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《次回大会のお知らせ》  

  

中部教育学会第 6622 回大会（富山大学）のお知らせ  

	 	 

	 中部教育学会第62回大会は、2013年6月29日（土）に富山大学（五福キャンパス）で開催されることとな
りました。富山大学での本学会大会の開催は12年ぶりです。会場へのアクセス等につきましては、3月19日に
発送いたしました大会案内をご確認ください。 
 
	 富山大学では、広瀬が大会実行委員長、野平慎二幹事が大会事務局長となって、会員7名で実行委員会を組
織し、大会準備をすすめています。お近くの方にもぜひご案内くださいますようお願い申し上げます。一般

公開でのシンポジウムは「子どもたちを真ん中にした学校づくり」をテーマに準備中です。 
 
	 多数の会員のみなさまの大会へのご参加をお待ちしております。また、4月30日締め切りで自由研究発表の
申し込みを受け付けておりますので、奮ってご応募いただきますようお願い申し上げます。 

（広瀬信	 第 62回大会実行委員長／理事・富山大学） 
	 

	 

■大会自由研究発表の申し込みについて（学会事務局よりお願い）■	 

	 第 62回大会実行委員会からの案内（3月 19日送付）でもお伝えしておりますが、自由研究発表の申し込
みには、2012 年度までの会費（3000 円）の納入を完了していることが必要です。また、新たに学会に加入
される場合は、大会事務局（富山大学）への発表申し込みと併せて、学会事務局（川口・愛知工業大学）ま

で入会届を提出してください。 
	 

	 

《理事会報告》//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

22001122 年度第 22 回理事会（22001122 年 1100 月 1133 日開催）  

	 

場所：名古屋大学教育学部小会議室	 

出席者：中嶋哲彦（名古屋大学・会長）、山本理絵（愛知県立大学・理事）、藤原直子（椙山女学園大学・理

事）、豊田ひさき（中部大学・理事）、吉川卓治（名古屋大学・理事）、安達仁美（信州大学・理事）、

川口洋誉、泉径宏（名古屋大学大学院生・事務局員）、中村昭裕（愛知工業大学学生・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、報告がなされました。出席
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者から、会費完納率の向上を目指すこと、またそ

のため今後、会員に会費納入用振替用紙を送付す

べきであることが指摘されました。	 

【資料 1】会員状況・会費納入状況（10月12日現在） 

(1)会員数	 287名	 

(2)2012年度分までの会費完納率	 37％（105名）	 

	 

２．「教育学関連学会連絡協議会準備会」への参加	 

	 佐藤学氏・秋田喜代美氏からの「教育学関連学

会連絡協議会準備会」への参加についての問い合

わせについて、中部教育学会として同会に参加す

ること、また参加に関わる「会費」の額によって

は今後、参加を再検討することもあり得ることを

メールにて事務局よりお伝えしたことが報告され

ました。	 

	 

３．第61回大会（信州大学）の大会開催報告	 

	 61回大会の報告（引継事項）ならびに会計収支

報告がなされました。次回大会から、自由研究発

表の募集の段階で、大会実行委員会から（ⅰ）当

日、自身の発表前後に分科会を移動しないこと、

（ⅱ）エントリー後に発表題目・発表者・発表時

間の変更ができないこと、（ⅲ）前年度までの会費

を納入していること、（ⅳ）新入会員の場合は入会

届を提出していることを周知徹底することが確認

されました。

	 

（審議事項）	 

１．新入会	 

	 2012年7月1日から10月12日までの期間に以

下の方から新入会届の提出と 2012 年度会費の納

入があり、入会が承認されました。	 

	 2012.7.11	 高口涼（静岡大学大学院）	 

推薦者：山崎保寿・藤井基貴	 	 

	 2012.9.25	 玉木博章（所属なし）	 

推薦者：藤井啓之・山口匡	 

	 2012.10.10	 泉径宏（名古屋大学大学院）	 

推薦者：中嶋哲彦・川口洋誉	 

（敬称略）	 

	 

２．退会	 

	 2012年7月1日から10月12日までの間に以下

の会員から退会の申し出があり、2012年度までの

会費の納入も確認され、退会が承認されました。	 

	 山田武人	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （敬称略）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

３．2012 年度—2015 年度期事務局体制	 

	 古里貴士会員（東海学院大学短期大学部）、泉径

宏会員、中村昭裕（愛知工業大学学生）さんを事

務局員に、中山弘之会員（愛知学泉短期大学）を

監査に充てることが承認されました。	 

	 	 

４．2012 年度—2015 年度期紀要編集委員会	 

	 紀要編集規程第 3 条にもとづき、理事が紀要編

集委員を兼ねることが確認されました。同条のも

とづき、吉川卓治理事が紀要編集委員長に、中嶋

哲彦会長、豊田ひさき理事、藤原直子理事が常任

紀要編集委員に選出されました。	 

	 

（川口洋誉、事務局・愛知工業大学）

	 

	 

22001122 年度第 33 回理事会（22001122 年 1122 月 1155 日開催）  

	 

場所：名古屋大学教育学部大会議室	 

出席者：中嶋哲彦（名古屋大学・会長）、高橋正教（至学館大学・理事）、藤原直子（椙山女学園大学・理事）、

豊田ひさき（中部大学・理事）、吉川卓治（名古屋大学・理事）、佐藤年明（三重大学・理事）、山崎保

寿（静岡大学・理事）、竹川慎哉（愛知教育大学・幹事、大村理事の代理）、川口洋誉、泉径宏（名古

屋大学大学院学生・事務局員）、中村昭裕（愛知工業大学学生・事務局員）	 

	 

（報告事項）

１．	 事務局活動報告・編集委員会活動報告	 

	 前回理事会以降の事務局活動・紀要編集委員会

活動の報告がなされました。	 

	 

２．会員の状況および会費納入状況	 

	 	 【資料2】の通り、会員状況・会費納入状況と、
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11月に行った高額会費未納者（12,000円以上）へ

の会費納入の督促の結果も報告されました。会費

高額会費未納者については、1 月中に再度、督促

を行います。また、【資料 3】の通り、会費第 42

号・高額会費未納者への督促状の送付の際の連絡

先不明者が報告されました。	 

【資料 2】会員状況・会費納入状況（12月11日現在） 

(1)会員数	 284名	 

(2)2012年度分までの会費完納率	 42％（120名）	 

【資料 3】連絡先不明者（敬称略） 

《会報第42号発送》高橋恵子	 

《11月高額会費未納者への発送》黒川秀子（東海学院大

学短期大学部）、大西宏明（暁幼稚園）、若松利昭（日本

福祉大学）、李美錦（三重大学大学院）、橋本尚美（愛知

教育大学学生）、前原裕樹（三重大学大学院）、平田康訓

（名古屋大学大学院）	 

	 

３．第62回大会（富山大学）の準備状況	 

	 広瀬理事（富山大学）から、文書にて、第 62

回大会の準備状況（大会実行委員会の構成、大会

日程、会場、公開シンポジウムの内容）が報告さ

れました。会長から、多くの方々への参加の働き

かけのお願いがあり、あわせて、第63回大会の開

催校について検討しているところであるとの発言

がありました。

	 

（審議事項）	 

１．新入会	 

	 2012年10月13日から12月15日までの期間に

以下の方から新入会届の提出と 2012 年度会費の

納入があり、入会が承認されました。	 

	 2012.10.31.	 内田純一（愛知県立大学）	 

推薦者：伊藤稔明・清原みさ子（敬称略）	 

	 

２．退会	 

	 2012年10月13日から12月15日までの間に以

下の方々から退会の申し出があり、2012年度まで

の会費の納入も確認され、退会が承認されました。	 

	 杉山貴美恵（東海学院大学短期大学部）	 

	 冨田福代（大阪教育大学）	 	 	 	 	 （敬称略）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

３．CiNiiへの学会紀要の掲載について	 

	 第 14 号（2014 年刊行予定）より、中部教育学

会紀要について、CiNii を通してネット上で、原

則、全文（投稿論文等、特集論文、大会シンポジ

ウム）を無料公開することが承認されました。大

会シンポジウムの原稿については、シンポジスト

の判断によっては公開しないこともあり得ること

が確認されました（ネット公開が、シンポジスト

の選定の障害にならないように）。なお、これに伴

う投稿規定の改定（CiNii 公開と著作権の帰属、

研究倫理など）は、次回の理事会において行う予

定です。	 

	 なお、バックナンバー（第13号以前）について

は、執筆者への許可が得られていないこと、研究

倫理のチェックがなされていないことを理由に、

CiNiiへの掲載はしません。	 

	 

４．学会ホームページについて	 

	 学会ホームページを開設することが承認されま

した。開設後、学会会報についても掲載しますが、

個人情報、財務状況などについては、事務局判断

で非公表とします。	 

	 

５．理事選挙のあり方について	 

	 会長より、理事ならびに幹事の選出が難しくな

っている大学があり、理事選出のあり方について

の検討を進めたいとの提案がありました。会員拡

大の観点や理事の地域的バランスを考えながら、

理事選出のあり方を検討します。次回理事会にお

いて、事務局より原案を提案する予定です。	 

	 

（川口・事務局）

  

  

22001122 年度第 44 回理事会（22001133 年 22 月 2233 日開催）  

	 

場所：名古屋大学教育学部3階	 

出席者：中嶋哲彦（名古屋大学・会長）、高橋正教（至学館大学・理事）、豊田ひさき（中部大学・理事）、吉

川卓治（名古屋大学・理事）、大西信行（東海学院大学・理事）、山崎保寿（静岡大学・理事）、広瀬信
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（富山大学・理事）、竹川慎哉（愛知教育大学・幹事）、川口洋誉、古里貴士（東海学院大学短期大学

部・事務局員紀要編集担当）、泉径宏（名古屋大学大学院学生・事務局員）	 

	 

（報告事項）

１．	 事務局活動報告・編集委員会活動報告	 

	 前回理事会以降の事務局活動・紀要編集委員会

活動の報告がなされました。	 

	 

２．会員の状況および会費納入状況	 

	 	 【資料4】の通り、会員状況・会費納入状況と、

1 月に行った高額会費未納者（12,000 円以上）へ

の会費納入の督促の結果も報告されました。また、

【資料5】の通り、会費第42号・高額会費未納者

への督促状の送付の際の連絡先不明者が報告され

ました。	 

【資料 4】会員状況・会費納入状況（2月16日現在） 

(1)会員数	 284名	 

(2)2012年度分までの会費完納率	 43.3％（123名）	 

【資料 5】連絡先不明者（敬称略） 

《1月高額会費未納者への発送》黒川秀子（東海学院大

学短期大学部）、大西宏明（暁幼稚園）、若松利昭（日本

福祉大学）、李美錦（三重大学大学院）、橋本尚美（愛知

教育大学学生）、前原裕樹（三重大学大学院）、平田康訓

（名古屋大学大学院）	 

	 

３．第62回大会（富山大学）の準備状況	 

	 広瀬理事（富山大学）から、第62回大会の準備

状況・日程概要が報告されました。また、自由研

究発表について、大会実行委員会から（ⅰ）当日、

発表を行う分科会から移動しないこと、（ⅱ）エン

トリー後に発表題目・発表者・発表時間の変更が

できないこと、（ⅲ）会費を納入していること（新

入会員の場合は、大会当日発表前までに納入して

いること）、（ⅳ）新入会員の場合はエントリーの

段階で入会届を提出していることを告知すること

が確認されました。	 

	 

（審議事項）	 

１．新入会	 

	 2012年12月15日から2013年2月23日まで

の期間に以下の方から新入会届の提出と 2012 年

度会費の納入があり、入会が承認されました。	 

2013.01.09.	 長谷川春生（富山大学）	 

推薦者：広瀬信・野平慎二	 

2013.01.18.	 久保田真功（富山大学）	 

推薦者：広瀬信・野平慎二	 

2013.02.08.	 笹田茂樹（富山大学）	 

推薦者：広瀬信・野平慎二	 

2013.02.23.	 藤田公仁子（富山大学）	 

推薦者：広瀬信・野平慎二	 

2013.02.23.	 仲嶺政光（富山大学）	 

推薦者：広瀬信・野平慎二	 

（敬称略）	 

	 

２．退会	 

	 2012年12月15日から2013年2月23日まで

期間に以下の会員から退会の申し出があり、2012

年度までの会費の納入も確認され（一部、分割に

よる支払あり）、退会が承認されました。	 

	 久保田圭司（岐阜工業高等専門学校）	 

	 那須野隆一（日本福祉大学）	 	 	 	 （敬称略）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

３．CiNiiへの学会紀要の掲載について	 

	 第 14 号（2014 年刊行予定）より、中部教育学

会紀要について、CiNii を通してネット上で、原

則、全文（投稿論文等、特集論文、大会シンポジ

ウム）を無料公開することに伴い、中部教育学会

紀要編集規程に9条、10条、附則を新設すること

が承認されました。また、中部教育学会紀要投稿

規定についても9条の新設が承認されました。	 

	 大会シンポジウムの原稿については、シンポジ

ウムの依頼の時点で、依頼先へ CiNii 掲載と、掲

載の校正のお願いをする旨、事務局から発言があ

りました。	 

	 

４．理事選挙のあり方について	 

	 前回理事会に引き続き、検討を行いました。	 

	 

（川口・事務局）
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《学会事務局からの連絡》//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	 

１．	 2013 年度会費の納入をお願いいたします	 

2013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、2013年6月29日に開催されます第62回大会でも受け付けます。	 

	 

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 

3〜4 月は、勤務先などの異動の多い時期になります。そのほか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、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．学会ホームページが開設されました 

	 前事務局からの懸案でありました、「中部教育学会ホームページ」（http://chubu-kyoiku-gakkai.org/）が 3
月はじめから開設されております。ホームページを通じた学会内外への積極的な情報発信が可能となりまし

た。内容についてはまだ足らないところもありますので、今後さらなる充実に努めます。	 

	 なお、ホームページから、新入会書類のダウンロードができるようになりました。お知り合いの方にご入

会を進めていただく際にご利用ください。	 

	 

４．第 14 号（2014 年発行）より『中部教育学会紀要』本文がネット上にて公開されます	 

	 『中部教育学会紀要』本文を、第14号（2014年発行）より、CiNii（NII論文情報ナビゲータ）を通して、

ネット上での公開（無料）をいたします。中部教育学会の研究業績について、学会外への情報発信を進める

とともに、学会外の研究者・実践者とのいっそうの共有を図ります。	 

	 公開する内容は、第14号以降の全文（原則、投稿論文、特集論文、大会シンポジウム）とします。公開時

期は、発刊から1年経過後とします。	 

	 なお、これに伴いまして、理事会の議を経て、「中部教育学会編集規程」と「中部教育学会投稿規程」の改

正を行いました。CiNiiによる公開ならびに著作権の帰属、研究倫理に関わる規定を設けました。詳細につき

ましては、同封の別紙「中部教育学会編集規程」・「中部教育学会投稿規程」をご覧ください。	 

	 

５．『中部教育学会紀要』第 13 号発行にむけて編集作業を進めています	 

	 2012年11月30日に締め切りを設定していました『中部教育学会紀要』第13号の論文投稿の募集にあたり、

研究論文 2 本、研究ノート 1 本、実践報告 2 本の投稿がありました。紀要編集委員会での審査を経て、研究

ノート1本の掲載が決定しました。	 

	 本紀要では、3回目の特集となる「中部の教育	 過去・現在・未来―私の教育研究をふりかえって―」を設

けるとともに、信州大学での第61回大会のシンポジウムの報告をあわせて掲載する予定です。2013年6月発

行をめざして編集作業を進めています。	 

	 

６．学会事務局体制につきまして	 

	 2012 年夏の新体制発足以来、事務局作業を担っていただいた中村昭裕さん（愛知工業大学 4 年）の卒業に

伴い、新たに杉浦由香里会員（愛知淑徳大学ほか非常勤講師）に事務局員として事務局作業をお手伝いして

いただくことになりました。また、学会ホームページにつきましては、坂本将暢会員（愛知工業大学）に作

成・管理をお願いしております。紀要編集につきましては古里貴士（東海学院大学短期大学部）・泉径宏（名

古屋大学大学院）両事務局員に引き続き、担当していただきます。2013 年度の学会事務局新体制をどうぞよ

ろしくお願いします。	 

（川口・事務局）	 
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教育内容決定の変容に関する考察	 

花岡道子	 

（名古屋大学大学院）	 

	 

	 

私は高等学校の社会科の教員をしながら、大学院で研究しています。この生活も始めて4年経ちましたが、

平日なかなか時間がとれず、思うように研究ははかどっていません。当初は研究テーマとしてシティズンシ

ップ教育の可能性を探ることを考えていたのですが、現在では少々問題関心が移ってきました。	 

近年学校現場には、文科省以外の省庁や行政委員会、企業団体、ＮＰＯなどから多くの副教材としてパン

フレット・ＤＶＤなどが送られてきます。また、教育委員会主催の研修会だけではなく、他の官公庁や企業

団体などが主催となっている研修会の案内も数多くあります。その多くが法教育や金融教育、消費者教育な

ど特定のテーマに特化した教育を学校現場でいかに取り入れるか、そのノウハウを伝授するものが多く見受

けられます。中にはかなり予算をかけたと思しき教材、ゲーム形式で子どもたちへの景品まで用意されてい

る教材もあります。高校現場で働く社会科教員として、その一つ一つの意義は認めるものの、矢継ぎ早に提

案されてくるものすべてに対応はしきれないし、総合的に教科の目標を考えたとき、どの程度の扱いをすべ

きか判断に迷うところもあります。	 

このように特定の教育内容を扱うようさまざまな働きかけが行われることは以前からもあったのですが、

90 年代の終わりから 2000 年代の初めに急激に増加しています。人権教育・人権啓発推進法（2000 年）や環

境教育等促進法（2011 年）、消費者教育推進法（2012 年）など法制化によって教育内容が規定され、文科省

が計画を策定しているものもあります。それ以外でも文科省が率先してというより、金融庁や経産省など他

の省庁からの働き掛けで文科省が後手に回っているものも多くあります。教育内容について、文科省以外の

省庁、そして、それらを統合する内閣府が主導性を発揮する形がみうけられます。また、いくつかの自治体

では首長の主導性のもと、独自のカリキュラムで導入されているものもあります。	 

これらの多くは以前から教育現場で取り組まれてきた「国民教育」「民主教育」などとは異なり、新自由主

義的な改革により、変化する社会に対応するための実践的スキルを身に付けるため導入が急がれているよう

に感じられます。内容的にも知識の伝達のみではなく、目標として行動の変化が求められています。教育方

法として参加型学習やワークショップなどが多用されていますが、教育現場で与えられる教材を無自覚に教

師が取り入れれば、それらは一定の価値観を子どもたちに内面化させる手法として抑圧性をもつ危険性を孕

んでいるのではないかとも考えます。	 

このように教育内容決定に関しての力学が変化することに対し、教育法学の伝統的な議論では対処しきれ

ない問題が起こっているのではないかという疑問から現在研究を進めています。時間のないなかどこまで課

題に迫れるか未知数ですが、始めたからには何らかの言及ができるところまでまとめられればと考えていま

す。	 

	 

	 

	 

	 

	 会報連載「わたしの教育学研究」では、現在進めている研究の概要や今後の展望、また教育

実践や政策動向分析などについて、会員からの投稿を広く受け付けます。掲載希望の会員は、

学会事務局まで電子メールにて A4 用紙で 1 ページ（46 文字×40 行）以内の分量で、ご投稿

ください。締め切りは学会会報発行の2か月前（7月末日、1月末日）とします。紙面の都合

上、投稿者が多い場合などの掲載の可否は事務局にご一任ください。本連載が、会員間の研

究交流の機会となることを期待しております。（事務局）	 


