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IATSS Research Vol. 44, Issue 2
発行
IATSS Research Vol. 44, Issue 2 が発行されました。
Elsevier Ltd. のサイトより、無償で全掲載論文のダウンロードが可能です。
▶

https://www.sciencedirect.com/journal/iatss-research/vol/44/issue/2
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令和元年度学会賞贈呈式を開催
2020 年 8 月 28 日（金）
、新 型 コ

■
「県内すべての小学 6 年生を交

ロナウイルスの感染拡大を受けて

通安全リーダーとする交通安全教

延期していた第 41 回国際交通安

育活動」

全学会賞贈呈式を、業績、著作、
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知 事 川勝平太 様

Hanoi, Vietnam
Nguyen Hoang-Tung 様
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准教授 小嶋 文 様

埼玉大学

教 授 久保田尚 様

教育長 木苗直秀 様

論文の全受賞者の皆様とホンダ八

当学会からは、武内和彦会長、

重洲ビル（東京）をインターネッ
ト で 接 続 し、リ モ ー ト（Zoom）

著作部門

中村文彦褒賞助成部会企画委員会

により開催しました。

■
「コーチングによる交通安全教

委員長、鎌田専務理事、橋居常務

Vol.45、No.1 の 学 会 通 信 に て、 育 : メタ認知力の向上をめざして」
すでにご紹介のとおり、令和元年

名誉教授 太田博雄 様

度は、業績部門 2 件、著作部門 2 件、
細は、当学会ホームページをご覧

■
「電鉄は聖地をめざす 都市と鉄

ください。

道の日本近代史」

https://www.iatss.or.jp/award/

て進行されました。
当学会の対外イベントをリモー

川崎市市民ミュージアム
学芸員 鈴木勇一郎 様

今回の贈呈式には、各部門より
以下の皆様のご出席を賜りました。

バーにはリモートで参加 ( 視聴 )
いただき、西村総務部長の司会に

論文部門 1 件が選ばれました。詳

▶

理事兼事務局長が八重洲ビルよ
り、褒賞助成部会企画委員会メン

東北工業大学

トで開催するのは初めての試みで
したが、参加いただいた皆様から
は、
「厳かな雰囲気で参加するこ

論文部門

とができました」
、
「束の間でした

■｢Modeling cyclists' facility

が、楽しいひとときを過ごすこと

業績部門

choice and its application in bike

ができました」
、
「式典は素晴らし

■
「バス事業の可視化がもたらす

lane usage forecasting｣

く、オーガナイズされている様子

地域社会への貢献−利便性向上と
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に感銘を受けました」との感想を
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いただきました。
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なお、
当日の状況
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ムページにて公開の準備をしてお
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Transport & Communications,

ります。
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