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2011 年度
JSiSE

第 36 回

全国大会

のご案内

■日
程：
2011 年 8 月 31 日（水）・9 月 1 日（木）・9 月 2 日（金）
■開催場所：
広島市立大学
〒731-3194 広島市安佐南区大塚東 3-4-1
■お問い合わせ：
JSiSE 事務局 E-mail :

secretariat@jsise.org

第 36 回全国大会が、上記の日程・会場にて開催され
ることが決定いたしました。
皆様 是非、ご参加ください。

大会の詳細につきましては，
随時ご案内させていただきます
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「JSiSE 学生研究発表会」発表者募集のお知らせ
教育システム情報学会

渉外・活性化委員会

関係者各位
平素は、教育システム情報学会の活動にご協力頂き、ありがとうございます。
さて、教育システム情報学会 渉外・活性化委員会では、恒例の｢学生研究発表会｣を下記の通り
企画しました。
発表してみたいけれども学会はちょっと…という学生諸君、自分の研究に関して、広くアドバイスを求
めたい、力試しをしてみたい、という院生諸君、指導教員として、年度のまとめとして発表させたい、
とお考えの先生方、ふるって発表申し込みのほどをお願いします。
記

１）開催地区、開催場所、開催日：（括弧内は、共催支部名）
開催地区
開催場所
北海道：
東 北：
関 東：
北信越：
東 海：(東海支部)
関 西：(関西支部)
中 国：(中国支部)
四 国：
九 州：
沖 縄：

千歳科学技術大学
山形大学 小白川ｷｬﾝﾊﾟｽ
電気通信大学情報ｼｽﾃﾑ研究棟
金沢大学総合ﾒﾃﾞｨｱ基盤ｾﾝﾀｰ
名城大学 名駅ｻﾃﾗｲﾄ MSAT
関西学院大学大阪梅田ｷｬﾝﾊﾟｽ
広島大学 学士会館
香川大学 幸町ｷｬﾝﾊﾟｽ
福岡工業大学短期大学部
琉球大学総合情報処理ｾﾝﾀｰ

開催日

２０１１年３月 ７日（月）
２０１１年３月 ７日（月）
２０１１年３月 ８日（火）
２０１１年３月 ９日（水）
２０１１年３月 ８日（火）
２０１１年３月 ５日（土)
２０１１年３月１１日（金)
２０１１年３月 ７日（月)
２０１１年３月１４日（月）
２０１１年３月 ４日（金)

２）内容：
＊研究発表（口頭発表）
＊ポスター発表（会場によっては募集しておりません。
）

３）発表者資格：
大学生（短大生、高専４・５年生・専攻科を含む）
大学院生（マスターコース、ドクターコース在籍者）
社会人学生も参加可能です。
＊JSiSE 正会員の推薦が必要です。
＊留学生の方の発表（英語・日本語）の発表も歓迎します。
＊発表場所（地区）は、自分の所属する大学の場所と一致していなくても結構です。
＊発表申し込み方法：別添の「JSiSE 学生研究発表会発表申込方法」参照下さい。
以上
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JSiSE学生研究発表会

発表申込方法

2010 年度（2011 年 3 月開催）開催地区等一覧
開催地区
北海道
東

北

関

東

北信越
東

海

関

西

中

国

四

国

九

州

沖

縄

連絡窓口
連絡先メールアドレス
千歳科学技術大学 小松川 浩
hiroshi@photon.chitose.ac.jp
山形大学 平尾 清
goodhope@jm.kj.yamagata-u.ac.jp
電気通信大学 柏原 昭博
kasihara@ice.uec.ac.jp
金沢大学 松本 豊司
matumoto@wave.ipc.kanazawa-u.ac.jp
愛知教育大学 野崎 浩成
nozaki@auecc.aichi-edu.ac.jp
神戸市立工業高等専門学校 若林 茂
wakabaya@kobe-kosen.ac.jp
広島大学 舟生 日出男
funaoi@hiroshima-u.ac.jp
香川大学 林 敏浩
hayashi@eng.kagawa-u.ac.jp
福岡工業大学短期大学部 石塚 丈晴
ishizuka@fit.ac.jp
琉球大学 谷 口 祐 治
taniguchi@cc.u-ryukyu.ac.jp

申込締切
1 月２５日（火）
17:00
1 月２５日（火）
17:00
1 月２５日（火）
17:00
1 月２５日（火）
17:00
1 月２５日（火）
17:00
1 月２５日（火）
17:00
1 月２５日（火）
17:00
1 月２５日（火）
17:00
1 月２５日（火）
17:00
1 月２５日（火）
17:00

発表原稿
提出締切
２月８日（火)
17:00
２月８日（火)
17:00
２月８日（火)
17:00
２月８日（火)
17:00
２月８日（火)
17:00
２月８日（火)
17:00
２月８日（火)
17:00
２月８日（火)
17:00
２月８日（火)
17:00
２月８日（火)
17:00

◆発表申込について
電子メールにて、以下の６項目をメール本文に、発表要約を添付書類にして、希望する会場の連絡先メ
ールアドレスに送ってください。※送り先と申込締切は「2010 年度開催地区等一覧」を参照のこと。
所属大学の所在地にかかわらず、どの開催場所で発表しても構いませんが、JSiSE 正会員である推薦者と
あらかじめ相談しておいてください。
項目：①氏名（ふりがな） ②学校名 ③学部・学年
④JSiSE 正会員である推薦者の所属および氏名
⑤発表希望場所(北海道,東北,関東,北信越,東海,関西,中国,四国,九州,沖縄のいずれか）
⑥研究発表希望 or ポスター発表希望（地区によっては無いところがあります。）
発表要約：２００字程度（発表題目もつけておくこと）

◆発表の採用・不採用について
発表の採用・不採用については、実行委員会で発表要約を審査後、２月１日（火）迄に結果を通知します。
発表希望者が多数の場合は、指導教員１名につき発表者を１名に限定させていただく場合があります。
◆発表原稿と発表について
発表が採用された場合は、発表原稿（Ａ４×２～４ページ、Word 文書、もしくは、フォント埋め込みされ
た PDF）を e-mail に添付して送ってください。
送り先と原稿提出締切は「2010 年度開催地区等一覧」を参照のこと。
発表原稿フォーマットは、JSiSE 全国大会発表フォーマットに従うものとし、実行委員長より提供します。
発表時間は、研究発表１件につき２０分（発表１５分、質疑応答 5 分）の予定です。また、ポスター発表
は、質疑応答を含めて 1 件につき５分程度です。優秀な発表は、当日、学会長名にて表彰します。
以上、不明な点は、上記の開催地区等一覧に記載されている発表希望地区の連絡窓口にお尋ね下さい。
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教育システム情報学会

JSiSE2010 年度 第 6 回研究会 発表募集
担当: 西野和典，西端律子，松永公廣（研究会委員会）
「情報教育の国際化／一般」をテーマに，JSiSE2010 年度第 6 回研究会を下記のように九州工業大学飯塚
キャンパス（福岡県飯塚市）にて開催します。
＊「特集論文研究会」
（別途発表募集）も，同日・同会場で並行して開催します。発表テーマが重なる場合
には，よく考えられて申し込んでください。

テーマ
趣

：情報教育の国際化／一般

旨 ：OECD の国際成人力調査（PIAAC)が 2011 年から開始され，
「IT を活用した問題解決力」が
調査の対象になるなど，国際的にも情報活用能力の育成が課題となっています。
このような国際的な動向の中で，新しい情報教育のカリキュラム，教育方法の開発，さらには
情報教育の実践が求められています。第６回研究会では，このような観点を踏まえた発表を期
待いたします。同時に，情報教育全般や一般に関する発表も歓迎いたしますので奮ってご応募
ください。

開催日 ：2011 年 3 月 19 日（土）
開催場所：九州工業大学 飯塚キャンパス（〒820-8502 福岡県飯塚市川津 680-4）
http://www.iizuka.kyutech.ac.jp/
発表申込締切：2011 年 1 月 14 日（金）
原稿提出締切：2011 年 2 月 16 日（水）
■発表申込先

：九州工業大学 西野和典
E-mail：nishino@lai.kyutech.ac.jp
発表申込方法：電子メールで下記の項目をお送りください。
なお，メールの件名には「第 6 回研究会申込」とお書きください。
（１） 発表タイトル
（２） 発表者（登壇者に○）
（３） 所属
（４） 概要（200 字程度）
（５） 連絡先住所，氏名，電子メールアドレス
（６） その他，発表に関する要望

■発表原稿の提出
１．原稿は A4 判で，２枚以上８枚以下の偶数枚でお願いします。
２．原稿は，学会誌巻末に掲載している学会誌原稿執筆要項に準拠してください。
ただし、「英文アブストラクト」にかえて「和文アブストラクト」を記載してください。
３．原稿の形式と送付先
PDF 形式にて下記のメールアドレス宛に添付して送信して下さい。
メールの件名は「第 6 回研究会発表原稿（お名前）」でお願いします。
九州工業大学情報工学部 西野和典 宛
E-mail: nishino@lai.kyutech.ac.jp
■懇親会

研究会終了後、懇親会を予定しています(会費は 4〜5000 円を予定)。

■お問い合わせ先
九州工業大学情報工学部 西野和典
E-mail： nishino@lai.kyutech.ac.jp
電 話： 0948-29-7861（直通）
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JSiSE2010 年度 特集論文研究会 発表募集
担当：林 雄介（学会誌編集委員会）
，
小西達裕（研究会委員会／学会誌編集委員会）
西野和典（研究会委員会／学会誌編集委員会）
今まで、国内外において e ラーニングのシステム、特に LMS(Learning Management System)に関する研究・開発・
実践についての報告は多くなされてきました。中でも e ラーニングの優れた実践に関しては、関連学会のみなら
ず、現代的教育ニーズ取組プログラム(現代 GP)、特色ある大学教育支援プログラム(特色 GP)において、教育機
関での成果が多くの報告がなされているのと同時に、様々な企業においてシステム開発や社内教育での運用実
績が積み重ねられています。このように、多くのシステムが開発され、多くの優れた実践が報告されているにもかか
わらず、国際的には日本の e ラーニングの普及率は極めて低い状態にあるとの評価を受けているようです。これは、
これらの優れた研究や実践の成果が広く共有されていないことが大きな理由として考えられます。
以上のような現状を踏まえ，教育システム情報学会では大学などの高等教育機関に限らず、初等中等教育機関ま
たは企業での e ラーニングの運用や、実施体制などをも含む優れた実践を共有し、我が国の e ラーニングの効
果的な導入・利用を促進することを目的として、本論文誌 27 巻 1 号の「e ラーニング環境のデザインと実践運用」
特集に引き続き、特集論文【テーマ：実用的 e ラーニング環境の構築と運用】を募集いたします．掲載は 2012 年 1
月発刊号の予定です。募集分野等の詳細につきまして本学会ホームページをご覧ください．
また，この特集論文の募集に合わせて「特集論文研究会」を以下の要領で開催いたします．特集論文研究会での
発表ではコメント希望の有無で 2 種類の発表形式を選択できます．コメントを希望されます場合には，研究会委員
ならびに編集委員会委員が分担してご提出いただきました研究会原稿を読ませていただき，研究会での発表時
に論文執筆に役に立つコメントを提供させていただきます．このコメントを参考にしていただき，特集論文にご投稿
いただきたいと考えております．多くの発表をお待ちしております．

テーマ ：実用的 e ラーニング環境の構築と運用
開催日 ：2011 年 3 月 19 日（土）
開催場所：九州工業大学飯塚キャンパス
（〒820-8502 福岡県飯塚市川津 680-4）
http://www.iizuka.kyutech.ac.jp/
発表申込締切：2011 年 1 月 14 日（金）
原稿提出締切：2011 年 2 月 16 日（水）
※ 特集論文への投稿期限は 2011 年 4 月下旬の予定です．
■発表申込先

：名古屋大学 情報基盤センター 林雄介 宛
〒464-8601 名古屋市千種区不老町
E-mail： hay@icts.nagoya-u.ac.jp

■発表申込方法：電子メールで下記の項目をお送りください．
（注）メールの題名に「JSiSE 特集論文研究会申込」とお書きください
（１） 発表タイトル
（２） 発表者（登壇者に○）
（３） 所属
（４） 概要（200 字程度）
（５） コメント希望の有無
・有りの場合の発表時間は 40 分（発表 20 分，質疑 20 分）
・無しの場合の発表時間は 25 分（発表 20 分，質疑 5 分）
（６） 連絡先住所，氏名，電話番号，電子メールアドレス
（７） その他，発表に関する要望
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JSiSE2010 年度 第 4 回研究会 報告
========================================================================
担当：研究会委員会 平嶋宗，曽我真人，柏原昭博，小尻智子

テーマ ：新しい学習／教育活動を可能にする ICT 活用とその評価／一般
日 時 ：2010 年 11 月 13 日（土）
会 場 ：広島大学 東広島キャンパス
発表件数：15 件 ／ 参加人数：53 名
第 4 回研究会は，2010 年 11 月 13 日（土）に，広島大学東広島キャンパスにおいて，本会
中国支部との共催で開催され，「新しい学習／教育活動を可能にする ICT 活用とその評価／一
般」をテーマとして計 15 件の発表が行われました．教育現場に密着した実践から，抽象度の
高いモデル化を試みている研究まで多彩な報告がありましたが，いずれも何らかの形で教育現
場での利用を試みており，本会の研究と教育現場との関係がますます強まっているとの印象が
ありました．参加者は計 53 名（会員 27 名，非会員 26 名（うち 2 名入会）
）と盛況でした。
～開催プログラム～
１．情報リテラシ教育向け大規模エージェントベースシステムの開発と評価
―テンプレートマッチング処理を用いた学習結果自動収集の改善
○田中敬一（近畿大学），和﨑克己（信州大学）
２．テキストで検索可能な授業アーカイブシステムの試作
○河本馨兵，山口真之介，大西淑雅，西野和典（九州工業大学）
３．データベースソフトウエアを利用した外国語教育のための教材作成支援と教材データの多目的利用
○神谷健一（大阪工業大学）
４．ものづくり学習の組立てプロセスにおける評価予測システムの開発
○臼坂高司，山本透（広島大学）
５．情報系学生を対象としたアルゴリズム的思考法の教育効果に関する基礎的研究
ープログラミングを学習した学生群を対象としてー
◯山本樹，香山瑞恵，國宗永佳（信州大学）
６．プレゼンテーションを教材としたメタ学習支援システムの運用と評価
○瀬田和久，野口大二郎，藤原稔（大阪府立大学），池田満（北陸先端科学技術大学院大学）
７．実機演習を用いた効果的なシステム管理者教育の実践
○伊藤恵，新美礼彦，鈴木啓太（公立はこだて未来大学）
８．拡張現実感技術を利用した体感学習ツール―手と目で実感できる光学系のシミュレーション
○柴田 将志 ・山口 健 ・吉川 浩（日本大学）
９．脳活動信号の簡易な測定による学習活動の観察
○本岡勝政（神戸市立広陵中学校）
１０．アクティブラーニング型学習空間の整備と授業実践
◯小島健太郎，井上仁（九州大学）
１１．Moodle と Kaltura による動画教材配信システムの構築
○篭谷隆弘（仁愛大学）
１２．Kidsnote: 児童や指導者が手軽に教育評価に活用できる
オンラインビデオポートフォリオシステムの開発
○野村泰朗，安本峻（埼玉大学），鈴谷大輔（ふじみ野市立福岡小学校）
１３．高等教育における CMS を活用した接続可能な教育システムの研究
○松永公廣，佐野繭美(摂南大学），太田和志，鴨谷真知子(東大阪大学），深津智恵美(園田女子大学）
１４．ＩＣＴを活用した大学における簿記初学者教育
○大田邦男（日本経済大学）
１５．大学間連携遠隔講義システムの開発と運用
坪内伸夫（京都産業大学），○阿部一晴（京都光華女子大学）
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国際会議のご案内
国際会議のご案内は、教育システム情報学会の会員のみなさんからの紹介や、イン
ターネット上で流れている CFP 情報をもとに編集されています。会員のみなさんに紹
介したい国際会議などがありましたら、ご連絡ください。
また、実際に国際会議に参加されたレポートなどを送っていただければ今後の国際
会議の案内作成の際に大変参考になりますので、そちらのほうもお待ちしております。

新着情報：7 件
☞eLearning Africa 2011:
6th International Conference on ICT for Development, Education and Training
●開催期間：May 25-27, 2011
●開催地 ：Dar es Salaam, Tanzania
●ＵＲＬ ：http://www.elearning-africa.com/
●論文投稿スケジュール：
Call for Submissions: December 10, 2011
☞ED-MEDIA 2011:
World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications
●開催期間：June 27 - July 1, 2011
●開催地 ：Lisbon, Portugal
●ＵＲＬ : http://aace.org/conf/edmedia/
●論文投稿スケジュール：
Call for Presentations: Due December 17, 2010
☞Global Learn Asia Pacific 2011:
Global Conference on Learning and Technology
●開催期間：March 28 - April 1, 2011
●開催地 ：Melbourne, Australia
●ＵＲＬ : http://aace.org/conf/glearn/
●論文投稿スケジュール：
Final Call for Presentations: Due January 11, 2011
☞AIED 2011:
The 15th International Conference on Artificial Intelligence in Education
●開催期間：27th June - 1st July 2011
●開催地 ：Christchurch, New Zealand
●ＵＲＬ : http://www.aied2011.canterbury.ac.nz/
●論文投稿スケジュール：
Submit full papers : 12 January, 2011
Submit YRT papers : 12 January, 2011
Submit poster papers : 14 January, 2011
Submit Interactive Events : 19 January, 2011
Submit workshop proposals : 19 January, 2011
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☞APTEL 2011:
Asia-Pacific Conference on Technology Enhanced Learning 2011
●開催期間：August 12-14, 2011
●開催地 ：Xi'an, China
●ＵＲＬ : http://elearning.teldap.tw/aptel2011/
●論文投稿スケジュール：
Paper Submission Deadline: May 1, 2011
☞Edutainment 2011:
The 6th International Conference on E-learning and Games
●開催期間：September 7-9, 2011
●開催地 ：Taipei, Taiwan
●ＵＲＬ : http://elearning.teldap.tw/edutainment2011
●論文投稿スケジュール：
Due date of paper submission : April 1, 2011
☞E-LEARN 2011:
World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare & Higher Education
●開催期間：October 17-21, 2011
●開催地 ：Honolulu, Hawaii
●ＵＲＬ : http://aace.org/conf/elearn/
●論文投稿スケジュール：
Call for Presentations: Due April 22, 2011
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■□■□■□■2010 年度
日

時

内

研究会開催予定■□■□■□■
容

会

第 5 回研究会

2011 年 3 月 19 日
（土曜日）

特集論文研究会
2011 年 3 月 19 日
（土曜日）

担

佐々木，
永森，
三石

情報教育の国際化／一般

九州工業大学
飯塚キャンパス

西野，
西端，
松永

実用的 e ラーニング環境の構築と運用

九州工業大学
飯塚キャンパス

林
小西
西野

◆◇ 研究報告のお求めは ◇◆
研究報告のバックナンバーを購入ご希望の方は，㈱毎日学術フォーラムまで
お申し込みください。１部1,300 円（送料共）です。
株式会社 毎日学術フォーラム
〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1-1-1

パレスサイドビル2階

TEL : 03-6267-4550
FAX : 03-6267-4555
Mail : maf－sales@mycom.co.jp
URL : http://maf.mycom.co.jp

■なお、JSiSE 会員の方で「研究報告」の年間購読をご希望の方は、事務局までご連絡く
ださい。 この機会にぜひ年間購読されますようおすすめいたします。
■年間購読料

当

八王子学園
都市センター

新技術の開発と活用による新しい教育・
2011 年 1 月 29 日
学習環境/一般
（土曜日）

第 6 回研究会

場

4,000円／年6回発行＜送料込＞
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下記の皆様方が、新しくご入会されました。
（敬称略）
◎正・準会員◎
会員番号
JSiSE-A1003029
JSiSE-A1003030
JSiSE-A1003031
JSiSE-A1003032
JSiSE-A1003033
JSiSE-A1003034
JSiSE-A1003035
JSiSE-A1003036
JSiSE-A1003037
JSiSE-A1003038

名前
住政二郎
若山公威
芳賀 瑛
林 義樹
石倉義之
品田卓磨
工藤紀篤
藤澤弘美子
山本 樹
山元 翔

所属機関
流通科学大学
名古屋外国語大学
早稲田大学
日本教育大学院
日本教育大学院大学
日本教育大学院大学
慶應義塾大学
総合研究大学院大学
信州大学
広島大学

2010.10～2010.11

所属部署
商学部
外国語学部総合教養
人間科学研究科
学校教育研究科
学校教育研究科
学校教育研究科
DMC 研究センター
情報学専攻
工学部
工学部

推薦者

永岡慶三
岡本敏雄
岡本敏雄
岡本敏雄

小尻智子
平嶋 宗
正会員
準会員

会員種別
正会員
正会員
準会員
正会員
準会員
準会員
準会員
準会員
正会員
準会員
4
6

★☆年会費納付のお願い☆★
本年度年会費のお支払い期限は、8 月末となっておりますので、未だの方は至急お支払をお願い致します。
また、2009 年以前の会費の未納につきましては、至急お支払いただきますようお願い致します。未納が続きま
すと、学会発送物をお止めさせて頂くことがございます。
ご不明な点等ございましたら、事務局までメールにてお問い合わせ下さい。

JSiSE 事務局 E-mail：secretariat@jsise.org
※ご登録いただいております情報に変更がございましたら、事務局までご連絡ください。
ご連絡が無い場合、学会発送物がお届けできない場合がございます。

◎振込先◎

◎年会費のご案内◎

■銀行名：ゆうちょ銀行
■支店名：019 店
■当座預金：0709632 ※郵貯間 00180-6-709632
■口座名義：教育システム情報学会
■銀行名：池田泉州銀行
■支店名：上新庄支店（222）
■普通預金：13440
■口座名義：教育システム情報学会

家本 修
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■正会員：7,000 円
■準会員：4,000 円
■企業･団体会員：50,000 円
■研究報告年間購読：4,000 円
■入会金：1,000 円（初年度のみ）

教育システム情報学会(JSiSE)
企業・団体会員の皆様へ
教育システム情報学会

事務局長

家本

修

〒533-0005

大阪市東淀川瑞光
3-3-25-ﾊﾟﾃｨｵ白川 101
Tel/Fax：06-6324-7767

学会誌（論文誌）への広告掲載のお願い

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は JSiSE の学会活動にご協力いただきありがとうございます。
早速ですが、JSiSE の 2011 年度（来年度）の学会誌(論文誌)への広告掲載につい
て下記の通り、ご案内させていただきます。
是非、学会誌（論文誌）への広告掲載をご検討いただきますようお願い申し上げ
ます。
敬具

記
◎申込先

：

JSiSE 事務局（E-Mail にてお申込み下さい。）

◎広告回数

：

学会誌 4 回分（Ｖｏｌ.28・No.2～Vol.29・No.1）
発行部数 約 1600 部

◎広告費（４回分）
掲載場所
申込受付数
表４
１社
表３
１社
中刷
４社

企業・団体会員価格
５０万円
３５万円
１５万円

（非会員価格）
（６０万円）
（４０万円）
（２０万円）

※備考：掲載場所につきましてはお申込みをいただきました先着順にお受けいたします。

◎お申込みのメールアドレスは、下記の通りです。
教育システム情報学会
secretariat@jsise.orｇ
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新 入 会 員 募 集
教育システム情報学会は、教育分野における情報通信技術の利用に関する学術研究・調査
および情報交換を支援し、教育への情報通信技術の利用を普及させることをその目的として
います。
定期的に開催される研究会・セミナーなどに、研究成果を発表できることや、 そのほか、
定期刊行物の論文誌やニューズレター、研究報告書などがお手許に届きます。
教育分野における情報通信技術の利用に関する学術研究に興味のあるお知り合いの方が
おられましたら、是非ご紹介をいただきますようお願い申し上げます。

■お申込み方法■
入会をご希望の方は、入会申込書は学会WEBページに掲載しておりますので（PDFファイル） ダ
ウンロードしていいただき、必要事項をご記入の上、 学会事務局にご郵送または、FAXにてお送
りいただきますようお願いいたします。
手続きをいたしますので、後日、事務局から入会金や年会費のお支払い方法などの詳しい
資料を送付します。

■学会事務局宛■
〒533-0005
大阪市東淀川区瑞光 3 丁目 3-25 パティオ白川 101
教育システム情報学会事務局 宛
TEL 06-6324-7767
FAX 06-6324-7767
E-mail：secretariat@jsise.org
http://www.jsise.org/

事務局より年末年始冬季休暇のお知らせ
2010 年 12 月 24 日（金）～2011 年 1 月４日（火）
会員の皆様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、
何卒宜しくお願い致します。
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