2020 年度第 3 回 SSI 学会誌編集委員会議事録
日

時：2021 年 3 月 28 日（日）13:30～

会

場：オンライン会議（ZOOM ミーティング）

【報告事項】
１．学会誌発行状況について
和文誌および英文誌の発行状況について、以下の通り確認した。
(1) 和文誌『社会情報学』
（毎年 3 回：6 月、12 月、3 月発行予定）
・9 巻 1 号（2020 年 9 月発行済）
・9 巻 2 号（2021 年 2 月発行済）
・9 巻 3 号（2021 年 5 月発行予定）
(2) 英文誌『Journal of Socio-Informatics』
（毎年 1 回：9 月発行予定）
・Vol. 13（2020 年 9 月発行済）
・Vol. 14（2021 年 9 月発行予定）
２．査読状況について
和文誌の査読状況について、別紙資料 1 の通り報告された。
３．学会誌編集作業の外注化に関する対応について
Editorial Manager 社との打ち合わせ状況について、担当の櫻井副委員長より報告があっ
た。今後のスケジュールは、事務局による契約が 4 月頃、新方式による編集作業が開始され
るのは 6 月頃の予定である。
編集作業の外注化による編集手順の変更については、Editorial Manager 社との打ち合わ
せ結果を踏まえて、随時、学会誌編集委員会で検討していくこととなった。
なお、櫻井副委員長より、編集作業の外注化にともない、論文中に謝辞を記載する場合は
投稿時には入れずに、掲載決定後に入れるようにすべきとの提案があり、審議の結果、了承
された。また、この変更については、投稿要綱等に反映していくこととした。
４．学会誌編集委員会の 2020 年度事業報告・2021 年度事業計画について
本年度の学会誌編集委員会の事業報告、および来年度の事業計画について、資料８の通り
事務局に提出することが報告された。
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【審議事項】
１．今後の編集体制について
今後の編集体制について審議した結果、未定であった和文誌 10 巻副編集長（11 巻編集
長）は飯島賢志委員が、10 巻 3 号編集担当責任者は記虎優子委員が担当することとなった。
その他の担当者未定分については、引き続き検討していくこととなった。
(1) 和文誌『社会情報学』編集長 / 副編集長一覧
・9 巻（2020 年度）
：小寺敦之委員 / 嶋崎真仁委員・松下慶太委員
・10 巻（2021 年度）：嶋崎真仁委員 / 飯島賢志委員・松下慶太委員
・11 巻（2022 年度）
：飯島賢志委員 / 未定
(2) 和文誌『社会情報学』編集担当責任者一覧
・9 巻 2 号（2020 年 12 月発行予定）
：杉山あかし委員
・9 巻 3 号（2021 年 3 月発行予定）
：加藤由樹委員
・10 巻 1 号（2021 年 6 月発行予定）
：加藤尚吾委員
・10 巻 2 号（2021 年 12 月発行予定）
：未定
・10 巻 3 号（2022 年 3 月発行予定）
：記虎優子委員
(3) 英文誌編集長 / 副編集長一覧
・13 巻 1 号（2020 年 9 月発行予定）
：土屋祐子委員 / 金山智子委員
・14 巻 1 号（2021 年 9 月発行予定）
：金山智子委員 / 高木聡一郎委員
・15 巻 1 号（2022 年 9 月発行予定）
：高木聡一郎委員 / 未定
２．論文表彰の審査体制について
2021 年度より、
「優秀論文賞」および「論文奨励賞」の選考が表彰委員会より学会誌編集
委員会に委任された（別紙資料 2、別紙資料 3 参照）。これにともない、両賞の選考に関わ
る審査体制について審議した結果、資料 4 の内規を設けて、これに従って取り扱うことと
した。
なお、審議により生じた原案からの主な修正点は以下の通りである。
・2021 年度表彰においては、特例として、2019 年度と 2020 年度の 2 年間に公表された
論文を対象とすることを内規に明記する。
・査読者に依頼していた表彰論文候補の推薦は取り止める。
・審査部会の構成から、和文誌各号の編集担当責任者は外す。
・審査部会において、学会誌掲載の各論文について審査担当委員から表彰論文候補への推
薦の有無を諮り、査読論文数を精査することとする。
３．英文誌の投稿要綱等の改正
(1) 投稿論文の上限ページ数の変更
-2-

英文誌 Original Paper の上限ページ数を、和文誌と合わせて、原稿のタイトル、著者の
所属と氏名、要約等のページを除き、本文 14 ページに変更する。これにともない、Cal for
Papers および Instructions For Authors を以下のように変更する。
Call for Papers of Journal of Socio-Informatics（資料 5）
旧

新

2. Requirements for Submissions

2. Requirements for Submissions

(1) Manuscript Classifications

(1) Manuscript Classifications

Original Paper

Original Paper

Standard number of pages is 10 and the Standard number of pages is 10 and the
maximum number of pages is 12.

maximum number of pages is 14.

Instructions For Authors（資料 6）
新

旧
2. Number of pages

2. Number of pages

For the limits of manuscript length, refer to

For the limits of manuscript length, refer to

Requirement of Submission of CFP of JSI. Note

Requirement of Submission of CFP of JSI. Note

that the number of pages includes the title page

that the number of pages does not include the

of a manuscript. The maximum number of pages

title page of a manuscript. The maximum

of Original Paper is 12 and the number of pages number of pages of Original Paper is 14 and the
of Research Note is 6 or 8.

number of pages of Research Note is 6 or 8.

(2) Translation 投稿方法の案内
投稿種別として Translation が加わったのに対応して、Call for Papers に投稿方法の案
内を別紙資料 5 のように追記する。
４．学会誌編集委員の任期について
規定により、学会誌編集委員の任期 2 期 4 年間になる委員は交代する。任期満了の日付
は、原則として理事会・社員総会（2021 年 6 月 12 日）当日とする。ただし、任期満了時に
担当役職や担当論文がある場合は、担当が修了した時点とする（別紙資料 7）。
2020 年度をもって退任する委員の数が多いことから、当該の委員は次回理事会までの間
に、最低各 1 名以上の後任の編集委員を会員より推薦することとした。
５．その他
特集論文の企画についても、適宜、検討していくこととした。

【別紙資料一覧】
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別紙資料 1 査読状況一覧
別紙資料 2 一般社団法人社会情報学会表彰規則
別紙資料 3 一般社団法人社会情報学会表彰規則 別表第 1
別紙資料 4 優秀論文賞および論文奨励賞の選考に関する取り扱い内規
別紙資料 5 Call for Papers of Journal of Socio-Informatics
別紙資料 6 Instructions For Authors
別紙資料 7 学会誌編集委員会委員一覧
別紙資料 8 社会情報学会学会誌編集委員会 2020 年度事業報告・2021 年度事業計画
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