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中部教育学会事務局 

〒464‐8601 

名古屋市千種区不老町 

名古屋大学大学院 教育発達科学研究科 

山下廉太郎 

Tel／Fax：052‐789‐5057 

E-mail：yamashita.rentarou@b.mbox.nagoya-u.ac.jp 

学会ホームページ http://chubu-kyoiku-gakkai.org/ 

 

≪大会案内≫ 

 中部教育学会第 65回大会（中部大学）のお知らせ 

 

中部教育学会第 65回大会は、2016年 6月 25日（土）に中部大学（春日井市）で開催されることとなりま

した。中部大学での本学会大会の開催は 8年ぶりです。 

現在、学内の学会員で大会実行委員会（豊田ひさき大会実行委員長、橋本美彦大会事務局長、三品陽平大

会事務局次長）を立ち上げ、みなさまをお迎えする準備を進めております。4月上旬には、お手元に自由研究

発表の申し込み等大会案内をお届けできるかと思います。 

なお、本大会での公開シンポジウムについては、前夜（6 月 24 日）に行われる日本教育学会中部地区理事

との共催公開シンポジュウム「21 世紀に求められる学習とは何か」で主として大学段階で注目を集めている

アクティブラーニングに係る提案を受けて、本大会では「今授業の質を問う」をテーマに、義務教育段階で

の学習の質を以下の 3 つの視点から検討しようと考えています。①小学校の総合学習の実践経験から②特別

支援・インクルージョンの視点から③生活綴方的教育方法という日本の教育実践遺産を踏まえた視点から。

両公開シンポジュウムとも無料でございますので、多数のみなさまのご参加をお待ちしております。 

（豊田ひさき 第 65回大会実行委員長／理事・中部大学） 

 

 

※自由研究発表の申し込みにあたり学会事務局よりお願い 

 2012年度第2回理事会での申し合わせにより、自由研究発表は本学会会員に限ることはもちろんですが（共

同発表の場合もすべての発表者が本学会会員でなくてはいけません）、前年度までの会費が完納されていない

会員の自由研究発表は認めておりません。申し込みにあたり、各自の会費納入状況をご確認ください。なお、

新入会員につきましては、自由研究発表の申し込み時点で新入会届が学会事務局に提出されていることを確

認した上で、大会実行委員会が自由研究発表申し込みを受理します。また、自由研究発表当日の自身の発表

前後に分科会を移動することや、申し込み後に発表題目・発表者・発表時間を変更することはできません。

ご注意ください。 

 さらに、過年度大会（第 63回、愛知教育大学）の自由研究発表において、学内紀要等に掲載された既発表

論文とほぼ同内容と思われる発表（既発表論文と同タイトルの発表や、既発表論文の抜き刷りを配るだけで

発表レジュメが用意されていない発表など）が散見されたことが理事会にて指摘されております。多重投稿・

発表は、研究者としてのルールに反する行為であるだけでなく、本学会の品位を著しく傷つけるものでもあ

ります。会員各位につきましては、自由研究発表におきまして最善の注意を払っていただくよう呼びかけま

す。 

 

 

中部教育学会会報 
 

第 49号（2016年 3月発行） 

郵便振替 00850-2-82587 ＊他行からの振込みは（ゆうちょ銀行〇八九店・当座・口座番号 0082587）をご利用下さい。 

 

2015 年 9月より 

新しい連絡先になりました！！ 
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≪理事会報告≫////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2015年度第２回理事会（201５年12月13日開催） 

場所：名古屋大学教育学部大会議室 

出席者：吉川卓治会長、高橋正教理事、豊田ひさき理事、柴田好章理事、上田敏理事、佐藤年明理事、藤井

基貴理事、安達仁美理事、森透理事、山下廉太郎事務局長、川口洋誉事務局員 

 

（報告事項）

１．会員の状況および会費納入状況 

  【資料１】の通り、事務局より報告がなされま

した。 

【資料１】 会員の状況および会費納入状況 

（1）会員数 265名（2015年12月 13日現在） 

（2）2014年度分までの会費完納率 82.1％（216名／263名） 

＊2013年度分 78.3％ 

（3）2015年度分までの会費完納率 60.7％（161名／265名） 

 

２．学会事務局・紀要編集委員会活動報告 

 【資料２】【資料３】の通り、事務局より 2015

年度第 1回理事会（2015年 6月 21 日）以降の

学会事務局活動の報告がなされました。 

【資料２】 前回理事会以降の学会事務局活動報告 

2015.09.15  事務局引き継ぎ（＠愛知工業大学）、事務局移転

作業（アルバイト 3名） 

2015.09.24  事務局作業（会報作成、会報・封筒印刷依頼） 

2015.09.30  事務局作業（会報・封筒受取） 

2015.10.03  事務局作業（会報発送準備作業） 

2015.10.05  事務局作業（会報・紀要発送） 

2015.10.14  事務局作業（ホームページ更新） 

2015.10.15  事務局作業（会費納入処理、紀要発送、会員情

報更新） 

2015.10.22  事務局作業（会費納入処理、紀要発送） 

2015.11.06  事務局作業（会費納入処理、事務局打合せ） 

2015.11.09  事務局作業（発表要綱集等発送） 

2015.11.12  事務局作業（理事選出大学への紀要発送） 

2015.12.08  事務局作業（第2回理事会資料作成） 

2015.12.09  事務局作業（会費納入処理、紀要発送） 

 

【資料３】 前回理事会以降の紀要編集委員会活動報告 

(1)紀要第 14号の投稿論文・研究ノート・実践報告 

2015.10.05 会報48号にて投稿論文等の呼びかけ 

2015.11.30 投稿締め切り →研究論文4本、研究ノート3本 

 

(2) 第64回大会シンポ「道徳教育を考える」 

2015.06.20 大会シンポ時に原稿執筆依頼 

2015.08.09 藤田昌士氏より原稿受取 

2015.08.31 山口匡会員より原稿受取 

2015.10.05 吉田千秋氏より原稿受取 

2015.10.13 鈴木健二会員より原稿受取 

 

３．第 64回大会（名古屋大学）開催報告 

 吉川会長より、第 64回大会（2015年 6月）に

ついて、(1)一般参加者 29 名を含む 105 名の参加

があったこと、(2) 自由研究発表申し込みが 28件

あり、6分科会に編成したこと(事前に 2件の発表

キャンセル、最終的に 26 件)、(3) 「道徳教育を

考える」をテーマにしたシンポジウムでは今日

のアクチュアルな課題について多方面からの議

論となったこと、などが報告されました。 

 

４．第 65回大会（中部大学）準備状況報告 

 豊田理事（中部大学）より、第 65回大会（2016

年）の準備状況（実行委員会の設置、会場確保な

ど）について報告がなされました。 

 

 

（審議事項） 

１．新入会 

 2015年6月21日から12月13日までの期間

に以下の方から新入会届の提出と 2015 年度会

費の納入があり、入会が承認されました。なお、

■■■■さん（■■■■）、■■■■■さん（■■

■■■■）について、2015 年度会費の納入があり

ましたので、仮承認から承認となります。 

 

2015. 6.20 ■■■■■（■■■■■■） 

／推薦者：■■■■・■■■ 

2015. 7.27 ■■■■（■■■■■■■■■） 

／推薦者：■■■■・■■■■ 

2015.10.26  ■■■■（■■■■■■・■■■■

■■■■） 

／推薦者：■■■■・■■■■■ 

（敬称略） 
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２．退会 

 2015年6月21日から12月13日までの期間

に以下の会員から退会の申し出があり、2015年度

までの会費納入も確認され、退会が承認されまし

た。 

 ■■■■（■■■■■■■■■■■） 

（敬称略） 

 

３．住所不明による除籍候補者 

 会報第 48号発送後、住所不明による返送がござ

いました。また、該当する方は会費未納も続いて

いることから除籍候補者として提示いたしました。 

 

４．第 66回大会（2017年）開催校  

 第 66 回大会（2017 年）の開催校について、候

補を挙げ、調整を進めることになりました。  

（山下廉太郎、事務局・名古屋大学） 

 

≪理事会報告≫//////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2015年第3回理事会（2016年２月20日開催） 

場所：名古屋大学教育学部小会議室 

出席者：吉川卓治会長、竹川慎哉理事、藤原直子理事、高橋正教理事、豊田ひさき理事、上田敏理事、

石川英志理事、藤井基貴理事、安達仁美理事、森透理事、山下廉太郎事務局長、川口洋誉事務

局員 

 

（報告事項） 

１．会員の状況および会費納入状況 

 【資料 1】の通り、学会事務局より報告がなさ

れました。 

【資料１】 会員の状況および会費納入状況 

（1）会員数 262名（2016年2月20日現在。除籍者除く） 

（2）2014年度分までの会費完納率 82.1％（216名／263名） 

＊2013年度分 78.3％ 

（3）2015年度分までの会費完納率 70.9％（186名／262名） 

 

２．学会事務局・紀要編集委員会活動報告 

 【資料２】【資料３】の通り、事務局より 2015

年度第 2 回理事会（2015 年 12 月 14 日）以降

の学会事務局活動の報告がなされました。 

【資料２】 前回理事会以降の学会事務局活動報告 

2015.12.15  事務局作業（日本学術会議等への事務局変更通

知、理事会等資料発送） 

2016.01.13  事務局作業（会費納入処理、紀要発送、会員情

報更新） 

2016.02.01  事務局作業（会費納入処理、紀要発送） 

2016.02.08  事務局作業（会費納入処理） 

2016.02.11  事務局作業（会費納入処理、紀要発送準備） 

 

【資料３】 前回理事会以降の紀要編集委員会活動報告 

2015.12.15  査読候補者への査読依頼 

2016.02.01  査読結果報告書提出締め切り 

 

３．第 65回大会（中部大学）準備状況報告 

 豊田理事（中部大学）より、第 65回大会（2016

年）の準備状況（日程、シンポジウム、予算案な

ど）について報告がなされました。 

 

（審議事項） 

１．新入会 

 2015年12月14日から2016年 2月20日ま

での期間に以下の方から新入会届の提出と

2015 年度会費の納入があり、入会が承認されま

した。 

2015.12.31 ■■■■（■■■■■■■■■■）

／推薦者：■■■■・■■■■ 

（敬称略） 

 

２．除籍 

 規約第 4条第 5項および第 6項に基づき、以下

の会員を2016年2月20日付で除籍することが承

認されました。 

■■■■（■■■■■■■■）、■■■■（■■■

■■■■）、■■■■（■■■■■■■）、■■（■

■■■■■■） 

（敬称略） 

 

３．第 66回大会（2017年）開催校について 

 第 66 回大会（2017 年）開催校について、森理

事（福井大学）のご協力により、福井大学にて開

催される方向で確認されました。 

（山下廉太郎、事務局・名古屋大学） 
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≪学会事務局からのお知らせ≫/////////////////////////////////////////////////////////// 

１． 2016年度会費の納入をお願いいたします 

2016 年度会費（3000 円）の納入を受け付けております。別紙に各会員の会費納入状況をお知らせしてお

りますので、ご確認ください。郵便振込用紙を同封しておりますので、ご利用ください。他行からの振込は、

（ゆうちょ銀行〇八九店・当座・口座番号 0082587）をご利用下さい。 

また、会費納入は、2016年 6 月 25日に開催されます第 65回大会（中部大学）でも受け付けます。 

 

２． 住所・所属の変更はお早めに事務局までお届けください 

勤務先の異動、引越による住所変更をふくめ、会員記録に変更のあった場合は速やかに学会事務局までご

連絡くださいますようお願い申し上げます。学会事務局の連絡先は、本会報の見出しに掲載されています。

また、学会費納入の際に郵便振込用紙の通信欄を利用して、変更のお届けをいただくことも可能です。 

 

３．寄贈図書 

 下記の図書が事務局に寄贈されました。関係者のみなさまに謹んで感謝申し上げます。 

 

・関西教育学会編『関西教育学会紀要』第 15号、2015年。 

・井深雄二・大橋基博・中嶋哲彦・川口洋誉編著『テキスト 教育と教育行政』勁草書房、2015年。 

 

（山下廉太郎、事務局・名古屋大学） 


