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学会活動状況報告

2013年度第 1回常任理事会
日　時：2013年 12月 14日（土）9:30～11:50

会　場：桜美林大学四谷キャンパス 3階 Y306教室
出席者：8名
 会長：安永 悟（久留米大学） 会長代行：井下千以子（桜美林大学）
 学会誌編集委員会：藤田哲也（法政大学） 広報・情報化担当：沖 清豪（早稲田大学）
 総務担当：西村秀雄（金沢工業大学） 研究担当：濱名 篤（関西国際大学）
 国際化WG担当：山田礼子（同志社大学） 事務局長：藤本元啓（金沢工業大学）
欠席者：1名　○印：委任状提出者
　〇年次大会担当：岩井 洋（帝塚山大学）
陪席者：2名
 西　誠（金沢工業大学：事務局幹事） 栃内文彦（金沢工業大学：事務局幹事）

議事
【議長選出】
【報告事項】

1. 会務報告
（1） 会員数と年会費納入状況
（2） 2012年度決算報告書における錯誤発生とその訂正について
2. 第 6回大会報告について
3. 『初年次教育学会誌』第 6巻第 1号の編集・刊行進捗状況について
4. その他

【審議事項】
1. 学会事務局業務の委託について
2. 地域研究フォーラム・地域研修会について
3. その他

【その他】
1. 2013年度第 3回理事会の開催について

  日　時：2014年 3月 29日（土）17:00～
  会　場：桜美林大学四谷キャンパス

2. その他

2013年度第 3回理事会
日　時：2014年 3月 29日（土）17:00～19:00

会　場：桜美林大学四谷キャンパス 4階 Y405教室
出席者：17名
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 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（国立教育政策研究所） 菊池重雄（玉川大学） 笹金光徳（高千穂大学）
 杉谷祐美子（青山学院大学） 田中 岳（九州大学） 中村博幸（京都文教大学）
 成田秀夫（学校法人河合塾） 西　誠（金沢工業大学） 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（金沢工業大学）
 安永 悟（久留米大学） 山田礼子（同志社大学）
欠席者：3名　○印：委任状提出者
 川嶋太津夫（大阪大学） 〇関田一彦（創価大学） 横山千晶（慶應義塾大学）
陪席者：
 栃内文彦（金沢工業大学：事務局幹事）

議事
【議長選出】
【報告事項】

1. 会務報告
（1） 2013年度第 2回理事会・第 1回常任理事会報告
（2） 総会で承認された 2012年度決算報告書，2013年度予算の誤りについて（続）
（3） 会員数と年会費納入状況
2. 学会事務局の国際文献社移行について
3. 編集委員会報告
4. ニュースレター配信について
5. 地域研究フォーラム開催報告
6. その他

【審議事項】
1. 2014年 3月度入会申請について
2. 地域研究フォーラムとブロック別研修会のありかたについて
3. その他

【その他】
1. 第 7回大会について
2. 2014年度第 1回理事会の日程について

  日　時：2014年 7月 26日（土）13:00～
  会　場：同志社大学今出川キャンパス

3. 第 8回大会開催校について
4. その他
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2014年度第 1回理事会
日　時：2014年 7月 26日（土）13:00～15:15

会　場：同志社大学今出川キャンパス徳照館 1階会議室
出席者：18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（国立教育政策研究所） 菊池重雄（玉川大学） 笹金光徳（高千穂大学）
 杉谷祐美子（青山学院大学） 田中 岳（九州大学） 中村博幸（京都文教大学）
 成田秀夫（学校法人河合塾） 西　誠（金沢工業大学） 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（金沢工業大学）
 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）
欠席者：2名　○印：委任状提出者
　〇川嶋太津夫（大阪大学） 関田一彦（創価大学）
陪席者：3名
 栃内文彦（金沢工業大学：事務局幹事） 青木 修（帝塚山大学：第 7回大会実行委員会）
 橋本 望（帝塚山大学第 7回大会実行委員会）

議事
【議長選出】
【報告事項】

1. 会務報告
（1） 2013年度第 3回理事会報告
（2） 会員数と年会費納入状況
2. 学会事務局の国際文献社移行について
3. 編集委員会報告
4. その他

【審議事項】
1. 2014年 7月度入会申請について
2. 会長代行の選出について
3. 2013年度決算報告（案）について
4. 2014年度予算（案）について
5. 課題研究活動について
6. 地域活動活性化WGについて
7. その他

【その他】
1. 第 7回大会について
2. 第 8回大会開催校について
3. 2014年度第 2回理事会の日程について

  日　時：2014年 9月 3日（水）15:00～
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  会　場：帝塚山大学奈良・東生駒キャンパス
4. その他

2014年度第 2回理事会
日　時：2014年 9月 3日（水）15:00～17:00

会　場：帝塚山大学奈良・東生駒キャンパス 1号館 2階会議室
出席者：14名
 岩井 洋（帝塚山大学） 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（九州大学） 中村博幸（京都文教大学）
 成田秀夫（学校法人河合塾） 西　誠（金沢工業大学） 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（金沢工業大学）
 安永 悟（久留米大学） 横山千晶（慶應義塾大学）
欠席者：6名　○印：委任状提出者
　〇井下千以子（桜美林大学） 〇沖 清豪（早稲田大学） 〇川島啓二（国立教育政策研究所）
 菊池重雄（玉川大学） 川嶋太津夫（大阪大学） 山田礼子（同志社大学）
監査
 森下 稔（東京海洋大学）
陪席者
 栃内文彦（金沢工業大学：事務局幹事）

議事
【議長選出】
【報告事項】

1. 会務報告
（1） 2014年度第 1回理事会報告
（2） 会員数と年会費納入状況
2. 学会事務局の国際文献社移行について
3. 編集委員会報告
4. その他

【審議事項】
1. 2014年 8月度入会申請について
2. 事務局移転に伴う会則改正
3. 課題研究活動について
4. 地域活動活性化WGについて
5. 2013年度決算報告について
6. 2014年度予算について
7. 総会次第について
8. その他
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【その他】
1. 第 7回大会について
2. 2014年度第 1回常任理事会の日程について

  日　時：2015年 1月 10日（土）15:00～
  会　場：同志社大学今出川キャンパス

3. 2014年度第 3回理事会の日程について
  日　時：2015年 3月 28日（土）15:00～
  会　場：関西国際大学尼崎キャンパス

4. その他


