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―〈 理事会 報告 〉― 

［2008 年 11 月 8日(土)午後 1時 30分～4時  (於) 東北大学東京分室］ 

 定例の理事会が 11月 8日(土)午後 1時 30分から 4時まで、東北大学東京分室で開催されま
した。理事 16 名、オブザーバーとして次回大会準備委員会の村瀬光生会員（千葉カリキュラ
ム学会）、および新旧事務局 5 名が参加しました。新体制での最初の理事会でしたので、新代
表理事の挨拶、自己紹介に続き、下記の議題を審議・決定いたしました。 
 
（１）推薦理事の選任 

代表理事の挨拶に引き続き、推薦理事 5名について提案された。原案を審議し、大野栄三（北
海道大学）、砂田信夫（京都市教育センター）、寺西和子（千里金蘭大学）、長尾彰夫（大阪教

育大学）、冨士原紀絵（お茶の水女子大学）の 5氏が推薦理事として承認された。 
 
（２）新事務局体制 

新事務局体制として、幹事・事務局長 清水禎文（東北大学）、幹事 根津朋実（筑波大学）、

ほか事務局員２名（佐藤高樹、足立佳菜）が提案され、原案どおり承認された。 
 
（３）各種委員会の体制 
各種委員会は下記の通りに承認された（任期 3年、2010年大会の総会まで）。 
紀要編集委員会      委員長：臼井嘉一 副委員長：的場正美（事務局） 
 委 員：中野和光、冨士原紀絵、松下佳代、八尾坂修  
国際交流委員会     委員長：浅沼茂  副委員長：磯田文雄 
 委 員：池野範男、井出弘人、近藤孝弘、橋本美保 
広報委員会       委員長：村川雅弘 副委員長：三尾忠男 
            委 員：小柳和喜雄、澤田稔 
研究委員会       委員長：豊田ひさき 副委員長：田中耕治 
            委 員：天笠茂、長尾彰夫、根津朋実 
研究奨励賞審査委員会  委員長：臼井嘉一 副委員長：的場正美 
 委 員：中野和光 冨士原希絵 松下佳代 八尾坂修 
     安彦忠彦 田中耕治 田中統治 豊田ひさき 
20周年記念事業実行委員会 委員長：田中統治（ほか依頼予定） 
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（４）常任理事について 

常任理事は下記の通りに承認された。 
  水原克敏（東北大学）：代表理事、臼井嘉一（国士舘大学）：紀要編集委員長、 
  的場正美（名古屋大学）：紀要編集副委員長、浅沼茂（東京学芸大学）：国際交流委員長、 
  磯田文雄（文部科学省）：国際交流副委員長、村川雅弘（鳴門教育大学）：広報委員長、 
  豊田ひさき（中部大学）：研究委員長、田中耕治（京都大学）：研究副委員長 
 
（５）第 19回大会（於鳴門教育大学）関連 

村川雅弘理事より、第 19回大会（鳴門教育大学）の報告がなされた。 
また同じく村川理事より、資料に基づき大会決算が報告された。会計収支簿を回覧し、審議

の結果、大会決算は承認された。 
第 19 回大会 決算報告（於鳴門教育大学） 

収入の部   備考 

大会参加費 710,000 正会員 3500円×170名=595000 

    学生会員 2500円×46名=115000 

大会運営費 800,000 学会事務局より 

広告掲載料 240,000 15 社より 

懇親会参加費 531,000 6000円×85名 3000円×7名 

収入合計 2,281,000   

   

支出の部   備考 

印刷費 637,770 封筒、案内状、プログラム、発表要旨集録 

人件費 292,800 アルバイト謝金、図書カード 

通信費 279,000 プログラム送料、要旨集録送料、切手代 

消耗品 42,465 文具、名札等 

課題研究謝金・交通費 65,000 謝金 

懇親会参加費 586,920   

大会費 287,920 吊り看板、講義棟使用料、弁当代、飲み物代 

大会事務局諸経費 89,125 コピー代、会議費など 

支出合計 2,281,000   

（収入合計）‐（支出合計）： 2,281,000‐ 2,281,000 = 0 

 
（６）第 20回大会プログラムの原案について 

次回大会開催校の千葉大学・天笠理事より、資料に基づき、日程ならびにシンポジウムにつ

いて、原案の説明があった。開催日は 2009年 7月 10日(金)～12日(日)。耐震工事の関係で、
会場は神田外語大学、理事会は千葉大学を予定。公開シンポジウムのテーマとして「小中連携･

一貫とカリキュラム開発」（仮）が提案された。 
 
2009年 7月 10日（金） 17:00～19:00 理事会  

7月 11日（土） 10:00～12:00 課題研究 I・II・III 
              12:00～13:00 昼食 
             13:00～15:00 自由研究発表Ⅰ 
             15:15～17:45 公開シンポジウム 
             18:00～20:00 懇親会 



    7月 12日（日）  9:30～11:30 自由研究発表Ⅱ 
                         11:30～13:00 総会・昼食 
             13:00～15:00 課題研究Ⅲ 
 
企画原案の議論において、20回目の大会を記念した特別企画などの提案がなされた。課題研
究のテーマ設定、時間配分などを含め、次回理事会（3 月７日）で開催校および研究委員会か
らの修正案を審議し、確定することとした。 

 
（７）会員からの公募情報・セミナー類案内のHP掲載について 

事務局（根津幹事）より、会員からの公募情報・セミナー類案内のHP掲載について提案が
あり、審議の結果、承認した。なお、HP 掲載については、試行を経て、今後判断基準を設け
る必要があることを確認した。 
 
（８）各種委員会報告 

1)研究委員会 報告  

豊田委員長より、世話人・内容について年内を目途に調整し、３月の理事会で審議・決定す

ることが報告された。 
2)紀要編集委員会 報告 

的場副委員長より、資料に基づき、次の報告がなされた。 
『カリキュラム研究』第 18号の編集について 
・投稿論文：24本を査読へ。「投稿にあたっての注意」に二重投稿回避、個人情報保護など
に対する注意事項を追加する。 

 ・第 19 回大会の課題研究委員会報告について、課題研究Ⅰは小泉理事、課題研究Ⅱは田中
統治理事、課題研究Ⅲは八尾坂理事、課題研究Ⅳは中野理事に執筆依頼をした。 

・事務局より全理事に図書紹介の推薦を呼びかけ（11/30締切）、その結果をもとに編集委員
会で検討する。参考資料として、過去 1年間の事務局宛寄贈図書等一覧を配付した。 

 
寄贈図書一覧（2007 年 12 月～2008 年 10 月 事務局到着分） 

書名 著者 出版社 刊行日 

性差とは何か 
日本学術会議事務局 
（編集協力） 

日本学術協力財団 2008年 1月 1日 

ノットワーキング 
山住勝弘、ユリア・エンゲス
トローム（編） 

新曜社 2008年 2月 8日 

カナダのメディア･リテラシー教育 上杉嘉見 明石書店 2008年 2月25日 

アメリカにおけるカリキュラムマネジ
メントの研究 

倉本哲男 ふくろう出版 2008年 4月 1日 

及川平治講演集成 分団式動的教育法
講義要綱‐復刻・解説版― 

大東義徹(編) 谷口和良・二
井明・溝邊和成（著） 

明石動的教育研究会 2008年 4月 1日 

「逆向き設計」で確かな学力を保障する 西岡加名恵 明治図書 2008年 5月 

学術会議叢書15 
『医療を崩壊させないために』 

日本学術会議事務局 
（編集協力） 

日本学術協力財団 2008年 9月30日 

 



3)学会奨励賞審査委員会 報告 

 資料に基づき、2008年 12月末を目途として 2点以内で推薦するよう、全理事に依頼があっ
た。 
 
4)国際交流委員会 報告 

 正副委員長欠席により、報告はなかった、なお、中野前委員長より、『カリキュラム研究』

第 18 号への「海外カリキュラム研究動向」は、２０周年記念事業との関連で、別途特集を組
む予定であった、との報告があった。 
 

―〈日本カリキュラム学会 新組織研究体制 〉― 

 
 新組織が任期 3 年、2010 年大会の総会までで、（１）常任理事、（２）紀要編集委員会、（３）
国際交流委員会、（４）広報委員会、（５）研究委員会、（６）研究奨励賞審査委員会、（６）20
周年記念事業実行委員会が発足した。構成委員名は前述の通りである。 
 

―〈事務局からのお知らせ〉― 

（１）事務局移転のお知らせ 

 2009年 1月 1日より、事務局は下記のとおり東北大学に移転します。 
 
（２）会費納入のお願い 

 年会費の納入をお願いします。本学会の誇りの一つである高い納入率を維持するためにも、

納入促進に会員のみなさまのご協力をよろしくお願い申し上げます。会費を滞納しますと、学

会誌が送付されなくなります。同時に、大会での発表資格・学会誌への投稿資格が停止されま

すので、くれぐれもご注意願います。 
 本年度までの会費未納の方は、宛名ラベルのお名前の下に、未納年度を記載しております。

同封の払込票をご利用になり、できるだけ早く納入してください。払い込み票は、年 2回（春、
冬）の会報に同封しております。 
 なお、事務処理上、納入時期とラベル記載情報との間に、若干の行き違いが生じる可能性が

あります。その際は何とぞご容赦ください。会費納入状況につき、ご不明の点がございました

ら、遠慮なく事務局までお問い合わせください。 
（年会費：一般 6,000円、学生 3,000円、団体 10,000円） 
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