MOODLE MOOT JAPAN 2013

第５回 日本ムードル・ムート	


第３回日本ムードル協会年次総会 議事録
Minutes from the 3rd AGM of Moodle Association of Japan
2013年3月2日（土）17:30-18:30 三木ホールにて/ Saturday, March 3rd, 17:30-18:30, at Miki Hall
記録：白井・山内/By Shirai & Yamauchi

議題 Agenda
1) 細則の改訂について （原島）
a) 追加：I-1 学校教員会員
研究費や旅費などの手当てが無く、大会参加が
難しい幼稚園〜高等学校の教員のために学校教
員会員を設け、会費を5,000円とする。
b) 変更：I-2 団体会員特権
団体会員は50,000円の年会費により年次大会に
最大7名まで無料で参加させることができ、ま
た国内向け研究開発補助金の方向性優先順位に
ついて意見を述べることができる。
c) 変更：II 役員の追加
ウェブページ管理者・出版担当理事・コース共
有担当理事を追加
d) 新規項目：	
 IX 地方支部
ムードルユーザーのいかなる地方グループも協
会の地方支部を立ち上げ、申請することができ
る（地方支部規定については別紙参照）。
e) 新規項目：X ムート・スポンサー
協会は年次大会の予算を補うために「ムート・
スポンサー制度」を導入する。ムート・スポン
サーは所定の料金を支払うことにより、種々の
特典を得る。
✦大会において条件の良い場所でネームプレー
ト付き展示ブースを出展できる
✦年次大会のハンドブックに会社ロゴと紹介を
掲載できる
✦5名まで無料で大会に参加できる
✦ゲスト参加者を10名まで無料招待できる
✦会社ロゴが協会のウェブページに掲載される
✦一 つ の プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン ま た は ワ ー ク
ショップの枠が得られる

1) Proposal of the MAJ bylaws amendments
(Harashima)
a) Addition to I-1 School teacher membership
Teachers of kindergartens, elementary schools, and
secondary schools, who don’t have research or travel
allowances, shall pay a membership fee of 5,000 yen.
b) Change to I-2 Institutional membership privileges
Institutional members can send seven members to the
moot for 50,000 yen membership fee, and they are
given a voice in deciding the priorities for domestic
R&D grants.
c) Change to II Additional Director functions
Webpage Administrator, Director of Publications and
Director of Course Sharing will be added.
d) New clause IX Local Chapters
Any local group of Moodle users can establish a local
chapter of MAJ (See the separate sheet for local
chapters rules).
e) New clause X Moot Sponsors
MAJ introduces a Moot Sponsor System to help
finance the annual conference. Moot Sponsors pay a
special sponsor fee and receive the following benefits:
✦can get a display booth with a cubicle and a name
plate at a good location
✦can list their logo and a brief introduction in a moot
handbook
✦can have up to 5 people to attend
✦can invite up to 10 guests to the moot free of charge
✦can show their logos on the MAJ web site
✦can give one commercial presentation or workshop

ムート・スポンサーは協会における投票権のあ
る会員ではないが、追加で50,000円を支払うこ
とにより賛助会員となることができる（詳細は
別紙「ムート・スポンサー要項」と「ムート・
スポンサー規約」を参照）。

Moot sponsors are not a voting member of MAJ, but
may become one by paying an additional 50,000 yen
Associate Membership fee (See Sponsor Rules and
Sponsor Contracts for details).

以上、細則の改訂についての提案は、拍手によ
り承認された。

The proposed MAJ bylaws amendments was approved
with applause.
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2) 研究開発事業報告と提案並びに表彰
2) Reports and Proposals for R&D
projects and Awards
(Tom Robb)
(Tom Robb)
a) ベスト・ムードル・イノベーション賞
参加者は3月3日午前10時までに投票するよう
求 め ら れ た 。 受賞者は、HotPotプラグイン	
 
(G.Bateson),Oohooポップアップ辞書フィルター	
 
(N.Bretin	
 &	
 P.Thibaudeau),モバイル・クイック
メイルJPN	
 (Verison2)	
 に決定。	
 
b) 研究開発補助金
下記受賞者が表彰された:Nanogong改良プロジェ
クト(S.Jaffrédo),	
 Moodle	
  Readerモジュールの改
良(G.Bateson),	
  MyTubeリポジトリ(J.Hunt),	
 
Moodle	
 Hubの改良(D.Hinkelman),	
 代替氏名フィー
ルド実行可能生の研究	
 (Version2).	
 
c) 代替氏名フィールドプロジェクト
Moodle本部が開発本格的に着手。
d) ベスト・ムードル・オープンコース賞	
 
受賞者は、中級英語コミュニケーション(E.	
 
Haley),	
  英語でグロバール・イシュー(T.Grose),	
 
英語多読(T.Robb)	
 総会前に表彰済み。

a)Best Moodle Innovation Awards
Participants were asked to cast their vote by 10 am,
March 3. The winners were HotPot Plugin (G. Bateson),
Oohoo Popup Dictionar y Filter (N.Bretin &
P.Thibaudeau), and Mobile Quickmail JPN (Version2)
b) R&D Grants
The winners were announced: Nanogong improvement
project (S. Jaffrédo), Upgrade the Moodle Reader
module (G. Bateson), MyTube Repository (J. Hunt),
Upgrade moodle hub (D. Hinkelman), Alternate Name
Fields feasibility study (Version2).
c) Additional Name Field Project
Moodle HQ has started working on it.
d) Best Moodle Open Courseware Awards
The winners had been announced before the AGM:
Intermediate English Communication (E. Hagley),
Global Issues in English (T. Grose), Online Typing Tutor
(C. Thompson), and English Extensive Reading (T. Robb).

これら受賞者は、次のMAJニューズレター上でも
These award winners will be announced in the next
発表する。
MAJ Newsletter.

3) 会員状況 (不破)
• 事前登録会員数	
 305名	
 
• 3月2日の出席者数	
 284名	
 	
 
• 公式参加者数（3月3日発表）	
 
個人会員	
 205名
学生会員	
 6名
団体会員	
 21名
賛助会員	
 13名
スポンサーと招待客	
 65名
合計	
 310名
昨年の合計204人から52％増

4) 2011年度決算報告 (木村)
収入	
 2,905,937
支出	
 1,522,900
年次大会(Moot)事業費	
 403,388
本部事務・管理費	
 73,238
研究助成金	
 95,000
寄付	
 951,274
次年度繰越金	
 1,383,037
（詳細は別紙「2012年度MAJ会計報告」を参照）
会計監査は2013年2月5日に実施。（上田）
	
 

5) 2012年度予算案 (木村)
•2012年度に導入したスポンサー制度によ	
 
り大幅増収。
•予備費1,000,000円は代替氏名フィールド
プロジェクト用。

3)Membership Status (Fuwa)
• Number of pre-registered members: 305
• Number of members present on March 2: 284
• Official number of participants (Published on March 3)
Individual members: 205
Student members: 6
Institutional members: 21
Associate members: 13
Sponsors & their guests: 65
Total: 310
52% increase from the last year 204 in total

4) Budget Report of FY2011 (Kimura)
Income 2,905,937
Expense 1,522,900
Conference Expenses 403,388
Organizational Maintenance 73,238
Research Grants 95,000
Donations 951,274
Balance Brought Forward 1,383,037
(See MAJ Budget Report 2011-2013 for details)
Audit was conducted on February 5, 2013. (Ueda)	
 	
 

5) Proposal of Budget FY2012 (Kimura)
• Moot Sponsor System, introduced in FY 2012, led to
a large increase in revenue.
• The reserve fund of 1,000,000 yen will be mainly
used for Alternate Name Field Project.
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収入	
 6,403,037
繰越金	
 1,383,037
会費	
 2,800,000
スポンサー料	
 2,200,000
支出	
 5,520,286
年次大会(Moot)事業費	
 1,690,295
	
 	
 本部事務・管理費 123,620
	
 	
 研究助成金 950,000
	
 	
 寄付	
 1,756,371
予備費	
 	
 1,000,000
次年度繰越金	
 882,751
（詳細は別紙「2012年度MAJ会計報告」を参照）
寄付金額(1,756,371)は、次の式により求めた。
これは、代替氏名フィールドプロジェクト用資
金を予備費に十分確保するためである。
{(総収入)-(年次大会事業費)-(研究助成金のため
の前年からの繰越金)}*0.5

THE AGM OF MOODLE ASSOCIATION OF JAPAN

Income 6,403,037
Balance Brought Forward 1,383,037
Membership Fees 2,800,000
Sponsorship Fees 2,200,000
Expense 5,520,286
Conference Expenses 1,690,295
Organizational Maintenance 123,620
Research Grants 950,000
Donations1,756,371
Reserve Fund 100,000
Balance Brought Forward 882,751
(See MAJ Budget Report 2011-2013 for details)
The amount of donation (1,756,371) is calculated by
the formula below so that we can keep enough fund
for alternate name project in reserve fund.
{(Total income) - (Conference expenses) - (BBF for R Grant
from previous)} *0.5

以上、2012年度予算案は拍手により承認された。

The proposed Budget FY2012 was approved with applause.

6) 2013年度理事会役員選出

6) Board Member Election for 2013 (Harashima)

(原島)

理事会役員の変更
•会員担当理事：不破崇行さんにから松木孝幸
先生に引き継ぎ
•Web管理者：アンディ・ジョンソン先生
•研修担当：篭谷隆弘先生
•出版担当理事：松木孝幸先生

Change of Members
• Director of Membership: Takayuki Matsuki will
take over from Takayuki Fuwa
• Website Administrator：Andy Johnson
• Director of Training：Takahiro Kagoya
• Director of Publications：Takayuki Matsuki

以上、2013年度理事会役員は拍手で承認された。 The BOD for FY2013 were approved with applause.

7) 2013年度予算案

(木村)

•2013年は280名の会員を見込む(*3月3日時点
で310名)。
•会費およびスポンサー料が主な収入源となる。
（別紙「予算・寄付概要」を参照）
•2013年度の収入は2012年度と同じ会員数および
スポンサー数を見込んで算出。支出では、2013
年度より研修会補助費を確保。

7) Planning of Budget FY2013 (Kimura)
• The expected number of members for 2013 was 280
(*The number of members as of March 3 is 310).
• Membership fees and sponsorship fees will be the
main revenue source for FY2013.
(cf. MAJ Budget/Donation Summary 2011-2013)

• The revenue for FY2013 is based on the number of
members and sponsors for FY2012. The expense covers
the newly introduced workshop subsidy.
収入	
 5,902,751
Income 5,902,751
繰越金	
 882,751
Balance Brought Forward 882,751
会費	
 2,800,000
Membership Fees 2,800,000
Sponsorship Fees 2,200,000
スポンサー料	
 2,200,000
Expense
5,097,876
支出	
 5,097,876
Conference
Expenses 1,665,000
年次大会(Moot)事業費	
 1,665,000
Organizational
Maintenance 124,000
本部事務・管理費	
 124,000	
 
Workshop
Subsidy
100,000
	
 	
 研修会補助	
 100,000	
 
Research
Grants
950,000
	
 	
 研究助成金	
 950,000
Donations 2,228, 876
寄付	
 2,228,876
Reserve Fund 30,000
	
 	
 予備費	
 30,000
Balance
Brought Forward 804,876
次年度繰越金	
 804,876
(See MAJ Budget Report 2011-2013 for details)
（詳細は別紙「2012年度MAJ会計報告」を参照）
The amount of donation (2,228,876) is calculated by the
寄付金額(2,228,876)は、次の式により求めた。
formula below.
{(総収入)-(年次大会事業費)-(研究助成金のため
の前年からの繰越金)}*0.5+{(スポンサー料)-(年
次大会事業費)}

以上、2013年度予算案は拍手で承認された。

{(Total income) - (Conference expenses) - (BBF for R Grant
from previous)} *0.5+{(Sponsor fees)-(Conference expenses)}

The planning of Budget FY2013 was approved with applause.
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8) 2013年度事業案 (原島)

8) Planning of Budget FY2013 (Harashima)

1)ムードルムート年次大会
2)ワークショップ支援：地方支部開催のワー
クショップに要請に応じて講師を派遣
3)さらなる会員特典
✦TurnItIn（剽窃をチェックするソフト・
Moodleと連携）のオファー：MAJ会員は3月
から6月まで無料試用可。導入する際は20％
のディスカウント。

1. Moodle Moot Japan
2. Workshop Support: Workshop leaders will be sent out,
upon request, to workshops held by MAJ local chapter
3. Additional Membership Privileges
✦Special offers from TurnItIn (a plagiarism checker that
works with Moodle) : MAJ members can try out
TurnItIn for free from March to June, and a 20%
discount will be given at the time of purchase.
✦Similar offers from Blackboard are being negotiated.
✦MAJ is expanding its horizontal network, including
collaborative relationships with JALT and Certification
Board for PHP Engineers, hoping that this will lead to
more benefits for MAJ members.

✦同様のオファーをBlackboardとも交渉中。
✦JALTとの協賛関係について交渉中であり、PHP
技術者認定機構とも協賛関係を結んでいる。
横のつながりを広げていくことで、会員特典
も増やしていければと考えている。

9) ムート論文集 (原島)
✦今回のムートより発表論文集を発行
✦テンプレートに則ってワードで原稿を作
成し、4月15日までに編集者あてに提出
（*提出期限は、後日4月22日に延長）

10) 2014年ムート開催予定地 (原島)

9) Moot Proceedings (Harashima)
✦The proceedings from Moot 2013 will be published.
✦Presenters are invited to prepare their manuscript
using the template, send it to the editor by April 15.
(*The deadline has been extended to April 22.)

10) Moot 2014 Venue (Harashima)

Universities in Tokyo and Kumamoto have volunteered to
東京と熊本の大学が名乗りを上げているが、両校 host the next Moot, but they are starting to charge facility
とも施設使用料が必要になっており、現在理事会 fees in FY2013. The matter is still under discussion, and
で検討中。開催希望があれば自薦してほしい。
other volunteers are welcome.

11) その他

11) Other Businesses

フロアからの質問）ワークショップ支援(cf.8)
に関して：石川でMoodleのワークショップを開
催する場合、支部はないのだが講師派遣等の支
援を受けられるか。
回答）支部に限らず、適切なグループが開催す
るMoodleワークショップには講師派遣等の支援
は可能。

A question from the floor) Regarding Workshop
Support (cf.8) : If a workshop is held in Ishikawa, which
does not have its MAJ chapter, can workshop leaders be
sent out there to help the organizer?
Answer) Workshop Support is available to any suitable
group who holds a Moodle workshop.

原島）代替氏名フィールドプロジェクトについて： Harashima）Regarding Alternate Name Field Project:
At present, there are only two name fields, for the
	
  現在、氏名フィールドはファーストネームと
first
name and the last name, which can be sorted
ラストネームの分のみ、ソートもアルファベッ
only
alphabetically. This is inconvenient for people
トのみであり、2バイト文字を使っている国に
who
use 2-byte characters. It has been diﬃcult to
とっては使いづらい。この問題について本部は
convince
Moodle HQ of the importance of this
なかなか耳を貸そうとせず、MoodleTrackerで
issue,
and
it has been in Moodle Tracker’s backlog
も「お蔵入り」であった。
for a long time.
	
 MAJから本部への働きかけで要望が通り、2013
After all MAJ’s eﬀorts to encourage Moodle HQ
年2月28日「お蔵入り」から「最重要」へとラ to work on this issue, they took it out of the
ンクアップ。Moodle	
  2.5（5月半ば）は代替氏 backlog on February 28, 20013, and are now treating
名フィールド機能を組み込んだ状態でリリース it as “critical”. Moodle 2.5 will be released (in midされる予定である。
May) with the Alternate Name Fields function.
MAJ expects Japanese users to submit their
	
  今後も日本ユーザーの声をMoodleTrackerにあげ
requests
to MoodleTracker, and to vote for
てもらいたい。また提案への投票をお願いした
submitted
requests.
い。
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