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1. 2017 年度春期全国大会のお知らせ 

5月27日(土)・28日(日)  流通経済大学 

テーマ：社会システムゲーミング 

 日本シミュレーション＆ゲーミング学会の 2017年度春期全国大会は、5月 27日（土）・28日（日）

の 2 日間で、流通経済大学（新松戸キャンパス）にて開催される運びとなりました。プログラム概

要は以下の通りです。変更の可能性もありますので、随時情報をご確認くださいますよう、よろし

くお願いいたします。 

 

5 月 27 日（土） 

 12:00～13:00 理事会  

 13:30～14:50 体験セッション（2 件）  

 15:00～17:00 大会ゲーミング 

 17:10～19:00 ゲーミングの夕べ 

 

5 月 28 日（日） 

 10:00～11:30 企画セッション（2 件）、一般学術セッション 

 11:30～13:00 総会 

 13:00～14:30 企画セッション、体験セッション、一般学術セッション 

 14:50～15:20  一般学術セッション 

 14:50～16:20  企画セッション、体験セッション 

 

プログラムの詳細、大会準備等の進捗状況につきましては、 JASAG のサイト

（http://jasag.org/spring2017/）をご覧下さい。 

 

Peatix にて参加申し込み受付中です（http://jasag2017s.peatix.com/）。なお、事前登録割引は 5

月 26 日（金）正午までです。 

 

会場への交通 

  羽田空港より浜松町・東京・西日暮里経由（松戸駅各停乗換） 約 70 分、東京駅より約 45

分（松戸駅各停乗換）、上野駅より約 30 分（松戸駅各停乗換）、大手町駅より約 37 分、常磐線（千

代田線）・武蔵野線 新松戸駅下車・徒歩 4 分（ダイエー隣接） 

（春期全国大会組織委員長 市川 新） 



 

2. 2017 年度秋期大会のお知らせ 

11月3日(祝)-5日(日)  北海道科学大学 

テーマ：変わりゆくシミュレーション＆ゲーミング 

2017 年度秋季大会は北海道科学大学で開催することになりました。静かな晩秋の札幌にて、と

もにシミュレーション＆ゲーミングを語りましょう。多数の参加をお待ちしております。 

 

１．日時 2017 年 11 月 3 日－5 日 

11 月 3 日（金祝）：17:00-20:00 プレセッション（受付・ゲーミングの夕べ） 

11 月 4 日（土） ：9:00-17:00 メインセッション 

（受付，基調講演，パネルディスカッション，各種発表，JASAG 総会） 

11 月 5 日（日） ：9:00-12:00 メインセッション（発表） 

２．場所           3 日：ホテル札幌ガーデンパレス（札幌市中央区北 1 条西 6 丁目） 

4 日，5 日：北海道科学大学（札幌市手稲区前田 7 条 15 丁目 4-1） 

 

北海道科学大学へのアクセス 

・新千歳空港からＪＲをご利用の場合 

新千歳空港駅からは「快速エアポート（小樽行

き）」に乗車すると、手稲駅まで乗り換えなしで

52 分で着きます。 

 

 

JR 北海道：http://www.jrhokkaido.co.jp/network/jikoku/pdf/20170304/jikoku5_01.pdf 

 

・JR 手稲駅より 

手稲駅北口より JR バスをご利用いただ

き、バス停「北海道科学大学」で下車して

ください。所要時間は約 9 分です（料金：

190 円）。 

 タクシーをご利用いただいた場合の

所要時間は約 5 分です（料金：1000

円程度）。 

 徒歩の場合の所要時間は約 25 分で

す。 

                

 

（2017年秋季大会実行委員長 金子 友海） 



 

3. ISAGA2017 のご案内 

国際シミュレーション＆ゲーミング学会（ISAGA）2017 年大会が、2017 年 7 月 10 日から 14

日の 5 日間、オランダのデルフトで開催されます。早期登録は既に締め切られましたが、ISAGA

メンバーの方は 500 ユーロ、非会員は 550 ユーロの参加費で参加できます。また、ホテルも 5 月

現在空きがあるとのことですので、当学会員の皆様もふるってご参加ください。 

http://www.isaga2017.com/ 

（吉川肇子） 

 

4. 第 6 期 JASAG 理事（2017～2019 年）選挙の結果 

 2017 年 6 月から 2019 年 5 月までを任期とする JASAG 第 6 期理事の選挙が、2017 年 2 月

17 日午後 5 時投票締切により、無事終了しました。投票の状況および当選者 25 名の氏名は、以下

の通りです。なお、今回の選挙では、当選者に辞退者はありませんでした。会員の皆様のご協力に、

感謝します。 

有権者総数  262 名 

投票者総数   82 名 

無効投票者数    3 名 

有効投票者数   79 名 

 

当選者氏名（公選理事）25 名 （アイウエオ順） 

荒井 祐介 白井 宏明 

市川 新 白鳥 令 

市川 学 杉浦 淳吉 

井門 正美 田名部 元成 

岩井 千明 土谷 茂久 

襟川 陽一 出口 弘 

大沼 進 寺野 隆雄 

鐘ヶ江 秀彦 豊田 祐輔 

兼田 敏之 浜田 良樹 

木谷 忍 菱山 玲子 

吉川 肇子 松井 啓之 

黒澤 敏朗 松田 稔樹 

坂元 章 

（選挙管理委員長 白鳥 令） 

 



 

5. 会長あいさつ：会長任期を終えて 

特定非営利活動法人日本シミュレーション＆ゲーミング学会(Japan Association of Simulation 

& Gaming:略称 JASAG）の会長を４年間努めさせていただきました。2013 年 9 月に会長を拝命

した時点で、幾つかの課題を挙げさせていただいておりました。 

「ゲーミングの歴史的遺産を引き継ぎつつ新しい時代のゲーミングやシミュレーションを設計

できる人材の育成に学会として取り組む」という課題に関しては、決して順調に進んだとは言い難

い状況で、会長としての責任を痛感しております。 

この４年間で、シミュレーション＆ゲーミングを取り巻く社会的状況も変化してまいりました。

大学は様々な側面で変革を迫られており、研究教育の現場は大きな混乱の中にあります。そのよう

な中でアクティブラーニングなど参加型の教育の重要性が、現時点では実態を伴わないとはいえ、

多く語られるようになってきております。シミュレーション＆ゲーミングはこの領域に対して十分

な貢献ができるはずなのですが、高等教育の現場ではまだ十分な理解が得られていない状況です。 

他方で、「シミュレーションを通じてのオープンな対話と言う社会的インフォームド・コンセン

トと相互翻訳的（トランスレーショナル）な異領域間の対話のファシリテーション」を行うための

「シミュレーションとゲーミングの新たな融合」というテーマに関しては、世界的にも問題意識が

高まり、当学会も大きな貢献をしてまいりました。 

第46回の ISAGA(International Simulation And Gaming Association)の国際会議が当学会の共

催で、2015 年７月に京都の立命館大学で開催されました。その大会テーマは、“Hybrid Simulation 

& Gaming”でした< http://jasag.org/isaga2015/ >。 

ISAGA2015 は大変盛会で、国際的にも高い評価を受けることができました。またシュプリンガ

ー社から会議後のプロシーディングが『Simulation and Gaming in the Network Society』という

タイトルで刊行でき、大変好評で数多くのダウンロード実績が確認されております

<http://link.springer.com/book/10.1007/978-981-10-0575-6>。 

日本シミュレーション＆ゲーミング学会は、これらの領域に対して、今後も国際的なイニシアチ

ブを取り続けるものと確信しております。 

私は、今後は一会員として本会の発展に尽くすべく努力する所存です。会員の皆様方におかれま

しては、新会長体制の下で学会の発展のために、ご協力どうか宜しくお願い申し上げます。 

 

2017 年 5 月    出口弘     
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