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《大会報告》  

  

第 6622 回大会（富山大学）を終えて  

	 	 

	 

	 2013年6月29日（土）に富山大学で開催されました中部教育学会第62回大会を予定通り無事終了すること
ができました。ご協力いただきました方々に厚くお礼申し上げます。 
	 大会には、学部学生5名、一般参加者10名を含む70名の参加がありました。 
	 午前中の自由研究発表では、5分科会に分かれて23件（1件は所用で辞退）の発表があり、多くの会員に研
究成果を発表していただくことができました。いずれの分科会においても活発な討論が行われ、若い会員か

らも今後の研究を進める上でよい機会となったとの声がありました。 
	 その後の理事会・総会では会務の報告と、決算案・監査報告、活動方針案、予算案の審議が行われ、承認

されました。次期大会開催校として愛知教育大学が紹介され、竹川慎哉会員からご挨拶がありました。 
	 午後からの公開シンポジウムでは、「子どもたちを真ん中にした学校づくり」というテーマで富山市立奥

田北小学校の取り組みを取り上げ、ご討議いただきました。 初に植田健男前学会長（名古屋大学）から、

「教育課程づくりを軸とした学校づくり」というテーマで基調報告をいただきました。続いて、奥田北小学

校の学校づくりに取り組まれた中村弘之教諭から取り組みの概要をご報告いただきました。その後、富山大

学の笹田茂樹会員の司会、植田健男前会長のコーディネータでパネルディスカッションを行い、当時奥田北

小学校校長であった金枝仁治さん（現呉羽中学校校長）からは管理職の立場からみた取り組みの様子につい

て、当時児童会長の沼田直実さん（現中学校3年生）からは、児童総会、奥北子どもフェスティバルなどを経
て、学校づくり会議や親子相談会などへと発展していった経緯やその中での自分の成長の歩み、その後の中

学校生徒会活動を通じての成長などについて語られました。フロアからも活発な質問が出され、子どもたち

が自分の要求を出せるようになっていくと子どもたちはすごい力を発揮するようになっていくこと、そして、

自分のことだけでなく、周りの子どもたちや親、地域の方々の思いもちゃんと受け止めることができるよう

に成長していくことが感動を呼びました。子どもの権利条約がいう意見表明権の保障が持っている教育的な

意義が証明されたような実践でした。 
	 シンポジウム修了後に開催しました恒例の懇親会にも多数の会員にご参加いただき、親睦を深めることが

できました。大会実行委員会として心より感謝申し上げます。 
	 後に、大会にご参加いただきましたみなさまには、次回以降の大会の改善に生かすためにも、大会実行

委員会の至らなかった点、ご迷惑をおかけした点などについて、ご容赦なくご指摘いただきますようお願い

申し上げます。 
（広瀬 信、中部教育学会第62回大会実行委員長／理事・富山大学） 
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《理事会報告》////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

22001133 年度第 11 回理事会（22001133 年 66 月 2299 日開催）  

	 

場所：富山大学発達科学部第１校舎2階中会議室	 

出席者：中嶋哲彦（名古屋大学・会長）、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）、安達仁美（信州大学・理事）、森透（福井大学・理事）、広瀬信（富山大学・

理事）、浅野秀重（金沢大学・理事）、竹川慎哉（愛知教育大学・幹事）、川口洋誉（愛知工業大学・

事務局長）、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）、杉浦由香里（愛知淑徳大

学非常勤・事務局員会計担当）、仲嶺政光会員（富山大学・会計監査）	 

	 

（報告事項）

１．会員の状況および会費納入状況	 

	 	 【理事会資料 1】の通り、報告をされました。

振込用紙の送付や高額未納者への督促によって

2012 年度・2013 年度の会費納入率がここ数年に
比べ高くなっていることが補足説明されました。	 

【理事会資料 1】 会員の状況および会費納入状況 

(1)会員数	 294名（2013年6月21日現在） 

(2)2012年度分までの会費完納率	 64.7％（180名／278名） 

＊2011年度50％／2010年度49％／2009年度46％／2008

年度63％／2007年度60％ 

(3)2013年度分までの会費完納率	 40.7％（120名／294名） 

(4)2012年度の新入会・退会・除籍 

	 ・新入会26名	 	 ・退会13名	 	 ・除籍2名 

	 

２．前回理事会以降の学会事務局・紀要編集委員

会活動報告	 

	 【理事会資料2】・【理事会資料3】の通り、2012

年度第 4 回理事会（2013 年 2 月 23 日）以降の学

会事務局ならびに紀要編集委員会の各活動につい

て、事務局より報告がなされました。	 

【理事会資料2】	 前回理事会以降の学会事務局活動報告	 

2013.03.04.	 事務局作業（学会ホームページ開設） 

2013.03.13.	 事務局作業（大会案内発送用ラベル作成、会費納

入処理・紀要発送。アルバイト1名） 

2013.04.06.	 事務局作業（日本学術会議事務局に学会ホームペ

ージ開設に伴う変更届送付） 

2013.04.12.	 事務局作業（大会案内発送用住所ラベル作成。ア

ルバイト1名） 

2013.04.23.	 柿沼理事（日本福祉大学）より、亀谷和史会員に

理事を交代する旨の連絡。 

2013.04.25.	 事務局作業（会費納入処理・紀要発送。アルバイ

ト1名） 

2013.05.02.	 事務局作業（大会発表者の会費納入・入会届提出

の確認） 

2013.05.21.	 事務局作業（会費納入処理・紀要発送、大会プロ

グラム発送用住所ラベル作成。アルバイト1名） 

2013.05.31.	 事務局作業（会費納入処理・紀要発送。理事会・

総会準備。アルバイト1名） 

2013.06.02.	 事務局作業（学会受付準備） 

2013.06.07.	 事務局作業（会費納入処理・紀要発送。理事会・

総会準備。アルバイト1名） 

2013.06.13.	 事務局作業（会費納入処理・紀要発送。理事会・

総会準備。アルバイト1名） 

2013.06.20.	 事務局会議＠名大（理事会・総会準備。アルバイ

ト1名） 

2013.06.21.	 事務局作業（会費納入処理・紀要発送。理事会・

総会準備。アルバイト1名） 

2013.06.22.	 会計監査（中山弘之会員） 

2013.06.25.	 事務局作業（理事会・総会準備） 

2013.06.27.	 事務局作業（会費納入処理・紀要発送。理事会・

総会準備。アルバイト1名）	  

2013.06.28.	 事務局作業（理事会・総会準備。アルバイト1名） 

2013.06.29.	 事務局作業（学会受付。アルバイト 2 名）、会計

監査（仲嶺政光会員） 
	 

【理事会資料 3】 前回理事会以降の紀要編集委員会活動報告  

（1）紀要第13号（2013年6月29日発行）の投稿論文・研究

ノート・実践報告 

2013.2.23.	 編集委員会で掲載の可否を判定 

（要修正で掲載可→1本（ノート）、不可→4本（論

文2、実践報告2） 

2013.2.24.	 投稿者へ査読結果の送付：掲載は１本 

2013.3.31.	 修正稿の提出締切 

2013.4.19.	 初校を依頼（5.3.締切） 

2013.5.16.	 再校を依頼（5.28.締切） 

2013.6.10.	 名古屋大学生協に入稿 

	 

（2）紀要第13号の特集「中部の教育Ⅲ―過去・現在・未来―」 

2013.4.19.	 初校を依頼（5.3.締切） 

2013.5.16.	 再校を依頼（5.28.締切） 
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2013.6.10.	 名古屋大学生協に入稿 

 

（3）紀要第13号第61回大会シンポジウム 

2013.5.16.	 信州大学に校正を依頼（5.28.締切） 

2013.6.10.	 名古屋大学生協に入稿 

	 

３．2012 年度学会事務局・紀要編集委員会活動報告	 

	 【理事会資料4】・【理事会資料5】の通り、事務

局よりそれぞれ報告がなされました。	 

【理事会資料 4】 2012 年度学会事務局活動報告	 

（1）第61回大会（信州大学）の開催 

（2）中部教育学会紀要第12号の刊行、第13号の編集（第62回大

会にて刊行）。 

（3）会長再任・新理事会・編集委員会・事務局体制の発足

（2012−2014年度） 
（4）教育学関連学会連絡協議会への参加 

（5）学会情報の発信 

（6）高額会費未納者への連絡 

（7）第14号（2014年6月刊行）より中部教育学会紀要本文をCiNii

上での公開を決定 

（8）理事選出のあり方についての検討	 

	 

【理事会資料 5】 2012 年度紀要編集委員会報告	 

(1) 会報第42号（2012年9月29日発行）にて募集 

(2) 紀要編集委員会の開催 

第1回（2012.10.13）〔紀要編集日程の確認、特集原稿の依頼

執筆者の選定〕 

第2回（2012.12.15）〔査読委員の決定、査読評定基準の改定〕 

第 3回（2012.2.23）〔投稿論文ならびに研究ノート・実践報

告の掲載可否の判定〕 

(3) 投稿数と掲載数 

	 投稿数5本（論文2本、研究ノート1本、実践報告2本） 

	 掲載数1本（研究ノート） 

(4) 紀要第13号の構成 

	 投稿論文の他に、特集「中部の教育Ⅲ－過去・現在・未来－」、

第61回大会シンポジウム報告（2012.6.30.）を掲載。 

	 

（審議事項）	 

１．新入会	 

	 2013年 2月 23日から 6月 29日までの期間に
以下の方から新入会届の提出と 2013 年度会費の
納入があり、入会が承認されました。 
2013.02.06.	 ■■■■（■■■■） 

／推薦者：■■■■・■■■■ 
2013.03.17. ■■■■■（■■■■■■■■■■） 

／推薦者：■■■■・■■■■ 
2013.04.02.	  ■■■（■■■■■■■■） 

／推薦者：■■■■・■■■■ 
2013.04.03.	  ■■■■（■■■■） 

／推薦者：■■■■・■■■■ 
2013.04.08.	  ■■■■（■■■■■■） 

／推薦者：中嶋哲彦・川口洋誉 
2013.04.22.	  ■■（■■■■■■） 

／推薦者：■■■■・■■■■ 
2013.04.24.	  ■■■■（■■■■■■■■） 

／推薦者：的場正美・柴田好章 
2013.04.25.	  ■■■（■■■■■■■■） 

／推薦者：■■■■・■■■■ 
2013.04.29.	  ■■■（■■■■） 

／推薦者：■■■■・■■■■ 
2013.05.27.	  ■■■■（■■■■■■） 

／推薦者：■■■■■・■■■■ 
2013.05.13.	  ■■■■（■■■■■■■■） 

／推薦者：■■■■・■■■■ 

2013.05.18.	  ■■■■（■■■■■■■■） 
／推薦者：■■■■・■■■ 

2013.05.29.	  ■■■（■■■■） 
／推薦者：■■■■・■■■ 

（敬称略） 
	 

２．退会	 

	 2013年 2月 23日から 6月 29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。 
	 ■■■■	 ■■■■	 ■■■	 	 	 	 （敬称略）	 

	 

３．除籍	 

	 以下の会員の除籍が承認されました。	 

	 ■■■	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （敬称略）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

４．学会事務局員の交代	 

	 中村昭裕さん（元愛知工業大学）にかわって、

事務局員に杉浦由香里会員（愛知淑徳大学非常勤

講師）を加えることが承認されました。	 

	 	 

５．2012 年度決算案および監査報告	 

	 【総会資料4】（5ページ掲載）の通り、事務局
より、2012年度決算案が提案されました。つづい

て、会計監査の仲嶺会員より、会計監査報告が行

なわれ、適正に処理されていることが報告されま
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した。また、同じく会計監査の中山弘之会員（愛

知学泉短期大学）からは、会費納入率を上げる努

力をすること、会計処理について事務局のミスが

見られたため、今後留意することとの指摘を受け

ました。理事会の審議では、次年度繰越金の表記、

決算・監査の時期についての指摘がありましたが、

それらについては来年度以降、検討・改善するこ

ととして、2012年度決算案について提案通り、承

認を得ました。	 

	 

６．2013 年度学会活動方針	 

【総会資料5】（4ページ掲載）の通り、事務局か
ら提案がなされ、承認を得ました。	 

	 

７．2013 年度予算案	 

【総会資料6】（6ページ掲載）の通り、事務局か
ら提案がなされ、承認を得ました。なお、2013年
度予算案については、例年通りの予算を踏襲して

いますが、通信連絡費については、高額未納者へ

の連絡費とホームページサーバレンタル料を加え

たため 4万円を計上しています。	 
	 

８．第 63 回大会開催校について	 

	 会長より、第 63回大会（2014年度）を愛知教
育大学で開催することが提案され、承認を得まし

た。	 

	 

（川口洋誉、事務局・愛知工業大学） 
	 

	 

《総会報告》////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

22001133 年度総会（22001133 年 66 月 2299 日開催）  

場所：富山大学理学部 2号館多目的ホール 
 
	 中部教育学会 2013年度総会は、2013年 6月 29日（土）、中部教育学会第 62回大会会場となった富山大
学において、13 時 00 分から開催されました。総会を開催するに先だち、広瀬信大会実行委員長と中部教育
学会を代表して中嶋哲彦会長からご挨拶をいただきました。その後、総会議長団に久保田真功会員（富山大

学）と佐藤年明理事（三重大学）が選出されました。2013年 6月 29日時点での会員数は 295名で、総会定
足数は 99名、出席者は 25名であったため、定足数を満たしておらず、本総会は仮総会として開催されまし
た。 
	 

１．報告事項

	 川口洋誉事務局長から、（1）会員の状況および
会費納入状況【理事会資料 1】、（2）2012年度事
務局活動【理事会資料 4】について報告が行われ

ました。つづいて紀要編集委員長の吉川卓治理事

（名古屋大学）から（3）2012年度紀要編集委員
会活動報告【理事会資料 5】が行なわれました。 
	 すべての議事終了後に、中嶋会長より次回第 63
回大会を愛知教育大学で開催することの報告があ

り、次回大会校を代表して竹川慎哉幹事よりご挨

拶をいただきました。 
	 

2.審議事項	 

	 ①2012年度決算案および会計監査について 
	 杉浦由香里事務局員（会計担当・愛知淑徳大学

非常勤）から、【総会資料 4】（次ページ掲載）の

通り、2012年度決算案について説明があり、仲嶺
政光会員（富山大学）より会計監査報告をいただ

き、審議の結果、承認されました。なお、会計監

査の中山弘之会員（常任・愛知学泉短期大学）か

ら、事務局に対して(ⅰ)会費納入率を上げる努力を
すること、(ⅱ)会計処理上、事務局のミスがあった
ため、留意することとの指摘を受けました。	 

	 

	 ②2013年度学会活動方針 
	 川口事務局長から、【総会資料5】の通り、2013
年度学会活動方針について説明があり、審議の結

果、承認されました。 
【総会資料5】	 

（1）会員の拡大・会費納入率の向上に努める。また、高額会費

未納者への連絡を継続するとともに、除籍の手続きを行な

う。 

（2）理事選出のあり方について検討を進める。 

（3）学会紀要の充実を図る（自由投稿の質的・量的充実、特集

の継続、現在の教育課題に応じた特集の検討）。 
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（4）会報・ホームページを通じた会員間の情報交流を促進する。 

（5）現在の教育課題に応ずるテーマを設定して公開シンポジウ

ムを開催する。日本教育学会中部地区との共催もしくは独

自開催を検討する。 
	 

③2013年度予算案について 
	 杉浦事務局員から、【総会資料 6】（次ページ掲

載）の通り、2013年度予算案について説明があり、
審議の結果、承認されました。	 

	 

３．本総会決定事項の取扱について	 

	 本総会は、本学会規約に定められている定足数

（会員の 3分の 1以上）に達しませんでした。そ
れゆえ規約第 7条第 2項にもとづき今総会は仮総
会となり、そこでの決定事項は会員に告知し 2ヶ
月をまって会員から異議がないときは、総会で決

定されたものとみなすこととなります。	 

	 したがいまして、会報本号に掲載しました今総

会の報告および配付資料をご覧いただいた上で、

今総会決定事項につきましてご異議がある会員は、

2013年 11月末日までに文書により事務局にその
趣旨をお知らせください。 

	 

	 

（川口・事務局）

【総会資料4】
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【総会資料6】  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

《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。過年度を含めまして未納の会員の方は郵便振替
（00850-2-82587）にてお支払いください。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。	 

	 

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、学会費納入のさいに郵便振込用紙の

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．学会理事の交代につきまして 

	 日本福祉大学選出の理事につきまして、同大学の柿沼肇会員の同大ご退職・理事退任に伴い、新たに亀谷

和史会員が理事に就かれました。	 

	 

４. 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泉径宏会員（名古屋大学大学院）に替り、2013
年 7 月より、新たに池野千紘さん・坂野愛実さん・服部壮一郎さん（名古屋大学大学院）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。どうぞよろしくお願いします。	 

（川口・事務局）	 
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《会報連載「わたしの教育学研究」》//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

	 

私の教育学研究のあゆみ	 

杉浦由香里	 

（愛知淑徳大学非常勤講師）	 

	 

	 振り返れば私は学校が嫌いであった。思い出されるのは苦い経験ばかりだ。小学校4年生のときの担任が

「お前たちの学年はバカだから担任のなり手がいない」と言い放った言葉をいまでも覚えている。中学校に

進学すると生徒管理が一層厳しくなり、理不尽な校則に憤りながらしぶしぶ学校へ通った。高校はせめて自

由な校風の学校にと思ったが、学年が上がるにつれてやはり生徒管理がきつくなり、受験勉強にも意味を見

いだせず、散々な高校生活を送った。大学に進学して初めて「不登校」という言葉を耳にしたとき、その手

があったかと悔やんだ記憶がある。学校で過ごす時間は息苦しく退屈で、印象に残る授業も好きな先生もい

なかった。なぜこのような学校に通わなければならなかったのか。これが私の学校教育の原体験であり、教

育学研究の出発点の一つとなっている。	 

	 学校嫌いであったにもかかわらず、なぜか愛知県立大学の児童教育学科に進学した私は教育学の世界に触

れることになった。そこでの学びを通じて、自身の学校体験をいくらか相対化することができ、日本国憲法

および旧教育基本法や子どもの権利条約に掲げられた教育の理想と実態のズレをどのように克服すべきかに

関心が移っていった。とりわけ、子どもや父母の願いにもとづいた学校教育を実現するための条件とは何か

を明らかにしたいと考えるようになった。	 

	 そこで卒論のテーマに斎藤喜博の学校づくりを選んだ。「社会を改造しない限り、学校教育だけをやってい

ても子どもはよくならない」と授業を核にすえ、ありのままの子どもの姿に即して討議するリアリズムの徹

底により父母の利己的要求を解体し、父母を集団として組織していった斎藤喜博の学校づくりから多くのこ

とを学んだ。それと同時に強く心に引っかかったのは、斎藤喜博の学校づくりが次第に授業づくりへと特化

していくなかで父母と乖離し「学校がどんどん進んでしまい、私は遅れてしまった」と嘆く母親たちの姿で

あった。教育学研究において斎藤喜博の授業づくりは高く評価されてきたが、父母と結び合わない教育の専

門性に対する疑念が生じた。これが私の教育学研究のもう一つの出発点である。	 

	 果たして教育の専門性と民衆統制は統一しうるのか。実際の教育現場ではしばしば対立を引き起こし、父

母参加や地域参加は一筋縄ではいかないのが現実である。だが他方で、教育行政学は戦後教育委員会制度を

引き合いにして教育の専門性と民衆統制の統一を当為として予定調和的に描くばかりで、現実の困難を乗り

越えるための理論的課題が未だ明らかになっていないように思われた。このような問題意識をもって挑んだ

のが博論「教育令期における地方教育行政の再編に関する研究」である。教育令期の地方教育行政の再編過

程の検討を通じて教育行政の諸原理の関係構造を歴史的に究明しようと試みた。ここで詳細を論じることは

紙幅の関係上できないが、指摘しておきたいのは、教育行政の独立および教育の専門性はその基本的性格に

おいて権力統制的側面を内包するものであったとみられることである。すなわち、民衆と結び合わなければ

教育の専門性は容易に権力統制へと転化していく恐れを孕んでいるのであり、したがって教育の専門性と民

衆統制を統一するための一条件として教育行政の独立が担保されなければならないことが明らかとなった。	 

	 他方、博論をまとめる過程で痛感したのは、教育の専門性と民衆統制は実践的にしか統一しえないのでは

ないかということである。したがって、それを実現するための条件として直接責任制の具体化が重要だとい

う結論に至った。ところが周知のように、2006年の教育基本法の「全部改正」により直接責任制の規定はす

でに削除されている。これは非常に危機的な状況だといえよう。そこで、今後は直接責任制の具体化を喫緊

の課題として、そのための理論構築と制度設計のために学校自治論を再検討していきたいと考えている。	 

	 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）	 



	 8	 

《中部教育学会紀要第 14 号原稿募集》//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	 

	 

「中部教育学会紀要」第 14 号の原稿募集 
	 編集委員会では、「中部教育学会紀要」第 14号（2014年 6月発行予定）への投稿論文を受け付けておりま
す。投稿の締切は、2013年 11月 30日（土）（消印有効）となっておりますので、会員の皆様には、ふるっ
てご応募くださいますようお願い申し上げます。研究論文のほかに研究ノートおよび実践報告の投稿が

可能となっております。本会報に編集規程および投稿規程を掲載しておりますので、よくご確認のうえご

投稿くださるようお願いいたします。 
原稿を送付される際は、投稿規程第 6条第 1項の規定にしたがって、①原稿・英文摘要には氏名・所属を記
入なさらないようお願い申し上げます。②原稿・英文摘要とは別に、氏名・所属・連絡先・投稿カテゴリー（研
究論文、研究ノート、実践報告の区別を必ず明記してください）を記載した別紙も 1 部ご送付ください。こ
のほか、③印刷時に生じうる技術的な問題を予防するために、機種に依存する特殊文字や、黒字白抜きや網か
け、カラーなどは使用しない、④図表の極度の圧縮は行わない、ことをお願い申し上げます。⑤基本的にタイ
トルの変更は認められませんので（紀要編集委員会が特別に認めた場合は除く）、十分に検討のうえご提出お

願いいたします。 
	 また、投稿規程第9条にしたがって、投稿にあたりましては、⑥投稿原稿およびその研究の実施過程におい
て、研究参加者（実験、聴取調査、質問紙調査、授業研究等の対象者等）等の生命、安全、プライバシーそ

の他人権を侵害することがないようご配慮お願いします。 
なお、学会外への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ることを目的

に、第 14号から「中部教育学会紀要」 の本文をCiNii上で無料公開します（2012年度第 2回理事会で決定。
編集規程第 9・10条参照）。 
	 

＜特集＞「中部の教育	 過去・現在・未来－私の教育研究をふりかえって」	 

投稿論文募集	 

中部教育学会設立 60周年を節目として、中部教育学会紀要編集委員会では、紀要第 11号より、「中部の教
育	 過去・現在・未来」をテーマに特集を企画しています。第 14号においても継続して本特集を設けたいと
思います。 
企画の趣旨は、（１）地域や学校現場、教育現場に根ざした研究を振り返りながら、（２）この 10年間ない
しは 20年間の変化とはどのようなものだったのかを概括・整理し考察する、そのうえで（３）今日の現状や
課題を浮かび上がらせつつ問題提起していくことにあります。中部地区の学校・地域の教育現場の姿やそこ

で果たしてきた研究の役割について学会全体で再検証する機会となり、そのことが中部地区の総合学会とし

ての中部教育学会の存在意義を再照射していく機会となることをねらいとしています。 
	 特集論文の投稿にあたっては、400字詰め原稿用紙 25枚から 30枚程度を目安としてご執筆いただき、中
部教育学会紀要投稿規程を参照のうえ、2013年 11月 30日（土）（消印有効）までに投稿くださいますよう
お願い申し上げます。また封筒に「特集論文原稿」と朱書きをお願いいたします。 
	 

	 

＊	 「研究論文」「研究ノート」「実践報告」「特集論文」はいずれも下記

中部教育学会紀要編集委員会（担当：古里貴士）宛にご送付下さい。	 

原稿送付先	 	 〒504-8504	 

岐阜県各務原市那加桐野町2丁目43番地	 

東海学院大学短期大学部	 古里貴士宛	 


