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1 ごあいさつ              ≪会長 清水 一彦≫ 
日本教育制度学会第 27 回大会は、11 月 9 日～10 日の二日間、餃子の街で知られる宇都

宮市の宇都宮大学のキャンパスで行われました。藤井佐知子大会実行委員長をはじめ関係

者の周到な準備のお蔭で、日程のすべてがスムーズに運営され、盛会のうちに無事終了しま

した。ここにあらためて、藤井委員長並びに協力スタッフの皆さんに心から厚く御礼と感謝

を申し上げます。 

 
 
新たな令和の時代を迎えた本年は、台風や大雨で各地に甚大な被害をもたらしました。被

害に遭われた地域や皆さんには心からお見舞い申し上げます。また、今年は本学会にとって

たいへんな財産を失うことになりました。総会の場でも申し上げましたが、学会立ち上げか

ら今日まで常に先頭に立って熱心に学会を運営してこられた桑原敏明先生がこの夏にご逝

去されました。悲しい一年となりました。先生のこれまでのご尽力、ご功績に敬意を表しつ

つ、あらためてご冥福をお祈りしたいと思います。合掌。 
さて、人生 100 年時代も現実のものとなってきました。大学の世界でもリカレント教育

を中心に生涯学び続ける制度や方策が求められています。教員養成でも受験資格が 60 歳未

満に引き上げられたところも出てきました。他方では、大学と社会、大学と企業との連携や
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接続も重要な改革課題になってきました。大学卒業後 3 年以内に 3 割が離職する状況にお

いて、高大接続改革とともに大社接続の改革をどのように考え、どのような制度設計をして

いくのか。 
ところで、「1 万時間の法則」ということをご存じでしょうか。一人前というか、一流の

人間になるには 1 万時間の学習や訓練が必要だという法則です。パイロットや専門職とし

ての医師や弁護士も、およそ 1 万時間の勉強の末になっているようです。教育制度をみる

と、小学校、中学校、そして高等学校の 12 年間の学習時間は、およそ 11,100 時間で 1 万

時間を超えています。学校教育を終えて「生きる力」を身に付け、社会に飛び立つ上で必要

な時間が組まれており、うまく設計された制度であるとあらためて感心します。大学はどう

でしょうか。大学と大学院 5 年を合せれば 1 万時間を超えており、研究者あるいは高度専

門職として出発するのに十分な訓練が必要とされていますが、大学 4 年間だけですと 5,500
時間となります。専門職業人や教養人として一人前になるには足りません。だから卒業後社

会に出ても、少なくとも 3～4 年は一生懸命学び続けなければ一人前とはいえないのかも知

れません。近年、その必要性が叫ばれているインターンシップや体験学習を含むアクティ

ブ・ラーニングが重視されている背景には、在籍中にこうした活動を積極的に行うことによ

って一人前に近づくということがあると思います。大学と社会との連携や協力がもっと活

発に行われる必要があることを意味しています。 
令和一年もまもなく終わろうとしています。この 1 年間会員の皆様からの温かいご支援

ご協力に感謝しますとともに、新年が皆様にとってさらにすばらしい年になりますよう心

からお祈り申し上げます。 
 

２ 第 27 回大会報告    ≪第 27回大会準備委員長 藤井 佐知子≫ 
 第 27 回大会は、2019（令和元）年 11 月 9 日（土）・10 日（日）の 2 日間、宇都宮大学

峰キャンパスを会場に開催されました。当日は、秋の爽やかな好天に恵まれ、両日あわせて

94 名（うち臨時会員 15 名）、懇親会には 46 名の参加を賜りました。ご参加をいただきま

したみなさまに改めて厚く御礼を申し上げます。 
さて、今大会の準備・実施体制は、私の他、副委員長に上原秀一会員、事務局長に小野瀬

善行会員という体制で臨みました。 
初日の自由研究発表では 13 件の発表がありました。数こそ少ないものの、それぞれの会

場におきまして教育制度をめぐっての発表者と指定討論者、そしてフロアとの熱心な議論

が交わされたものと思います。初日夕方の総会では今年 7 月に亡くなられた桑原敏明前会

長に対して出席者全員で黙祷を行いました。その後の懇親会におきましても、大坂治会員に

よる桑原先生への献杯から始まり、服部憲児会員、宮腰英一会員、古賀一博会員、秋川陽一

会員に桑原先生との思い出を語っていただきました。桑原先生のお人柄を偲びながら、終始、

和やかな雰囲気の時間を過ごすことができました。 
2 日目の課題別セッションは、7 件の発表がありました。これまでの大会の中でも最多の

発表数ではないかと思います。各研究担当理事に御礼を申し上げます。午後の公開シンポジ

ウム（「基礎的な教育を受ける権利の保障を目指したこれからの義務教育制度のあり方」）で

は、登壇者の横井敏郎会員から「教育機会確保法の可能性と課題―夜間中学に焦点を当てて

―」、添田祥史氏（福岡大学）から「現代日本における基礎教育保障の現状と課題」、福田治

久氏（宇都宮市 PTA 連合会会長）から「宇都宮市 PTA 連合会の夜間中学に関する取り組

み」ということでご報告をいただきました。同シンポジウムには一般の方も多く訪れて下さ

り、66 名の参加となりました。高橋哲会員が司会として的確なリードをしてくださり、フ

ロアとの議論も深まり、「公立夜間中学」の可能性と課題を通じて義務教育制度研究のこれ

からを展望するものになったのではないかと考えております。 
以上、第 27 回大会の報告とさせていただきます。 
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３ 総会報告  
 宇都宮大学で開かれた総会は、実出席者数の不足のため仮総会となりました。以下、そこ

で報告された事項並びに仮決定を得た事項について報告します。異議のある会員は、1 ヶ月

以内（令和 2 年 1 月 21 日まで）に文書で事務局までお知らせ下さい。告知後 1 ヶ月以内の

会員の 5 分の 1 以上の異議がない場合には、総会議決となります。 
【総会議題】 
1．大会実行委員会委員長挨拶 藤井佐知子会員 
2．会長挨拶 
3．議長選出（加藤崇英会員） 
4．議事 

(1)報告事項 
 ①会務報告 
  藤井穂高事務局長より、資料に基づいて会務報告があった。 
  現在の会員数は 325 名。 
 ②紀要編集委員会報告 
  高橋紀要編集委員長より、紀要第 26 号の編集及び刊行について報告があった。 
(2)審議事項 
 ①2018/2019 年度決算案・監査報告 
  事務局長より、2018/2019 度決算案（別記 5）について説明があり、監査報告と併せ

て審議され、了承された。 
 ②2019/2020 度事業計画案について 
  事務局長より、2019/2020 年度事業計画案について提案があり、審議の結果、承 
  認された。（別記 6） 
 ③2018/2019 年度予算案について 
  事務局長より、2019/2020 年度予算案について提案があり、審議の結果、承認さ 
  れた。（別記 7） 
 ⑤第 28 回大会の開催校について 
  事務局長より、第 28 回大会の開催校について提案があり、審議の結果、承認された。

（別記 4） 
 5．次回大会開催校代表挨拶 猿田真嗣会員 
 6. その他 
 

４ 第 28 回大会について 
次年度の第 28 回学会大会は、常葉大学（窪田眞二大会準備委員長）において開催される

ことが決定しました。日程は 2020 年 11 月 21 日（土）、22 日（日）の予定です。大会発表

への申し込みとともに、多数の会員がご参加されますようお願いいたします。 
 
５ 2018/2019年度決算案 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

決算案、予算案については、 
ウェブ上での公開をいたしておりません。 
ご了承ください。 
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６ 2019/2020年度予算案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

決算案、予算案については、 
ウェブ上での公開をいたしておりません。 
ご了承ください。 

決算案、予算案については、 
ウェブ上での公開をいたしておりません。 
ご了承ください。 
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７ 2019/2020年度事業計画案 
1．第 27 回大会の開催 
 2019 年 11 月 9 日（土）～10 日（日） 宇都宮大学（委員長 藤井佐知子） 

(1)公開シンポジウム 
「基礎的な教育を受ける権利の保障を目指したこれからの義務教育制度のあり方」 
(2)自由研究発表 
11 件→12 件→12 件→16 件→10 件 
(3)課題別セッション 
5 件→4 件→5 件→6 件→7 件 過去 5 ヶ年 

 
2．学会紀要『教育制度学研究』第 26 号の発行 
 2019 年 11 月発行 
 
3．『学会ニューズレター』第 27 号の発行 
 2019 年 12 月予定 
 
4．課題別セッションの充実 
 
5．J-STAGE への対応と紀要の公開 
 
6．理事選挙の実施 
 
８ 紀要第 27号について   ≪紀要編集委員会委員長 高橋 寛人≫ 
会員の皆様のご協力により、2019 年 11 月 10 日付にて、『教育制度学研究』第 26 号を

発行することができました。ご投稿・ご寄稿いただいた会員各位に深く御礼申し上げます。 
次号より研究情報（研究動向、国内最新情報、国外最新情報）は投稿を募集しないことと

なりました。これに伴って、第 27 回大会時に開催された紀要編集委員会・理事会で、「『教

育制度学研究』投稿規程」が以下のように改正されました。 
 

 1.投稿募集（1） 
改正前：投稿の種別は、「自由研究論文」および「研究情報」の 2 つとする。 
改正後：投稿の種別は、「自由研究論文」および「研究ノート」の 2 つとする。 

 3.掲載種別（4） 
改正前：研究情報（研究動向・国内最新情報・国外最新情報）：教育制度にかかわ

る研究動向、または最新情報を整理し、紹介したもの 
改正後： 削除 

5．投稿様式（1） 

決算案、予算案については、 
ウェブ上での公開をいたしておりません。 
ご了承ください。 
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改正前：投稿原稿の字数制限は、「自由研究論文」18,000 字、「研究情報」10,000
字とする。 
改正後：投稿原稿の字数制限は、「自由研究論文」「研究ノート」とも 18,000 字と

する。 
投稿様式（4） 

改正前：「自由研究論文」には、400words 以内の「英文摘要」を添付すること。 
改正後：「自由研究論文」「研究ノート」には、400words 以内の「英文摘要」を添

付すること。 
 
来秋発行予定の紀要第 27 号につきまして、投稿種別は「自由研究論文」と「研究ノート」

の 2 つです。 
→ 「自由研究論文」への投稿原稿について、「研究ノート」への種別変更を促す場合が

あります。これにより、より多様な研究成果を掲載することを目指しています。 
→ それぞれの掲載種別の内容・水準等は次の通りです。 
・ 自由研究論文：教育制度にかかわる研究成果をまとめたもの 
・ 研究ノート：教育制度にかかわる史資料の紹介に重点をおきつつ考察を加えたも

の、または萌芽的もしくは提言的な研究を記したもの 
 

1．「自由研究論文」を広く募集します 
「『教育制度学研究』投稿規程」及び「『教育制度学研究』執筆要領」にしたがって、完成

原稿を 2020 年 3 月 31 日（火）必着となるよう、紀要編集委員会事務局へお送り下さい。

投稿申し込みの事前手続きは必要ありません。ご投稿の際には、「『教育制度学研究』投稿規

程」及び「『教育制度学研究』執筆要領」をご精読の上、締切日までに十分な推敲を経た完

成原稿を直接投稿して下さい。とりわけ、見出し番号の振り方、図表タイトルの位置及び文

字数換算、脚注及び文献指示表記などのご確認をお願いいたします。 
なお、「『教育制度学研究』投稿規程」及び「『教育制度学研究』執筆要領」の郵送を希望

される会員は、送付先の住所・氏名を書き、切手 84 円を貼付した返信用封筒を同封して紀

要編集委員会事務局へ請求して下さい。 
2．書評対象著作のご推薦を 

紀要編集委員会での検討の参考とするため、書評対象について多くの会員からの積極的

な推薦を求めます。例年通り「応答型の書評」の形式を予定しています。書評の対象は、教

育制度研究に対して新たな知見を加えている優れたものであって、過去数年の間に公表さ

れた会員の執筆になる著書です。推薦にあたっては、簡単な理由を付していただければ幸い

です。書評として取りあげるべき著作の情報は 2020 年 3 月 31 日（火）までに、紀要編集

委員会事務局へお送り下さい。 
3．特集テーマのご報告 
第 27 号の特集テーマは「Society5.0 の教育政策を問う（仮題）」とする予定です。これま

での特集論文とは異なって、問題提起的な内容になると考えられます。（特集論文は紀要編

集委員会からの依頼に基づいてご執筆いただきますが、本テーマに関連する内容の「自由研

究論文」もふるってご投稿下さい。） 
4．執筆依頼へのご協力を 
上記特集論文に加え、研究大会報告（公開シンポジウム・課題別セッション）、研究情報 

（研究動向・国内最新情報・国外最新情報）など、多くの会員に原稿執筆の依頼をお願いす

ることになります。日程的に逼迫しないよう努力していくつもりですが、会員の皆様におか

れましても、特段のご高配を賜りますようお願い申し上げます。会員各位のご理解とご協力

をお願い致します。 
5．問い合わせ先及び送付先 

〒305-8572 茨城県つくば市天王台 1-1-1 
筑波大学人間系教育学域 日本教育制度学会紀要編集委員会事務局 
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TEL&FAX: 029-853-4745 
E-mail: seido@human.tsukuba.ac.jp 

 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
『教育制度学研究』執筆要領 

2015 年 12 月 7 日決定 
1. 原稿様式 

1) ワープロソフトは「Microsoft Word」または「一太郎」を用いる。 
2) A4 判、縦置き、横書き、37 字×37 行とする。 
3) 最初の行にタイトルを記す。 
4) 本文の句読点は、原則として「、」「。」を用いる。 
5) 数字・欧文等は半角を基本とする。 

2. 見出し 
見出しは次の例に従う。 
＜例＞ 1 →（1）→ ① 

3. 図表 
1) 図表番号およびタイトルを付す。タイトル位置は、図の下、表の上とする。 
2) 原則として、図表は執筆者が作成し、データを添付する。 
3) 出典は必ず明記し、最初の行の冒頭に「出典：」と記す。 
4) 字数換算は図表の大きさにより、A5 判本誌刷り上がり全 1 頁＝1,360 字、半頁＝

680 字、1/3 頁＝450 字、1/4 頁＝340 字とし、換算文字数を図表の下部に記す。 
4. 註 

1) 本文中に「……」1 のように、右肩に 4 分の 1 の大きさの通し番号を振る。ワープ 
ロソフトの脚注機能を用いる場合も同様とする。 

2) 註は原稿の末尾に一括して付け、見出しは【註】とする。 
5. 文献一覧および文献指示表記 

1) 文献一覧は原稿の末尾に一括し、邦文文献を五十音順、欧文文献を ABC 順に列記 
する。 

2) 見出しは【文献一覧】とし、註の後に置く。 
3) 引用等の文献指示表記は、下例のような方式で文中に記す。 
＜例＞ ……「…引用…」（藤田 2014, p.12）がある。 

……が指摘されている（藤田／藤井 2000, pp.101-102）。 
……の研究などがある（Fujita 2014; Fujii 2013a）。 

6. 文献表記 
文献表記の方法は、下記に倣う。 
＜邦文文献＞ 
・ 書籍：著者名（出版年）『書名』出版社名 
・ 翻訳書：著者名（出版年）『書名』（訳者氏名）出版社名 
・ 書籍所収の論文：著者名（出版年）「論文タイトル」編者名『書名』出版社名、pp.
○-○ 
・ 雑誌論文：著者名（出版年）「論文タイトル」『雑誌名』巻号、pp.○-○ 
・ 複数の著者や編者を併記する場合は ／（全角スラッシュ）を使用する。 
＜欧文文献＞ 
・ 書籍：著者名（出版年）書名[イタリック], 出版社名 
・ 書籍所収の論文：著者名（出版年）“論文タイトル”, 編者名, 書名[イタリック], 出 

版社名, pp.○-○ 
・ 雑誌論文：著者名（出版年） “論文タイトル”, 雑誌名[イタリック], 巻号, pp.○-
○ 
・ 複数の著者や編者を併記する場合は /（半角スラッシュ）を使用する。 
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・ 著者名は family name, first name の順とし、間にカンマを入れる。 
・ カンマ等の記号の後は半角空ける。 

7. その他 
1) 半角文字（数字・欧文等）については、2 文字を 1 文字分としてカウントする。 
2) 「Microsoft Word」の文字数計算を用いる際には、欧文 1 ワードが 1 文字として自

動的にカウントされることに留意し、投稿の際には「日本教育制度学会紀要論文投稿

規程」に定められる各投稿種別の文字数制限（自由研究論文：18,000 字、研究情報：

10,000 字）を超過しないよう十分推敲する。 
3) 追記がある場合は、原稿末尾（文献一覧の後）におき、【追記】の見出しをつける。 

 
９ 事務局より 
会報第 27 号をお届けします。この会報の編集作業もそうですが、事務局業務の多くを幹

事である院生さんにお願いしています。そうしたこともあり、事務局業務の外部委託化を進

めております。会員の皆様にご不便をおかけすることもあるかと思いますが、ご理解とご協

力のほど、何卒よろしくお願いいたします。 
今年度の事業計画案にありますように、本学会でもようやく本格的に J-stage への対応を

図ることとなりました。今後、これまでの学会の研究の成果を積極的に発信していきたいと

考えております。 
会費の振替用紙を同封いたします。大会での学会費の受付を行っておりませんので、同封

の用紙により会費の納入をお願いいたします。会費は学会の屋台骨ですので、こちらもご理

解とご協力のほど何卒よろしくお願いいたします。 
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