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     Japan Comparative Education Society        NO.34 

 

第 54回大会のご案内 

                      

 第 54回大会準備委員会委員長  吉田 和浩 

 

この度、日本比較教育学会の第 54 回大会を広島大学がお引き受けいたしました。広島大学が位

置する東広島市の東広島芸術文化ホールくらら において、2018 年 6 月 22 日（金）～24 日（日）

に開催させていただきます。 

東広島市は、龍王山の麓に位置し、湧水の豊かな街です。古くからその湧水を利用した酒づくり

が盛んで、独自の「酒文化」が育まれてきました。ホールの愛称くらら は、ホールが日本酒の銘醸

地として有名な酒都・西条にあることから、酒蔵の「くら」がイメージされており、酒蔵の伝統を

守りつつ、新しい文化を楽しく広めるといった意味が込められているそうです。本大会では、みな

さまと一緒に新しい研究成果や湧き水の如く溢れるアイデアを楽しく語り合う場にしたいと思っ

ております。   

本大会の公開シンポジウムのタイトルは、「比較教育研究が SDG４に果たす役割」です。比較教育

学会という各国・地域に特有で多様な教育課題を歴史・社会経済・文化的背景を踏まえて明らか

にする場の強みを生かし、また広島大学の高大連携プログラムにおけるユニークな取り組みからも

ヒントを得ながら、公開シンポジウムでは、SDG４の実現にむけて日本の研究者・教育者は国内お

よび世界の教育界に向けて何を発信し、実践していくべきかを議論したいと思います。 

大会行事はすべてくらら内において行いますので、皆様の移動がスムーズに行われることと期待

しております。会場すぐ近くの西条駅には、新幹線広島駅から列車で、また広島空港をご利用の場

合、直行リムジンバスに加え、JR白市駅経由のバスも利用できるなど、交通の便も向上してきてお

ります。しかし東広島市内のホテルには限りがございますので、お早目の宿泊施設ご予約をお勧め

いたします。 

また、大会への参加・発表申し込み、発表要旨の登録などにつきましては、今回の大会もウェブ

上で行っていただきます。加えて、経費節減のため、引き続き、会員の皆さまへのプログラムの郵

送はせずに、ウェブ上からダウンロードしていただくことになります。ご理解とご協力を賜ります

よう、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

皆さんに快適で充実した時間を過ごしていただけるよう、大会準備委員会一同、努力したいと思

います。 

多くの方々のご参加を心よりお待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

日本比較教育学会第 54回大会準備委員会 連絡先 

〒739-8529 東広島市鏡山 1－5－1 広島大学大学院国際協力研究科 

日本比較教育学会第 54回大会準備委員会 中矢礼美・日下部達哉 

       E-mail：jces54kurara@gmail.com 

          URL:  http://gakkai.hiroshima-u.ac.jp/index.html 
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 第 54回大会のご案内（詳しくは、大会案内および学会 HPをご覧ください） 

 
１．大会日程 

2018 年 6 月 22 日～6 月 24 日                ＊時間帯は概要を示しています。 

 9:30   12:00   13:00      15:00     17:00  17:30      19:30 

6 月 22 日(金)  常任理事会   全国理事会        ラウンドテーブル 

6 月 23 日(土) 自由研究発表Ⅰ 自由研究発表Ⅱ  公開シンポジウム 

紀要編集委員会               総会        情報交換会 

6 月 24 日(日) 自由研究発表Ⅲ 自由研究発表Ⅳ  課題研究Ⅰ・Ⅱ 

                                

 

   ２．大会会場・宿泊・昼食など 

・大会会場は、東広島市西条駅前の東広島芸術文化ホールくららとなります。会場までの交通手段

には限りがございますので、日程・時間に余裕をもってご来場ください。 

  ・宿泊施設が限られておりますので、可能な限り早めに東広島市西条駅周辺のホテルを予約されま

すことをお勧めいたします。新幹線東広島駅発着は、むしろ不便になります。 

  ・昼食は時間が限られておりますので、大会 HP でお申し込み可能な東広島市役所展望ロビー食堂

のご利用（各日 600 円）をお勧めいたします。お好み焼きは待ち時間と調理に時間を要しますの

で、昼食時間帯は避けてください。 

  ・海外から、あるいは日本在住外国人研究者・留学生の参加も積極的に受け付けておりますので、

関心のある方にはお声がけくださいますと幸いです。大会 HP の English ページをご参照くださ

い。 

 

３．大会当日までの主な日程 

2018年 3月 1日（木） 発表申込受付開始 / 参加申込受付開始 

2018年 4月 2日（月） 発表申込締め切り  

2018年 4月 7日（土） 発表要旨提出開始 

2018年 5月 6日（日） 大会プログラム集 PDFのウェブ公開 

2018年 5月 7日（月） 発表要旨提出締切日 

2018年 5月 31日（木） 大会事前参加申し込み・事前支払い 締め切り  

2018年 6月 11日（月） 発表要旨集録 PDFのウェブ公開（大会参加費支払い済みの方のみ） 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 学会への寄贈図書紹介 

以下の図書を、著者・出版社より本学会にご寄贈いただきました。厚くお礼を申し上げます。

なお、紀要および研究報告書の寄贈については、数量多数のため、掲載を割愛させていただき

ます。ご了承ください。 

・ 北垣郁雄編著『学生エリート養成プログラム：日本、アメリカ、中国』東信堂、2017年。 

・ 小林和美『早期留学の社会学: 国境を越える韓国の子どもたち』昭和堂、2017年。 

・ 清水貴夫・亀井伸考編『子どもたちの生きるアフリカ: 伝統と開発がせめぎあう大地で』昭和

堂、2017年。 

 

 

http://www.gakkai.ne.jp/jces/
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● 紀要編集委員会 

         委員長  日下部 達哉  

紀要編集委員会では事務局の引き継ぎが行われ、

『比較教育学研究』第56号〜58号までの編集を広

島大学で担当させていただいております。第 57 号

の編集作業は現在、自由投稿論文の審査を進める一

方、特集や書評・文献紹介の準備を進めております。

投稿に際しましては、「論文投稿チェックシート」

を一緒にご提出いただくことになっております。執

筆に際しては、投稿要領に沿っているか十分なチェ

ックをしたうえでご投稿くださいますようよろし

くお願いします。第58号の投稿締め切りは2018年

7月20日（当日消印有効）です。ただし、査読・編

集作業に支障をきたすほど到着が遅れた場合、当日

消印であっても受け付けられない場合がございま

す。特に海外から投稿される場合、ご注意願います。

編集委員会事務局への問い合わせ、宛先は下記の通

りです。ご投稿、お待ちしております。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 

● 研究委員会 

            委員長  森下 稔 

研究委員会では、科研の申請を 2 件行いました。

基盤研究(A)(一般)「境界研究の分析法を用いた国

境・境界地域における基礎教育に関する国際比較研

究」（代表：森下稔）と、基盤研究(C)(一般)「アセ

アン諸国の OOSCY に対する国際教育支援ネットワ

ークに関する研究」（代表：乾美紀）です。採択結果

に応じて、学会科研としての位置づけを決めます。

また、科研費改革に伴って海外学術調査の後継種目

が1月以降に公募開始されますので、1件応募する

準備を進めています。 

2018年第54回大会における課題研究Ⅱを「公教

育制度の第３ステージへの模索」と題して、基盤研

究（B）「平等と卓越性のバランス政策を軸とする自

律的公設学校の国際比較」（代表：中島千惠、京都文

教大学）の研究成果を基に企画します。公教育制度

の第1ステージを「量的拡大」、第2ステージを「量

と質の拡大」としたとき、第3ステージ「公教育概

念の拡大とガバナンスの自律化」の段階が到来して

いるのではないかという問題提起をします。 

ラウンドテーブルにおける若手研究者支援とし

て、「比較教育学を学ぶ人のためのアカデミック・

キャリア」をテーマに、3回シリーズで企画実施し

ます。大学改革が進む中、若手の教育職・研究職へ

の就職が厳しくなっています。比較教育学を学ぶ者

同士、ライバルとしてではなく、互いに力を高め、

ともに職を勝ち取っていくことが、次世代の比較教

育学の発展に欠かせません。第 1回目の第 54回大

会では、「アカデミック・キャリアシリーズ①日本

の教員養成・研修に携わる」をテーマに、教職課程・

教職大学院に携わる会員の声から、比較教育学を学

ぶ人のキャリアのあり方を議論します。 

 

● 世界比較教育学会（WCCES）理事会 報告 

                    事務局長  丸山英樹 

日本比較教育学会（JCES）の加盟する世界比較教

育学会（WCCES）は、フランス・コルシカ大学におい

てフランス語圏比較教育学会（AFEC）大会に際して、

2017 年 10 月 10・11 両日に同大学において理事会

を開催した。JCESからは杉村会長に代わり、事務局

長がオブザーバー参加した。 

N’Dri T. Assié-Lumumba WCCES 会長および

Navarro Leal AFEC副会長からの挨拶から始まった

理事会は、終始穏やかに進んだ。大きな報告事項は

2点あった。第 1に、WCCESが出版する新しいオン

ライン学術雑誌『Global Comparative Education 

(wcces-online.org/journal) 』（2回/年刊行）およ

びオンライン学術情報誌『World Voices Nexus 

(worldcces.org)』（3回/年刊行）が紹介された。こ

れらは、すべてオンラインで共有され、国連6公用

語による情報発信が特徴となっている。どちらも学

術的蓄積を目指すものであるが、後者は特に各国の

学会にいる言語エキスパートが交流して、また自動

翻訳機能を備え持つことから、学問をより深めるチ

ャンネルとなることを想定していること、さらにア

カデミックポストに関する情報も共有する予定で

あることが紹介された。 

第2に、次回WCCES大会について、開催予定のメ

キシコ・カンクンでは、準備が着実に進んでいると

報告された。リゾート地ということもあり、滞在費

が1泊あたり$135～180で用意できるようにする予

定である。さらにコンドミニアムをシェアする等よ

【原稿提出・連絡先】 

〒739-8529広島県東広島市鏡山1-5-1  

広島大学教育開発国際協力研究センター内 

 日本比較教育学会紀要編集委員会事務局 宛 

Tel：082-424-3721（牧貴愛 研究室） 

   082-424-6246（日下部達哉 研究室） 

Fax：082-424-6958 

   （広島大学教育開発国際協力研究センター） 

Email：jces.hirodai@gmail.com 
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り安価な滞在先も準備中で、その場合、会場と滞在

先を 15～20 分で往復するシャトルを用意する計画

中であることが説明された。詳細はWebサイトに更

新される（https://goo.gl/E62S19）。 

所感として、WCCES運営をめぐり一部の学会が脱

退する等の事態が発生しているが、現在は落ち着き

を取り戻しつつあり、事務局はじめ理事の多くも健

全化を目指すことを確認した場でもあった。また、

オンライン会議も便利ではあるが、理事の多くは顔

を合わせて議論することの重要性を強調していた

のが印象的であった。 

なお、2018年の理事会は、6月第3週に予定され

ている南アフリカでの現地学会大会に合わせて開

催する予定である。 
 

● 国際交流委員会 

委員長 黒田一雄 

国際交流委員会では、海外関連学会の開催情報

を会員の皆様に提供しております。今回は、丸山

事務局長の世界比較教育学会（WCCES）理事会報告

にもありますように、同学会から以下の2つの会

議情報が届いておりますので、お知らせいたしま

す。 

・ 第1回世界比較教育学会シンポジウム（1st 

WCCES Symposium） 

テーマ：Comparative Education for Global 

Citizenship, Peace and Harmony through Ubuntu 

期間：2018年6月21日〜22日 

場所：ヨハネスブルク（南アフリカ） 

発表要旨提出締切：2018年2月28日 

URL：https://www.worldcces.org/wcces-

symposium-johannesburg-21-22-june-2018.html 

・ 第17回世界比較教育学会（XVII World 

Congress of Comparative Education 

Societies） 

テーマ: The Future of Education 

期間：2019年5月20日〜24日 

場所：カンクン（メキシコ） 

発表要旨提出締切：未定（下記URLで最新情報を

ご覧いただけます。） 

URL：http://wcces-online.org/ 

また、丸山事務局長のご報告にありました

WCCESのオンライン学術情報誌『World Voices 

Nexus』には会議関連情報（Events）他、学会ニュ

ースレター等が随時掲載・更新されておりますの

で、ご覧いただければ幸いです。 

URL：https://www.worldcces.org/ 

 

 
 

 新入会員 

(2017年9月～2018年2月入会申し込み順） 

藩 秋静（広島大学大学院） 

大沼 正樹（北京師範大学） 

箸 大輝（神戸大学大学院） 

AZAM MD GOLAM（広島大学大学院） 

金澤 龍馬（神戸大学大学院） 

林 志研（お茶の水女子大学大学院） 

是永 かな子（高知大学） 

Mustard Mashraky（上智大学大学院） 

田中 志歩（香川大学大学院） 

柿原 豪（成城大学大学院） 

Brehm William （早稲田大学） 

GOMAY DAVID KUNUM（鳴門教育大学大学院） 

Wamingi Hellen（鳴門教育大学大学院） 

タウラ ジョウェリ（鳴門教育大学大学院） 

黒川 智恵美（在スーダン日本国大使館） 
           （2018年 2月 20日現在の会員数 972人） 

  

 年会費納入のお願い 

年会費納入状況をご確認いただき、未納分がある

方は下記の口座へ早めのご納入をお願いいたしま

す。紀要は年2回発行ですが、本学会では当該年度

の会費納入を確認後、学会紀要『比較教育学研究』

をお送りしています。3年を超えて会費未納の方は

会員資格を失います。  

〔郵便振替口座〕00820-6-16161 

日本比較教育学会事務局 
 所属機関名にて振込を行われる場合は、該当会員を特定する

ことが難しいため、必ず事務局へご連絡をお願いします。 

 

【注意】｢学生会員｣として登録されている会員で、所属・身

分等の変更により「学生」でなくなった方は、会員情報管理

システムにて通常会員へ資格変更の上、通常会員としての年

会費（10,000円）をお支払いください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員情報、入退会、会費、システム、HPに関する連絡 
 
〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-24-1 

第2ユニオンビル4F 

(株)ガリレオ東京オフィス学会業務情報化センター内 

日本比較教育学会事務局 

Tel：03-5981-9824  Fax：03-5981-9852 

E-mail：g020jces-mng@ml.gakkai.ne.jp 

URL：http://www.gakkai.ne.jp/jces/ 

図書・刊行物の送付、学会運営に関する連絡 
 

〒102-8554 千代田区紀尾井町7-1 

上智大学グローバル教育センターB1 

日本比較教育学会事務局（丸山研究室） 

E-mail: jcesjimu@outlook.jp 

 

WEB版では非公開 

https://www.worldcces.org/

