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大会日程 
第第第第 1日目日目日目日目:10月月月月 26日日日日(金金金金)  

12:30～ 

13:00～15:00 

 

15:15～17:00 

大会受付 

研究推進委員会 

国際交流委員会 

全国理事会 

26 号館 303 会議室 

26 号館 301 会議室 

26 号館 303 会議室(※変更しました) 

26 号館 302 会議室 

 ※26 号館(大隈記念タワー) 

第第第第 2日目日目日目日目:10月月月月 27日日日日(土土土土)  

9:00～ 

 

9:30～11:30 

 

12:30～15:00 

 

 

15:30～18:05 

 

 

 

 

 

15:30～17:30 

18:30～20:30 

大会受付  

 

特別企画 「教育長のリーダーシップを基盤とした

教育委員会の活性化」 

公開シンポジウムⅠ 

首長主導教育改革と教育委員会制度 

 大阪府・大阪市の動向と全国的含意 

自由研究発表Ⅰ－① 

自由研究発表Ⅰ－② 

自由研究発表Ⅰ－③ 

自由研究発表Ⅰ－④ 

自由研究発表Ⅰ－⑤ 

自由研究発表Ⅰ－⑥ 

年報編集委員会 

懇親会 

～15:00 国際会議場 1F ロビー 

(15:00～ 16 号館 2F ピロティ) 

国際会議場(井深大記念ホール) 

 

国際会議場(井深大記念ホール) 

 

 

16 号館 401 教室 

16 号館 405 教室 

16 号館 406 教室 

16 号館 407 教室 

16 号館 409 教室 

16 号館 411 教室 

16 号館 2F 大会議室 

大隈ガーデンハウス 

  

第第第第 3日目日目日目日目:10月月月月 28日日日日(日日日日)  

8:30～ 

8:55～11:05 

 

 

 

11:55～14:05 

 

 

 

14:15～15:15 

15:30～18:00 

大会受付 

自由研究発表Ⅱ－① 

自由研究発表Ⅱ－② 

自由研究発表Ⅱ－③ 

自由研究発表Ⅱ－④ 

自由研究発表Ⅲ－① 

自由研究発表Ⅲ－② 

自由研究発表Ⅲ－③ 

自由研究発表Ⅲ－④ 

総会 

公開シンポジウムⅡ 

首長主導教育改革と教育委員会制度 

 首長の教育行政に対する影響力の検討 

国際会議場 1F ロビー 

国際会議場 3F 第 1 会議室(A) 

国際会議場 3F 第 1 会議室(B) 

国際会議場 3F 第 2 会議室 

国際会議場 3F 第 3 会議室 

国際会議場 3F 第 1 会議室(A) 

国際会議場 3F 第 1 会議室(B) 

国際会議場 3F 第 2 会議室 

国際会議場 3F 第 3 会議室 

国際会議場(井深大記念ホール) 

国際会議場(井深大記念ホール) 

 会員控え室 10 月 27 日(土) 16 号館 404 教室 

   10 月 28 日(日) 国際会議場 3F 市島記念会議室 

 大会本部 10 月 27 日(土) 16 号館 501 教室(※変更しました) 

   10 月 28 日(日) 国際会議場 4F 共同研究室 7

ごごごご
案
内
案
内
案
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大会参加要領大会参加要領大会参加要領大会参加要領 
1.受付 

 受付は右表の通り設置します。日程、

時間により移動しますので、ご注意く

ださい。 

 
 

2.大会参加費・懇親会費 

 大会参加費は正会員(含：臨時会員)は 5,000 円、学生会員(含：学生の臨時会員)は 3,000 円です。 

懇親会費は一律 4,000 円です。 

 特別企画、公開シンポジウムのみの参加(非会員)は無料です。 

 

3.昼食 

 3 日間とも昼食は各自でご用意いただくか、近隣の飲食店等をご利用ください。 

 

 

自由研究発表要領自由研究発表要領自由研究発表要領自由研究発表要領 
 

■発表時間 

  ○個人研究発表 発表 20 分・質疑 5 分 (計 25 分) ※口頭発表者が 1 名の共同研究の発表を含む 

  ○共同研究発表 発表 40 分・質疑 10 分 (計 50 分) 
 

■各会場とも、個別の発表・質疑の終了後に全体討議の時間を設けます。 
 

■発表者の○印は共同研究における発表者を示すものです。 
 

■発表資料は各自 90 部ご用意いただき、大会当日ご持参ください。事務局でのお預かり、当日会場で

のコピーは承っておりません。ご了承ください。 
 

■会場にはプロジェクターならびに Windows vista(32bit)の発表者用 PC を用意します。発表者用 PC は、

PowerPoint 2007 形式(.pptx)ならびに PDF ファイルを投影できるようにする予定です。より確実な投影

を望まれる方は、データを PowerPoint 2003 形式(.ppt)に変換したものもご持参ください。 

会場設置の PC ではデータの編集作業はできません。Mac などその他の機器をご使用の場合は、必要

な機材をご持参ください。映像入力端子はミニ D-Sub15 ピンです。 
 

■会場に学外者が利用できるインターネット設備はありません。 
 

■発表者がやむを得ない事情により欠席する場合には、発表時間・発表順序の繰り上げは行わず、司会

者の判断により、休憩または討議の時間にあてます。 

日程 時間 場所 

10 月 26 日(金) 12:30～ 26 号館 3F 

10 月 27 日(土) 9:00～15:00 国際会議場 1F ロビー 

 15:00～ 16 号館 2F ピロティ 

10 月 28 日(日) 8:30～ 国際会議場 1F ロビー 

ごごごご
案
内
案
内
案
内
案
内    
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交通交通交通交通のごのごのごのご案内案内案内案内 
※キャンパスの詳細な地図は web でご確認下さい。 

早稲田大学 HP＞交通アクセス＞早稲田キャンパス http://www.waseda.jp/jp/campus/waseda.html 

 

空港からのアクセス例 

成田国際空港から 

・JR 成田エクスプレス利用:所要時間 約 1 時間

50 分 

「成田空港」→(成田エクスプレス)→「新宿駅」

→(JR 山手線)→「高田馬場駅」→(東京メトロ 

東西線)→「早稲田駅」 

・リムジンバス利用:所要時間 約 2 時間 

「成田空港」→(リムジンバス)→「新宿駅(西口)」

→(JR 山手線)→「高田馬場駅」→(東京メトロ 

東西線)→「早稲田駅」 

・JR 京成スカイライナー利用:所要時間 約 2 時

間 

「成田空港」→(京成スカイライナー)→「上野駅」

→(東京メトロ 銀座線)→「日本橋駅」→(東京

メトロ 東西線)→「早稲田駅」 

東京国際空港(羽田空港)から 

・京浜急行利用:所要時間 約 1 時間 

「羽田空港」→(京浜急行)→「日本橋駅」→(東

京メトロ 東西線)→「早稲田駅」 

・東京モノレール利用:所要時間 １時間 

「羽田空港」→(東京モノレール)→「浜松町駅」

→(JR 山手線)→「高田馬場駅」→(東京メト

ロ 東西線)→「早稲田駅」 
 

都内からのアクセス例 

JR 

・山手線「高田馬場駅」から徒歩 20 分 

西武 

・西武新宿線「高田馬場駅」から徒歩 20 分 

地下鉄 東京メトロ 

・東西線「早稲田駅」から徒歩 10 分 

・副都心線「西早稲田駅」から徒歩 17 分 

学バス 

・「高田馬場駅」早稲田口 ②番乗り場より学バ

ス「早大正門」行に乗車→「西早稲田」下車、

徒歩 5 分 

都電 荒川線 

・JR「大塚駅」より都電「早稲田」行き乗車→終

点下車徒歩 8 分 
 

ごごごご
案
内
案
内
案
内
案
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大会会場建物配置図大会会場建物配置図大会会場建物配置図大会会場建物配置図    

 

※各会場の案内は次頁 

第第第第 1日目日目日目日目:10月月月月 26日日日日(金金金金)  

研究推進委員会 

国際交流委員会 

全国理事会 

26 号館 301 会議室 

26 号館 303 会議室(※変更しました) 

26 号館 302 会議室 

 

第第第第 2日目日目日目日目:10月月月月 27日日日日(土土土土) 第第第第 3日目日目日目日目:10月月月月 28日日日日(日日日日) 

会場会場会場会場: 国際会議場国際会議場国際会議場国際会議場(井深大記念井深大記念井深大記念井深大記念ホールホールホールホール)・・・・16号館号館号館号館 会場会場会場会場: 国際会議場国際会議場国際会議場国際会議場(3F・・・・4F・・・・井深大記念井深大記念井深大記念井深大記念ホールホールホールホール) 

特別企画 

 

公開シンポジウムⅠ 

 

自由研究発表Ⅰ－① 

自由研究発表Ⅰ－② 

自由研究発表Ⅰ－③ 

自由研究発表Ⅰ－④ 

自由研究発表Ⅰ－⑤ 

自由研究発表Ⅰ－⑥ 

年報編集委員会 

会員控え室 

大会本部 

国際会議場 

井深大記念ホール 

国際会議場 

井深大記念ホール 

16 号館 401 教室 

16 号館 405 教室 

16 号館 406 教室 

16 号館 407 教室 

16 号館 409 教室 

16 号館 411 教室 

16 号館大会議室 

16 号館 404 教室 

16 号館 410 教室 

自由研究発表Ⅱ－① 

自由研究発表Ⅱ－② 

自由研究発表Ⅱ－③ 

自由研究発表Ⅱ－④ 

自由研究発表Ⅲ－① 

自由研究発表Ⅲ－② 

自由研究発表Ⅲ－③ 

自由研究発表Ⅲ－④ 

総会 

公開シンポジウムⅡ 

会員控え室 

大会本部 

3F 第 1 会議室(A) 

3F 第 1 会議室(B) 

3F 第 2 会議室 

3F 第 3 会議室 

3F 第 1 会議室(A) 

3F 第 1 会議室(B) 

3F 第 2 会議室 

3F 第 3 会議室 

井深大記念ホール 

井深大記念ホール 

3 階市島記念会議室 

4 階共同研究室 7 

ごごごご
案
内
案
内
案
内
案
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26 号館(大隈記念タワー)3F

16 号館 2F 

16 号館 4F 

 

各会場各会場各会場各会場のごのごのごのご案内案内案内案内    
 

)3F 

 

ごごごご
案
内
案
内
案
内
案
内    



 

 

国際会議場 1F(井深大記念

国際会議場 3F 

ごごごご
案
内
案
内
案
内
案
内    

 

井深大記念ホール) 

 



 

 

 

発表要旨目次 

10101010 月月月月 27272727 日日日日（（（（土土土土）））） 

特別企画 9:30～11:30  国際会議場(井深大記念ホール)    

「教育長のリーダーシップを基盤とした教育委員会の活性化」・・・・・・・・・・・・・・15 

    

10101010 月月月月 27272727 日日日日（（（（土土土土））））    

公開シンポジウムⅠ 12:30～15:00  国際会議場(井深大記念ホール)    

「首長主導教育改革と教育委員会制度－大阪府・大阪市の動向と全国的含意－」・・・・・・17    

    

10101010 月月月月 27272727 日日日日（（（（土土土土））））    

自由研究発表Ⅰ-① 15:30～18:05 16 号館 401 教室 

【司会】牛渡  淳（仙台白百合女子大学） 

15:35～16:00 

教員の相互作用に影響を与える制度的環境についての考察 

 三浦 智子（法政大学・非常勤）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26 

 

16:00～16:25 

教師の視点からみた学校選択制の成果と課題 

 山下  絢（日本女子大学）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28 

 

16:25～16:50 

学校経営へのＴＱＭの導入による教師間の同僚性の向上に関する実証的研究 

 ○亀田  徹（PHP 研究所）、田村 知子（中村学園大学）・・・・・・・・・・・・・・30 

 

16:50～17:40 

人事・労務管理上の課題としての教職キャリア危機とその対策 

－精神疾患事由病気休職・病気休暇に着目して－ 

 ○高木  亮（中国学園大学）、○川上 泰彦（佐賀大学）、 

○波多江俊介（九州大学大学院・院生）、妹尾  渉（国立教育政策研究所）・・・・・・・32 

    

10101010 月月月月 27272727 日日日日（（（（土土土土））））    

自由研究発表Ⅰ-② 15:30～18:05 16 号館 405 教室 

【司会】清原 正義（兵庫県立大学） 

15:35～16:00 

地方分権改革前後の都道府県の義務教育費の変動分析 

 田中 真秀（筑波大学大学院・院生）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38 
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16:00～16:25 

国庫補助金制度成立以降の都道府県私学助成 ― 国による制度変化が県に与えた影響 

 小入羽  秀敬（広島大学）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40 

 

16:25～17:15 

学校財務会計の現状と課題(３) 自治体学校予算および経費分析の展望 

 ○末冨  芳（日本大学）、○本多 正人（国立教育政策研究所）、 

○田中 真秀（筑波大学大学院・院生）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42 

 

10101010 月月月月 27272727 日日日日（（（（土土土土））））    

自由研究発表Ⅰ-③ 15:30～18:05 16 号館 406 教室 

【司会】坪井 由実（愛知県立大学） 

15:35～16:00 

アメリカにおける学校再編・配置の今日的特質 

 ―Oakland 統合学区:スモールスクール新増設の事例から― 

 榎  景子（神戸大学大学院・院生）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48 

 

16:00～16:25 

米国チャータースクールにおけるアクレディテーションに関する研究(Ⅱ) 

 ―AdvancED による PACT 評価を事例として― 

 湯藤 定宗（帝塚山学院大学）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50 

 

16:25～16:50 

アメリカ教育省のアウトリーチ活動に関する一考察 

 梶原 健二（九州大学大学院・院生）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52 

 

16:50～17:15 

アメリカの教育行政における「データ主導の意思決定」に関する考察 

新谷龍太朗（南大阪看護専門学校・非常勤）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54 

 

17:15～17:40 

カリフォルニア州における保護者の学校選択に基づく言語マイノリティの教育保障 

滝沢  潤（大阪市立大学）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56 

    

10101010 月月月月 27272727 日日日日（（（（土土土土））））    

自由研究発表Ⅰ-④ 15:30～18:05 16 号館 407 教室 

【司会】宮腰 英一（東北大学） 

15:35～16:00 

イギリスの大学職員とその養成プログラム 

 高野 篤子（横浜市立大学）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60 
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16:00～16:25 

英国地方行政改革と継続・高等教育 

 山崎 智子（福井大学）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62 

 

16:25～16:50 

英国における地方教育行政と教育ガバナンス ―新自由主義と学校評議会制度― 

 清田 夏代（南山大学）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・64 

 

16:50～17:15 

地方教育行政における指導行政の在り方 －イギリスの SIP の改編を通して－ 

植田みどり（国立教育政策研究所）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66 

 

17:15～17:40 

教育の質保証政策における立案と評価 －ドイツの教育報告書を中心に－ 

坂野 慎二（玉川大学）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・68 

 

10101010 月月月月 27272727 日日日日（（（（土土土土））））    

自由研究発表Ⅰ-⑤ 15:30～18:05 16 号館 409 教室 

【司会】大桃 敏行（東京大学） 

15:35～16:00 

ネットワーク型ガバナンスにおける行政責任 ―不登校児童生徒への対応に着目して― 

 本山 敬祐（東北大学大学院・院生）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72 

 

16:00～16:25 

研究開発事業の政策形成過程に関する考察 ―スーパーサイエンスハイスクールを事例として― 

 小野まどか（早稲田大学大学院・院生）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74 

 

16:25～16:50 

自治体発教育政策の国による採用とその影響 教育の機会均等保障の視点から 

 内山絵美子（筑波大学大学院・院生）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・76 

 

16:50～17:15 

教育行政単位の「適正規模」に関する一考察 －県費負担教職員の人事異動のデータ分析から－ 

林  剛史（文部科学省）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・78 

 

17:15～17:40 

教育行財政・経済学における「効率性」の検討 ―概念・技術における史的展開と到達点― 

橋野 晶寛（北海道教育大学）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80 
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10101010 月月月月 27272727 日日日日（（（（土土土土））））    

自由研究発表Ⅰ-⑥ 15:30～18:05 16 号館 411 教室 

【司会】堀内  孜（兵庫教育大学） 

15:35～16:00 

タイにおける地方間格差と教育行政の地方分権化に関する考察 

 植田 啓嗣（早稲田大学大学院・院生）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84 

 

16:00～16:25 

カンボジアにおける教育の質の改善への取り組みに関する考察 

 ‐Enhancing Education Quality Project に着目して‐  

 PHIN CHANKEA（ピン・チャンキア）（筑波大学大学院・院生）・・・・・・・・・・・86 

 

16:25～16:50 

韓国の大学入学査定官制度(AO 式入試)の明と暗 :導入 5 年間の成果分析 

 宋  善英（ソウル大学教育研究所・特別研究員）・・・・・・・・・・・・・・・・・・88 

 

16:50～17:15 

教育委員の活動に現れる教育経歴の有無による差異 ―韓国における教育委員会運営の現状－ 

金   龍（清州教育大学）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・90 

 

17:15～17:40 

小規模校の活性化方策について ‐日韓比較の視点から‐ 

尾崎 公子（兵庫県立大学）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・92 

 

10101010 月月月月 28282828 日日日日（（（（日日日日））））    

自由研究発表Ⅱ-① 8:55～11:05 国際会議場 3F 第 1 会議室(A) 

【司会】吉川裕美子（大学評価・学位授与機構） 

9:00～9:25 

国立大学法人における附置研究所・研究施設の変容 

―省令化の模索とその断念に焦点をあてて― 

 金子 研太（九州大学大学院・院生）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・96 

 

9:25～9:50 

国立大学における職員評価の現状 

岩崎 保道（高知大学）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・98 

 

9:50～10:15 

研究者のための両立支援策の動向 ―カナダの大学における取組― 

 犬塚 典子（京都大学）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100 
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10:15～10:40 

1970 年代アメリカ連邦政府における高等教育財政援助政策の変容 

吉田 武大（関西国際大学）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・102 

 

10101010 月月月月 28282828 日日日日（（（（日日日日））））    

自由研究発表Ⅱ-② 8:55～11:05 国際会議場 3F 第 1 会議室(B) 

【司会】天笠  茂（千葉大学） 

9:00～9:25 

ジョセフ・マーフィーの教育リーダーシップ論の分析 

 津田 昌宏（東京大学大学院・院生）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・106 

 

9:25～9:50 

米国における教員の入職(induction)をめぐる調整・支援の現状と課題 

可児みづき（神戸大学大学院・院生）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・108 

 

9:50～10:15 

米国における教員養成アカウンタビリティ・システムの構築 

―ルイジアナ州における段階的改革の分析― 

 佐藤  仁（福岡大学）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・110 

 

10:15～10:40 

アメリカにおける教師－保護者間の関係構築に向けた模索 ―教員養成での取り組みから― 

 ○山下 晃一（神戸大学）、可児みづき（神戸大学大学院・院生） 

榎  景子（神戸大学大学院・院生）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・112 

 

10101010 月月月月 28282828 日日日日（（（（日日日日））））    

自由研究発表Ⅱ-③ 8:55～11:05 国際会議場 3F 第 2 会議室 

【司会】貞広 斎子（千葉大学） 

9:00～9:25 

高校教育費支出にみる公立高校無償化の影響 

 小早川倫美（広島大学大学院・院生）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・116 

 

9:25～9:50 

地方自治体による「子育て・教育費支援」制度・政策の事例分析 

白川 優治（千葉大学）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・118 

 

9:50～10:15 

親の高等教育投資の地域的多様性 ―高校生保護者調査からの接近― 

 朴澤 泰男（一橋大学）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・120 
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10:15～10:40 

政府学生ローンの返還方法に関する考察 ―所得連動型返還制度に注目して― 

吉田 香奈（広島大学）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・122 

 

10101010 月月月月 28282828 日日日日（（（（日日日日））））    

自由研究発表Ⅱ-④ 8:55～11:05 国際会議場 3F 第 3 会議室 

【司会】武者 一弘（信州大学） 

9:00～9:25 

戦後直後の奄美地域における学校の自生的創設に関する一考察 

町村立実業高等学校の設置を事例として 

 三羽 光彦（芦屋大学）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・126 

 

9:25～9:50 

自治体教育政策と指導主事に関する研究 

押田 貴久（宮崎大学）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・128 

 

9:50～10:15 

学校を評価する＜まなざし＞に関する一考察 

―教育委員会による評価指標と学校による公開情報の現状分析― 

 安藤 知子（上越教育大学）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・130 

 

10:15～10:40 

国庫事業の事業転換が自治体の事業運営に及ぼす影響 

－スクールソーシャルワーカー活用事業の導入過程の分析を通して－ 

大崎 広行（目白大学）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・132 

 

10101010 月月月月 28282828 日日日日（（（（日日日日））））    

自由研究発表Ⅲ-① 11:55～14:05 国際会議場 3F 第 1 会議室(A) 

【司会】山下 晃一（神戸大学） 

12:00～12:50 

合併市町村における旧町村立小規模校に関する考察 

 ○西村 吉弘（国立教育政策研究所・技術補佐員） 

 ◯山中 秀幸（国立教育政策研究所・技術補佐員）・・・・・・・・・・・・・・・・・・136 

 

12:50～13:15 

小･中学校統廃合の進行と学校規模 

屋敷 和佳（国立教育政策研究所）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・140 
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13:15～13:40 

小規模自治体における少人数学級政策の導入要因の研究 

‐福岡県下の小規模自治体を事例として‐ 

 雪丸 武彦（長崎県立大学）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・142 

 

10101010 月月月月 28282828 日日日日（（（（日日日日））））    

自由研究発表Ⅲ-② 11:55～14:05 国際会議場 3F 第 1 会議室(B) 

【司会】高見  茂（京都大学） 

12:00～12:25 

教育改革と教員の多忙化との関係 ―計量分析による学校選択制導入校と非導入校の比較― 

 神林 寿幸（東北大学大学院・院生）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・146 

 

12:25～12:50 

学校組織におけるソーシャル・キャピタルと教育効果 :個人-クラスのマルチレベル分析 

 露口 健司（愛媛大学）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・148 

 

12:50～13:15 

校長の交代・留任による学校経営行動の変化 ―質問紙追跡調査の分析― 

○川上 泰彦（佐賀大学）、露口 健司（愛媛大学）・・・・・・・・・・・・・・・・・・150 

    

10101010 月月月月 28282828 日日日日（（（（日日日日））））    

自由研究発表Ⅲ-② 11:55～14:05 国際会議場 3F 第 2 会議室 

【司会】小松 郁夫（玉川大学） 

12:00～12:50 

東日本大震災における東北 3 県の学校対応 

―平成 23 年度文部科学省委託調査の結果を踏まえて― 

 ○荒井英治郎（信州大学）、 

○仲田 康一（浜松大学）、 

○武井 哲郎（びわこ成蹊スポーツ大学）、 

○村上 純一（東京大学大学院・院生/日本学術振興会特別研究員）・・・・・・・・・・・154 

 

12:50～13:15 

東日本大震災被災自治体における小中学生の通学圏と学習環境の変化 

葉養 正明（国立教育政策研究所）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・156 
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10101010 月月月月 28282828 日日日日（（（（日日日日））））    

自由研究発表Ⅲ-② 11:55～14:05 国際会議場 3F 第 3 会議室 

【司会】水本 徳明（筑波大学） 

12:00～12:25 

熟議を通じた協働の実践に関する研究 

 米岡 裕美（千葉大学・非常勤）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・160 

 

12:25～12:50 

学校統廃合におけるコミュニティ･スクールの成果と課題 

 安井 智恵（岐阜女子大学）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・162 

 

12:50～13:40 

協働の教育行政学 福岡県春日市教育委員会の検討 

○元兼 正浩（九州大学）、 ○梶原 健二（九州大学大学院・院生）、 

○金子 研太（九州大学大学院・院生）、 ○波多江俊介（九州大学大学院・院生）、 

○畑中 大路（九州大学大学院・院生）、 ○梁  鎬錫（九州大学大学院・院生）、 

○朴  玲河（九州大学・研究生）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・164 

    

10101010 月月月月 28282828 日日日日（（（（日日日日））））    

公開シンポジウムⅡ 15:30～18:00  国際会議場(井深大記念ホール)    

「首長主導教育改革と教育委員会制度－首長の教育行政に対する影響力の検討－」 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・169    
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