
From: tos <tos@kiwi.ne.jp> 
Date: 2019年 3月 8日(金) 18:09 
Subject: 日本アクティブ・ラーニング学会臨時理事会（online） 
To:  
Cc:  
米田敬子 aayoneda@yahoo.co.jp 
K Yoneda <kenzoo@cd5.so-net.ne.jp>,  
白戸治久 <shirato.haruhisa@gmail.com>,  
吉田和夫 <yoshidak13@goo.jp>,  
唐澤博 <hikrs@yahoo.co.jp>,  
荒木貴之 <t_araki@musashino-u.ac.jp>,  
jALs 理事 <riji-jals@googlegroups.com>,  
采原 徳義 <uneune@mail.benesse.co.jp>,  
津金秀和 <tsugane@asahipress.com>,  
大重史郎 <oshige2008@gmail.com>,  
高橋真義先生 <shingi-t@jcom.home.ne.jp>,  
Ichien Hisashi 一円 尚 <ichienh@njk.ed.jp>,  
kazu_satou@me.com <kazu_satou@me.com>,  
tokikawa_i@morimura.ed.jp <tokikawa_i@morimura.ed.jp>,  
Ishii Masaaki <masaaki@kanda.kuis.ac.jp>,  
中津川雄三 <nakatsugawa@jp-eca.or.jp> 
 
日本アクティブ・ラーニング学会理事各位 
 
総会ギリギリのタイミングになりまして恐縮ですが、総会前に召集スケジュールが設定できず、また当日も一同
に会して審議するタイミングがないため、会則に定める電磁的な方法として、メールによる理事会とさせていた
だきます。 
 
詳細は添付議案書ならびに、予算案をご参照ください。 
 
”info@jals2030.net”に第一号議案、第二号議案の賛否を頂戴できますでしょうか。 
予算については成立後、理事会で実態に即して可能な範囲で修正して参りたいと存じますので、大枠の部分でご
判断頂戴できればと存じます。 
 
事務局 難波俊樹 
 
追伸 明後日の全国大会にご出席される理事の皆さまで、できるだけ一堂にお顔合わせしていただくために、受
付前の9:15から10分程度をコアタイムとして、受付付近でお集まりください。 
 
  



臨時理事会 議案  
 

開催日：2019年 3月 8日 
開催方法：インターネット上における審議 
 
1 号議案 審議事項 
 2019年度 全国大会会場について。 
  会場：東京都市大学付属中学高校（東京・世田谷区） 
  日程：3月 20日（金：祝日）もしくは22日（日）で会場校の内諾済み 
 
２号議案 審議事項 予算案 
 
 別途エクセルファイルの通りです。 
 
 予算決定の運用がうまく機能しておらず大変恐縮ではありますが、いったん暫定予算としてご確認いただき、
次回理事会、会計担当理事選出の上、調整をしたいと存じますので、ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。 
 
 昨年予算から追加された項目 
  ・会員のクラウド管理 →会員サービスの向上、未納者を減らす 
  ・学会誌の発行費用 →万一何らかの外注費が発生した場合に備えて 
 
３号議案 報告事項 
 
総会の 1 か月前にあたる１月１０日に公募立候補者の立候補を締め切ったところ、期限内に以下の 15 名の立
候補があり、定員を下回ったことから、総会での信任投票とすることを、ご報告いたします。 
また選出規定では理事会の承認は要さず、総会のみの承認事項のため、報告事項としてご連絡いたしました。 
 
 立候補者氏名・所属（50音順） 
①荒木貴之：武蔵野大学 武蔵野大学附属千代田高等学院 
②石井雅章：神田外語大学 言語メディア教育研究センター長／准教授 
③采原徳義：(株)ベネッセコーポレーション 
④岡田健志：(株)増進堂・受験研究社 NEXT LEARNING Labs 主任研究員 (株)デジタル・ナレッジ eラーニ
ング戦略研究所 主任研究員 
⑥大久保昇：(株)内田洋行代表取締役  
⑦唐澤博：浦和実業学園 
⑧白戸治久：NPO法人英語運用能力評価協会 （一社）日本教育基準協会 
⑨杉原亨：関東学院大学 高等教育研究・開発センター 准教授 
⑩高橋真義：桜美林大学名誉教授 （一社）大学自慢統括理事 
⑪津金秀和：株式会社朝日出版社 営業部 部長 
⑫難波俊樹：東京富士大学非常勤講師 
⑬細田加奈子：株式会社ファーストプレイス  代表取締役 
⑭米田敬子：（一社）大学自慢理事 文教大学生活科学研究所客員研究員 
⑮米田謙三  関西学院千里国際中高等部 
 
  
追加報告事項 
１）会則22条 4項に定める理事の欠格事由を満たす者はいないことを報告いたします。 
 
参考条文会則22条 4項「4各理事について、当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族、同一団体（連結対象
企業も含む）から報酬を受けるもの、その他特別の関係がある者である理事の合計数が、3 名を超えてはならな
い。」 
 
２）会則 21 条に定める会長、副会長、会計担当理事の選任は、新理事の理事会で行われることを申し添えます。 
 
参考条文：会則21条「本学会に、理事１２名以上１８名以内、監事３名以内の役員をおく。」 
 
以上  作成者 事務局・難波 

 



(1) 経常収益 2,840,000 (2) 経常費用 2,840,000
受取会費 1,320,000 管理費 830,000

年会費 1,190,000 事務局委託費 720,000
正会員年会費 @3,000 ×230 690,000 会員管理（情報メンテ）委託費 120,000
準会員年会費 @3,000 ×10 30,000 学会ホームページ費 600,000
学生会員年会費 @1,000 ×20 20,000 理事会会議費 50,000
賛助会員年会員 @30,000 ×15 450,000 雑費 30,000

入会金 130,000 通信費 30,000
正会員入会金 @2,000 ×50 100,000
準会員入会金 @2,000 ×10 20,000
学生会員入会金 @1,000 ×10 10,000

事業収益 120,000 事業費 910,000
シンポジウム収益 @1,000 ×50 110,000 50,000 シンポジウム費用 200,000
懇親会 @3,000 ×20 60,000 基調講演者（謝礼・宿泊交通費込） 100,000

懇親会費 50,000
雑費 50,000

各事業参加者情報・受付情報作成 100,000
部会費用計 400,000

学会誌収益 0 学会誌/研究誌費用 100,000
広報費 100,000

雑収入 10,000 雑費 10,000

全国大会収益 1,300,000 全国大会費用 900,000
参加会費 @3,000 ×200 600,000 基調講演者（謝礼・宿泊交通費） 100,000
企業展示 @30,000 ×10 300,000 パネリスト（謝礼・交通費） 50,000
情報交換会 @4,000 ×100 400,000 アルバイト 200,000

交通費 30,000
飲料代 150,000
消耗品費 20,000
弁当 50,000
会場費 300,000

研究会収益 @1,000 ×100 100,000 100,000 研究会費用 200,000
基調講演者（謝礼・宿泊交通費込） 120,000
会場費 50,000
雑費 30,000

日本アクティブ・ラーニング学会予算検討案（第4期）　2019.0307
2019年4月1日から～2020年3月31日まで

一般会計

特別会計（全国大会の部）

特別会計（研究大会の部）



------------------------------------------------------- 
From: tos <tos@kiwi.ne.jp> 
Date: 2019年 3月 8日(金) 18:24 
Subject: 理事立候補者の皆様 
To: <info@jals2030.net> 
 
日本アクティブ・ラーニング学会理事候補者各位 
 
いよいよ第3回全国大会も明後日となって参りました。 
新理事の信任投票は12:45よりステージで行われる総会の場となります。 
ご参加いただける方は総会終了後、ステージ付近で短い時間ではありますが、顔あわせをしたいと存じます。 
ご都合のつく方は総会にご出席くださいますよう、お願い申し上げます。 
（出欠の返信等は不要です） 
 
事務局 難波 
 
------------------------------------------------------- 
From: <kenzoo@cd5.so-net.ne.jp> 
Date: 2019年 3月 8日(金) 18:27 
Subject: Re: 理事立候補者の皆様 
To: tos <tos@kiwi.ne.jp>, <info@jals2030.net> 
 
皆様 
よろしくお願い致します。 
現在三月中に一度理事会を開催したいと考えています。 
よろしくお願い致します。 
米田謙三 
 
------------------------------------------------------- 
From: tos <tos@kiwi.ne.jp> 
Date: 2019年 3月 8日(金) 18:36 
Subject: AL学会理事会・追伸 
To: <info@jals2030.net> 
 
追伸 
 
理事会（人数が少なければ懇親会）を開催したいと存じます。 
こちらに出欠情報をご入力ください。 
 
https://chouseisan.com/s?h=4c42dcb774e046e6a8f97268e6386b7e 
 
日本アクティブラーニング学会 
 
------------------------------------------------------- 
 

 


