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■□■□■□■□■□■ ５月例会のご案内 ■□■□■□■□■□■ 

  

【日時】 平成 30 年 5 月 19 日（土）午後 2 時から 5 時 

  

【場所】 平安女学院大学高槻キャンパス 4 号館 2 階 4209 教室 

（京都キャンパスではありませんので、お間違えのないようご注意ください。 

詳細につきましては下記の地図をご参照ください。） 

 

【報告】 「『教育の情報化』における“BYOD”の可能性と条件整備上の課題」 

                                    開沼 太郎 会員（大阪大谷大学） 

  

「教育課程改革の国際比較にみる教育行政の課題 

～アラブ諸国における『道徳教育』『特別活動』の導入に着目して」 

                                    開沼 太郎 会員（大阪大谷大学） 

                        中島 悠介 氏 （大阪大谷大学） 

 

 

【会場案内】平安女学院大学高槻キャンパス 

〒569-1092 大阪府高槻市南平台 5 丁目 81 番 1 号  Tel：072-693-2311 

 

◆交通アクセス 

JR 高槻駅北より市バス 5 番のりば「70 関西大学（平安女学院大学経由）」にて約 17 分、 

「平安女学院大学」下車 

 

※市バスの時刻表は下記のいずれかでご確認ください。 

・JR 高槻駅北 時刻表（http://bit.ly/2FxK7to） 

・右の QR コード 

 

 

※下車するバス停は大学敷地内にある「平安女学院大学」です。 

手前にある「平安女学院大学東」のバス停では下車しないでください。 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2FxK7to


 

 

 

＊上図は、平安女学院大学の HP（http://www.heian.ac.jp/access/）から引用しました。 

 

 

■□■□■□■□■□■□ 事務局より ■□■□■□■□■□■□ 

【英文テキストの会員割引について】 

学会創設 60 周年記念事業の英文テキスト「Japanese Educational System and its 

Administration 日本の教育制度と教育行政(英語版) 」が先月、東信堂より刊行されました。 

出来るだけ多くの方々にご購入をお願いできればという趣旨で、執筆者だけでなく関西教育

行政学会のすべての会員に執筆者割引（東信堂への発注時に関西教育行政学会の会員である

ことを通知していただければ、定価 2,500 円（税抜）のところを 2,100 円（税込）で購入が

可能になります）が適用されることになっています。どうかよろしくお願い申し上げます。 

 

※ 東信堂への発注メールは tk203444@fsinet.or.jp をご利用ください。 

 

【理事会報告】 

2018 年度第 2 回理事会が、4 月 21 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 

名誉会員、入会、会員異動、退会について承認を行いました。 

 

➢ 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。 

あわせて、例会発表者の確保が難しくなりつつある状況について意見交換がなされ、例会発

表に関するルールの明確化の必要性などが指摘されました。また、個人による研究発表とい

う形にとらわれず、より柔軟な形での例会のあり方を模索していく方向で一致しました。 

例会会場 

(4 号館) 

ここではまだ下車

しないでください 

ここで下車 

mailto:tk203444@fsinet.or.jp


〈審議事項〉 

➢ 年次大会について 

服部理事を大会担当理事として、12 月 2 日（日）または 9 日(日)のいずれかに京都大学吉田

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。正式な日程は次回理事会にて確

定する予定です。 

 

➢ 紀要編集委員について 

紀要編集担当の服部理事より編集委員の人選が下記の通り報告され、承認されました。また、

各論文につき 1 名まで、編集委員会外の査読者を付ける案が承認されました。 

 

委員長  服部 憲児 会員（京都大学） 

副委員長 大野 裕己 会員（滋賀大学）  

委員   大谷  奨 会員（筑波大学） 

〃    川上 泰彦 会員（兵庫教育大学） 

〃    宮村 裕子 会員（畿央大学） 

 

➢ 研究推進事業について 

今年度の研究推進事業として、9 月を目途に若手による特別企画を実施することが決定しま

した。詳細については研究推進担当の山下理事を中心に検討を進めていくことになりました。 

また、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。募集の案内は次

号 6 月会報にて行います。 

 

➢ 電子化の業者委託について 

昨年 12 月の理事会決定に基づき、紀要バックナンバー電子化の業者委託について確認され

ました。もう一度業者のサービス内容を確認し、契約書の作成を進めることになりました。 

 

➢ 監査の交代について 

桐村豪文会員より遠方への異動のため監査辞退の申し出があり、昨秋の監査選挙で次点とな

っていた柴恭史会員に交代することが承認されました。 

 

➢ その他（今年度の事務局体制について） 

事務局幹事：西川 潤会員（2016 年 4 月 1 日～） 

事務補佐 ：郭 暁博会員（2018 年 4 月 1 日～）、喜村 奈都子会員（2017 年 4 月 1 日～） 

 

【名誉会員】 

 青木  伊織 

石村  卓也 

清水  俊彦 

白石   裕 

高木  英明 

俵   正市 

村田  翼夫 

 

  ※村田鈴子会員からは一般会員としての継続の申し出があり、これを受理しました。 

 

【会員異動】 

（新入会員）  

奥村  旅人 （京都大学大学院・院生）  [推薦者：服部 憲児会員（京都大学）] 

船越  大地 （京都大学大学院・院生）  [推薦者：服部 憲児会員（京都大学）] 



松本  圭将 （京都大学大学院・院生）  [推薦者：服部 憲児会員（京都大学）] 

李  林イク （京都大学大学院・院生）  [推薦者：服部 憲児会員（京都大学）] 

長谷川 直樹 （京都大学大学院・研究生） [推薦者：服部 憲児会員（京都大学）] 

山本   誠  （泉佐野市職員）      [推薦者：高見 茂会員（京都大学）] 

 

（会員異動）  

木本   毅 （和歌山信愛女子短期大学） 

桐村  豪文 （弘前大学） 

今西  幸蔵 （桃山学院教育大学）  

高井  裕二 （東洋学園高等専修学校） 

奥田   智 （日本大学） 

西野  倫世 （大阪産業大学） 

太田 堅一朗 （富士市教育委員会） 

細川  剛司 （行橋市職員） 

菅谷  尚平 （京都市立堀川高等学校） 

 難波  崇文 （新千歳空港ターミナルビルディング株式会社） 

 長谷川 陽平 （愛知県立豊田西高等学校） 

 

（退会）    

梶山 絵美子  

藤田  弘之 

 

【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、例会担当の髙田理事、開沼理事もし

くは事務局までご連絡をお願いします。 

 

【寄贈図書】 

下記の図書が寄贈されました。閲覧を希望される方は事務局までご連絡ください。 

➢ Yuko FUJIMURA & Tsutomu HORIUCHI(Ed.). Comparative Study on Teacher 

Education Focused on System and Curriculum of Graduate Programs in 10 Countries. 

JSPS KAKENHI Grant Number 26301041(Fundamental Research B – Overseas 

Academic Survey・2014-2016).  2017. 

➢ 筑波大学学校経営学研究会『学校経営学論集』第 6 号、2018 年。 

➢ 筑波大学大学院人間総合科学研究科教育行財政研究室『平成 29 年度 筑波大学教育行財政

研究室紀要』、2018 年。 

➢ 大塚学校経営研究会『学校経営研究』第 43 巻、2018 年。 

 

【インターネット中継】 

今月の例会では前後半いずれの発表もインターネット中継を実施いたしません。何卒ご了承の

程よろしくお願い申し上げます。 

 



【会費納入のお願い】 

2018 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。 

なお、名誉会員については学会費の納入は不要です。 

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 


