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Ⅰ． 第49
第49回大会について
回大会について
大会実行委員長 佐々木 幸寿
（東京学芸大学）
日本教育行政学会第49回大会は、2014
年10月10日〔金〕〜12日〔日〕の3日間、
東京学芸大学（〒184-8501

小金井市貫

井北町4-1-1）を会場として開催されます。
本年度の大会では、昨年好評であった「特
別企画」、自由研究発表、公開シンポジウ
ム、課題研究Ⅰ・Ⅱをメインプログラム
として予定しています。
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大会1日目（10月10日〔金〕）の午後には各委員会と全国理事会、夕刻からは「特別企画」
が予定されております。「特別企画」では、昨年度大会に引き続き、教育行政の研究（理論）
と実践の融合を図るというモチーフで、本学会と教育行政の現場との交流や対話を積極的
に推進するべく、本学会坪井会長を中心に準備を進めて頂いております。
また大会2日目（10月11日〔土〕）の午前には自由研究発表、午後には公開シンポジウ
ムが、夕刻から夜にかけて総会と懇親会が予定されています。公開シンポジウムは「高等
教育政策と教員養成の『高度化』を考える」をテーマに設定いたしました。シンポジスト
として牛渡淳会員（仙台白百合女子大学）、栗林澄夫・大阪教育大学学長、鈴木寛（すずき・
かん）前文部科学副大臣（現在は東京大学・慶應義塾大学）をお迎えします。特に鈴木寛
氏からは教育政策形成と文教行政のダイナミズムについて具体的にお話しいただけるも
のと大いに期待しているところです。高等教育政策及び教員養成政策をひとつの切り口に
しながら教育行政の手法や様々なアクターの関わり合いについて、共通理解を深めるとと
もに今後の展望についても議論したいと考えて、本学の岩田康之、福本みちよの両会員を
コーディネーターに、公開行事にふさわしい内容にするべく企画を練り上げているところ
です。
大会3日目（10月12日〔日〕）の午前には自由研究発表、午後には課題研究ⅠおよびⅡ
が予定されております。課題研究Ⅰは現在進行中でもある地教行法と教育ガバナンスの改
変を「共同統治」という視角もふまえて検討するもの、課題研究Ⅱは今日的な観点から社
会教育行政の動向を対象とするものとなる予定です。これらにつきましては渡部昭男・研
究推進委員長を中心に研究推進委員各位において準備が進められているところです。
このあと6月上旬から、会員各位には大会の開催案内とともに自由研究発表の申込み受
付のお知らせをお届けいたします。自由研究発表は会員の研究成果の発表と交流の機会と
して、学会大会のメインイベントです。多くの会員からの申込みをお待ち申し上げており
ます。
今回の大会を引き受けさせていただきました東京学芸大学のキャンパスは東京都下、小
金井市にございます。最寄りの武蔵小金井駅または国分寺駅までは東京駅から45分ほど、
駅からも少し距離がありますので交通至便とは言い兼ねます。また今秋には学内講義棟の
一部改修が予定されており騒音の発生も懸念されます。瀟洒な会場には程遠いかもしれま
せんが、実行委員会一同、精一杯の準備をして皆様をお迎えしたいと思います。大会時期
は秋の大型連休と重なっております。今回の大会に際しまして、宿泊などは参加者各位で
手配いただくこととさせていただきました。なるべく早めのご準備をお願いしたく存じま
す。
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ࠆᢎ⢒ⴕߩࠅᣇߣߪ̆̆ޟᢎ⢒ᆔຬળޠᐲࠍߤ߁ᡷࠆߩ߆ޠ
㧔ᣈ㧦᧲੩ᄢቇᧄޟㇹ
ࠠࡖࡦࡄࠬޠ
㧕ߦߪޔળຬࠍߪߓ৻⥸Ꮢ᳃ᢎ⢒ᆔຬળࡑࠬࠦࡒ㑐ଥ⠪ࠍ⊖ޔฬ
ߩෳട߇ࠅ߹ߒߚޕ
 2013 ᐕ 12  13 ᣣߩਛᄩᢎ⢒ክ⼏ળޟᓟߩᣇᢎ⢒ⴕߩࠅᣇߦߟߡ㧔╵↳㧕ޠ
ࠍฃߌߡޔ12  22 ᣣߩ╙ 17 ᦼᏱછℂળߦ߅ߡᧄޔ㓸ળࠍ㐿ߔࠆߎߣࠍቯߒ߹ߒ
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ߚߩߘޕᓟޔ2014 ᐕ 2  18 ᣣߦ⥄↱᳃ਥౄᡷ㕟᩺㧔ᢎ⢒ᆔຬળᐲࠍ⼏⺰ߔࠆዊᆔຬળ㧕
ߩᱜᑼੌᛚޔ3  13 ᣣߦਈౄᢎ⢒ᆔຬળᡷ㕟ߦ㑐ߔࠆࡢࠠࡦࠣ࠴ࡓޟᢎ⢒ᆔຬળᐲ
ߩᡷ㕟ߦ㑐ߔࠆਈౄวᗧޠ㧔https://www.jimin.jp/policy/policy_topics/124036.html㧕ߩ⚕
㕙߇ࠅߥࡓࠗ࠲ߡࠊ߈ޔ㐿ߣߥࠅ߹ߒߚޕ
 㓸ળߢߪ⿰ޔᣦ⺑ߩᓟޔၮ⺞ႎ๔ޟቇᩞߣᢎ⢒ᆔຬળ߇ᣇะߢቇ߮ว߁̆̆ሶߤ߽
ࠍਛᔃߣߒߚቇᩞߠߊࠅߣ㚂㐳࿖ߩᓎഀޠ㧔ဝ↱ታળ㐳㧕⺰ޔὐឭԘޟਛᄩᢎ⢒ክ⼏
ળߦ߅ߌࠆክ⼏ߩ⚻ㆊߣ╵↳ߩ⺰ὐޠ㧔ળຬ㧕ޔหԙޟෂᯏߦ┙ߟᢎ⢒ᆔຬળ̆̆
ᢎ⢒ᆔຬળᐲߩᗧ⟵ߣᔅⷐᕈޠ
㧔㜞ᯅኡੱળຬ㧕߇ࠅޔભᙑߩᓟߦ(ޔ1)ᢎ⢒ࠟࡃ࠽ࡦࠬ
ߩࠅᣇߣห⛔ᴦ(ޔ2)ਈౄวᗧߦࠃࠆᣂᢎ⢒ᆔຬળᐲ᩺ߩ⹏ଔߣ⺖㗴߁ߣޔᄢ߈ߥ
ੑߟߩᩇߢෳട⠪ߣߣ߽ߦ⺰⼏ࠍᷓ߹ߒߚ㧔มળ㧦⮮⍮ሶ⎇ⓥផㅴᆔຬޔᷰㇱ㧕ޕၮ⺞
ႎ๔ߣ⺰ὐឭԘԙߩ⾗ᢱࠍࠊߖߡ HP ߦࠕ࠶ࡊߒߡ߹ߔޕ
 ߥ߅ޔᣣᧄᢎ⢒ቇળޔᣣᧄᢎ⢒⚻༡ቇળޔᣣᧄ␠ળᢎ⢒ቇળ߆ࠄᓟេࠍޔᣣᧄᢎ⢒╷
ቇળ߆ࠄද⾥ࠍߚߛ߈߹ߒߚߡߒ⸥ޕᓮ␞ࠍ↳ߒߍ߹ߔޕ

㧟㧚 㐿⎇ⓥ㓸ળߩⷐ
 2014 ᐕ 5  11 ᣣ㧔ᣣ㧕ඦᓟߦ㐿ߒߚ㐿⎇ⓥ㓸ળޡޟᢎ⢒ᆔຬળޢᐲࠍߤ߁ᡷࠆ
ߩ߆㧔ߘߩ㧞㧕ᣇᢎ⢒ⴕᴺᡷᱜ᩺ߣᢎ⢒ࠟࡃ࠽ࡦࠬޠ
㧔ᣈ㧦᧲੩ᄢቇᧄޟㇹࠠࡖࡦࡄࠬޠ㧕
ߦߪޔ3  16 ᣣ㐿ߩߩߘޟ㧝ޠડ↹ߦᒁ߈⛯߈ޔળຬࠍߪߓ৻⥸Ꮢ᳃ᢎ⢒ᆔຬળ
ࡑࠬࠦࡒ㑐ଥ⠪ࠍ⊖ޔฬߩෳട߇ࠅ߹ߒߚޕ
 ޟᢎ⢒ᆔຬળᐲߩᡷ㕟ߦ㑐ߔࠆਈౄวᗧޠ
㧔2014 ᐕ 3  13 ᣣ⚕㕙㧕ࠍฃߌߡޔ
ޟ
ᣇᢎ⢒ⴕߩ⚵❱߮ㆇ༡ߦ㑐ߔࠆᴺᓞߩ৻ㇱࠍᡷᱜߔࠆᴺᓞ᩺߇ޠ㑑⼏ቯߐࠇޔ4  4
ᣣߦߪ㐿ળਛߩ╙ 186 ࿁࿖ળߦឭ᩺ߐࠇ߹ߒߚ㧔㑑ᴺ 76 ภ㧕ߦࠇߎޕኻߒߡޔ᳃ਥౄ
ᣣᧄ⛽ᣂߩળߪᢎ⢒ⴕߩ⽿છࠍ㚂㐳ߦ৻రൻߔࠆޟᣇᢎ⢒ⴕߩ⚵❱ߩᡷ㕟ߦࠃࠆ
ᣇᢎ⢒ⴕߩㆡᱜߥㆇ༡ߩ⏕ߦ㑐ߔࠆᴺᓞ᩺ ࠍޠ4  14 ᣣߦឭߒ߹ߒߚ㧔ⴐᴺ 16 ภ㧕ޕ
ੑߟߩᴺ᩺߇ߣ߽ߦⴐ⼏㒮ᢥㇱ⑼ቇᆔຬળߦઃ⸤ߐࠇߡ㧔4  15 ᣣ㧕ክ⼏ਛߣ߁࠲ࠗࡒ
ࡦࠣߢߩ㐿ߣߥࠅ߹ߒߚޕ
 㓸ળߢߪ⿰ޔᣦ⺑ߩᓟޟ⺰✚ޔᢎຬߩ⥄⊒⊛ߥࠦࡒ࠶࠻ࡔࡦ࠻ߩ⏕ߣᣇᢎ⢒ⴕ
ᐲޠ
㧔ᧁޘᐘኼળຬ㧛╙ 17 ᦼ⎇ⓥផㅴᆔຬ㧕
⺰ޔὐឭԘޟᣇᢎ⢒ⴕᴺᡷቯ᩺ߩ⺖
㗴ߣ⺰ὐޠ㧔ળຬ㧛ਛᢎክ⥃ᤨᆔຬ㧕ޔหԙ⛔ޟᴦᯏ᭴ౣ✬ߣߒߡߩᣇᢎ⢒ⴕ
ᐲᡷ㕟ޠ㧔ਛ᎑ືᒾળຬ㧛╙ 17 ᦼᏱછℂ㧕߇ࠅޔભᙑߩᓟߦෳട⠪ߣߣ߽ߦ⺰⼏ࠍ
ᷓ߹ߒߚ㧔มળ㧦ጊਅᤩ৻㨇╙ 17 ᦼ⎇ⓥផㅴᐙ㨉ޔ⍹ᜏఽ㨇╙ 17 ᦼോዪ㐳㨉
㧕✚ޕ
⺰ߣ⺰ὐឭԘԙߩ⾗ᢱࠍࠊߖߡ HP ߦࠕ࠶ࡊߒߡ߹ߔޕ
 ߥ߅ޔ⸥⾗ᢱߦട߃ߡޔᒰᣣߪޟቇળ

‛ߩ⚫࠴ࠪ⼏ⴐޔ㒮ᢥㇱ⑼ቇᆔຬળ࠾

ࡘࠬޔਈౄวᗧ㧒ੑᴺ᩺ߩⷐ߽ޠ㈩Ꮣߒ߹ߒߚޕ
䋪ᧄ䊆䊠䊷䉴䈱 㪈㪈 㗁䈮ᒰᣣ䈱᭽ሶ䉕౮⌀䈪ឝタ䈚䈩䈇䉁䈜䇯䈗ⷩ䈒䈣䈘䈇䇯㩷
㩷
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㸋䋮࿖㓙ᵹᆔຬળႎ๔㩷
ᆔຬ㐳㩷 ൎ㊁㩷 ᱜ┨㩷
㩷

 ࿖㓙ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ
 ᦼߩ࿖㓙ᵹᆔຬળߩਥߥᵴേߣߒߡߪޔ2015 ᐕߦ㖧࿖ߢ࿖㓙ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓࠍ㐿ߔ
ࠆߎߣߣޔ2017 ᐕߦᣣᧄߢ㐿ߔࠆ࿖㓙ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓߩḰࠍㅴࠆߎߣ߇ࠅ߹ߔߣޕ
߽ߦ㖧࿖ᢎ⢒ⴕቇળߣߩߣߥࠅ߹ߔ߇ޔਔ࿖ߛߌߦ㐽ߓߚ߽ߩߦߪߖߕࠅࠃޔ࿖㓙
⊛ߦ㐿߆ࠇߚቇⴚᵹߩᯏળߣߒߡ⊒ዷߐߖߡ߈ߚㄭᐕߩ⚻✲ࠍ〯߹߃ߡ߁ߘߞޔలታ
ߒߚ߽ߩߦߒߚߣ⠨߃߹ߔߦߚߩߘޕ㖧࿖ᢎ⢒ⴕቇળߣኒធߥᗧᔒ⇹ㅢࠍ࿑ߞߡෳ
ࠅ߹ߔޔߚ߹ޕ2017 ᐕߩ࿖㓙ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓߦߟߡߪޔછᦼਛߦ࠹ࡑ⸳ቯ╬ߩḰࠍㅴ
߹ߔ߇ޔታ㓙ߦ㐿ߦߚࠆߩߪᰴᦼᆔຬળߣߥࠆߩߢߦ․ޔᒁ߈⛮߉ߦ⇐ᗧߒߚߣ
ᕁ߹ߔޕ
 2015 ᐕߦ㖧࿖ߢ㐿ߔࠆ࿖㓙ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓߩ⚦ߦߟߡߪޔᓟ㓐ᤨߏޔ᩺ౝࠍߐߒ
ߍ߹ߔޕળຬฦߩⓍᭂ⊛ߥෳടࠍ߅㗿⥌ߒ߹ߔޕ
㧚ߘߩઁߩቇⴚ࿖㓙ᵹߦ⾗ߔࠆᵴേ
 ࿖㓙ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓએᄖߦ߽ޔน⢻ߥ㒢ࠅޔቇળߩቇⴚ࿖㓙ᵹߦ⾗ߔࠆᵴേࠍታᣉߒߡ
߈ߚߣ⠨߃ߡ߹ߔޔߡߒߣߟ৻ߩߘޕᆔຬળߣࠊߖߡ⎇ⓥળࠍ㐿ߒޔ࿖㓙⊛ⷞ
㊁ߦၮߠߊ⎇ⓥޔᄖ࿖ၞ⎇ⓥߦߟߡ⎇ⓥද⼏ࠍⴕ߁ߎߣࠍ⸘↹ߒߡ߹ߔ⎇ޕⓥද
⼏ߩౝኈࠍ 2017 ᐕߩ࿖㓙ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓߩ࠹ࡑ⸳ቯߦߟߥߍߡߊߨࠄ߽ࠅ߹ߔ߹ޕ
ߕᆔຬ߇ߘࠇߙࠇߩ⎇ⓥߦߟߡ᳇シߦႎ๔ߒ߁ߎߣ߆ࠄᆎࠆ੍ቯߢߔޕ
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㸌䋮ቇળ⾨ផ⮈䈱䈍㗿䈇㩷
ⶋ┨ᜂᒰℂ㩷 ᧁጟ৻㩷 ਛ᎑ືᒾ㩷

 2014 ᐕᐲቇળ⾨ߩࠍޔਅ⸥ߩⷐ㗔ߢ㓸ߚߒ߹ߔޕⓍᭂ⊛ߦߏផ⮈ਅߐޕ
ᣣᧄᢎ⢒ⴕቇળ⾨ߩኻ⽎ߣߥࠆ⪺ᦠ
 1㧚2012 ᐕ 1 એ㒠ߦ⊒ߐࠇߚᧄቇળળຬၫ╩ߦࠃࠆ⪺ᦠ✬⪺ᦠ㧔⪺✬⪺
ࠍ㧕
ޕ
 2㧚⪺✬⪺ߩ႐วߪ⪺⠪✬⪺⠪߮ၫ╩⠪ోຬ߇ᧄቇળળຬߢࠆߎߣޕ
ᔕᚻ⛯
 1㧚ળຬߪ⥄Ꮖߩ⪺ᦠ✬⪺ᦠ⪺✬⪺ᦠ㧔એਅޟޔ࿑ᦠޕ߁ߣޠ㧕⧯ߒߊߪ
⥄Ꮖએᄖߩᧄቇળߩળຬߩ࿑ᦠߩਛ߆ࠄޟޔᣣᧄᢎ⢒ⴕቇળ⾨ࠍޠฃ⾨ߔࠆߦ
߰ߐࠊߒߣᕁࠊࠇࠆ࿑ᦠࠍㆬቯߒޔቇળ⾨╬ផ⮈ᆔຬળߦផ⮈ߔࠆߎߣ߇ߢ߈
ࠆޕ
 2㧚⸥ޟផ⮈ࠆߔߣ߁߅ⴕࠍޠળຬߪޔ
ޟቇળ⾨ផ⮈ᦠࠍޠቇળോዪተߡߦឭߔ
ࠆ߽ߩߣߔࠆޕ
ᔕᦠ㘃ߩឭߦߟߡ
 1㧚⸥ផ⮈ᦠߦߪ․ߩᦠᑼࠍቯ߹ߖࠎ߇ޔផ⮈⠪᳁ฬޔᚲዻޔᚲޔ㔚⇟ภ
ࠆߪ E-mailⵍޔផ⮈࿑ᦠⵍޔផ⮈⠪㧔ᚲዻޔᚲ㧕
ޔផ⮈ℂ↱ࠍᔅߕ⸥
ߒߡߊߛߐޕ
 2㧚ቇળ⾨ߩផ⮈ߦߚߞߡߪⵍޔផ⮈࿑ᦠࠍᔅߕ㧝ㇱᷝઃߒߡਅߐޕ
ᔕᦼ㒢ᦠ㘃ឭవ
 1㧚✦ಾߪ 2014 ᐕ 7  4 ᣣ㧔㊄㧕㧔ᔅ⌕㧕ߢߔޕ
 2㧚ᦠ㘃ߩឭవߪޔએਅߩㅢࠅߢߔޕ
ޥ480-1198 ᗲ⍮⋵㐳ਭᚻᏒ⨙ࠤᑫ㑆 1522-3
ᗲ⍮⋵┙ᄢቇᢎ⢒ቇㇱ ᣣᧄᢎ⢒ⴕቇળോዪ
3㧚ޟᣣᧄᢎ⢒ⴕቇળ⾨ផ⮈ᦠਛ߈ᦠ߅ߣޠᷝ߃ਅߐޕ
ż ቇળഞഭ⾨
ż ⎇ⓥᅑബ⾨㧔ᅑബ⾨ክᩏᆔຬળ߇ޔᐕႎ 39 ภߩ⎇ޟⓥႎ๔ߦޠឝタߐࠇߚ⺰ᢥߩ߁
ߜᣣᧄᢎ⢒ⴕቇળⶋ⾨ⷙቯ 3 ߩ᧦ઙࠍḩߚߔ߽ߩࠍክᩏߒ߹ߔ㧕

㩷
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㸍䋮ળຬᴫ㩷

㧝㧚ળຬᴫ㧔 ᐕ    ᣣ㧕 ฬ
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㸏䋮ነ⿅࿑ᦠ㩷
㧔એਅߩ࿑ᦠࠍߏነ⿅ߚߛ߈߹ߒߚޕߚߒ߹ߑߏ߁ߣ߇ࠅޕ㧕


٨₹ᐽਯ⋙ୃੑችା৻Ꮉ೨ࠁߺ✬⪺ޡ㨪ᢎ⢒ᵴേߦ↢߆ߘ߁㨪߳߈ዊⷙᮨᩞߩ
ℂᔨߣታ〣ޢᢎ⢒ᣂ⡞␠ ޔᐕ  
٨&ࡉ࠶ࠫ2ࠬࡔࠗࡗ4ࠬࡒࠬ✬⪺ᨷᬀ㓷⟵⪲㙃ᱜടᴦື ✬⸶ࠛޡ
ࡆ࠺ࡦࠬߦၮߠߊᢎ⢒╷ޢഹ⨲ᦠᚱ ޔᐕ  
٨ฬฎደᄢቇᄢቇ㒮ᢎ⢒⊒㆐⑼ቇ⎇ⓥ⑼ޡฬฎደᄢቇᄢቇ㒮ᢎ⢒⊒㆐⑼ቇ⎇ⓥ⑼♿ⷐ㧔ᢎ
⢒⑼ቇ㧕╙  Ꮞ╙  ภ ޢᐕ  
٨╳ᵄᄢቇᄢቇ㒮ੱ㑆✚ว⑼ቇ⎇ⓥ⑼ᢎ⢒ၮ␆ቇኾޡᢎ⢒ቇ⺰㓸╙㧥㓸㧙ઍࠕࡔ
ࠞߦ߅ߌࠆೋ╬ਛ╬ቇᩞߩ⸽⹏ଔߩേะߣ․ᓽቇᩞߩ⹏ଔߣ⽿છࠍߋࠆേะಽᨆ
ߣℂ⺰⊛ᬌ⸛㧙 ޢᐕ  
٨ᣣᧄᢎ⢒ᐲቇળ✬ޡઍᢎ⢒ᐲᡷ㕟߳ߩឭ⸒㧔㧕
㧔ਅ㧕᧲ޢାၴ ޔᐕ  
٨㜞ᯅኡੱޡෂᯏߦ┙ߟᢎ⢒ᆔຬળ㧙ᢎ⢒ߩᧄ⾰ߣᆔຬળߣߩᲧセ߆ࠄᢎ⢒ᆔຬળࠍ
⠨߃ࠆ㧙ࡖ࠴࡞ࠞࠬࡠࠢޢ  ޔᐕ  
٨◉ේᷡᤘޡᢎ⢒ߩߚߩᴺቇ㧙ሶߤ߽ⷫߩᮭࠍࠆᢎ⢒ᴺ㧙ᦠࠔࡧ࡞ࡀࡒޢᚱޔ
ᐕ  
٨⮮ᐙ↵ޡᚢᓟᢎ⢒ᡷ㕟ᦼߦ߅ߌࠆ⡯⎇ୃߩᚑ┙ㆊ⒟ޢቇⴚ ળ ޔᐕ  
٨᪉ᥓᕺሶᐢἑ⟵ᓼ✬ߋࠄំޡਥࠊࠇࠆ␠ળ࠻ࠢࡄࡦࠗޢ ળ ޔᐕ  
٨ᣣᧄᢎ⢒ⴕቇળޡᢎ⢒ⴕቇ⎇ⓥ ╙  ภ ޢᐕ  
٨࿖┙ᄢቇᴺੱᐶᢎ⢒ᄢቇᢎ⢒ⴕ⢻ജ⢒ᚑࠞࠠࡘࡓ㐿⊒ቶో࿖ᢎ⢒㐳㚂㐳⺞ᩏ
ႎ๔ޡᢎ⢒㐳ߩੱ᧚ⷐઙߦ㑐ߔࠆࠕࡦࠤ࠻⺞ᩏ ޢᐕ  
٨ᵿ↰ඳᢥࠆߌ߅ߦࠞࡔࠕޡቇᩞ⸽⹏ଔߩઍ⊛ዷ㐿᧲ޢାၴ ޔᐕ  
٨᧲੩ᄢቇᄢቇ㒮ᢎ⢒ቇ⎇ⓥ⑼ޡᢎ⢒ⴕቇ⺰ฌ╙  ภ ޢᐕ  
٨ၳᱜ༹⋙⸶ߩ⽎ࠖ࠹ࡆࠕࠬࠖ࠺ޡᢎ⢒ቇ㧙ࠗࠡࠬ㓚ኂቇ߆ࠄߩࠕࡊࡠ࠴㧙ޢ
ઍᦠ㙚 ޔᐕ  
٨ฬฎደᄢቇᄢቇ㒮ᢎ⢒⊒㆐⑼ቇ⎇ⓥ⑼ޡฬฎደᄢቇᄢቇ㒮ᢎ⢒⊒㆐⑼ቇ⎇ⓥ⑼♿ⷐ㧔ᢎ
⢒⑼ቇ㧕╙  Ꮞ╙  ภ ޢᐕ  
٨╳ᵄᄢቇੱ㑆♽ᢎ⢒ቇၞޡᢎ⢒ቇ♽⺰㓸╙  㓸 ޢᐕ  
٨ᄢႦቇᩞ⚻༡⎇ⓥળޡቇᩞ⚻༡⎇ⓥ ╙  Ꮞ ޢᐕ  
٨ฬฎደᄢቇᄢቇ㒮ᢎ⢒⊒㆐⑼ቇ⎇ⓥ⑼ᢎ⢒⑼ቇኾޡᢎ⢒⺰ฌ╙  ภ ޢᐕ  
٨ᄢፒ⚛ผ✬⪺ޡ྾ᮭಽ┙ߩ⎇ⓥ㧙ᢎ⢒ᮭߩ⁛┙㧙╙ޢਃᢥ␠ ޔᐕ  
٨⚦Ꮉቁ✬⪺ޟޡήఘᢎ⢒ߩẋㅴ⊛ዉߣޠᄢቇ⇇ᡷ㕟ᤩޢᵗᦠᚱ ޔᐕ  
٨⚦సᒾ⍹ᜏఽశᧄṑ✬ޡᣂ⥄↱ਥ⟵ᄢቇᡷ㕟㧙࿖ኅᯏ㑐ߣฦ࿖ߩേะ㧙᧲ޢା
ၴ ޔᐕ  

10

日本教育行政学会ニュース

2014年度

第１号（2014年５月29日）

㸐䋮ോዪ䉋䉍㩷 㩷

㧝㧚ળ⾌⚊ߩ߅㗿
ቇળߩળ⸘ᐕᐲߪ 4 ߆ࠄ⠉ᐕ 3 ߹ߢߣߥߞߡ߹ߔޔߪߡߒ߹߈ߟޕ2014 ᐕᐲ
ಽߩળ⾌ 8,000 㧔ቇ↢ળຬߪ 6,000 㧕ࠍޔหኽߩㇷଢᝄᦧ↪⚕ߦߡ߅ᣧߦ⚊ࠍ
߅㗿↳ߒߍ߹ߔޕㆊᐕᐲળ⾌ᧂ⚊ߩᣇߦߟߡߪߩߘޔಽߩ㊄㗵߽ߏ⏕ߩޔว
ࠊߖߡ⚊ߒߡߊߛߐ⚊ߒ߽ޔ߅ߥޕ㗵ߩ⺋ࠅ╬߇ࠅ߹ߒߚࠄ⥋ޔᕆോዪ߹ߢ
߅วࠊߖਅߐ߹ߔࠃ߁߅㗿↳ߒߍ߹ߔޕ
㧞㧚ᚲዻᚲ╬ߩᄌᦝߦߟߡ
ቇળോዪߦ߅⍮ࠄߖߚߛߡࠆᚲዻ߿ᚲ╬ߦᄌᦝ߇ߞߚ㓙ߦߪ߅ޔᚻᢙߢ
ߔ߇ޔോዪ߹ߢ߅⍮ࠄߖߚߛ߈߹ߔࠃ߁߅㗿↳ߒߍ߹ߔޕ

㪉㪇㪈㪋 ᐕ 㪌  㪈㪈 ᣣ䋨ᣣ䋩㐿⎇ⓥ㓸ળ䇸䇺ᢎ⢒ᆔຬળ䇻ᐲ䉕䈬䈉ᡷ䉄䉎䈱䈎䋨䈠䈱䋲䋩ᣇᢎ⢒ⴕ
ᴺᡷᱜ᩺䈫ᢎ⢒䉧䊋䊅䊮䉴䇹䋨ᣈ䋺᧲੩ᄢቇ䇸ᧄㇹ䉨䊞䊮䊌䉴䇹䋩䈱᭽ሶ㩷

Ꮐ䈲ળ႐ో᥊䇯㩷
ฝਅ䈲䊌䊈䊦䊂䉞䉴䉦䉾䉲䊢䊮㩷
䈱᭽ሶ䇯㩷
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ᣣᧄᢎ⢒ⴕቇળߩ⧯ᚻ㧔 ᱦએਅ㧕ળຬฦ

2014 ᐕ㧠㧝ᣣ

⧯ᚻળຬ⎇ⓥᵹផㅴᜂᒰℂ㩷 㕍ᧁᩕ৻㩷
䋨᧲ർᄢቇ䋩

ᣣᧄᢎ⢒ⴕቇળ⧯ᚻࡀ࠶࠻ࡢࠢ߳ߩ߅⺃
వ⥸ޔ੩ㇺᄢቇߦߡ㐿ߐࠇߚᣣᧄᢎ⢒ⴕቇળߩో࿖ℂળ߅ࠃ߮✚ળߦߡႎ๔߇
ࠅ߹ߒߚࠃ߁ߦޔᣣᧄᢎ⢒ⴕቇળߩ⧯ᚻળຬࠍኻ⽎ߣߒߚޟᣣᧄᢎ⢒ⴕቇળ⧯ᚻࡀ࠶
࠻ࡢࠢ(ޠએਅ⧯ޔᚻࡀ࠶࠻ࡢࠢ)ߦ߅⺃ߚߒ߹ߔ⧯ޕᚻࡀ࠶࠻ࡢࠢߪࠢࡠ࠭࠼
ߩࠣ࡞ࡊ࠙ࠚࠕ ࠭࠙ࡏࠗࠨޟLiveࠍޠ↪ߒ߹ߔޕ
߹ޔᣣᧄቇⴚળ⼏ߦߪ⧯ޔᚻࠕࠞ࠺ࡒᆔຬળ߇┙ߜ߇ࠅߩࠇߙࠇߘޔቇⴚ࿅(ቇ
ળ)ౝㇱߦ⧯ᚻ⎇ⓥ⠪ߩࡀ࠶࠻ࡢࠢࠍ⚵❱ߔࠆᵴേ߇ߔߔࠄࠇߡ߹ߔޕᓟ⧯ޔᚻࠕ
ࠞ࠺ࡒ߅ࠃ߮࿖ౝቇⴚ࿅ߩ⧯ᚻ⎇ⓥ⠪ࡀ࠶࠻ࡢࠢ╬ࠍㅢߓߡޔᣣᧄᢎ⢒ⴕቇળ⧯
ᚻળຬ߆ࠄߩᗧ㓸߿ࠕࡦࠤ࠻⺞ᩏߡߒߘޔฦ⒳ᖱႎ⍮ߩଐ㗬ࠍߐࠇࠆน⢻ᕈ߇
ࠅ߹ߔࠍࠇߎޔߚ߹ޕᯏߦቇળᵴᕈൻߩᣇ╷ߩ৻ߟߣߒߡ⧯ᚻળຬߩᖱႎᵹߩ႐ࠍ᭴▽
ߔࠆߎߣ߽ߨࠄߣߒࠍࠬࡆࠨߩߎޔᵴ↪ߔࠆߎߣߣߒ߹ߒߚޕ
ᧄቇળߦ߅ߌࠆ⧯ᚻળຬߩቯ⟵ߣߒߡߪ㑐ㅪ⚵❱ߩ⁁ᴫࠍ߰߹߃ߟߟޔ
ޟᲤᐕ 4  1 ᣣᤨ
ὐߢ 45 ᱦએਅߩᣣᧄᢎ⢒ⴕቇળߩળຬޕߔ߹ߡߒߣޠ
ෳടߪછᗧߢߔޕෳടࠍߏᏗᦸߩળຬߪ ࠭࠙ࡏࠗࠨޔLive ▤ℂᜂᒰߩ㒙ౝᤐ↢ળຬ㧔
ፉᄢቇ㧕߳ࡔ࡞ߢߘߩᣦ߅↳ߒਅߐޕઙฬࠍޟᣣᧄᢎ⢒ⴕቇળ⧯ᚻࡀ࠶࠻ࡢࠢ
⊓㍳Ꮧᦸᧄޔߒߣޠᢥߦߪᓙࡔ࡞ࠍฃାߔࠆߎߣࠍᏗᦸߔࠆࡔ࡞ࠕ࠼ࠬ߭ߣߟޔ
᳁ฬޔᚲዻޔ2014 ᐕ 4  1 ᣣᤨὐߩḩᐕ㦂ࠍߏ⸥ਅߐޔ߅ߥޕ㓸ߒߚᖱႎߪᮡ⸥ߩ
ㆇ༡ߦߩߺ↪ߒ߹ߔޕ㒙ౝળຬࠕ࠼ࠬ㧦auchi@educ.fukushima-u.ac.jp
ࠨࠗࡏ࠙࠭ Live ⊓㍳ߩߥ߇ࠇ
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