西　誠（事務局幹事：金沢工業大学）

 加藤みずき（事務局幹事：法政大学）

 上野岳史（酪農学園大学；第 11回大会実行委員）

議事
【議長選出】
【報告事項】

1. 会務報告
2. 第 10回大会関係報告
3. 第 10回大会における自由研究発表が既公刊論文と同一内容だった件の対応終了報告
4. 編集委員会報告
5. 課題研究活動委員会報告
6. 地域活動活性化委員会報告
7. 将来構想実行委員会報告

【審議事項】
1. 平成 29年度第 2回理事会議事録承認
2. 平成 29年度 12月度入会・退会申請について
3. 総務・広報委員会
4. 学会誌バックナンバーの pdf公開について
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5. 学会誌及び大会要旨原稿の転載について
6. 第 11回大会に関して
7. 第 11回大会以降の運営ガイドライン
8. 平成 29年度第 4回理事会開催日程について
日時：2017年 3月 25日（日）13:00～
場所：法政大学

2017年度第 4回理事会
日　時：平成 30年 3月 25日（日）13:01～16:19

会　場：法政大学市ヶ谷キャンパス　ボアソナード・タワー（BT）11階　1104教室

＜出席＞　9名
 川嶋太津夫（大阪大学） 笹金光徳（高千穂大学） 田中　岳（東京工業大学）

 西村秀雄（金沢工業大学） 濱名　篤（関西国際大学） 藤田哲也（法政大学）

 藤本元啓（崇城大学） 山田礼子（同志社大学）

 大和田秀一（酪農学園大学；大会校理事）

＜欠席＞　12名　〇印：委任状提出者（8名）

 ◯井下千以子（桜美林大学） ◯岩井　洋（帝塚山大学） ◯沖　清豪（早稲田大学）

 　川島啓二（京都産業大学） ◯菊池重雄（玉川大学） ◯杉谷祐美子（青山学院大学）

 　関田一彦（創価大学） 　成田秀夫（河合塾） 　森　朋子（関西大学）

 ◯安永　悟（久留米大学） ◯山田剛史（京都大学） ◯山本啓一（北陸大学）

＜陪席＞
 西　誠（事務局幹事：金沢工業大学）

 加藤みずき（事務局幹事：法政大学）

 上野岳史（酪農学園大学；第 11回大会実行委員）

議事
【議長選出】
【報告事項】

1. 会務報告
2. 第 11回大会関係
3. 学会誌編集委員会報告
4. 将来構想実行委員会報告
5. 課題研究活動委員会報告
6. 日本学術会議登録の進捗について
【審議事項】

1. 平成 29年度第 3回理事会議事録承認
2. 平成 30年 3月度入会・退会申請
3. 総務・広報委員会報告・審議

  二重投稿禁止の周知，倫理綱領制定などについて提案され，さらに議論を深めていくことと
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なった。
4. 第 11回大会以降の運営ガイドライン
5. 平成 30年度第 1回，第 2回理事会の日程について

 第 1回理事会
 日時：2018年 7月 28日（土）13:30～17:00

 場所：関西国際大学
 第 2回理事会
 日時：9月 4日（火）（第 11回大会の前日）16:00～19:00

 場所：新札幌駅周辺の会場
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