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■□■□■□■□■□■ ５月例会のご案内 ■□■□■□■□■□■ 

  

【日時】 平成 29 年 5 月 20 日（土）午後 2 時から 5 時 

  

【場所】 大阪私学会館 

（詳細につきましては下記の地図をご参照ください。） 

 

【報告】 「米国のカレッジボードによる AP Capstone 創設の意味 

                            ―高大接続における新たな潮流―」 

                         西川 潤 会員（京都大学大学院・院生／日本学術振興会特別研究員） 

 

「学校におけるミドルリーダーの育成 

               ―県立高等学校の事例を通して―」 

                         奥田 智 会員（奈良教育大学） 

 

 

【会場案内】大阪私学会館 

〒534-0026 大阪府大阪市都島区網島町 6-20  Tel：06-6352-3751 



 

＊交通アクセス 

大阪城北詰駅…徒歩 2分 

京橋駅（JR・京阪・長堀鶴見緑地線）…徒歩 12分 

天満橋駅（京阪・谷町線）…徒歩 12分 

大阪ビジネスパーク駅…徒歩 10分 

 

＊上図は、大阪私学会館の HP 

（http://www.osaka-shigaku.gr.jp/kaikan/access/index.html）から引用しました。 

 

 

■□■□■□■□■□■□ 事務局より ■□■□■□■□■□■□ 

【理事会報告】 

2017 年度第 1 回理事会が、4 月 15 日（土）に京都大学総合研究 1 号館にて開催されました。 

 

〈報告事項〉 

➢ 会員異動について 

入会、会員異動、退会について承認を行いました。除籍対象者については、第 2 回理事会ま

でに連絡がなかった場合、除籍とすることが確認されました。 

 

➢ 例会予定について 

今後の例会予定についての確認を行いました。 

 

〈審議事項〉 

➢ 年次大会について 

大野理事を大会担当理事として、12 月の第 1 日曜日である 12 月 3 日（日）に京都大学吉田

キャンパスにて年次大会を実施することが決定されました。 

 

➢ 選挙について 

今年度実施予定の役員選挙について、前回までの日程に沿って実施することが確認されまし

た。また、選挙管理委員の候補者として 2 名が推薦されました。 

 



 

➢ 研究助成について 

例年の日程に倣い、研究助成事業を実施することが承認されました。また、研究助成予算が

事務局より報告されました。 

 

➢ 英文テキストの作成について 

現時点での進捗状況が報告されました。 

 

➢ 学会紀要の電子化と機関向け発送について 

紀要最新号の発刊にあたって、バックナンバーも含めた「J-STAGE」への登載手続きが再度確

認されました。また、機関向け発送については、電子化の予定や予算との兼ね合いから、過

去の未発送分については発送を行わないことが決定されました。 

 

➢ 名誉会員制度について 

昨年度の総会での指摘事項をもとに、修正案について検討されました。会員歴の基準を設け

るほか、自己申告制では申請しにくいという意見が出されたため、基本的には一定年齢に達

すると自動的に名誉会員に移行し、一般会員の継続を希望する会員はその旨申し出るという

方向性が示されました。 

 

➢ その他（事務局体制について） 

郭暁博会員（2014 年 4 月 1 日～2017 年 3 月 31 日）が事務局幹事を退任し、西川潤会員

（2016 年 4 月 1 日～）が事務局幹事、長谷川陽平会員（2016 年 4 月 1 日～）と喜村奈都子

会員（2017 年 4 月 1 日～）が事務補佐を担当することが承認されました。 

 

➢ その他（投稿論文の審査のあり方について） 

紀要投稿論文の審査のあり方について、意見交換が行われました。 

議論の結果、第 2 回理事会でも継続して審議を行うこととなりました。 

 

【会員異動】 

（新入会員）  

白井  皓大  （京都大学大学院・院生）  [推薦者：服部 憲児 会員（京都大学）] 

喜村 奈都子  （京都大学大学院・院生）  [推薦者：服部 憲児 会員（京都大学）] 

太田 堅一朗  （京都大学大学院・研究生） [推薦者：服部 憲児 会員（京都大学）] 

細川  剛司  （京都大学大学院・研究生） [推薦者：服部 憲児 会員（京都大学）] 

伊田  義信  （森ノ宮医療大学）   [推薦者：川上 泰彦 会員（兵庫教育大学）] 

 

（会員異動）  

犬塚  典子  （田園調布学園大学） 

植田  啓嗣  （西九州大学） 

大野  裕己  （滋賀大学） 

郭   暁博  （京都大学） 

佐野  博己  （静岡県立裾野高等学校） 

柴   恭史  （プール学院大学） 

朱    凌  （浙江大学） 

髙田  満彦  （龍谷大学） 

野崎  洋司  （湊川短期大学） 

前田  裕介  （長崎大学） 

松山  才一  （厚生労働省）  

         



（退会）    

談    謙       

元島  ゆき       

井深  雄二 

辻野 けんま       

勢力   稔       

勢力 よしみ 

小林  正幸 

 

 

【名簿作成に関して事務局からのお願い】 

後日、名簿作成のため、所属、住所、メールアドレス等のご変更について、メール会員の方には

メールで、郵送会員の方には郵送で確認をさせていただきます。お手数ですが変更の有無にかか

わらず、メール会員の方はメールにて、郵送会員の方は郵送（同封の返信用封筒に切手を添付の

上）またはＦＡＸにて事務局までご返信ください。 

 

【例会報告と会場提供のお願い】 

例会会場及び例会報告について、会員の皆さまのご協力をお願いいたします。 

報告をご希望の方および会場を提供していただける方は、例会担当の大野理事、山下理事もし

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】 

2017 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: ０１０００－８－３４２２７    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  ゆうちょ銀行 

金融機関コード  ９９００ 

店番  １０９ 

店名（カナ）  一〇九店 （イチゼロキュウ店） 

預金種目  当座 

口座番号  ００３４２２７ 

カナ氏名 

（受取人名） 

 カンサイキヨウイクギヨウセイガツカイ 

 （全て大文字） 

 

【事務局からのお願い】 

所属、住所、メールアドレス等が変更になりましたら、お手数ですが事務局までご一報ください。 

 

【事務局の連絡先】 

住所：〒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 

電話：075-753-3080    

Mail：kansaisea@gmail.com 


