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11 月例会のご案内 ■□■□■□■□■□■

【日時】 平成 26 年 11 月 15 日（土）午後 2 時から 5 時

【場所】 兵庫県私学会館 1 階 101 号室
（詳細につきましては下記の地図をご参照ください。）
【報告】 「ブラジルにおける学校運営の民主化：校長任用制度をめぐる議論を中心に」
田村 徳子 会員（ 京都大学大学院・院生）

「タイにおける高等教育の国際化への対応に関する考察
－ASEAN 統合と留学政策に焦点を当てて－」
植田 啓嗣 会員（早稲田大学大学院・院生）

【会場案内】「兵庫県私学会館」
〒650-0012 神戸市中央区北長狭通 4 丁目 3-13 TEL 078-331-6623

● JR 元町駅東口から徒歩２分
● 阪神電鉄元町駅東口から徒歩３分
● 阪急電鉄三宮駅から徒歩７分、花隈駅から徒歩
７分
● 神戸市営地下鉄県庁前駅から徒歩３分

＊左図は、兵庫県私学総連合会のＨＰ
（http://www.hyogo-shigaku.or.jp/map.html）
から引用しました。
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紀要編集委員会からのお知らせ
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禎宏（京都教育大学）
裕己（兵庫教育大学）
周（新潟大学）
斎子（千葉大学）
晃一（神戸大学）
定宗（帝塚山学院大学）
恭史（京都大学大学院・院生）

編集委員会事務局 連絡先
住所
〒606-8101 京都市左京区吉田本町 京都大学大学院教育学研究科内
関西教育行政学会紀要編集委員会事務局
TEL・FAX
075-753-3080
メールアドレス
ksea@educ.kyoto -u.ac .jp

【『教育行財政研究』論文投稿要領】
1. 『教育行財政研究』論文には、
「自由研究論文」と「研究ノート」が含まれる。
2. 「自由研究論文」は、本学会の当該年度および前年度の例会（１月～12 月）において口頭発
表したものとする。
3. 「研究ノート」は、
「自由研究論文」に馴染まない「外国の教育事情の紹介」
「文献紹介」
「実
践報告」「時事評論」等を内容とする。
4. 論文は未発表のものに限る。ただし、口頭発表及びその配布資料はこの限りでない。
5. 編集委員会が特に指定する場合を除き、
「自由研究論文」は、本紀要 10 頁（46 字×37 行）
以内、
「研究ノート」は４頁（46 字×37 行）以内とする。ただし論文タイトル及び氏名・所
属に 7 行とり、本文は 8 行目からはじめる。この枚数には、図・表・註・引用文献・参考文
献等を含むものとする。
6. 論文原稿には、（１）英語による論文題目、執筆者名及びその所属、（２）英文アブストラク
ト（45 字×18 行）を添付する。
7. 原稿は４部（うち３部はコピーで可）提出する。提出された原稿は原則として返却しない。
原稿は、Ａ４版用紙に横書きで 46 字×37 行とし、ワープロ等により作成する。 審査の上、
掲載可と判断された場合、原稿の電子データを電子メールの添付書類として提出する。CD-R
またはフロッピーディスクの提出を求めることがある。その場合、提出されたディスクは返
却しない。
8. 論文の投稿については、紀要編集委員会に対して毎年 11 月 30 日までに投稿の意思表示（所
定の申し込み用紙による）をし、１月 10 日までに原稿を提出するものとする。
9. 本誌に掲載された論文等の著作権については、本学会に帰属する。また、著作者自身が、自
己の著作物を利用する場合には、本学会の許諾を必要としない。採択された論文等はオンラ
インで公開される。
【紀要第 42 号への投稿申込について】
『教育行財政研究』第 42 号（2015 年 3 月発行予定）への「自由研究論文」及び「研究ノート」
への投稿申し込みを受け付けます。
「自由研究論文」への投稿資格は、2013 年 1 月例会から 2014
年 12 月例会（大会）において発表した会員です。
「研究ノート」の掲載については、紀要編集委
員会の合議によって決定します。
投稿資格を有し、かつ投稿を希望する会員は、所定の申し込み用紙に必要事項を記入の上、件名
「投稿申込」として 11 月 30 日（日）までに事務局（ksea@educ.kyoto-u.ac.jp）までメール
添付でお送りください。所定の申し込み用紙は、学会ＨＰ（http://ksea.jp）からダウンロード可

能です。なお、原稿の投稿締め切りは 2015 年 1 月 10 日です。ご不明な点などございましたら事
務局までお問い合わせください。

■□■□■□■□■□■□ 事務局より

■□■□■□■□■□■□

【年次大会】
2014 年度第 30 回大会は、12 月 14 日（日）に京都大学にて開催いたします。
【「論文執筆に関する研修会」について】
別添の案内のとおり、11 月 15 日（11 月例会当日）に若手会員に向けた「論文執筆に関する研
修会」を開催いたします。
詳細につきましては案内文をご覧ください。
【研究助成事業】
本年度の研究助成について、審査委員会による書類選考の結果、以下の通り採用が決定されま
した。
郭
暁博
会員（京都大学大学院生）
研究課題：
「米国における高大接続プログラムの教員養成制度について
―AP プログラムに注目して―」
こう 雨軒
会員（京都大学大学院生）
研究課題：
「国際協力における教育資源配分の制度設計
―バウチャー制ベースのコミュニティ基金に焦点をあてて―」
【例会報告のお願い】
例会報告をご希望の方は、例会担当の谷川理事もしくは事務局までご連絡をお願いします。
【会費納入のお願い】
2014 年度学会費の納入をお願いいたします。一般会員は 7,000 円、学生会員は 3,500 円です。
会費の納入状況につきましては、遠慮なく事務局までお問い合わせください。
郵便振替口座番号:
郵便振替口座番号: ０１０００－８－３４２２７

加入者名:
加入者名: 関西教育行政学会

他の金融機関から当学会郵便振替口座へお振込みをしていただく際は、以下の振込用の店名・
預金種目・口座番号・受取人名をご指定ください。

銀行名
金融機関コード
店番
店名（カナ）
預金種目
口座番号
カナ氏名
（受取人名）

ゆうちょ銀行
９９００
１０９
一〇九店 （イチゼロキュウ店）
当座
００３４２２７
カンサイキョウイクギヨウセイガツカイ
（全て大文字）

【事務局の連絡先】
住所
電話 ＆ FAX
Mail

〒 606-8501
京都市左京区吉田本町 京都大学大学院教育学研究科内
075-753-3080
ksea@educ.kyoto -u.a c.jp

