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≪会長就任挨拶≫////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
前会長の吉川卓治会長の後を継ぎ，会長に選任していただきました。思いもかけず大

役をお引き受けすることになり，身の引き締まる思いです。ずいぶんと前の話になりま

すが，大学院生の時に初めて学会発表を行ったのが中部教育学会でした。他大学の先生

方から，厳しくも温かい貴重なご指導がいただけたことは，今も深く印象に残っており

ます。中部教育学会は，中部地方に所属している研究者，あるいはゆかりのある研究者

が，専門領域を超えて交流できるところに魅力があります。また，同じ中部地方といっ

ても，多様性に富んだ様々な地域があります。そうした魅力を大切にし，本学会がさら

に発展できるよう努力していく所存です。 
 吉川前会長のもとでは，大会と学会紀要の充実が図られてきました。これを引き継ぎ，より一層の充実を皆

さんとともに図っていきたいと考えております。特に，学会紀要に関していえば，投稿論文数や採択論文数の

増加も取り組むべき課題でしょうが，投稿，査読，出版というプロセスを通じて学術的な議論が深まることが

大切であり，それが教育学の発展に寄与すると考えています。森透編集委員長をはじめとして，数多くの経験

ある理事の方が今期も留任してくださっています。新たな理事になられた方々や，会員の皆さんと広く力を合

わせながら，学会紀要の充実に努めます。例えば，理事以外からも編集委員をお迎えするなどの新たな取り組

みを行い，編集体制の充実に取り組みたいと考えています。 
 また，運営面としては吉川前会長のもとで理事選出の方法の見直しの検討が進められてきました。残念なが

ら，新型コロナウイルス感染症拡大の影響で，大きな改革の実施は見送られた経緯があります。前会長の路線

をしっかりと引き継ぎ，積み重ねられてきた議論に基づき，改革を着実に進めていきたいと思います。さらに

は，合理的な事務局運営に取り組んでいきたいと考えています。 
 皆様のお力添えを，心よりお願い申し上げます。 
                              中部教育学会長 柴田好章（名古屋大学） 
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≪大会報告≫/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 
中部教育学会第 69回大会は，2021年 6月 20日（日）に，名古屋大学を開催校とし，伊藤彰浩実行委員長

のもと，オンラインで開催されました。当初は，集まれる発表者は名古屋大学から発表してもらい，参加者に

はオンラインで視聴してもらうことを計画しておりました。しかし，新型コロナウイルス感染症第 4 波の影

響で，当初 5月 31日までとされていた緊急事態宣言が 6月 20日までに延長されたことを受けて，発表者も

すべてオンラインで参加してもらうことにいたしました。昨年度の大会である当初の第 69回大会は中止とな

りましたので，本学会としては初のオンライン大会でありました。Zoomミーティングを使用し，9:30 よりオ

ンラインでの受付を開始し，9:45 からの開会行事に引き続き，10:00 より自由研究発表の分科会を開催しまし

た。ブレイクアウトルームの機能を使用し，4つの分科会に分かれ，合計 17 の研究発表が行われました。参

加申込数は 167人でした。 
 また，分科会終了後に総会もオンラインで実施しました。出席者が定足数を満たさなかったため，仮総会と

して実施されました。中部大学の橋本美彦会員と椙山女学園大学の伊藤博美会員が議長に選出され，会員状

況，学会活動，紀要編集委員会，会長・理事選挙等の報告に続き，2020年度決算案および監査報告，2021年
度学会活動方針，予算案が審議されました。なお，2020年に当初の第 69回大会の開催を準備してくださって

いた信州大学のみなさんが，2022年に第 70回という節目になる大会を開催してくださることになりました。

総会では，信州大学の安達仁美会員よりご挨拶をいただきました。 
 午後は，Zoom ウエビナーを使用して，公開シンポジウムを開催しました。「コロナという災禍と祝祭の陰

で」というタイトルで，司会の辻浩会員（名古屋大学）のもと，石井拓児会員（名古屋大学），内田良会員（名

古屋大学），生澤繁樹会員（名古屋大学）から報告をいただき，指定討論として山本理絵会員（愛知県立大学）

よりコメントをいただきました。会員以外も含め 102名の視聴者（登壇者を除く）が参加しました。コロナ禍

の中で覆い隠されている問題点について，活発な議論が行われました。また，本シンポジウムの企画において

「コロナ」に対して「祝祭」という用語をあえて用いた意図には，コロナ禍にみられる儚い希望や期待に対す

る皮肉を含んでいましたが，コロナ禍で見えてきた新たな社会の展望や可能性についても，本シンポジウムで

は語られました。このシンポジウム の内容は，次号の学会紀要に掲載される予定です。 
 分科会の司会，総会の議長として運営を支えてくださった方々，シンポジウムの登壇者の方々，自由研究発

表で発表してくださった方々，参加してくださった方々に，心より感謝申し上げます。 
 

                    中部教育学会第 69回大会（2021年 6月オンライン開催） 
                     実行委員会 事務局長 柴田好章（名古屋大学） 

 

 

公開シンポジウムアンケート集計結果 
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≪理事会報告≫//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

202０年度第５回理事会（2021年6月18日開催） 
 
方 法：Zoomによる遠隔会議 
出席者：吉川卓治会長（名古屋大学），浅野秀重理事（石川県・金沢大学名誉教授）, 安達仁美理事（信州大

学），井上兼一理事（三重県・皇學館大学），内田純一理事（愛知県立大学）, 柴田好章理事（名古屋

大学），田川隆博理事（中部大学），趙卿我理事（愛知教育大学），松永康史理事（桜花学園大学），森

透理事／紀要編集委員長（福井県・福井大学名誉教授），山口正理事（日本福祉大学），山下廉太郎理

事（朝日大学） 江頭智宏会員（会計監査・名古屋大学），坂本將暢会員（選挙管理委員・名古屋大学），

埜嵜志保事務局長（名古屋大学） 
オブザーバー：片山悠樹会員（愛知教育大学），鬢櫛久美子会員（名古屋柳城女子大学） 
 
（報告事項） 
1．会員の状況および会費納⼊状況【資料 1】 
事務局より，【資料 1】にもとづき，2021年 6月 18
日時点の会員数と会費納入状況について報告があり

ました。 
【資料 1】会員数および会費納⼊状況 
(1) 会員数 270名 

(2) 会費納入率 2021年度分まで：51.5％（139名／270

名）, 2020年度分まで：82.6％（223名／270名） 

(3) 2020年度の新入会・退会 新入会 3名，退会 10名 

2．事務局活動報告 
事務局より，【資料 2】にもとづき，2020年度第 4
回理事会（2021年 2月 14日）以降の事務局の活動

について報告がありました。 
【資料 2】事務局活動報告 
2月 第 4回理事会および第 2回紀要編集委員会

の議事録作成 
3月 会報第 59号の作成・送付, 2021年度会費請

求書の作成・送付, 2021年度版会員名簿作

成のための情報確認の作成・送付, Webペ
ージ更新（第 69回大会） 

4月 2021年度版会員名簿の作成・送付, 会長選

挙および三重県・福井県・富山県理事選出

の関連書類の作成・送付の補助 
5月 Webページ更新（公開シンポジウム，日本

教育学会中部地区共催シンポジウム） 
6月 2020年度第 4回理事会および 2021年度第

1回理事会の資料作成, 総会資料作成, 会長

選挙および一部県理事選出開票作業の立会 
随時 会費納入処理，会員情報更新，問い合わせ

対応 
 

3．紀要編集委員会活動報告 
 森透紀要編集委員長より，資料にもとづき，紀要編

集委員会の活動報告がありました。（資料は 6ページ
の【総会資料 3】をご参照ください。） 
 
4．寄贈図書【資料 3】 
 事務局より，【資料 3】にもとづき，寄贈図書の報

告がありました。 
【資料 3】寄贈図書等⼀覧 
• 教育三重史料研究会『教育三重史料研究』第 1集，2021

年 3月． 

• 中国四国教育学会『教育学研究ジャーナル』第 26 号，

2021年 3月． 

• 中国四国教育学会『教育学研究紀要』（CD-ROM 版）第

66巻，2021年 3月． 
 
（審議事項） 
1．新⼊会・退会 
 事務局より，【資料 4】（1）にもとづき，新入会の

申し込みがあった旨の説明があり，年会費の納入が

確認され，入会が承認されました。 
 次いで，【資料 4】（2）にもとづき，退会の申し出

について説明があり，退会年度までの会費の納入が

確認され，退会が承認されました。 
【資料 4】新⼊会・退会（敬称略） 
（1） 新⼊会 
2021.4.10 石原弘也（朝日大学） 

 推薦者：服部哲明，山下廉太郎 

2021.4.15山本聡子（名古屋柳城女子大学） 

 推薦者：豊田和子, 青山佳代 

2021.4.22小島聖矢（名古屋大学大学院（院生）） 

（削除）
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 推薦者：東岡達也, 藤井利紀 

2021.4.23杉本はるか（名古屋大学大学院（院生）） 

 推薦者：南部初世, 石井拓児 

2021.4.27菊地原守（名古屋大学大学院（院生）） 

 推薦者：坂本將暢, 埜嵜志保 

2021.4.28水野道子（小田原短期大学） 

 推薦者：田中眞帆,埜嵜志保 

2021.4.30宮本伸吾（名古屋大学大学院（院生）） 

 推薦者：東岡達也, 藤井利紀 

2021.4.30松田香南（名古屋大学大学院（院生）） 

 推薦者：石井拓児, 太田知彩 

2021.4.30藤川寛之（名古屋大学大学院（院生）） 

 推薦者：埜嵜志保, 太田知彩 

2021.5.6呉蘭蘭（名古屋大学大学院（院生）） 

 推薦者：吉川卓治, 埜嵜志保 

2021.5.6 Fauzan Ahadan Nusantara（名古屋大学大学院（院

生））推薦者：柴田好章, 坂本將暢 

2021.5.6岩崎公弥子（金城学院大学） 

 推薦者：坂本將暢, 埜嵜志保 

2021.5.7サルカールアラニモハメッドレザ（名古屋大学）

推薦者：柴田好章, 埜嵜志保 

2021.5.7高木芳子（愛知県立大学大学院（院生）） 

 推薦者：山本理絵, 内田純一 

2021.5.13生澤繁樹（名古屋大学） 

 推薦者：松下晴彦, 坂本將暢 

(2) 退会 
2020年度退会（2021年 3月 31日までに退会の申

し出と 2020年度までの会費完納を確認） 

一之瀬敦幾（常葉大学） 

2021年度退会（2021年度までの会費を完納） 
坪井由美（愛知県立大学）, 高林真衣（浜松市立
浜名小学校）, 加藤詔士（愛知大学） 
 

2．2020 年度決算案および監査報告 

 事務局より，資料にもとづき，2020年度決算案に

ついて説明があり，会計監査の江頭会員より，適正

に処理されていることが確認された旨の報告があり

ました。審議の結果，承認されました。（資料は 8ペ
ージの【総会資料 6】をご参照ください。） 
 

3．会⻑選挙および県選出理事選挙の結果 
 選挙管理委員の坂本会員より，資料にもとづき，

会長選挙および県選出理事選挙の結果について説明

があり，審議の結果，本選挙結果が承認されました。

坂本委員より，理事の選出にいたらなかった三重県

と，会員数 1名のため投票を行わなかった石川県に

ついては，理事会において選出方法を検討願いたい

旨の発言がありました。（資料は 7ページの【総会資
料 4】をご参照ください。） 
 
4．新理事会・事務局体制について 
 吉川会長より，資料にもとづき，新理事会・事務

局体制について説明があり，承認されました（資料

は 7ページの【総会資料 5】をご参照ください）。次

いで，未決定の役員（三重県理事，石川県理事，監

査）の選出について協議が行われました。三重県理

事については，選出方法の検討を新体制に申し送る

こととしました。石川県理事については，石川県の

会員が現理事 1名であることから，新入会があった

場合に理事の選出方法について検討する方針を新理

事に申し送ることとしました。監査については，選

出の検討を新体制に申し送ることとしました。 
 
その他 
 今期をもって退任となる吉川会長，浅野理事，井

上理事, 趙理事より挨拶がありました。 
 

（埜嵜志保 事務局・名古屋大学）

 

2021年度第１回理事会（2021年6月18日開催） 
 
方 法：Zoomによる遠隔会議（2021年度第 5回理事会終了後） 
出席者：柴田好章会長（名古屋大学）, 安達仁美理事（信州大学），内田純一理事（愛知県立大学），片山悠樹理事（愛

知教育大学），田川隆博理事（中部大学），鬢櫛久美子理事（名古屋柳城女子大学），松永康史理事（桜花学園大学），

森透理事（福井県・福井大学名誉教授），山口正理事（日本福祉大学），山下廉太郎理事（朝日大学），埜嵜志保事務

局長（名古屋大学） 
 

（削除）

（削除）
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（審議事項） 
1. 役員の選出について 
 柴田会長より，未決定の役員の選出についての旧理事

会からの申し送りについて確認があり，三重県理事およ

び石川県理事，監査の選出について検討願いたい旨の提

案がありました。協議の結果，三重県理事については再

度投票を行い，再び同数一位となった場合は，会長およ

び得票者で協議を行うこととしました。また，三重県会

員から選出方法に対する異議が多数あった場合は，理事

会において選出方法を再度検討することとしました。石

川県理事については，旧理事会の申し送りにもとづき，

当面は空席にすることとしました。監査については，会

計監査を 2名で行うこれまでの方法を踏襲しつつ，常任

の監査を 1名選出することとしました。 
 
2. 紀要編集委員⻑の選出について 
 柴田会長より，次期の紀要編集委員長および常任編集

委員の選出について検討願いたい旨の提案があり，協議

の結果，まずは会長および前紀要編集委員長，前会長で

協議を行い，引き続き検討することとしました。 
 
3. 2021 年度学会活動⽅針について 
柴田会長より，資料にもとづき，2021年度の活動方針

について提案があり，承認されました（資料は 8ページ
の【総会資料 7】をご参照ください）。 

 
4. 2021 年度予算案について 
事務局より，資料にもとづき，2021年度予算案につい

て説明がありました。事務局業務の合理化に向け，会報

の発注内容の変更や業務の一部外注化のための費用に

ついて説明がありました。審議の結果，承認されました

（資料は 9ページの【総会資料 8】をご参照ください）。 

 
5. 総会の議案および議⻑選出，決議の⽅法について 

事務局より，総会の議案および進行案について説明が

ありました。審議事項の採決の方法については，Zoom
の投票機能を利用することととしました。 
 
6. 第 70 回⼤会（2022 年度）の開催校について（確認） 
 第 70回大会（2022年度）について，信州大学を開催

校とすることが確認されました。次いで，開催校の安達

理事より，挨拶がありました。 
 
 

（埜嵜志保 事務局・名古屋大学）

 

 

≪総会報告≫///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

＜2021 年度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ので，規約第 7条第 2

項にもとづき，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 ヶ月をまって異議がなけれ

ば，総会にて承認されたものとみなされます。 

したがって，本総会の報告および配付資料をご覧いただいた上で，決定事項についてご異議がある会員は，2021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。 

 

 

2021年度総会（2021年6月20日開催） 
 

 2021年度総会は，第 69回大会が開催された 2021年 6月 20日（日）に，名古屋大学を拠点として，オンラインに

て開催されました。開催に先だち，総会議長団に伊藤博美会員（椙山女学園大学）と橋本美彦会員（中部大学）が選

出されました。総会出席者が定足数を満たさず，本総会は仮総会として開催されました。 

 

（報告事項） 
1.  会員の状況および会費納⼊状況【総会資料 1】 
埜嵜志保事務局長より，【総会資料 1】にもとづき，

2021年6月20日時点の会員状況及び会費納入状況につ

いて報告がありました。 
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2. 学会活動報告【総会資料 2】 
埜嵜志保事務局長より，【総会資料 2】にもとづき，

2020年度の学会活動について報告がありました。 
 
3. 紀要編集委員会活動報告【総会資料 3】 
森透紀要編集委員長より，【総会資料 3】にもとづき，

紀要編集委員会の活動について報告がありました。 

 
4. 会⻑選挙・理事選挙の開票結果報告【総会資料 4】 
坂本將暢選挙管理委員より，【総会資料 4】にもとづ

き，2021 年度の会長選挙と県理事選出について報告が

ありました。 

 

5. 新理事会・事務局の体制【総会資料 5】 
柴田好章会長より，【総会資料 5】にもとづき，新理事

会及び事務局の体制について説明がありました。 
 

（審議事項）  
1. 2020 年度決算案および監査報告【総会資料 6】 
 埜嵜事務局長より，【総会資料 6】にもとづき，2020

年度決算案について説明があり，江頭智宏会員より会計

監査報告がありました。審議の結果，承認されました。 
 
2. 2021 年度学会活動⽅針【総会資料 7】 
 柴田会長より，【総会資料 7】にもとづき，2021年度

学会活動方針について提案がありました。審議の結果，

承認されました。 
 
3. 2021 年度予算案【総会資料 8】 
 埜嵜事務局長より，【総会資料 8】にもとづき，2021

年度予算案について提案がありました。「会報刊行費」

は，会報の印刷と発送を一括して外注できるよう予算を

例年より増額し，代わりに，「通信連絡費」「事務費」「事

務局員等謝礼」の会報発送作業分を減額しているとの説

明がありました。また，「事務局外注」は，事務局業務

の合理化に向けて，業務を一部外注するための費用であ

る旨の説明がありました。審議の結果，承認されました。 

 
（埜嵜志保 事務局・名古屋大学）

 
＜＜＜総会資料＞＞＞ 

 
【総会資料 1】会員の状況および会費納⼊状況 
(1) 会員数   284名 

(2) 会費納入率 2021年度分までの納入率 54.2%（154名/284

名）, 2020年度分までの納入率 82.5%（222名/269名） 

(3) 2020年度の新入会・退会  新入会 3名，退会 11名

 

【総会資料 2】2020 年度学会活動報告 
(1) 2020年度総会の開催 

新型コロナの感染拡大状況から，集会形式での開催を中止し

た。代わりに，会員に総会資料を郵送し，Googleフォームまた

は郵便にて意見や質問を受け付ける形式により開催した。 

(2) 『中部教育学会紀要』の刊行 

『中部教育学会紀要』第20号の刊行お第21号の編集を行った。 

(3) 学会情報の発信 

会報第 58・59号の発行および webページの更新により，学

会情報の発信を行った。 

(4) 新型コロナへの対応 

大会の開催と日本教育学会中部地区との共催シンポジウムの

開催について，学会外の関係機関と協議し，中止を決定し，会

員等に周知した。 

 

【総会資料 3】2020 年度紀要編集委員会報告 
(1) 紀要編集委員会の開催 

第 1回 2020年 12月 6日  特集原稿の依頼執筆者の選定，投

稿論文の査読者の決定 

第 2回 2021年 2月 14日  投稿論文の掲載可否の判定 

 → 2月下旬 査読コメント・判定結果の送付，「要再査読」

の修正原稿の受理，「要再査読」の修正原稿の査読依頼 

 → 3月下旬 「要再査読」の査読結果のとりまとめ 

→ 4月 7日〜18日（メール） 「要再査読」の掲載可否の

確認および投稿者へのコメントのとりまとめ（常任編集

委員会），投稿者への判定結果の送付 

→ 4月下旬〜  版下作成，執筆者による校正（2回） 

（→ 6月下旬刊行・送付） 

(2) 投稿論文等（研究論文・研究ノート・実践報告）の募集 

 会報第 58号（2020年 9月発行）および webページにおい
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て，投稿論文の募集を行い，同年 11 月 30 日の締め切りまで

に，研究論文 6本の投稿があった。査読結果をもとに，編集委

員会にて厳正な審議を行った結果，採択 0，要再査読 3，不採

択 3 の判定に至った。3月下旬から 4月上旬に，「要再査読」

の修正後の原稿の査読が行なわれ，その結果，以下の研究論文

を掲載することが決定した。 

• 首藤貴子会員（愛知産業大学短期大学）「保護者による「学

校との連携」の試み―発達障害のあるわが子のための教育

要求の追跡から―」 

• 長谷川哲也会員（岐阜大学），加藤 潤会員（愛知大学），今

津孝次郎会員（星槎大学），田川隆博会員（中部大学），林 

雅代会員（南山大学），白山真澄会員（東海学院大学）「社

会人の学び直しを支える学習意欲―地方企業を対象とし

た質問紙調査の結果から―」 

• 千田沙也加会員（京都大学東南アジア地域研究研究所）「カ

ンボジアにおける学校教育の変化と教師の対応―ポル・ポ

ト政権期前後を生きた教師のライフヒストリーから―」 

(3) 特集の企画 

 「コロナ禍における学校と教育を考える」をテーマとし，増

田翼氏（仁愛女子短期大学），向井昌紀氏（愛知県立名古屋西

高等学校，名古屋大学大学院），首藤隆介会員（名古屋市立中

学校）に原稿を依頼し，寄稿を得た。 

• 増田翼氏（仁愛女子短期大学）「コロナ禍におけるオンライン教

育を経験して—「ある場所に集う」ことの教育学的試論—」 

• 向井昌紀氏（愛知県立名古屋西高等学校，名古屋大学大学院）

「コロナは「主体的・対話的で深い学び」にとって阻害要因か」 

• 首藤隆介会員（名古屋市立中学校）「コロナ禍により表出した教

育課程経営の可能性—中学校における教育課程再編成の取り組

みから—」

 
【総会資料 4】会⻑選挙・理事選出の開票結果報告 

 
中部教育学会2021年度会長選挙等開票結果について 

 
 この度実施されました会長選挙につきまして，2021 年 6 月 9
日に開票作業を行いました。その結果，柴田好章会員（名古屋大

学）が会長に選出されましたことをご報告いたします。 
 
【選挙スケジュール】 
2021.4.27 理事会において選挙管理委員会を設置 
2021.4.30  選挙関連文書（有権者名簿，投票用紙等）発送  
 → 投票締切：5月31日（当日消印有効） 
2021.6.9   会長選挙の開票（名古屋大学） 
【会長選挙補足資料】 
有権者201名 投票総数71（白票２，無効票２）  
投票結果（上位3名） 

当選 柴田好章会員 20票（当選） 
次点 上田敏丈会員 8票 

石井拓児会員 5票 
 なお，会長選挙と合わせて，会員5名以上が所属する大学がな

い県（富山県，福井県，三重県）からの選出理事の選挙を行いま

した。同じく6月9日に開票作業を行いました結果，福井県理事

に森透会員（福井大学名誉教授）が，富山県理事に藤田公仁子会

員（富山大学）が選出されました。三重県理事については，複数

者が同数一位でありました。この場合の取り扱いの規程がないた

め，選出にはいたりませんでした。また，石川県理事については，

会員数が1名のため，選挙を実施いたしませんでした。実施経過

および投票結果については，会長に報告いたしました。 
 

（2021年度選挙管理委員会  坂本將暢・川口洋誉） 
 
【総会資料 5】新理事会・事務局の体制 
会長 柴田 好章 （名古屋大学） 

理事 安達 仁美（信州大学）  

上田 敏丈（名古屋市立大学） 

内田 純一（愛知県立大学） 

片山 悠樹（愛知教育大学） 

田川 隆博（中部大学） 

鬢櫛 久美子（名古屋柳城女子大学）  

藤井 基貴（静岡大学） 

藤田 公仁子（富山県・富山大学） 

松永 康史（桜花学園大学） 

森  透（福井県・福井大学名誉教授） 

山口 正    （日本福祉大学） 

山下 廉太郎 （朝日大学） 

（名古屋大学：調整中，三重県・石川県：未決定） 

監査 未決定 

事務局 埜嵜 志保（事務局長，名古屋大学） 
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【総会資料 6】2020 年度決算案および監査報告 

 

【総会資料 7】2021 年度学会活動⽅針 
 
(1) 学会紀要の充実と展開を図る。 

(2) 第 69 回大会を実施し，会員の研究成果の発表およ

び交流の充実を図る。 

(3) 第 70 回大会を企画し，会員の研究成果の発表およ

び交流の充実を図る。 

(4) 日本教育学会中部地区との共催公開シンポジウム

を実施し，日本教育学会との交流と社会連携を図る。 

(5) 会報・webページなどを通じて学会の情報を発信し，
会員間の情報交流を促進する。 

(6) 学会として現在の教育課題に向き合う取り組みを

積極的に行う（紀要特集，公開シンポジウム開催，教

育関連学会連絡協議会への参加等）。 

(7) 会員の拡大・会費納入率の向上に努める。 

(8) 財政基盤の強化（会員数増加，学会費検討）を図る。 

(9) 2020年 2月の理事会の方針にもとづき，理事選出方

法の改善を図る。 

(10) 事務局業務の合理化（一部外注化検討）を図る。 

 

印影は削除しました。
（事務局）

（削除）
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【総会資料 8】2021 年度予算案 
 

 
 
 

≪事務局からのお知らせ≫////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  

1． 役員の選出について 
 1ページにも記載しましたとおり，総会の時点で未決

定となっていた役員は以下の通り選出されました。 

• 名古屋大学理事：石井拓児会員 

• 三重県理事：井上兼一会員（皇學館大学） 

• 監査：江頭智宏会員（名古屋大学） 

 
2． 2021 年度会費納⼊について 
 2021年度会費（3000円）の納入を受け付けておりま

す。2021年度会費を納入された方に，『中部教育学会紀

要』第 21号を送付しております。 

 

3． 住所・所属等の変更について 
 勤務先の異動，引越による住所変更をふくめ，会員情

報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。学会費納入の際に，郵便振込用紙の通信欄

にて変更をお申し出いただくことも可能です。 

 
 

（埜嵜志保 事務局・名古屋大学）

  

 
中部教育学会 2021 年度予算案 

  2021 年 4 ⽉ 1 ⽇〜2022 年 3 ⽉ 31 ⽇ 
（単位：円） 

【収入の部】 

 2020 年度決算 2021 年度予算 備考 
前年度繰越⾦ 785,534 984,517  
会費 696,000 900,000 3,000 円×300 ⼝ 

計 1,481,534 1,884,517  
【支出の部】 

 2020 年度決算 2021 年度予算 備考 

⼤会運営費 0 150,000 第 69 回⼤会（オンライン開
催） 

紀要刊⾏費 164,500 180,000 
第 21 号の印刷製本、特集論⽂
執筆者（会員外）への謝礼、バ
ックナンバー増刷 

会報刊⾏費 33,000 120,000 会報第 60 号・第 61 号の作成（今
年度から、発送業務・送料込） 

通信連絡費 145,485 80,000 

紀要刊⾏物等の送付、HP サー
バー・ドメインのレンタル契
約、役員選挙関連書類の送付、
その他事務連絡の送付 

理事会開催費 0 50,000 交通費実費（愛知県外）、茶菓⼦ 

事務費 67,032 25,000 消耗品（封筒、コピー⽤紙、ラ
ベルシール等） 

事務局員等謝礼 77,000 30,000 事務局作業等の謝礼 

事務局業務外注 0 300,000 会費徴収・会員管理業務の⼀部
外注 

教育 関 連学 会連 絡 協議 会 関係費  10,000 10,000 加盟費 

次年度繰越⾦ 984,517 939,517  

計 1,481,534 1,884,517  

 
 

（削除）
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≪中部教育学会紀要第２２号原稿募集≫/////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 

自由投稿の原稿募集 
 紀要編集委員会では，『中部教育学会紀要』第 22号（2022年 6月発行予定）への投稿論文を受け付けております。

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。本会報に編集規程及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いますよう，お願いいたします。 

 原稿送付の際は，投稿規程第 6条第 1項の規定にしたがい，①本文・英文摘要にはご氏名・ご所属を記入なさらな

いでください。②本文・英文摘要とは別に，論題・執筆者氏名・所属・連絡先（住所・電話番号・メールアドレス）

を記載した別紙を 1 部ご送付ください。別紙には，投稿カテゴリー（研究論文・研究ノート・実践報告）もご記載く

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。また，⑤原則として

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），十分に検討のうえでご提出を

お願いいたします。加えて，投稿規程第 9条にしたがい，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，授業研究をはじめとする対象者）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，ご配慮をお願いいたします。 

 
 

特集「『令和の日本型学校教育』を考える」の原稿募集 
2021年 1月に，「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して～全ての子供たちの可能性を引き出す，個別最適な

学びと，協働的な学びの実現～」と題する中教審の答申が行われました。副題にも見られる「個別最適な学び」「協

働的な学び」をはじめとして，「ICT の活用」「履修主義と修得主義の組合せ」「学校マネジメントの実現」「特異な才

能のある児童生徒に対する指導」「小学校高学年からの教科担任制の導入」「高等学校におけるスクール・ミッション

の再定義，スクール・ポリシーの策定」「多様な人材が参画できる柔軟な教職員組織の構築」など，改革の範囲は多

岐に渡っています。この答申では，これまでの日本型教育の成果と課題を分析し，必要な改革を躊躇なく進めること

で，2020年代を通じて実現すべき「令和の日本型学校教育」を実現することが目指されています。また，6月 3日に

はポストコロナ期における新たな学びの在り方について」と題する教育再生実行会議の第 12次提言が出されました。

ここでも，「データ駆動型の教育への転換」「少人数によるきめ細かな指導体制・施設設備の整備」「教師の質の向上，

多様な人材の活用等」などが示されています。 

 しかし，これらに示された改革の方針は，望ましい教育の実現につながるのでしょうか。また，全体として学校教

育の質の向上につながるのでしょうか。これらの是非を見極めていくことが求められています。 

 そこで，今回の特集では，「令和の日本型学校教育」における改革の基本方針の妥当性や，個別の施策の有効性，

改革のための問題設定のあり方等に関して，教育学の様々な視座から幅広く検討したいと考えています。 

 皆様からの投稿をお待ちしています。特集への投稿も，自由投稿と同様に，投稿規程にしたがい，上記の①〜⑥に

ご留意の上原稿をご送付ください。 

 

 

原稿送付先： 464-8601 名古屋市千種区不老町   
名古屋大学大学院教育発達科学研究科内 中部教育学会事務局 

締   切： 2021年11月30日（火）（消印有効） 
 

 
※ 原稿到着後，事務局より受け取り確認のメールをお送りいたします。 
※ 特集の原稿を送付される場合は，封筒に「特集原稿在中」と朱書きをお願いいたします。 
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中部教育学会紀要編集規程（2016年 6月 25日改正） 

 

第一条 「中部教育学会紀要」は中部教育学会の機関誌であり，原則として１年に１回刊行する。 

第二条 「中部教育学会紀要」には本会会員の研究論文，資料，書評，その他会員の研究活動に関連する記事を掲載

する。 

第三条 「中部教育学会紀要」の編集のために編集委員会をおく。 

②編集委員は理事が兼任するものとし，編集委員長および常任編集員若干名を互選とする。 

③編集委員会は投稿論文の査読のために必要と認めるときは，会員の中から臨時に査読委員を加えること

ができる。 

第四条 本誌に論文の掲載を希望する会員は，投稿規程に従い，原稿を紀要編集委員会に送付するものとする。 

第五条 投稿論文の採否は，編集委員会の合議により決するものとする。 

第六条 採用された論文の形式について，編集委員会において若干の変更を加えることができる。ただし，内容に関

して重要な変更を加えるときは，執筆者との協議を経るものとする。 

第七条 執筆者による校正は再校までとする。採用された論文の内容を校正において修正することはできない。 

第八条 論文が採用された会員は，図版等を掲載するためにより特別の費用を要する場合は，投稿者がその実費を負

担することがある。 

第九条 「中部教育学会紀要」に掲載された論文等の著作権は，本会に帰属する。 

附則 1 第九条・第十条の規定は，「中部教育学会紀要」第 14号（2014年刊行）から適用する。 
附則 2 附則 1 の適用を第九条のみとする。

 
 

中部教育学会紀要投稿規程 （2013年 2月 23日改正） 

 

第一条 本会の会員は「中部教育学会紀要」に投稿することができる。 

②編集委員会は会員以外の者に執筆を依頼することができる。 

第二条 論文原稿は未発表のものに限る。ただし，口頭発表及び配付資料はその限りでない。 

第三条 投稿の締切は毎年 11月 30日とする。 

第四条 研究論文の投稿は日本語によるものとし，１行 38 文字，１頁 33 行で 14頁以内とする。ただし，冒頭に論

題等を表示するため，第１頁の本文は 20 行とする。 

②英文タイトルおよび 400語程度の英文摘要を本文とともに提出するものとする。ただし，英文はネイティ

ブスピーカ等による校閲を事前に受けること。 

③審査用原稿では，投稿者自身の論文等を引用する場合は「拙稿」等とせず，他の著者と同様本名をそのま

ま記載するものとする。 

第五条 研究ノートおよび実践報告の投稿は，１行 38 文字，１頁 33 行で 10頁以内とする。ただし，冒頭に論題等

を表示するため，第１頁の本文は 20 行とする。その際，英文タイトルを本文とともに提出するものとする。 

②その他，投稿の手続き・要領等は，第四条の規定を準用する。 

第六条 投稿原稿はワープロを用いて作成し，執筆者の氏名を伏せて 4 部送付するものとする。その際，投稿原稿と

は別に，論題，執筆者氏名，所属，連絡先を送付するものとする。 

②論文の採用が決定した場合直ちにワープロで作成した文書ファイルを提出すること。 

第七条 注及び引用文献は次のいずれかの方法で表記するものとする。（別紙で示す。） 

第八条 投稿者は編集・刊行作業が円滑に行われるよう協力しなければならない。投稿者に編集・刊行作業を著しく

妨げるときは，編集委員会は論文の掲載を取り消すことができる。 
第九条 投稿者は，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してはならない。



 12 

注及び引用文献の表記について（第七条関係） 

 
注及び引用文献は次のいずれかの方法で表記する。 

（1）表記法１ 

注及び引用文献は，論文末に一括して掲げる。 

引用法の例 

（論文の場合）著者，論文名，雑誌名，巻，号，年号，頁。 

1）持田栄一「教育行政理論における『公教育』分析の視角」『日本教育行政学会年報』第１号，昭和 50 年,68頁 

2）Briges,Edwin M., and Maureen Hallian, Elected Versus Appointed Broads： Arguments and Evidence, Educational 

administration Quarterly, Ⅷ, 3, Autumn 1972, pp.5-17. 

（単行本の場合）著者，書名，発行所，年号，頁。 

1）皇至道『シュタイン』牧書店，昭和 32年，142−143頁。 

2）Morphet, Edger L., et al., Educational Organization and Administration：Concepts, Practices,and Issues(4th ed.), Englewood 

Cliffs, N.J.：Prentice-Hall Inc., 1982, p.160. 

（2）表記法２ 

1）引用文献と注を区別する。注は文中の該当箇所に，（1）（2）……と表記し，論文原稿末尾にまとめて記載する。 

2）引用文献は本文中では，著者名（出版年），あるいは（著者名，出版年）として表示する。同一の著者の同一

年の文献については a，b，c……を付ける。 
  例：しかし，市川(1990)も強調しているように… 

  ……という調査結果もある（桑原 1990a，1990b）。 

OECDの調査によれば「……である」（OECD 1981：pp45−46）。 

3）引用文献は，邦文，欧文を含め，注のあとにまとめてアルファベット順に記載する。著者，（年号），論文名，

雑誌名，巻，号，頁。 

例：Holmberg, B.(1989) Theory and Practice of Distance Education, Routledge, pp.182-189. 

   木田宏（1989）『生涯学習時代と日本の教育』第一法規。 

   Murnane, R. J and Cohn, D. K (1986) Merit pay and the evaluation problem： why most merit pay plans fail a few 

survive, Harvard educational Review, vol. 56(1), pp. 1-7.

 


