
 1 

 

２０２０年２月１０日 

 

日仏教育学会 事務局 

  〒181-8585 東京都三鷹市大沢 3-10-2 
国際基督教大学教養学部 大川研究室内 

TEL : 0422-33-3151 
Email : okawah@icu.ac.jp 

 

 

１．2019 年度研究大会を終えて 
2019 年度研究大会委員長 
立命館大学 細尾 萌子 

 

 日仏教育学会の 2019 年度研究大会を、10 月 26 日（土）に立命館大学で開催し、計 76 名

（うち会員 31 名）の方にご参加いただきました。午前中は、学会員による 8 本の個人研究

発表が行われました。今回初めての取り組みとして、フランス語で発表・質疑する分科会

を一つ設けました。ご好評いただけたようで、よかったです。 
 午後は、「論述型大学入試に向けた指導法」というテーマで基調講演とシンポジウムを開

催しました。基調講演では、オゼン高校附設グランド・ゼコール準備級地理教員であり、               
アチエ社の歴史・地理バカロレア試験参考書著者でもある、フレデリック・ヴィエノ先生

をお招きしました。「バカロレア試験で問われる力とその採点・育成方法：歴史・地理を例

として」という演題で、歴史・地理のバカロレア試験で問われる力の内実や、バカロレア

試験の採点の公平性を担保するしくみ、バカロレア試験で問われる力を高校での継続的な

評価や添削指導、対話型授業、少人数指導を通して育成する実践についてお話しいただき

ました。特に印象深かったのは、論述試験といっても、知識の再構成しか問わない論述試

験もあるという指摘です。歴史・地理の場合、作文と、資料の批判的検討と、地理のクロッ

キーという 3 種類の試験があります。作文の場合、学習指導要領の章名と同じ題の試験が

出題されるため、高校の授業で学んだことを暗記すれば、バカロレア試験で点が取れてし

まいます。また、クロッキーの場合も、出題されうる主題のリストが事前に公表されてい

るので、その主題のクロッキーを暗記しておけば、試験で点が取れます。未知の資料・問

題に出会わせて、受験者に自分で思考させる問題は、ヴィエノ先生いわく、資料の批判的

検討だけだといいます。そして、生田清人先生（海陽中等教育学校特任講師・国際基督教

大学など教職課程講師）に、日本の高校現場の視点から、基調講演へのコメントをいただ

きました。その後、田川千尋会員（大阪大学）の司会のもと、全体討議を行いました。 
 続くシンポジウムでは、まず細尾が、バカロレア試験に向けた高校での指導方法は、教

科や生徒の特性によって大きくは違わず、どんな生徒にも、論述の方法論の指導や論述課

題の日常的な添削など、思考力・表現力を育む指導をしていることを報告しました。次い

で、大津尚志会員（武庫川女子大学）からは、フランスにおける中等教員養成の制度をご

紹介いただき、バカロレア試験と同じ論述形式の高度な思考力・表現力を問う論述試験・
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口述試験が教員採用試験で課されるので、フランスの中等教員は生徒に思考力・表現力を

育成することができるとご指摘いただきました。さらに田中容子先生（元 京都府立園部高

等学校指導教諭）からは、思考力・表現力を育む高校英語の実践をご報告いただき、困難

を抱える生徒であっても、つまずきへの手立てや、英語を自分の文脈で使う言語活動といっ

た工夫をすれば、自分で考えて使う英語の力を身に付けられるとご提言いただきました。

全体討論では、上垣豊会員（龍谷大学）と三好美織会員（広島大学）の司会のもと、論述

型大学入試に向けた指導法について、フロアを交えて活発な議論が行われました。 
 なお、翌日 10 月 27 日（日）に同じく立命館大学で開催された研究会には、18 名の方に

お越しいただきました。フレデリック・ヴィエノ先生に、グランド・ゼコール準備級での

指導・評価の実践をご報告いただき、白鳥義彦会員（神戸大学）に通訳をしていただきま

した。多くの会員にご参加いただきまして、研究大会と合わせて感謝申し上げます。 
今日本では、高大接続改革の一環として、大学入試改革が進んでいます。英語の民間試

験の活用と、大学入試センター試験に代わる新テストへの記述式問題の導入は、官邸主導

で延期になりました。これに対してフランスでは、論述中心のバカロレア試験を高校教員

が主体となって動かしていることが興味深いです。大学入試は高校と大学をつなぐもので

あり、日本でも高校教員と大学教員が入試（改革）の主体となることで、高校教育と大学

教育の一層の発展につながると考えます。また、シンポジウムからは、①大学入試への多

面的・総合的な選抜方法の導入が推奨されていますが、記述式問題をただ導入すれば思考

力を問えるというわけではなく、思考力を問える質の記述式問題を開発しなければいけな

いことと、②採点をする者の専門性を高める必要があること、③手立てを打てば困難を抱

える生徒にも思考力・表現力を獲得させることができること、という示唆が得られました。 
 登壇者や司会者の方々、通訳を引き受けていただいた大場淳会員（広島大学）と田川千

尋会員（大阪大学）、会場に足を運んでいただいた会員の皆様に、改めてこの場を借りて御

礼を申し上げます。来年度は、上越教育大学にお伺いすることを楽しみにしております。 
 
 
２．2020 年度研究大会について 

2020 年度研究大会委員長 
上越教育大学 大前 敦巳 

 
 2020 年度研究大会は、10 月 17 日（土）午後～18 日（日）午前に、新潟県上越市の上越

教育大学で開催することとなりました。2015 年に開業した北陸新幹線の上越妙高駅が最寄

ですので、地方での大会ですが交通の便はよくなりました。会員の皆様のご参加を心より

お待ち申し上げます。 
 上越教育大学では、2003 年にも「学校教育と宗教」をテーマに研究大会を開催し、それ

から 17 年ぶりとなります。今回は、東京オリンピック・イヤーであることにも合わせて、

「都市と大学の発展」を 17 日午後のシンポジウムテーマとし、フランスからギュスターヴ・

エッフェル（パリ東マルヌ＝ラ＝ヴァレ）大学教授のロイック・ヴァドロルジュ先生を招

聘し、「パリ地域圏におけるニュータウンと新しい大学」について講演をいただけることに

なりました。中世来のパリ大学から、都市の発展に伴って大学の拡大発展が遂げられ、本

講演ではその歴史過程をたどりながら、現代の新しい大学をめぐる課題について議論をい

ただきます。続いて、日本の東京における市域発展に伴う大学の変容について、マーケティ

ングの視点から東京郊外論について多数の著書を出版された三浦展先生に講演をいただく

ことになりました。お二人の講演を受けて、日仏の首都圏における都市と大学の発展につ
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いて比較を試み、最後は上越市創造行政研究所の内海巌先生より、1970 年代末以降に本学

と看護大学が設置された、上越市の都市発展と大学の課題について議論もいただく予定で

す。 
 翌 18 日午前には、高田駅から徒歩 10 分のところにある上越教育大学学校教育実践研究

センター（附属小学校隣）に場所を変えて、個人研究発表を行います。昨年の研究大会で

初めてフランス語による分科会が設置されたのに引き続き、今年も日本語とフランス語の

分科会、各室 4 名の個人研究発表を企画しますので、会員の皆様におかれましてはふるっ

てのご発表をお願いいたします。 
 なお、10 月 19 日（月）には、東京の日仏会館で午後 6 時よりヴァドロルジュ先生の講演

会「フランスにおける大学の都市史：研究の最新動向」を開催する予定です。 
 上越市には、北陸新幹線で東京から約 2 時間、大阪から金沢経由で約 5 時間でアクセス

できます（上越新幹線ではありませんのでご注意ください）。旧市街の高田・春日山・直

江津のみならず、最近は新幹線の駅前にもホテル・飲食店・温泉施設もでき、水族館（う

みがたり）や歴史博物館もリニューアルされましたので、日本海の食や自然なども楽しみ

ながら、ごゆっくり上越に滞在いただけると幸いです。研究大会の開催に向けて鋭意準備

を進めていく所存ですので、会員の皆様のご来越をお待ち申し上げます。 
 
 
３．『日仏教育学会年報』第 27 号の原稿募集について 

年報編集委員長 白鳥 義彦 
 
 編集委員会では 2020 年秋に刊行する『日仏教育学会年報』第 27 号の原稿を募集いたし

ます。以下の要領に従って、ぜひご投稿ください。（A・B 両方の原稿投稿もできます。） 
 
A 研究論文、研究ノート 
   郵送にて提出してください。 

〒657-8501 神戸市灘区六甲台町 1-1 神戸大学大学院人文学研究科内 
白鳥 義彦 宛 
執筆要領等は次のメイルアドレスにお問合せください。yshira@lit.kobe-u.ac.jp 

   原稿提出締め切り：2020 年 4 月 30 日（木）（必着） 
   原稿の長さ： 『年報』10 頁以内（1 頁 46 字×40 行、別に仏文概要 1 頁） 
B フランス教育事情／研究動向、新刊紹介／書評、資料翻訳 
   添付ファイルにてメール送信してください。 

E-mail: yshira@lit.kobe-u.ac.jp 
   原稿提出締め切り：2020 年 5 月 31 日（日）（消印有効） 
   原稿の長さ：   『年報』2 ページ程度（資料翻訳は 6 ページ程度） 
 
 研究論文、研究ノートについては、審査を経て掲載区分の変更をお願いする場合もあります。

ご了承ください。 
 フランス教育事情／研究動向については、最近渡仏された会員の方は、特に積極的にご執

筆をお願いします。身近に執筆可能な方がおられましたら、編集委員会までお知らせくだ

さい。新刊紹介は、書評の形式を原則とします。この１年ほどの間に会員が出版された研

究書をできるだけ取り上げたいと思いますので、自薦他薦を問わず編集委員会までご推薦

をいただけると幸いです。資料翻訳の場合は、訳者解説のご執筆を合わせてお願いします。 
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 このほか、各種の講演会・研究会の成果で、本誌への掲載を希望されるものがありまし

たらご相談ください。 
 

 
４．2018年度決算および 2019年度予算について 
 10 月 26 日の総会において、大川洋事務局長より 2018 年度決算案について説明があ

り、儀我久美子・星三和子監事より監査報告が示され、承認されました。 
また、2019 年度予算案が事務局長より提示され、承認されました。総会に提出され

た 2018 年度決算および 2019 年度予算は、以下の通りです。 
 

2018 年度決算 
 

収入 2018 年度予算額 2018 年度決算額 備考 

項目          

会費 700,000 525,000  
補助金 0 550,000 日仏学術研究助成金（日仏会館） 

寄付金 0 37,000 愛知教育大学より 

雑収入Ｉ 30,000 28,000 年報売上 

雑収入ＩＩ 30,000 29,006 学術著作権協会より 

利子 0 36  

前年度繰越金 799,007 864,039 年報 24 号差額 65,032 円を含む 

計 1,559,007 2,033,081  
    

支出 2018 年度予算額 2018 年度決算額 備考 

項目       

刊行費 430,000 430,000（予価） 日仏教育学会年報第 25 号 

印刷費(外注） 100,000 51,914  

通信費 100,000 39,957 事務局レター等発送代 

事務費 100,000 20,655  

褒賞費 100,000 0 日仏教育学会学術賞 

交通費 100,000 46,320 理事会等交通費補助 

研究会費Ｉ 
130,000 130,000 研究大会準備委員会へ（愛知教育大

学） 

研究会費 II 100,000 33,128 大会プログラム印刷費 

会議費 100,000 28,479 理事会・編集委員会費、会場使用費 

役務費 100,000 60,000 事務局長・幹事役務費 

予備費 
199,007 550,000 日仏学術研究助成金（シルヴィ・ア

ミン氏招聘等） 

支出計 1,559,007 1,390,453  
次年度繰越金 0 642,628  
計 1,559,007 2,033,081  
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◆特別会計 

学会運営積立金 Ｉ 431,000   

学会運営積立金 ＩＩ 300,000  

 
 

2019 年度予算 
 

収入 2018 年度予算額 2018 年度決算額 2019 年度予算額 

項目       

会費 700,000 525,000 700,000 
補助金 0 550,000 0 
寄付金 0 37,000 0 
雑収入Ｉ 30,000 28,000 30,000 
雑収入ＩＩ 30,000 29,006 30,000 
利子 0 36 0 
前年度繰越金 799,007 864,039 642,628 
計 1,559,007 2,033,081 1,402,628 
    

    

支出 2018 年度予算額 2018 年度決算額 2019 年度予算額 

項目       

刊行費 430,000 430,000（予価） 430,000 
印刷費(外注） 100,000 51,914 100,000 
通信費 100,000 39,957 100,000 
事務費 100,000 20,655 100,000 
褒賞費 100,000 0 100,000 
交通費 100,000 46,320 100,000 
研究会費Ｉ 130,000 130,000 130,000 
研究会費ＩＩ 100,000 33,128 100,000 
会議費 100,000 28,479 100,000 
役務費 100,000 60,000 100,000 
予備費 199,007 550,000 42,628 
支出計 1,559,007 1,390,453 1,402,628 
次年度繰越金 0 642,628 0 
計 1,559,007 2,033,081 1,402,628 

※予備費は、シンポジウム・研究会オーガナイズ関係費用を含む。 

 
◆特別会計    

学会運営積立金 431,000   

学会運用基金 300,000  
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８．日仏教育学会学術賞・奨励賞（2020 年度）候補作品の推薦について 
 
 本学術賞は、本学会創立 20 周年を記念して設置された学会褒章です。また、2011 年度よ

り、奨励賞が新たに創設されました。2020 年度（2019 年 4 月 1 日～2020 年 3 月 31 日まで

の 1 年間程度）の候補作品となる、本学会会員の著作または論文（いずれも単著）があり

ましたら、自薦・他薦を問わず 2020 年 4 月 30 日（木）までに所定の申請書を添付の上、

学会事務局までお知らせください。会員の皆様からの積極的なご推薦を期待しています。

なお、予めご連絡いただけましたら、「申請書」のフォーマットをメールまたは郵送にて送

付いたします。 
 また、日仏会館の「渋沢・クローデル賞」推薦の締切は 20120 年 3 月末ですので、会員

の皆様から候補作品がございましたら 2 月末までに事務局までご一報ください。詳細は日

仏会館ホームページをご覧ください。https://www.mfjtokyo.or.jp/ 
 

 
 
 
 
 

□依頼事項□ 

 

１． 2019 年度会費の納入をお願いします。未納の方に郵便振替用紙を同封しています。

学会の円滑な運営にために、迅速なご納入をお願いいたします。 

 

２．学会のお知らせや催しものの案内について、今後はできるだけメーリングリストで

送信いたします。会員各位においては、メールアドレスをまだお知らせいただいてい

ない場合は、以下の事務局大川宛のアドレスにお知らせください。すでに学会からメー

ル送信がされている方々は結構です。 

送信先（２箇所同時にお願いします。）： okawah@icu.ac.jp    ohmae@juen.ac.jp   
 
３．また、以下の学会ホームページにおいても、学会のお知らせや催しものの案内を随

時掲載しますので、ぜひご覧ください。 
 

https://nichifutsukyoiku.wixsite/nichifutsu-kyoiku 
 


