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《大会案内》  

  

中部教育学会第 6644 回大会（名古屋大学）のお知らせ	 

	 

中部教育学会第 64回大会は、2015年 6月 20日（土）に東山キャンパスの名古屋大学教育学部を会場とし
て開催されることになりました。多数のみなさまの参加をお待ちしております。 
大会シンポジウムは、「道徳教育を考える」というテーマで行なうことにいたしました。本学会は、「道徳」

の特設が社会問題化した 1950年代後半から 60年代初めにかけ、シンポジウムで道徳教育を 3度も取り上げ
てきました。このことは本学会がその時期の課題に教育実践と教育学との関わりの視座から積極的に向き合

ってきたことを示しています。こうした歩みを踏まえて、今回もその教科化により大きな曲がり角に立って

いる道徳教育を取り上げ、今日の社会状況や政策動向、倫理学・哲学的観点を踏まえた幅広い観点から考え

ていけたらと思います。提案者には、藤田昌士氏（元立教大学）、吉田千秋氏（元岐阜大学）、山口匡会員（愛

知教育大学）にご登壇いただき、現場経験の豊富な鈴木健二会員（愛知教育大学）にコメンテイターを務め

ていただく予定です。 
	 なお、今回の大会では「発表要綱集録」を作成することにいたしました。自由研究発表の申し込みをご案

内する際に詳しくお知らせできると思いますが、自由研究発表の概要（A4で 1枚、書式自由）を大会実行委
員会にあらかじめご提出いただき、それをまとめて印刷・製本いたします。大会当日にはこの「発表要綱集

録」を参加者に配付いたします。これによって、大会参加者がスムーズに分科会を選ぶことができ、また発

表の概要を前もって理解することができるようになります。自由研究発表をされる会員のみなさまにはお手

数をおかけいたしますが、ご理解とご協力をくださいますようお願い申し上げます。 
（吉川卓治	 第 64回大会実行委員会委員長／理事・名古屋大学） 

	 

	 

※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、前回大会（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・
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発表は、研究者としてのルールを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 善の注意を払っていただくよう呼びかけま

す。 
	 	  
 
《理事会報告》//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	 

  

220011４年度第 22 回理事会（22001144 年 1122 月 77 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）、大村恵（愛知教育大学・理事）、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）、佐藤年明（三重大学・理事）、藤井基

貴（静岡大学・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）	 

	 

（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	 266名（2014年12月4日現在） 

（2）2014年度分までの会費完納率	 66.9％（178名／266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、2014年度第 1回
理事会（2014年 6月 21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。	 

【資料2】	 前回理事会以降の学会事務局活動報告	 

2014.06.27.	 事務局作業（第1回理事会・総会議事録作成・送

信、会費納入処理） 

2014.06.29.	 事務局作業（会費納入者・各大学図書館・執筆者

への紀要発送。アルバイト1名）	  

2014.07.03.	 事務局作業（会費納入処理・紀要発送） 

2014.07.14.	 事務局作業（会員原簿作成） 

2014.07.30.	 事務局作業（会費納入処理、会報作成準備） 

2014.08.06.	 事務局作業（会費納入処理・紀要発送） 

2014.09.14.	 事務局作業（会報発送作業。アルバイト1名） 

2014.09.25.	 事務局作業（会費納入処理・紀要発送） 

2014.10.03.	 事務局作業（会費納入処理・紀要発送） 

2014.10.25.	 事務局作業（会費納入処理・紀要発送） 

2014.10.31.	 事務局作業（会費納入処理・紀要発送） 

2014.11.20.	 事務局作業（会費納入処理・紀要発送） 

2014.11.29.	 事務局作業（会費納入処理・紀要発送） 

2014.12.01.	 福井大学より機関リポジトリ登録・公開の許諾依

頼（森透理事「福井大学における教育実践研究と

教師教育改革」『中部教育学会紀要』第13号、2013

年）およびメール理事会	 →理事より異論なし。

同大へ許諾連絡。 

2014.12.06.	 事務局作業（会費納入処理、理事会準備） 

	 

【資料 3】 前回理事会以降の紀要編集委員会活動報告 

2014.06.21.	 大会シンポ時に報告者に原稿依頼 

2014.08.26.	 常任編集委員会（メール会議）にて	 紀要第15 号

（2015年6月刊行予定）の構成について審議 

2014.09.15.	 会報 46 号にて投稿論文等の募集、大会自由研究

発表者へ別途呼びかけ 

2014.11.30.	 投稿締切（→研究論文4本、研究ノート1本、実

践報告2本の合計7本の提出） 

	 

３．第63回大会（愛知教育大学）開催報告	 

	 【資料３】の通り、大村理事・竹川幹事より報

告がなされました。それに加えて、学会事務局よ

り、自由研究発表にエントリーした会員に対して

会費納入・入会届提出の状況のチェックを行った

こと、自由研究発表の際に既発表内容の発表があ

ったことが報告されました。理事からは、発表募

集の文書に発表は 新・未発表の内容に限る旨を

明記するよう要望が出されました。また、既発表

論文による自由研究発表を行った会員については、

会長より厳重注意を行うこととなりました。	 

【資料３】	 中部教育学会第63回大会報告	 

① 大会参加者数・発表件数について 

大会には、一般参加者22名を含む95名の参加があった。ほ

とんどの参加者はバスで来場したため受付が集中し、参加者を

待たせることとなってしまった。領収書の事前印刷などで時間

短縮を図るべきであった。 

② 自由研究発表の申し込みについて 

発表の申し込みはファックスと電子メールでの受付とした。
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受付の行き違いなどのトラブルはなかった。メール受付に一本

化した方が、その後のやりとりがスムーズであると感じた。発

表数は34件で７分科会に編成した（プログラム作成前に一件辞

退あり）。多くのご発表と多くのフロア参加によって、各分科会

場とも活発な議論が交わされ、充実した自由研究発表となった。 

③ 公開シンポジウムについて 

	 午後からの公開シンポジウム「教科書改革を検証する」では、

近年の教科書検定制度の動向や課題とともに、教科書そのもの

のあり方について実践を視野に入れながらの提案・議論が行わ

れた。教科書問題にとどまらない、現在の学校教育が直面する

政治と教育というアクチュアルな問題を原理的かつ実践的に問

い直す提案と議論がなされたことは、本大会の大きな意義であ

ったかと思う。登壇者である出版労連教科書対策部長・吉田典

裕氏、日本福祉大学・三橋広夫氏、富山大学・広瀬信氏には、

限られた時間の中でのご報告となりましたが、重要な論点をご

提示いただいた。なお、吉田氏、三橋氏は非会員である。 

④ 会計について 

	 学会事務局からの大会補助金を 20万円いただいたのに加え、

大幸財団への学会開催助成申請の結果 7万円が支給され、財務

的な点では余裕のある運営ができた。 

 

４．第64回大会（名古屋大学）準備状況報告	 

	 吉川理事（大会実行委員長）より、2015 年 6
月 20日（土）に第 64回大会を名古屋大学にて開
催することが報告されました。 

	 

	 

（審議事項）	 

１．新入会	 

	 2014年 6月 21日から 12月 7日までの期間に
以下の方から新入会届の提出と 2014 年度会費の
納入があり、入会が承認されました。 
2014.06.25.	 ■■■■■（■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■） 

／推薦者：■■■■・■■■■ 
2014.11.13.	  ■■■■（■■■■■） 

／推薦者：■■■■・■■■■ 
（敬称略） 

	 

２．退会	 

	 2014年 6月 21日から 12月 7日までの期間に
以下の会員から退会の申し出があり、2014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．次会理事会での除籍候補	 

	 学会事務局より除籍候補の会員が提案されまし

た。これらの候補は昨年度の理事会で除籍を保留

されていた会員です。次回理事会にて除籍の手続

きを行うことになりました。	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

４．次期会長選挙・理事選出について	 

	 次期会長選挙のスケジュールが確認され、続い

て、理事の選出単位の変更（大学⇔県）について

審議いたしました。審議の結果、所属会員が 5 名

を下回る大学について以下の方向で対応すること

となりました。①愛知県立大学・椙山女学園大学

については引き続き理事を選出し、会員拡大に努

めていただく、②岐阜大学・福井大学については

大学単位での理事選出から県単位での理事選出に

変更する。上記 2点については、現在の理事（石
川理事・森理事）のご意見をうかがって、次回理

事会にて決定することとなりました。また、富山

大学・名古屋市立大学で会員数が増加し、5 名以
上の会員がそれぞれ所属しておりますので、それ

ぞれの大学から次期は理事を選出していただくこ

とになります。	 

	 理事からは、各大学選出理事に加え、各県理事

を新たに置き、会員の意思を広く反映すべきでは

ないか、との意見も出されました。次期会長選挙・

理事選出は現行どおりで行うことになりますが、

次期会長の下での規約改正を見据えて、次回理事

会でも引き続き、理事選出について検討を進める

こととなりました。	 

	 

５．第65回大会の開催校について	 

	 第 65回大会（2016年）の開催校について、候
補を挙げ、調整を進めることとなりました。 
	 

６．その他（学会活動の活性化について）	 

	 理事より「教育実践研究が盛んになっており、

現職院生も増えている。福井大学ではそうした教

育研究が盛んであるのに、同大学の会員が少ない

状況がある。中部教育学会として教科教育や教育

実践、教員養成の研究者・院生をどう受け止める

のか」との問題提起がありました。これに対して

会長からは、課題もあるがこれまでの大会シンポ

のテーマ設定や大会とは別のシンポの開催などで
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現場の教員や現職院生にも開かれた活動を行って

きていること、今後、各地域でそうした大会外の	 

シンポを開催していただくこともあり得ること等

の発言がありました。また、九州や関東などの地

域学会での「親しまれる学会」への取り組みも参

考にするべきとの理事からの発言もありました。	 

（川口洋誉、事務局・愛知工業大学） 
  

  

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

  

22001144 年度第 33 回理事会（22001155 年 22 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）、大村恵（愛知教育大学・理事）、藤原直子（椙山女学園大学・理事）、

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）、安

達仁美（信州大学・理事）、森透（福井大学・理事）、川口洋誉（愛知工業大学・事務局長）、服部壮

一郎（名古屋大学大学院・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	 268名 

（2）2014年度分までの会費完納率	 69.0％（185名／268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、2014年度第 2回
理事会（2014年 12月 7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、学会事

務局より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	 

2014.12.07.	 事務局作業（第2回理事会議事録作成・送付） 

2014.12.08.	 事務局作業（会費納入処理・紀要発送、新入会処

理） 

2014.12.12.	  学会ホームページに第64回大会（名古屋大学）

の情報を掲載	  

2014.12.28.	 事務局作業（会費納入処理・紀要発送） 

2015.01.07.	  学会ホームページレンタルサーバー契約更新 

2015.01.15.  事務局作業（会費納入処理・紀要発送） 

2015.01.22.  事務局作業（会費納入処理・紀要発送） 

2015.01.26.  教育関連学会連絡協議会2014年度会費納入	 	  

2015.01.29.  事務局作業（会費納入処理・紀要発送） 

2015.02.13.  事務局作業（会費納入処理・紀要発送） 

2015.02.14.  事務局作業（第3回理事会準備）	 

 

【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 

2014.12.07.	 査読委員候補者へ査読依頼 

2014.12.07.	 中嶋哲彦会長、佐藤廣和会員に特集（「中部の教

育―過去・現在・未来―（Ⅴ）」）原稿を依頼 

2014.12.07.	 学会ホームページにて会員向けの原稿募集案内

を掲載	 	 	 	 	 	 	  

2015.01.30.	 査読結果報告書提出締め切り 

	 	 	  

３．第64回大会（名古屋大学）準備状況報告	 

	 吉川理事（大会実行委員長）より、2015 年 6
月 20日開催予定の第 64回大会（於名古屋大学）
準備状況報告がなされました。大会シンポジウム

は「道徳教育を考える」をテーマに、藤田昌士氏、

吉田千秋氏、山口匡会員に報告を依頼し、快諾を

得ていることが報告されました。 
	 

	 

（審議事項）	 

１．新入会	 

	 2014年12月7日から2015年2月15日までの
期間に以下の方から新入会届の提出と 2014 年度
会費の納入があり、入会が承認されました。 
2015.01.13.	  ■■■■（■■■■■） 

／推薦者：■■■■・■■■■ 
2015.02.16.	  ■■■■■（■■■■■■） 

／推薦者：■■■■・■■■■ 
（敬称略） 
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２．退会	 

	 以下の会員から退会の申し出があり、2014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．除籍	 

	 規約第 4条にもとづき、長期間にわたる会費未
納（12000円以上）であり、会員継続の意思をお
示しいただかなかった以下の会員について、2015
年 2月 15日付けで除籍とすることが承認されま
した。 
■■■■（■■■■■■■■■■）、■■■■■

（■■■■）、■■■■（■■■■）、■■■（■

■■■）、■■■（■■■■■■■）、■■■■

（■■■■）、■■■■（■■■■■■■■）、

■■■■（■■■■■）	 

（敬称略）	 

 
４．2015年度選挙管理委員会の設置	 

	 2015年 4月実施予定の次期会長選挙、ならびに
県選出理事選挙の執行管理のため、松原信継会員

（愛知教育大学）、坂本将暢会員（愛知工業大学）

の 2名を委員とする 2015年度選挙管理委員会を
設置することが承認されました。 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
５．次期会長選挙・理事選出について	 

	 次期会長選挙等のスケジュールが確認され、岐

阜大学、福井大学について理事選出単位をそれぞ

れ岐阜県、福井県に変更することが承認されまし

た。また、次期理事会への引き継ぎの意味も兼ね

て、【資料4】の通り、今期理事会における理事選

出方法についての審議経緯を確認しました。	 

	 また、会長選挙にあわせて作成される「会員名

簿」については、会員の許諾を得て、名前・所属・

研究分野・住所・電話番号を掲載することになり

ました。	 

【資料4】理事選出方法について今期理事会での審議経緯	 

 ① 2012年度第4回理事会にて、事務局より、理事選出校別・

県別の会員数データ（実数・割合）と合わせて「理事選出の

方法（素案）」を提案。理事からは、大会開催校を含め地域

の学会活動の拠点校を形成する観点から現行の理事選出に

は意義があること、理事選出要件（1大学5名以上の会員が

所属する大学）の緩和、選挙によらない県単位での選出方法

の検討の必要などについて発言があった。引き続き、理事会

にて検討を続けることとなった。 

	 ② 2013年度第 2回理事会にて、上記提案にもとづいて、理事

選出方法について審議。その結果、次回理事選出（2015年）

では、従来通りの方法を継続することが決定した。それに合

わせて、理事の先生方には各大学での会員増加に向けた働き

かけをいただくとともに、若手会員の声を反映するような学

会運営の必要性にも触れられた。 

③ 2014年度第 2回理事会にて、一部大学・県の理事選出単位

の変更について事務局より提案。それにさいして、理事より

「会員の意思を広く反映すべきではないか」との意見が出さ

れる。	 

	 

６．大会発表予稿集の発行について	 

	 第 1回理事会にて大会開催にあわせて発表・報
告の予稿集の作成について提案があり、それにも

とづきまして審議しました。理事からは「学会と

して予稿集があったほうがよい」、「原稿募集や印

刷・製本など大会開催校の負担となる」との意見

が出されました。第 64回大会（名古屋大学）での
予稿集の発行については、大会実行委員会の判断

に委ねることになりました。 
 
７．第65回大会（2016年）の開催校について	 

	 第 65回大会（2016年）の開催校について、豊
田理事にご快諾をいただき、中部大学にて開催さ

れることが承認されました。 
（川口洋誉、事務局・愛知工業大学） 

  

  

《学会事務局からのお知らせ》////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	 

 

１．	 2015 年度会費の納入をお願いいたします	 

2015 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。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。 
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また、会費納入は、2015年 6月 20日に開催されます第 64回大会（名古屋大学）でも受け付けます。	 
	 

２．「会員名簿」を作成します 

慣例に従い、会長選挙に合わせて、「2015 年度版 中部教育学会会員名簿」を作成します。同封しました、
「会員名簿作成のお願い」に各会員のデータ（氏名、所属、研究テーマ、連絡先、メールアドレス）を掲載

しました。会員名簿には、2015年 4月 1日時点の会員データを掲載します。所属の異動、住所変更がある場
合、もしくは会員名簿への連絡先・メールアドレスの掲載を希望されない場合は学会事務局までご連絡くだ

さい。また、所属の異動・住所変更につきましては、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。詳細につきましては、「会員名簿作成ご協力のお願い」をご覧くだ

さい。 
	 

３．2014 年度総会の決定事項につきまして 

	 2014年 6月に開催しました 2014年度総会（第 63回大会、愛知教育大学）は、規約に定められた定足数（会
員の 3分の 1以上）に達しませんでしたので、仮総会として開催されました。仮総会での決定事項は、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っております。
会報第 46号（2014年 9月発行）にて同仮総会の決定事項をお伝えしましたが、会員からの異議はございま
せんでした。それゆえ、同仮総会での決定事項は総会での決定事項となりましたのでご報告いたします。	 

	 

４．『中部教育学会紀要』第 15 号の編集が進んでいます 

	 2015年 6月 20日開催の第 64回大会（名古屋大学）での刊行に向けて、『中部教育学会紀要』第 15号 
の編集が進んでいます。本号には、特集「中部の教育Ⅴ―過去・現在・未来―」、投稿論文等、第 63回大会公
開シンポジウム「教科書改革を検証する」が掲載される予定です。投稿論文等については、会員より 7 本の
研究論文等の投稿があり、現在、査読作業が進められています。 
 
５．会員の除籍につきまして	 

	 第 3回理事会報告（4〜5ページ）でもお伝えしましたように、本学会規約第 14条にもとづき、8名の会員
の除籍を決定しました。除籍となった会員が再入会する場合は、これまでの会費未納額をお支払いいただく

必要があります。なお、該当会員への通知は本会報をもって代えさせていただきます。 
 
６．会長選挙ならびに理事の選出につきまして	 

	 2015年 4〜5月に会長選挙を実施し、次期会長を選出します。また、同時に、理事選出大学（会員 5名以
上）がなくなった県（岐阜県・福井県・石川県）につきましては、該当県在住の全会員の皆様により、本会

規約第 6条第 2項にもとづく理事の選出を同時に行います。次期会長・理事の任期は、2015年度大会後から
2018年度大会までの 3年間となります。詳細につきましては、4月上旬に選挙管理委員会から送付されます
選挙関連文書をご覧ください。 
	 また、本会規約第 6条第 2項にしたがいまして、愛知教育大学、愛知県立大学、椙山女学園大学、至学館
大学、中部大学、名古屋大学、名古屋市立大学、日本福祉大学、三重大学、静岡大学、信州大学、富山大学

からはそれぞれ理事の選出を予定しております。 
  

会報連載「わたしの教育学研究」投稿募集	 

	 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） 
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《会報連載「わたしの教育学研究」》  

	 

米国における教育のガバナンス改�革に関する考察	 

  

	 

服部	 壮一郎	 

（名古屋大学大学院）	 

	 

私は修士論文で、米国ルイジアナ州の教育アカウンタビリティ法制の成立と展開について研究し、同州ニ

ューオーリンズ市においてチャータースクールが導入される背景やその実態について考察しました。修士論

文を書き終えた現在では、米国における教育のガバナンス改革を今後の研究テーマとしています。ここでは、

米国の教育改革に対する私の視点を、日本の教育行政に対する問題意識に触れつつ、紹介したいと思います。 
	 そもそも私が米国の教育制度に着目した理由は 2点あります。1点目は、日本の教育委員会制度は米国のそ
れを参考にしているため、同制度の理念と目的を実現するためには、米国の教育行政の現状や課題を知るこ

とが重要だと思ったからです。日本の教育委員会制度は子ども・保護者・地域住民の教育要求を教育行政に

反映させるために、一般行政からの独立、地方自治を理念としています。しかし、首長が教育委員の任命権

と予算の執行権を握っており、さらに文部科学省の強い影響下にあるため、その理念が実現しているとは言

えません。他方で、米国の教育委員会は公選制で、課税権を持ち、基本的に州や連邦による介入は疎まれる

ため、日本より教育委員会の理念が実現していると言えます。ただし、マイノリティーや貧困層の多い地域

に対する州や連邦の支援が不十分であったり、 近では州及び連邦の影響力や首長の権限が拡大したりして

いるため、米国の教育行政の問題や課題について、社会的背景を含めて研究することが必要だと思っていま

す。 
2点目は、米国では教育バウチャー制度や公立学校の民営化など、市場原理に基づく教育政策が積極的に実
施されており、こうした新自由主義の教育改革に対する教育学的な視点を得たいと考えているからです。こ

の 2つの施策は、日本ではまだ本格的な導入には至っていませんが、「個性」重視の指導の下、教育の画一性
が批判され、学校の「多様化」が推進されてきました。さらには、市町村合併や学校の統廃合が進行するこ

とで、教育の地方自治がますます困難となる一方で、教育行政に係る首長の権限が拡大傾向にあります。こ

うした教育施策は、教育学的視点に立つものではなく、構造改革のために要求されているものだと私は捉え

ています。こうした新しい課題に対して、研究者として否定すべきものは否定し、問題の所在を明確にした

うえで解決策を考えるべきだと思います。そのためにも、これらの施策を先行して取り入れている諸外国と

の比較研究を行うことが重要だと考えています。 
	 後に、現在の米国の教育改革に対する私の視点を紹介したいと思います。私は、教育の目的とは人間の

成長と人格の形成だと思っています。それは発達に応じた適切な課題と多様な人々との出会いの中で育まれ

るべきものだと思います。そうした場を形作るのは教師、子ども、保護者、学校、地域住民であり、しかも

それは共同的な関係性の中で成立するものだと思います。そうした教育を保障するための教育条件整備義務

を担うのが教育行政であり、その正当性は民主的な手続きによって担保されなければならないと思います。

米国の学校ガバナンス論は、テスト得点や退学率など、数値的な成果を絶対的な指標とし、各学校に公的な

説明責任を負わせる一方で、教育委員会による（市場原理的な意味での）独占的な教育サービスの提供を否

定します。そのため学校評価や監査が厳格化されると同時に、様々なステイクホルダーによる参画が促され、

公教育のプライバタイゼーションが進行します。私は、この改革は教育の目的を矮小化し、教育に関わる人々

の関係性を排他的なものにする恐れがあると考えています。そうではなく、州・連邦による適切な財政支援

とともに、教育委員会を中心に、各主体による自律的かつ共同的な関係性の構築を目指すべきだと思ってい

ます。 
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中部教育学会規約（2005年 11月 20日改正） 

 
第一条（名称）	 本会は中部教育学会と称する。 
第二条（目的）	 本会は中部地区に在住または勤務し教育学の研究に従事する者をもって組織し、学問の自由を尊重し、会

員相互の協力と国内外の研究者等との連携をはかり、教育学の発展に寄与することを目的とする。 
第三条（事業）	 本会の目的を達成するために、次の事業を行う。 

	 一	 会員の研究促進、連絡及び共同研究	 	 	 	 二	 紀要、学会ニュース、その他の刊行物発行 
	 三	 研究発表会の開催	 	 	 	 四	 その他の事業 

第四条（会員）	 中部地区に在住し、教育学の研究に従事する者をもって会員とする。ただし、中部地区以外に移動した

会員は、その身分を保持することができる。 
②	 選挙が行われる年度までの会費を納入した会員は、会長選挙における選挙権及び被選挙権を有する。 
③	 本会に入会しようとする者は、会員 2 名以上の推薦を得て入会を申し込み、理事会の承認を受けなけれ
ばならない。 

④	 会員は会費を負担するものとし、会費は年額 3,000円とする。 
⑤	 2年にわたって会費納入を怠った会員は、理事会の議を経て除籍される。 
⑥	 所在不通になって 2年を経過した会員は、理事会の議を経て除籍される。 

第五条（役員）	 本会を運営するために次の役員をおく。 
	 会長	 1名	 	 	 	 理事	 若干名	 	 	 	 幹事	 若干名	 	 	 	 監査	 1名 

②	 会長は本学会を代表し、理事会を主宰する。 
③	 理事は理事会を組織し、本学会の事業を企画し執行する。 
④	 監査は、会計および事業状況を監査する。 

第六条（役員の選出）	 会長は会員の直接選挙により選出する。会長の選挙が行われる年度には、理事会の承認を得て選

挙管理委員会を設置する。 
②	 理事は会員 5名以上の大学等に所属する会員の互選により選出する。ただし、会員 5名以上の大学がな
い県においては、該当する県に居住する会員の互選により選出する。 

③	 役員の任期は 3年とする。ただし、原則として、再任は 1回までとする。 
第七条（総会）	 本会の 高意思決定機関として総会をおき、本会の重要事項を審議決定する。 

②	 総会は会員の 3分の 1以上の出席により成立する。委任状の数を出席者数に加えることができる。ただ
し、出席者数が定足数に満たない場合は、仮総会とする。仮総会の決定事項は会員に告知後、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見なす。 

③	 総会の決議は出席会員の過半数の同意による。 
④	 会長は定期総会を年 1回招集するものとする。 
⑤	 会長は必要と認めたときは臨時総会を招集することができる。 
⑥	 理事会が必要と認めたとき、または 5分の 1以上の会員が求めたときは、会長は臨時総会を招集しなけ
ればならない。 

第八条（会計）	 本会の経費は会員の会費その他の収入をもってあてる。 
②	 理事会は予算案を作成し、総会の議に付するものとする。 
③	 本会の会計年度は毎年 4月 1日に始まり、翌年の 3月 31日に終わる。 

第九条（事務局）	 事務局は会長が属する大学等におくことを原則とする。事務局には事務局長及び事務局員若干名をおく。 
②	 事務局長は本学会の事務を処理する。 
③	 事務局長と事務局員は理事会の承認を得て会長が委嘱する。 

 
附則１（中部地区の範囲）	 中部地区は愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、石川県、長野県、福井県、富山県とする。 
附則２（施行）	 本会則の改正は直ちに施行する。ただし、役員の任期は現役員の残任期間とする。 


