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≪大会案内≫

中部教育学会第 66 回大会（福井医療大学）のお知らせ
中部教育学会第 66 回大会は、2017 年 6 月 17 日（土）に福井市の福井医療大学で開催されることとなりま
した。開催校は現在は福井医療短期大学ですが、この 4 月から 4 年制の福井医療大学となりますので、どう
かよろしくお願い致します。
現在、大会実行委員会（森透大会実行委員長、木村優大会事務局長＜福井大学＞、半原芳子事務局次長＜
福井大学＞）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 月はじめには、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、
「世界の授業研究の動向から日本の教育を考える」をテ
ーマとして準備しています。世界授業研究学会(WALS)においても、日本で戦前から蓄積されてきた｢授
業研究｣(Lesson Study)の歴史と財産は注目され、日本内外で広がりを見せています。授業は、子ども・
教師・教材等の様々なダイナミックな関係の中で実践され、その研究も世界的な規模で展開されていま
す。2017 年 11 月に名古屋大学を中心として WALS の世界大会が開催される予定ですので、それの準
備段階として本学会のシンポジウムを位置づけたいと考えています。詳しくは 4 月初めにお送りする大
会案内をご覧ください。公開シンポジウムは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。
（森透 第 66 回大会実行委員長／福井医療短期大学）

※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。
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≪理事会報告≫//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

2016 年度第２回理事会（2016 年 12 月 11 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、柴田好章理事、上
田敏丈理事、佐藤年明理事、安達仁美理事、森透理事、山下廉太郎事務局長
（報告事項）
１．会員の状況および会費納入状況

2016.11.02 事務局作業（会費納入処理）

【資料１】の通り、事務局より報告がなされま

2016.11.04 事務局作業（会費納入処理、紀要発送）

した。

2016.11.22 事務局作業（入会申込書処理、会費納入処理）

【資料１】 会員の状況および会費納入状況

2016.12.07 事務局作業（会費納入処理）

(1)会員数 285 名（2016 年 12 月 11 日現在）

2016.12.08 事務局作業（紀要等発送）

(2) 2015 年度分までの会費完納率 87.9％（225 名／256 名）
(3) 2016 年度分までの会費完納率 77.5％（221 名／285 名）

【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 17 号の投稿論文・研究ノート・実践報告

２．学会事務局・紀要編集委員会活動報告

2016.09.28 会報 50 号にて投稿論文等の募集の呼びかけ

【資料２】
【資料３】の通り、事務局より 2016

2016.11.30 投稿締切（→研究論文 4 本）

年度第 1 回理事会（2016 年 6 月 26 日）以降の
学会事務局活動の報告がなされました。

(2) 第 65 回大会シンポ「今 授業の質を問う」

【資料２】 前回理事会以降の学会事務局活動報告

2016.06.25

大会シンポ時に報告者に原稿執筆依頼

2016.06.28 事務局作業（大会後の事務処理）

2016.09.20

鎌倉博会員、湯浅恭正会員より原稿受取

2016.06.30 事務局作業（会費納入処理）

３．第 65 回大会（名古屋大学）開催報告

2016.07.06 事務局作業（会費納入処理）
2016.07.14 事務局作業（会費納入処理）

豊田ひさき理事より、第 65 回大会（2016 年 6

2016.07.19 事務局作業（会費納入処理）

月）について、(1)一般参加者 24 名を含む 108 名

2016.07.21 事務局作業（会費納入処理）

の参加があったこと、(2) 自由研究発表申し込み

2016.07.27 事務局作業（会費納入処理）

が 34 件あり、8 分科会に編成したこと(当日に 1

2016.08.03 事務局作業（会費納入処理）

件の発表キャンセル、最終的に 33 件)、(3) 「今

2016.08.08 事務局作業（会費納入処理）

授業の質を問う」をテーマにしたシンポジウムで

2016.08.17 事務局作業（会費納入処理）

は現在求められている授業の質についての重要な

2016.08.31 事務局作業（会費納入処理）

論点をご提示いただいたこと、などが報告されま

2016.09.05 事務局作業（会費納入処理）

した。

2016.09.09 事務局作業（会報作成）

４．第 66 回大会（福井医療大学）準備状況報告

2016.09.15 事務局作業（会費納入処理）

森透理事（福井県）より、第 66 回大会（2017

2016.09.28 事務局作業（紀要・会報発送）

年）の準備状況について報告がなされました。

2016.10.04 事務局作業（会費納入処理、紀要等発送、ホーム
ページ更新、日本学術会議協力学術研究団体実態

５．総会議案承認について

調査）

2016 年度総会議案は、2016 年 11 月末日時点に

2016.10.07 事務局作業（入会申込書処理、紀要等発送）
2016.10.12 事務局作業（紀要等発送）

て会員より異議の提起が出されなかったため、承

2016.10.19 事務局作業（会費納入処理、紀要等発送）

認された旨、事務局長より報告がされました。

2016.10.26 事務局作業（会費納入処理、紀要発送）

（審議事項）
次の方から新入会届の提出と 2016 年度会費の納

１．新入会
2016 年 6 月 26 日から 12 月 11 日までの期間に

入があり、入会が承認されました。
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2016.06.29 ■■■■（■■■■■■■■）
／推薦者：■■■■・■■■■
2016.07.15

２．大会運営費増額について
2016 年度第 1 回理事会にて提案のございまし

■■■■（■■■■■■■■■■
■・■■■■■■■■）

た大会運営費の増額もしくは大会参加費の増額に

／推薦者：■■■・■■■

ついての検討が課題となっておりました。そこで

2016.09.01 ■■■■■（■■■■■■■■■■

事務局からの大会負担金を従前の 20 万円から 25
万円へと引き上げることが承認され、2017 年度大

■）
／推薦者：■■■■・■■■■■

会より適用される旨、確認がなされました。

2016.11.19 ■■■■■（■■■■■■■■■■
■）

３．第 67 回大会（2018 年）開催校
第 67 回大会（2018 年）の開催校について、名

／推薦者：■■■■・■■■■
（敬称略）

古屋市立大学（上田敏丈理事）を候補に挙げ、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≫//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

2016 年第 3 回理事会（2017 年２月１２日開催）
場所：名古屋大学教育学部 3F フロア
出席者：吉川卓治会長、山本理絵理事、高橋正教理事、豊田ひさき理事、上田敏丈理事、石川英志理事、安
達仁美理事、森透理事、山下廉太郎事務局長、埜嵜志保新事務局員
（報告事項）

【資料３】 前回理事会以降の紀要編集委員会活動報告

１．会員の状況および会費納入状況

2016.12.14 査読者への投稿論文等送付

【資料 1】の通り、学会事務局より報告がなさ

2017.02.01 査読結果返却期限

れました。

2017.02.10 紀要編集委員会資料準備

【資料１】 会員の状況および会費納入状況

３．第 66 回大会（福井医療大学）準備状況報告

(1)会員数 284 名（2017 年 2 月 12 日現在）

森透理事（福井県）より、第 66 回大会（2017

(2)2016 年度分までの会費完納率 78.8％（224 名／284 名）

年）の準備状況について報告がなされました。
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 2016

（審議事項）

年度第 2 回理事会（2016 年 12 月 11 日）以降の

１．退会
2016 年 12 月 11 日から 2017 年 2 月 12 日まで

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

に以下の会員から退会の申し出があり、2016 年度

2016.12.11 事務局作業（第 2 回理事会後の事務処理、郵送準

までの会費納入も確認され、退会が承認されまし
た。

備）

■■■■（■■■■■■■■■）
（敬称略）

2016.12.14 事務局作業（ホームページ更新、紀要・査読依頼
論文等発送）

２．事務局移転ならびに新事務局員の推薦

2017.01.04 事務局作業（会費納入処理）

2017 年4月1 日付にて事務局長の所属先が変更

2017.01.11 事務局作業（紀要等発送）
2017.01.24 事務局作業（会費納入処理、紀要発送）

することとなり、それ合わせて事務局が移転する

2017.02.03 事務局作業（退会者処理）

ことが報告されました。また、埜嵜志保さん(名古

2017.02.10 事務局作業（理事会資料準備）

屋大学大学院)が新事務局員として推薦されまし
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． 2017 年度会費の納入をお願いいたします
2017 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、2017 年 6 月 17 日に開催されます第 66 回大会（福井医療大学）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。
・
『教育学研究』第 83 巻第 2 号、日本教育学会、2016 年 6 月。
・関西教育学会『関西教育学会研究紀要』第 16 号、関西教育学会、2016 年 8 月。
・中国四国教育学会『教育学研究ジャーナル』第 19 号、中国四国教育学会、2016 年 11 月。
４． 事務局移転について
2017 年 4 月 1 日付にて事務局長の所属先が変更となりますので、それに合わせて事務局も下記の通り移転
となります。E-mail などの詳細な連絡先につきましては 4 月 1 日以降にホームページ上にてお知らせいたし
ます。なお、年度替わりでの移転となりますので、事務処理などの業務が一部遅れることが予想されます。
会員のみなさまにはご迷惑をおかけするかもしれませんが、ご海容くださいますよう、よろしくお願い申し
上げます。
新事務局連絡先（予定）

〒501－0296

岐阜県瑞穂市穂積 1851
朝日大学 教職課程センター
山下廉太郎研究室気付
（山下廉太郎、事務局・名古屋大学）
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