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11 月例会のご案内 ■□■□■□■□■□■

【日時】 平成 30 年 11 月 17 日（土）午後 2 時から 5 時
【場所】 公益財団法人 国際高等研究所 セミナー室 1
（詳細につきましては下記の地図をご参照ください。）
【報告】 「日本の大学における学生参加論の変遷に関する研究」
前田 裕介 会員（長崎大学）
「ブラジルの校長直接選挙で選ばれる校長の特徴」
田村 徳子 会員（びわこ成蹊スポーツ大学）
【会場案内】
「公益財団法人 国際高等研究所」
〒619-0225 京都府木津川市木津川台 9 丁目 3 番地 TEL 0774-73-4000

ここで下車

例会会場 (1F)

※上記図は、国際高等研究所のホームページ（https://www.iias.or.jp/access）より引用しました。

●交通アクセス
①近鉄京都線
新祝園駅
JR 学研都市線 祝園駅

より バスにて 10 分

※時刻表はこちら

奈良交通 1 番のりば 36 系統 ｢光台循環内回り｣または 56 系統｢学研奈良登美ヶ丘駅行｣
｢けいはんな記念公園｣下車、南へ徒歩 7 分
②近鉄けいはんな線 学研奈良登美ヶ丘駅より バスにて 15 分

※時刻表はこちら

奈良交通 2 番のりば 56 系統 ｢祝園駅行｣
｢けいはんな記念公園｣下車、南へ徒歩 7 分
③お車をご利用の場合
◇大阪・奈良方面より
R163 より府道八幡・木津線北上、木津川台住宅地前左折、約 2km 直進
◇京都方面より
京奈和自動車道「精華学研 IC」を出て右折
精華大通りを西へ 1km、T 字路を左折 300m
※当日は駐車場に限りがある場合がございます。恐れ入りますが、ご出発前に国際高等研究所
事務局（TEL0774-73-4000）までお問い合わせください。

■□■□■□■

紀要編集委員会からのお知らせ

■□■□■□■

【編集委員会の構成】
編集委員長
服部 憲児（京都大学）
編集副委員長 大野 裕己（滋賀大学）
編集委員
大谷
奨（筑波大学）
同
川上 泰彦（兵庫教育大学）
同
宮村 裕子（畿央大学）
編集幹事
西川
潤（京都大学大学院・院生）
編集委員会事務局 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
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
kansaisea@gmail.com
【『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５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。著者は、引用文献・参考文献リストを本文・注と別に作成・提出する
こと。但し、提出は採録決定後でも可とする。引用文献・参考文献リストの書式は、原則と
して科学技術振興機構の SIST02（http://jipsti.jst.go.jp/sist/pdf/SIST_booklet2011.pdf）に
従うものとする。
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 PDF ファイルの形式で、電子メールの添付書類として提出する。原稿は、Ａ４版用紙
に横書きで 46 字×37 行とし、ワープロソフト(Word、一太郎等)により作成する。審査の上、
掲載可と判断された場合、改めて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。
その際の形式はワープロソフトのままの形式とし、PDF ファイルは認めない。
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 17 時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 17 時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 46 号への投稿申込について】
『教育行財政研究』第 46 号（2019 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、2017 年 1 月例会から 2018
年 12 月例会（大会）において発表した会員です。なお、
「研究ノート」は、その性質上、例会・
大会でいまだ発表していない場合でも投稿可能です。
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（金）17 時までに事務局（ kansaisea@gmail.com） 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 2019 年 1 月 10 日（木）17 時です。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。

【紀要審査手続きについて】
編集委員長は、理事会の同意を経て会長が委嘱し、編集委員長は、専門分野や経歴等勘案して
編集委員若干名を推薦し、理事会の同意を経て委員を委嘱します。
このようにして構成された編集委員会が、期限までに提出された規定分量内の「自由研究論文」
及び「研究ノート」の審査を行います。編集委員会では投稿された「自由研究論文」及び「研
究ノート」を一つひとつ丁寧に読み、慎重かつ厳正に審査し、合議によって掲載の可否を決定
します。
なお、既にご案内の通り、多様化する研究テーマに対応するため、
「自由研究論文」及び「研究
ノート」1 本ごとに委員以外の会員 1 名が査読に加わる場合があります。上記の審査は委員以
外の査読者の査読意見も含めて行われます。

■□■□■□■□■□■□ 事務局より

■□■□■□■□■□■□

【年次大会】
2018 年度第 34 回大会は、12 月 2 日（日）に京都大学吉田キャンパスにて開催いたします。
【例会報告のお願い】
例会報告をご希望の方は、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。
【会費納入のお願い】
2018 年度学会費を未納の方は、早急に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。名誉会員につきましては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
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
電話 ＆ FAX
Mail

〒 606-8501
京都市左京区吉田本町
075-753-3080
kansaisea@gmail.co m

京都大学大学院教育学研究科内

