日本教育法学会 2017
第 47 回定期総会プログラム
本学会の第 47 回定期総会を下記の要領により開催いたします。
現在、安倍政権による強権政治と施行 70 年を迎える日本国憲法との矛盾が、いわば〈臨
界点〉に達しております。
このような状況のもとで開催される今次総会には、憲法と教育との関係を原点にさかの
ぼって考察し、教育法学の〈羅針盤〉を確立することが期待されます。
この重要な総会に、多くの会員の皆様が積極的に参加されるよう、心よりお願い申し上げ
ます。
2017 年 4 月
日本教育法学会会長
成嶋 隆
告 示
日本教育法学会役員選出規程第 2 条に基づき、日本教育法学会第 47 回定期総会におい
て、2017～2020 年期理事選挙を行います。
2017 年 4 月 14 日
日本教育法学会選挙管理委員会委員長 加藤文也
記
１ 期 日：
２０１7 年５月２７日（土）～５月２８日（日）
２ 会 場：
中央大学・後楽園キャンパス（4 面「会場案内」参照）
３ 全体テーマ： 憲法施行 70 年と教育法学の課題
４ ご案内
(1)今回は 4 年に 1 度の理事選挙の年です。会員の方は、総会日程および上記選挙告示、同封
の「不在者投票の公示」などをよくお読みください。
(2)参加費：会員、傍聴者とも 1,000 円（資料代を含む）です。
(3)会費：今年度までの会費に未納分がある会員は、受付で会費の納入をお願い致します。B
会費会員（3,500 円、年報なし）の方は、できるかぎり A 会費会員（7,500 円、年報あ
り）への移行をお願い致します。
(4)懇親会：5 月 27 日の夕刻、会員相互の親睦をはかるための懇親会を開催致します。奮っ
てご参加ください。参加費は 4,000 円です。
(5)昼食：大学周辺の食堂マップを当日配布しますので、近隣の飲食店をご利用ください（27
日(土)のみ構内の学生食堂が利用可）
。
(6)意見交換会：総会において「意見交換会」を行います。発言（５分以内）を希望される会
員は、５月１０日（水）までに学会事務局までお申し込みください。なお、当日の時間の都
合上、若干の調整をさせていただくことがありますのでご了承ください。
★事前準備のため、総会及び懇親会への参加のご予定を同封のハガキ（お手数ですが 52 円切手
をお貼りください）、または、電子メールにて５月１０日（水）までに学会事務局までお知ら
せください。

日本教育法学会事務局（新潟大学教育学部 世取山洋介研究室気付）
〒950-2181 新潟県新潟市西区五十嵐 2 の町 8050
TEL/FAX 025-262-7239

E-mail：education_law_k@yahoo.co.jp
URL：http://jela1970.jp

第１日目
第１日目５月２７日（土）
５月２７日（土） 受付開始
受付開始８：３０
８：３０
◆理事選挙投票(8
◆理事選挙投票(8
: 30～11
: 30～11
: 30
: 305 号館
5 号館
5333
5333
教室)
教室)
◆自由研究発表（9：00〜11：00）
◆自由研究発表（9：00〜11：00）
発表
発表
A（5
A（5
号館
号館
5335
5335
教室）
教室）

司会
司会 廣澤
廣澤明（明治大学）
明（明治大学）

(1)(1)
戦後教育改革期における学校基準法案と学校財政法案の再検討
戦後教育改革期における学校基準法案と学校財政法案の再検討
井深雄二（大阪体育大学）
井深雄二（大阪体育大学）
(2)(2)
大川小学校津波被災訴訟判決（仙台地裁）の検討
大川小学校津波被災訴訟判決（仙台地裁）の検討
三上昭彦（元明治大学）
三上昭彦（元明治大学）
(3)(3)
義務教育諸学校の体制充実および運営改善を図るための法律改正について考える
義務教育諸学校の体制充実および運営改善を図るための法律改正について考える
山﨑洋介（ゆとりある教育を求め全国の教育条件を調べる会）
山﨑洋介（ゆとりある教育を求め全国の教育条件を調べる会）
発表
発表
B（5
B（5
号館
号館
5336
5336
教室）
教室）

司会
司会小泉広子（桜美林大学）
小泉広子（桜美林大学）

(1)(1)
教育政策分析と教育の自由における国家権力認識
教育政策分析と教育の自由における国家権力認識
—新自由主義教育政策をどうとらえるか—
—新自由主義教育政策をどうとらえるか—
佐貫
佐貫浩（法政大学名誉教授）
浩（法政大学名誉教授）
韓国における教育行政の法化と学校の生活世界の変容
(2)(2)
韓国における教育行政の法化と学校の生活世界の変容
龍（韓国・清州教育大学校）
金 金龍（韓国・清州教育大学校）
(3)(3)
「スクールサポーター」制度の政策形成過程
「スクールサポーター」制度の政策形成過程
小野方資（福山市立大学）
小野方資（福山市立大学）
◆事務総会Ⅰ（11：30〜12：40
5533
教室）
◆事務総会Ⅰ（11：30〜12：405 号館
5 号館
5533
教室）
主要議事：会長あいさつ
主要議事：会長あいさつ
学会活動報告
学会活動報告
年報編集委員会報告
年報編集委員会報告
研究特別委員会報告
研究特別委員会報告
会計・会計監
会計・会計監
査報告
査報告
予算案・活動案の承認
予算案・活動案の承認
理事選挙結果報告
理事選挙結果報告

◆昼休み（12：40～13：40）
◆昼休み（12：40～13：40）
◆事務総会Ⅱ（13：40～13：50
◆事務総会Ⅱ（13：40～13：505 号館
5 号館
5533
5533
教室）
教室）
主要議事：推薦理事の選出
主要議事：推薦理事の選出

◆研究総会Ⅰ（パネルディスカッション）
◆研究総会Ⅰ（パネルディスカッション）
：「日本国憲法の基本三原理と教育法」
：「日本国憲法の基本三原理と教育法」
（13：50〜15：50
（13：50〜15：505 号館
5 号館
5533
5533
教室）
教室）
報告(1)
報告(1)国民主権原理と教育法
国民主権原理と教育法

成嶋
成嶋隆（獨協大学）
隆（獨協大学）

報告(2)
報告(2)平和主義と教育法
平和主義と教育法

堀尾輝久
堀尾輝久
（東京大学名誉教授）
（東京大学名誉教授）

報告(3)基本的人権尊重主義と教育法
基本的人権尊重主義と教育法
報告(3)

内野正幸（中央大学）
内野正幸（中央大学）

◆意見交換会（15：55～16：255 号館
5 号館
5533
教室）
◆意見交換会（15：55～16：25
5533
教室）
◆研究総会Ⅱ（パネルディスカッション）
◆研究総会Ⅱ（パネルディスカッション）
（16：30〜17：30
（16：30〜17：305 号館
5 号館
5533
5533
教室）
教室）
◆事務総会Ⅲ（17：30～17：45
◆事務総会Ⅲ（17：30～17：455 号館
5 号館
5533
5533
教室）
教室）
主要議事：会長の選出
主要議事：会長の選出
事務局長の承認
事務局長の承認
新会長あいさつ
新会長あいさつ

◆懇親会（18：00〜19：30
◆懇親会（18：00〜19：305 号館地階
5 号館地階生協食堂）
生協食堂）

第２日目 ５月２８日（日）

受付開始 ８：３０

◆分科会（9：00〜13：00）
第 1 分科会「学校安全の新しい法的課題」
（5 号館 5335 教室）
司会 片山等（国士舘大学）
・山岸利次（宮城大学）
報告(1)

津波被災訴訟と学校防災の課題
—大川小学校事件地裁判決を中心に―

堀井 雅道（国士舘大学）

報告(2)

部活動をめぐる事故・体罰と学校安全の課題

南部さおり（日本体育大学）

報告(3)

学校事故対応指針と第三者委員会の課題

相川

裕（弁護士）

第 2 分科会「教職の専門性と教職員法制の新局面」
（5 号館 5336 教室）
司会 村山裕（弁護士）
・中田康彦（一橋大学）
報告(1) 教員養成改革と教員免許・研修法制の新局面

土屋

基規（神戸大学名誉教授）

報告(2) 教員の身分保障にかかわる裁判の動向

佐藤 博文（弁護士）

報告(3) 学校自治とチーム学校

葛西 耕介（愛知県立大学）

◆昼休み（13：00～14：00）
◆事務総会Ⅳ（14：00～14：10 5 号館 5533 教室）
主要議事：事務局担当理事、監事の承認

◆公開シンポジウム（14：10〜17：10 5 号館 5533 教室）
「次期学習指導要領の教育法的検討」
司会 植田健男（名古屋大学）
・安原陽平（沖縄国際大学）
報告(1) 学習指導要領の教育法的性格をめぐる歴史的考察 石井 拓児（名古屋大学）
報告(2)

報告(3)

次期学習指導要領をめぐる諸問題
—教育課程づくり、教育実践の立場から—

山崎 雄介（ 群 馬 大 学 ）

学習指導要領の法的性質の再検討

齋藤健一郎（小樽商科大学）

＊会員控室は 5 号館 5334 教室にご用意しております。

会

場

案

内

○中央大学 後楽園キャンパス（112-8551 東京都文京区春日1-13-27）
・東京メトロ丸ノ内線・南北線『後楽園駅』から徒歩約 5 分
・都営三田線・大江戸線『春日駅』から徒歩約 6 分
・JR 中央・総武線『水道橋駅』から徒歩約 12 分
・JR 中央・総武線『飯田橋駅』から徒歩約 17 分

5 号館
理事選挙投票所、自由研究
発表、総会、分科会、公開シ
ンポジウム、懇親会
6 号館
理事会

