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中部教育学会事務局 

〒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 

Tel：058‐329‐1293 

E-mail： rentaro@alice.asahi-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６７回大会（名古屋市立大学）のお知らせ 

 

 中部教育学会第 67 回大会は、2018 年 6 月 30 日（土）に名古屋市瑞穂区にあります名古屋市立大学

（滝子キャンパス）にて開催されることになりました。滝子キャンパスは、名古屋駅から桜通線の桜山

駅まで 15分、駅から降りて徒歩約 10分の便利な場所にあります。 

 大会実行委員長として、充分なことができるかはなはだ不安ではございますが、上田敏丈（大学院人

間文化研究科 准教授）が務めさせて頂きます。学部生・大学院生総出で、ホスピタリティの高い学会

運営をして参りたいと思いますので、ぜひ、自由研究発表へのお申し込みをしていただければ幸いです。 

 また、午後からの公開シンポジウムでは、「保育実践から読み解く保育者の専門性」をテーマに準備し

ております。近年、ＯＥＣＤなど乳幼児教育への関心が高まり、乳幼児期に非認知能力を育てることが

肝要とされております。そこで本シンポジウムでは、3 名の保育者（幼稚園、保育園）から実践報告を

していただき、中坪史典氏（広島大学）を迎え、討論したいと思います。詳しくは、4 月に送ります大

会案内を御覧頂ければと思います。公開シンポジウムは、学会員出なくても参加できますし、また無料

ですので、ぜひ多数のみなさまのご来場をお待ちしております。 

 

（上田敏丈 第 67回大会実行委員長／名古屋市立大学） 

 

※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 53号（2018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。 
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≪理事会報告≫////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

2017年度第2回理事会（2017年12月25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、竹川慎哉理事、山本理絵理事、高橋正教理事、三品陽平理事、柴田好章理事、上田

敏丈理事、石川英志理事、佐藤年明理事、森透理事、山下廉太郎事務局長、埜嵜志保事務局員 

 

（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 284名 

(2) 2017年度分の会費完納率 71.8％（204名／284名） 

【6月18日時点】 54.0％（154名／285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 2017

年度第 1回理事会（2017年 6月 18 日）以降の

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 

2017.06.23 事務局作業（第 1 回理事会後の事務処理、会費納

入処理） 

2017.06.26 事務局作業（会費納入処理） 

2017.07.13 事務局作業（会費納入作業等） 

2017.07.21 事務局作業（会費納入作業等） 

2017.07.24 事務局作業（会費納入作業等） 

2017.08.01 事務局作業（会費納入作業等） 

2017.08.10 事務局作業（会費納入作業等） 

2017.08.19 事務局作業（会費納入作業等） 

2017.08.29 事務局作業（会費納入作業等） 

2017.09.08 事務局作業（会費納入作業等） 

2017.10.02 事務局作業（会費納入作業等） 

2017.10.10 事務局作業（会費納入作業等） 

2017.10.13 事務局作業（会費納入作業等） 

2017.10.16 事務局作業（会費納入作業等） 

2017.10.19 事務局作業（会費納入作業等） 

2017.10.20 事務局作業（会費納入作業等） 

2017.10.23 事務局作業（会費納入作業等） 

2017.10.26 事務局作業（会費納入作業等） 

2017.10.27 事務局作業（日本学術会議協力学術研究団体実態

調査アンケート回答） 

2017.10.30 事務局作業（会費納入作業等） 

2017.11.02 事務局作業（会費納入作業等） 

2017.11.24 事務局作業（研究紀要代金処理） 

2017.12.04 事務局作業（会費納入作業等） 

2017.12.12 事務局作業（会費納入作業等） 

2017.12.14 事務局作業（会費納入作業等） 

 

【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18号の投稿論文・研究ノート・実践報告 

2017.09.27 会報52号およびホームページにて投稿論文等の

募集の呼びかけ 

2017.11.30 投稿締切（→研究論文3本） 

 

(2)第 66 回大会シンポジウム「世界の授業研究の動向から日本

の教育を考える」 

2017.06.18  大会シンポジウム時に報告者に原稿執筆依頼 

 

３．第 66回大会（福井医療大学）開催報告 

 森透理事より、第 66回大会（2017年 6月）に

ついて、（1）一般参加者若干名を含む約 80 名の

参加があったこと、（2）自由研究発表申し込み数

が 18件あり、4分科会に編成したこと（当日に 1

件の発表辞退、最終的に 17 件）、（3）「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

にしたシンポジウムでは英語と通訳で行なわれ時

間的に厳しくなったものの内容はかなり刺激的な

示唆に富むものとなったこと、などが報告されま

した。 

 

４．第 67回大会（名古屋市立大学）準備状況報告 

上田敏丈理事より、第 67回大会の準備状況につ

いて報告がなされました。分科会会場として 8 室

の予約が完了し、名古屋市立大学内の建物のみで

の開催が可能であるとの見通しが示されました。 

 

５．日本教育学会中部地区・中部教育学会共催シ

ンポジウムの開催報告 

 吉川会長より、日本教育学会中部地区・中部教
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育学会共催について、約 30名が参加し、活発な議

論が行なわれたことが報告されました。なお、本

シンポジウムの開催について、本学会からの支出

はせず、web サイトでの告知および資料の送付の

みを請け負っている旨、説明がありました。 

 

 

（審議事項） 

１．新入会 

 2017年6月18日から12月24日まで期間に以

下の方から新入会届の提出と 2017 年度会費の納

入があり、入会が承認されました。なお、■■■

さん（■■■■）は理事会開催時点では会費未納

入のため入会は仮承認となっていましたが、その

後会費の納入がございましたので承認へと切り替

わりました。 

 

2017.7.13  ■■■■（■■■■■■■■■■）

／推薦者：■■■■・■■■■ 

2017.12.22 ■■■（■■■■） 

／推薦者：■■■■■・■■■ 

（敬称略） 

 

２．退会 

 2017 年 6 月 18 日から 12 月 24 日まで期間に

以下の会員から退会の申し出があり、当該年度ま

での会費納入も確認され、退会が承認されました。 

 

■■■■（■■■■■■■■）、■■■■（■■■

■■■■■）、■■■■（■■■■■■） 

（敬称略） 

 

※■■■■さんの退会はご逝去によるものです。 

 

３．連絡先不明および複数年度会費未納者につき 

 連絡先不明会員および複数年度会費未納会員に

対する対応につき審議がありました。本会規約に

は、2 年の学会費未納がある場合は除籍する旨が

記載されていますが、現在の会員数に鑑みて一律

に除籍することはせず、まずは個別に連絡を入れ

ることによって会費納入を促していく方向にて確

認がなされました。 

 なお、下記の会員の連絡先が不明となっており

ます。詳細をご存知の方は事務局までご一報くだ

さい。 

 

■■■（■■■■■■■）、■■■■（■■■■■

■■■） 

 

４．第 68回大会（2019年度）の開催校について 

 第 68 回大会開催地として現在事務局本部が設

置されている朝日大学を候補に挙げ、調整を進め

ていくことになりました。 

 

 

 

 

（山下廉太郎、事務局・朝日大学） 

 

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

 

2017年第3回理事会（2018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、竹川慎哉理事、高橋正教理事、三品陽平理事、柴田好章理事、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、埜嵜志保新事務局員 

 

（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 281名（2018年2月12日現在） 

(2) 2017年度分までの会費完納率 74.4％（209名／281名） 

【12月24日時点】 71.8％（204名／284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 2017

年度第 2 回理事会（2017 年 12 月 25 日）以降の

学会事務局活動の報告がなされました。 
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【資料２】 前回理事会以降の学会事務局活動報告 

［岐阜］ 

2018.01.06 事務局作業（会費納入処理） 

2018.01.12 事務局作業（会費納入処理、学会封筒郵送） 

2018.01.22 事務局作業（日本教育学会からの照会事項対応） 

2018.01.29 事務局作業（会費納入処理） 

2018.01.31 事務局作業（会費納入処理、会員情報更新） 

2018.02.02 事務局作業（会員情報更新） 

2018.02.09 事務局作業（会費納入処理） 

［名古屋］ 

2018.01.06 事務局作業（紀要発送作業等） 

2018.01.09 事務局作業（紀要発送作業等） 

2018.01.10 事務局作業（紀要発送作業等） 

2018.01.12 事務局作業（紀要発送作業等） 

2018.01.30 事務局作業（紀要発送作業等） 

2018.02.01 事務局作業（紀要発送作業等） 

 

【資料３】 前回理事会以降の紀要編集委員会活動報告 

2017.12.25以降 特集趣旨文の作成および執筆依頼 

2018.01.31     シンポジウム原稿1本受理 

2018.02.07    査読結果返却期限 

2018.02.09    紀要編集委員会資料準備 

 

※今回の特集は「中教審答申と教育改革の動向をどうとらえる

か」をテーマに現在編集を進めています。 

 

３．第 67回大会（名古屋市立大学）準備状況報告 

 事務局より、第 67回大会（2018年）の準備状

況について代理報告がなされました。 

 

（審議事項） 

１．退会 

 2017年 12月 25日から 2018年 2月 12日まで

に以下の会員から退会の申し出があり、2017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） 

 

２．2018年度選挙管理委員会の設置 

 2018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の選挙管理委員

会設置の承認がなされました。今後のスケジュー

ルは次の通りとなります。 

 

2018年 3月 会報第 53号発行／「会費納入のお

願いと会長選挙のお知らせ」発送／「会員名簿

記載許諾のお願い」発送（名前・所属・研究分

野・住所・電話番号の予定） 

→2018年 3 月 31 日までに 2017 年度会費を完

納された会員の氏名を「会長選挙有権者一覧」

に掲載） 

2018年 4月 会長選挙実施要領・投票用紙の発送

→一部県の理事選挙も同時に実施 

2018年 4-5月 会員名簿作成・発送 

2018年 6月   第 67回大会時総会にて新会長・

新理事、新事務局長の承認報告 

 

 従前の理事選出大学にて今回所属会員が 5 名を

下回った三重大学および富山大学について、大学

単位での理事選出から県単位での理事選出へと変

更することが確認されました。また、会員数が増

加し、新たに所属会員 5 名以上となった桜花学園

大学および朝日大学からは次期理事を選出してい

ただく方向で確認がなされました。 

 

３．広瀬信理事の後任につき 

 2018 年 3 月にて広瀬信理事が富山大学を退職

されるにあたり、中部教育学会を退会したい旨、

連絡がございました。それに伴い後任等の調整を

していただきましたが、学内業務等のため困難で

あるとのご回答がありました。そのため、富山大

学選出理事は 2018 年 6 月まで空席とし、県選出

理事選挙によって新しい理事を選出する旨、確認

がなされました。 

 

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

 

１． 2018年度会費の納入をお願いいたします 

2018年度会費（3000円）の納入を受け付けております。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．「会員名簿」を作成 

慣例に従い、会長選挙に合わせて、「2018 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、2018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. Faxにてご連絡をなされます会員のみなさま 

 Fax を利用して連絡等をなされる場合は、以下の番号にご連絡くださいますよう、よろしくお願いいたし

ます。 

 

・052-789-5057 （名古屋大学大学院教育発達科学研究科 埜嵜志保研究室） 

 

４. 会長選挙ならびに理事の選出につきまして 

 2018年 4月から 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（三重県、福井県・石川県・富山県）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ないます。次期会長・理事の任期は、2018

年度大会後から 2021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、桜花学園大学、椙山女学

園大学、中部大学、名古屋大学、名古屋市立大学、日本福祉大学、朝日大学、静岡大学、信州大学からはそ

れぞれ理事の選出を予定しております。 

 

５． 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『関西教育学会研究紀要』第 17号、関西教育学会、2017年 8月。 

 

（山下廉太郎、事務局・朝日大学） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

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。 
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 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） 本会の最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。 


