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ICoME2017– 15th International Conference for Media in Education の

お知らせ 

 
2017年8月2日から4日の３日間、日本教育メディア学会が共催する国際学会—International Conference 
for Media in Education（ICoME）2017 をハワイ大学（マノアキャンパス）で実施します。前年度の

ICoME2016 は、10 ヵ国から 270 人の方が参加され、145 件の発表（コンカレントセッション 92 件、ラ

ウンドテーブル 53 件）がありました。本学会の特徴のひとつは、学生の研究発表と国際的な交流の場と

してラウンドテーブルセッションを設けていることです。研究者、教育関係者だけではなく、学生の発表

も歓迎します。 
 
Conference Theme/テーマ 
4Cs for Learning: Collaboration, Creativity, Communication & Critical Thinking 
 
Conference Dates/開催日 
August 2-4, 2017 / 2017 年 8 月 2 日〜4 日 
 
Conference Location/開催地 
The campus of the University of Hawaii at Manoa / ハワイ大学 マノアキャンパス 
 
Important Dates/発表論文募集のスケジュール 
April 1     Early Abstract Submission* 
April 30   Early Notification  
May 1     Abstract Submission 
Jun 1      Notification for Acceptance 
Jun 30    Full Paper Submission 
 
・発表概要の先行提出：4 月 1 日 
  ※英語 200 語以内 ※概要を運営委員会が確認し，受諾可否を決定いたします． 
・発表概要の先行受諾：4 月 30 日 
・発表概要の先行提出：5 月 1 日 
  ※英語 200 語以内 ※概要を運営委員会が確認し，受諾可否を決定いたします． 
・発表概要の先行受諾：6 月 1 日 
・最終原稿の提出：6 月 30 日（金） 
 
開催担当校のバート（Bert Kimura）先生からのメッセージ 
ICoME 2017 will held on the campus of the University of Hawaii at Manoa, located in beautiful Manoa 
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Valley, just 3 km. from the famous Waikiki Beach and 3 km. from Ala Moana Center, the world’s 
largest outdoor shopping center. Conference participants may stay at several campus facilities 
including the East-West Center conference housing. For those who want to stay in hotels, Waikiki is 
easily accessible by bus or taxi. 
 
Please join us in August and enjoy the Hawaiian hospitality found in our islands. 
 
ICoME2017 については、は下記のウェブページにて情報発信いたします。ご確認ください。 
http://jaems.jp/icome/ 
 
 
 

論文投稿のご案内 

編集委員会 委員長 鈴木克明（熊本大学） 
 

■『教育メディア研究』特集号 「変わりゆく教育状況とメディア・リテラシー」

（Vol.24, No.1）募集のお知らせ 

 

〆切：2017 年 4月 30 日 

※例年より締切が早くなっています。ご注意ください。 

 

 社会の情報化は著しく進展・変化しています。これに対し、かなりの遅れをとりながらも教育現場の

メディア環境は整備されつつあります。また学習指導要領改訂にむけて学力観や学習の在り方などにつ

いて議論が重ねられています。こうした状況において、メディア・リテラシーに関する研究の重要性は

増しているといえます。そこで本特集号では、変わりゆく教育状況に対応したメディア・リテラシーに

関する理論や教育実践、調査研究など様々な視点からの研究論文を募集します。 

 

また、同時に一般論文も広く募集いたします。一般論文は随時受け付けています。 

多くの会員からの投稿を期待しています。 

  

http://jaems.jp/icome/
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◆ 学会費納入のお願い ◆ 

＜納入のお願い＞ 
 2016 年度（2016 年 4 月 1 日から 2017 年 3 月 31 日）の年会費（正会員 7,000 円、学生会員 4,000
円）が未納の方は、下記口座にお振り込みいただくようお願いいたします． 
 先日開催されました定例総会（2016 年 11 月 26 日 於：奈良教育大学）にて、会費滞納に関する取り

扱いを定めております会則第９条の改正が承認されました。 
改正された規定では、会費滞納の会員に対する扱いについて以下のように定めております。 
 
---------------------- 
第９条 
会員の会費の滞納による除籍については、以下のように定める。 
（１）正会員、学生会員、団体会員ならびに購読会員が、会費を３年間滞納したとき、その年度末をも

って除籍され、会員の資格を喪失する。 
（２）除籍された元会員が再入会するとき、滞納会費の納入を要する。 
---------------------- 
 
過去３年にわたって未納状態が続きますと、各年度末に除籍となり会員資格の失効となりますのでご注

意ください。 
会費の納入状況についてご不明な点がありましたら、事務局（office@jaems.jp）までご連絡ください。 
 
＜送金先＞ 

銀行名：ゆうちょ銀行 
種目：普通 
店番：418 
店名：四一八店（ヨンイチハチ店） 
口座番号：0865850 
名義：日本教育メディア学会（ニホンキョウイクメディアガッカイ） 

※ 振込手数料は、ご負担ください。ゆうちょ銀行口座から ATM を使って納入いただく場合、手数料

は無料です。 
※ ご自身のゆうちょ銀行口座以外から振り込む場合は、振込人名義を「学会名簿に登録した会員氏

名」にして下さい。それが出来ない場合は振込後、事務局にメールでご連絡ください。 
※ 過年度年会費をまとめて振り込む場合には、学会事務局にご連絡ください。 
※ 学生会員は、学生・大学院生（社会人学生を除く）です。会費納入に併せて学生証などの証明書類

を事務局宛に提出してください（スキャナ、デジタルカメラ等で取り込んだデータのメール添付で

も受け付けます）。 
◆ 登録情報更新のお願い ◆ 

 本学会では、「学会通信」および重要なお知らせを電子メールで会員に配信しております。また、学会

論文誌「教育メディア研究」を郵送しております。これらを確実にお届けするために、学会からのメー

ル・学会論文誌が届いていない方は、事務局までメールアドレス、お届け先住所の情報をお送りくださる

よう、よろしくお願いいたします。 
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【入会者・退会者】※敬称略 
退会者・正会員 （8 名）・・・小川 泉、山尾 美香、藤田 文、田中 健次、内田 明、 
                             森 祐治、高野 榮、尾坂 麻美 
 
 

会員総数 427 名・16 団体 
名誉会員：3 名 
正会員 ：367 名 
学生会員：57 名 
団体会員：6 団体 
購読会員：10 団体 
（平成 29 年 2 月 8 日 現在） 
 
 

日本教育メディア学会  事務局 
〒543-0054 大阪市天王寺区南河堀町 4-88 

大阪教育大学 寺嶋浩介 研究室内 
E–mail：office@jaems.jp 
学会ホームページ URL：http://jaems.jp/ 

広報委員会 
委員長  後藤康志（新潟大学） 
副委員長 渡辺 雄貴（東京工業大学） 
委員   岩﨑千晶（関西大学） 

井ノ上憲司（大阪大学） 
遠海友紀（東北学院大学） 
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