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経済教育学会第 28回全国大会のご案内
2012年 9月 29日（土）～ 30日（日）／会場：明治大学 駿河台キャンパス

大会実行委員長 水野勝之（商学部）

本年 3 月 28 日（水）キャンパスプラザ京都で開催されました 2012

年春季研究集会において、立命館大学藤岡惇会員が「学会の論究の到

達点と課題―日本社会と若者の変化を見据えつつ」と題して、経済教

育学会の歴史を振り返りつつ、今後の方向性についてご報告ください

ました。新参者の私としては、経済教育学会の沿革だけでなく、本学

会を支えてこられた会員の方々のお考えを理解できる良い機会となり

ました。

そこで、本学会の歴史を振り返るために、本学会の前身である経済

学教育研究会の時代からの大会テーマの推移を宇佐見義尚実行委員

（亜細亜大学）に作成していただきました（2ページ表参照）。

各大会のテーマはその時代の経済教育に課せられた課題を色濃く反

映しています。2012 年の第 28 回全国大会は、経済教育の新たな方向

を議論していただきたく、「経済教育の新しい地平を求めて」というテ

ーマで臨ませていただきます。昨年の東日本大震災だけでなく、長期の経済停滞、格差の拡大、少子高齢化

社会などもあいまって、日本を取り巻く状況は非常に厳しくなっています。第 28回大会は、将来の日本がど

こに進むべきか、その地平を求めて旅立つ一歩としたいと思います。

昨年の未曾有の東日本大震災後、日本経済は復興の歩みを始めました。しかし、震災で傷ついた日本経済

の復興は、容易ではありません。人々の生活環境の再構築、インフラの再建、産業の復活などたいへん長い

時間を要すると考えられます。他方、当初の復興ボランティアの数も次第に減り、民間支援も徐々に減り、

風化の兆しさえ見せようとしています。こうした状況だからこそ、震災からの復興を担える人材の育成が重

要であり、その教育を担う大学をはじめとする各教育機関の責任は非常に重いと思われます。（2ページにつ

づく）
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（1ページからつづく）日本経済を取り巻くマイ

ナスの条件は東日本大震災の影響だけではなく、

上述のように、長期の経済停滞、格差の拡大、少

子高齢化社会など様々な困難もあります。本大会

では、東日本大震災からの復興と同時に、グロー

バル化した世界経済の中で日本経済の競争力を強

化しうる人材育成のあり方を経済教育の観点で論

議していきます。国内、および海外との経済の良

好な循環を作りえてこそ日本経済の立て直しが真

のものになります。それを担える人材育成のため

には、経済教育の原点に戻り、初中等教育と高等

教育の関係のあり方の議論、分野を超えての教育

の融合と連携についての議論が重要となってきま

す。本学会のような全国的な組織こそが、教育の

融合と連携、縦型及び横型の経済教育のあり方を

ダイナミックに議論することができるでしょう。

第 28回全国大会は、経済学教育研究会、経済学

教育学会、そしてこれまでの経済教育学会（2003

年度―2011 年度期）の歴史を念頭に置きながら、

経済教育の新たな地平を求めていきたいと考えて

おります。皆様の積極的なご参加を期待しており

ます。よろしくお願い申し上げます。

第 28回全国大会事務局

明治大学 水野勝之研究室

〒101－8301 東京都千代田区神田駿河台１－１

明治大学研究棟 820号

TEL 03－6273－7036 携帯電話 090－4957－5125

kmizuno@kisc.meiji.ac.jp

会場

明治大学 駿河台キャンパス

9月 29日 明治大学アカデミーコモン

8階７A・８A会議室

9月 30日 明治大学リバティタワー16階（懇親会は 17階）

＊両日は会場が異なりますのでご注意ください。上記校舎につきましてはホームページをご覧ください。

〒101－8301 東京都千代田区神田駿河台１－１ TEL03－3296－4545

ホームページ http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/access.html

会場アクセス：JR御茶ノ水駅、地下鉄メトロ丸の内線御茶ノ水駅、千代田線新御茶ノ水駅、地下鉄神保町駅

（メトロ半蔵門線、都営新宿線、都営三田線）よりそれぞれ徒歩 5 分

経済学教育研究会」時代 1981年からのテーマ
1 経済学教育の発展のために

2 社会科教科書の検定問題と大学の経済学教育

3 経済学教育と教科書

4 経済学教育―私の経験からー

「経済学教育学会」時代 1985年からのテーマ
第  1回大会 これからの経済学教育（創立大会）

第  2回大会 これからの経済学教育

第  3回大会 いま現代経済をどう教えるか

第  4回大会 現代経済をどう教えるか

第  5回大会 現代経済をどう教えるか

第  6回大会 経済学教育の制度化と「二つの経済学」

第  7回大会 日本の経済学教育―回顧と展望―

第  8回大会 大学設置基準大綱化と経済学教育

第  9回大会 経済学教育への期待と提言

第 10回大会 経済学教育再設計の理念を求めて

第 11回大会 経済学教育の再設計

―家族：環境・人権の視点から―

第 12 回大会 小・中・高等学校の経済教育と

大学の経済学教育

第 13回大会 社会体験にねざし進路を拓く経済学教育

         ―「教え」と「学び」の結合をめざして―

第 14回大会 時代閉塞を打開する力とはなにか、

これをどうそだてるか

第 15回大会 学生と地域の実態から出発し、経済問題を解

決する力を育てる―21世紀の課題に応える
経済学教育の再設計をめざして―

第 16 回大会 学びの創造―学生主体の経済学教育―

第 17回大会 新しい世紀の経済学教育

―主体的学習と分析力の獲得―

第 18回大会 真に社会に役立つ経済教育とは

―学生たちの力を引き出す実践に学ぶ―

第 19回大会 大学激変時代における経済教育のあり方

「経済教育学会」（経済学教育学会から経済教育学会と改称）

第 20回大会 学生・地域・社会の期待と経済教育

―理想の学び舎を求めて

第 21回大会 何のために何を

―エコノミック・リテラシーの内容を問う―

第 22回大会 経済教育のいまを問う

―大学運営と経済教育―

第 23回大会 よりよく生きるための

／よりよい社会のための経済教育

第 24回大会 まちづくりの経済教育

第 25回大会 21世紀恐慌と経済教育の課題
第 26回大会 今日の厳しい状況のもとで働く意味・意義を

どう捉えるか

第 27回大会 今こそ生きる力を育む経済教育を

―震災を乗り越えて―
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プログラム（暫定）

2012年 9月 29日（土）
午前：理事会

午後：シンポジウム「経済教育の新しい地平を求めて」 基調講演・パネルディスカッション

シンポジウム終了後：総会、懇親会（会費 4000円を予定）
2012年 9月 30日（日）
午前：分科会報告     昼：理事会     午後：分科会報告

＊すべて自由論題で募集します。

詳細について

2012年 9月上旬にプログラム等を掲載した全国大会の『報告要旨集』をお送りします。
（2012年 10月下旬には 『経済教育』第 31号をお送りする予定です。※学会当日には配布致しません。）

●報告をご希望の方は…                                           

＜報告応募要項＞ 締切：2012年 6月 29日（金）までにお送り下さい。（必着）

応募方法：経済教育学会のホームページ http://wwwsoc.nii.ac.jp/ecoedu/ から下記の必要事項を入力してください。

〔必要事項〕報告者氏名・所属（複数の場合は全員）、連絡先（代表者のみ、郵便番号、住所、電話番号、ファッ

クス番号、電子メールアドレス、携帯電話等の緊急連絡先）、報告論題、報告要旨（300字程度）

＜分科会での報告の採否＞

8月 1日（水）までにプログラムを電子メールにてご連絡します。報告申し込みが多い場合には、次回の全国大会また

は春季研究集会でのご報告をお願いする場合もあります。報告の申し込みをされたにもかかわらず 8月 1日（水）までに

ご連絡がない場合には、CANPAN ACNetまでお問い合わせ下さい。

＜報告要旨集の原稿について＞ 報告を希望される方は、あらかじめ作成しておいて下さい。

報告要旨集の原稿（40 字×35 行、２ページ以内）を作成し、電子メールの添付ファイルにて、8 月 8 日（水）までに
CANPAN ACNet宛 ac070-jsee@canpan.org までお送り下さい。

・様式は経済教育学会のホームページよりダウンロードできます。 ・２ページには図表を含みます。

・そのまま印刷しますので、レイアウトに合わせて作成して下さい。・ページ番号、ヘッダー、フッター等は入れないで下さい。

＜ご注意＞本学会で学会報告を希望される場合には、年会費を納入して下さい。新規入会される場合には、報告申込時

に年会費 5,000円（会員の種類により異なります）を納入して下さい。

～報告のご希望の方へお願い～

電子メールやファックス、郵送も受付けますが、可能な限りホームページの利用にご協力頂けますよう、お願い致しま

す。電子メール、ファックス、郵送の場合には、前記の必要事項をご記入の上（任意の様式で結構です）、特定非営利活

動法人 CANPANセンター ACNet宛に送付してください。

〒107-8404 東京都港区赤坂 1-2－2日本財団ビル 特定非営利活動法人 CANPANセンター ACNet

TEL 03-6229-5104 FAX 03-6229-5116 電子メール ac070-jsee@canpan.org

●参加をご希望の方（会員）は…                                       

＜参加申込＞ 締切：2012年 9月 14日（金）までにご参加の有無をお知らせ下さい。（必着）

申込方法：同封の葉書をご送付いただくか、経済教育学会のホームページ http://wwwsoc.nii.ac.jp/ecoedu/ から

下記の必要事項を入力してください。受付は 8月 1日（水）から行います。

〔ホームページでの必要事項〕参加者氏名・所属、連絡先（郵便番号、住所、電話番号、ファックス番号、電子メー

ルアドレス）、懇親会の出席・欠席

＊なお、昼食につきましては会場付近に飲食店が多いため各自でお願いします。

●参加をご希望の方（会員以外）は…                                      

＜参加方法＞ 全国大会は一般の方にご参加頂けます。費用は無料で、事前申し込みは不要です。ご興味・ご関心のある

方はお気軽にご参加ください。（ご参加頂いてご入会をご希望される方は会場にてお申し出ください。）
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【春季研究集会のご報告】

去る 2012年 3月 28日（水）、キャンパスプラザ京都（6階）立命館大学サテライト講義室において経済教育学会の春

季研究集会・拡大理事会が開催されました。経済教育学会の始まりは、「経済学教育を考える第 1回交流集会」が 1981

年 9月に開催されたところにさかのぼります。2011年は、交流集会の発足から勘定して、30年目。恒常的組織としての

「経済学教育研究会」の発足から勘定して、2014年に設立 30周年を迎えます。この間に、日本内外の経済情勢も激変し、

学生・生徒たちの実態も、経済教育にたいする社会の要請も変わりつつあります。2012年の春季研究集会は、このよう

な情勢をふまえて、次のようなものになりました。

第 1部 10時〜12時：共通論題「経済教育の使命と課題、本学会の発展方向を考える」

司会：中里 弘穂（福井県立大学）／コメンテイター：水野勝之（明治大学）

(1)学会の論究の到達点と課題―日本社会と若者の変化を見据えつつ／藤岡惇（立命館大学）

(2)高校教育と大学教育の「接続」を考える―若者のキャリア教育・経済リテラシー教育の観点から／宇佐見義尚（亜細

亜大学）

第一部では、本学会の今後の発展を考えるべく、学会のこれまでの

歩みと経済学教育の現状を対比させながら、藤岡会員より問題提起

が行われた。その提起の見出しは、1）経済教育学とは何か？―経済

学の一分野なのか、教育学の一分野なのか、2）学生実体と時代の課

題、出口からの要請の研究、3）何のために―経済学の学士教育の到

達目標を期待される人間像で表現すると、4）何をどこまで教えるか―エコノミック・リテラシーとは何か、5）どのよ

うに教えるか―教育方法・技術の探求、6）制度・カリキュラム改革、接続など、7）今後の組織的課題、8）求められる

教員像など、多面的なものになっている。特に、今後の組織的課題においては、「マネーに支配されない、アカデミック

な自由さ」、「ボス支配の否定」、「経済理論の多様性の交流」という重要な問題提起がなされた。

宇佐見会員からの問題提起は、大学大衆化の現代的意味と「大衆大学」（学生の 98%以上が 18-22歳年齢層で占められ

ている大学）での教育現場の実態、高校教育（特に進路指導）の問題点の三つの視点から行われ、その結果として「高大

の関係」の見直しとそれに伴う「経済教育学会の使命と課題」が追求されるべきであること、また、その際には我が国の

今後の教育改革の新しい方向性を先導するという高所からの視野と使命感と課題実行への強い意志が不可欠であるとい

うアグレッシブな内容であった。

第 2部 13時〜15時 15分：自由論題報告（30分報告・15分討論）  司会：山根栄次（三重大学）

(1)教育プロジェクト「大震災から何を学びとるか」の実践報告

／新里泰孝・小柳津英知・大坂洋・根岸秀行・橋本勝（富山大学）・

竹田達夫（高岡法科大学）・横田数弘（富山高等専門学校）

(2)高校で経済を教える教員の属性と特質／山岡道男（早稲田大

学）・浅野忠克（山村学園短大）・阿部信太郎(城西国際大学)

(3)商業高校における経済・経営教育―商業科「国際ビジネス」

と公民科目との関係／金子浩一（宮城大学）

この第二部は自由論題と位置づけ、個別具体的な教育実践から

の報告を中心に、それぞれ興味深く、意義の高い報告が行われた。30名弱の参加者を得て今回の春季研究集会は、３年

後の節目に向かうためにふさわしい問題提起と研究報告によって例年になく活発な議論が熱く戦わされた。
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【経済教育学会 2011年度（拡大）理事会（2012年 3月 28日）議事録】

日時：2012年 3月 28日（水）15:40～18:20 場所：キャンパスプラザ京都 立命館大学サテライト教室

出席者：中谷武雄、浅野忠克、泉美智子、宇佐見義尚、大坂洋、加納正雄、角田修一、新里泰孝、橋本勝、長谷川義和、長谷川伸、藤

岡惇、松本朗、水野勝之、八木紀一郎、山岡道男、山根栄次（以上、理事 17名）委任状提出：新井明、あんびるえつこ、田中淳、角田

収、角本伸晃、越田年彦、草原光明、栗原久、水野英雄、森岡孝二（以上、理事 10名） 以上 27名で理事会は成立した（理事総数：

32名）。この他、会計監査：増田和夫、会員 4名（高橋勝也、小柳津英和、横田数弘、伊藤達也）が出席した。（以上、敬称略）

審議に先立ち、議長に、中谷武雄会長を選出し、議事録作成を長谷川義和会員が担当し、後日メールにて議事録の確認を行なうこと

とした。はじめに、前回理事会で会長に中谷武雄会長が選出され、事務局長は会長が指名し、後日承認を受ける決定についての経過報

告がなされた。事務局長には長谷川伸会員が就任したが、その後の前任者との引き継ぎ過程のなかで困難が生じ、理事および事務局長

を今年度末に退任したいとの意向が伝えられているとの報告があった。

Ⅰ 審議事項

１）会員の入退会（敬称略）

・前大会以降の入会者 4 名。当日 2 名の申込で、合計 6

名（畠山大、伊藤達也、中澤秀紀、渡邊利視、河音琢郎、

阪本将英）の入会が承認された。

・退会者は 2名（西村富明、柏木理佳）。さらに、11年度

末の退会予定者が 12名（張美玉、原田紀久子、前田紳詞、

岡部正義、井貝浩、後藤康夫、佐々木秀太、佐中忠司、重

森暁、高木彰、中谷武、尼寺義弘、二宮厚美）。12 年度

末の退会予定者が 4名。

・本日の入退会承認後の現勢は 376 名（11、12 年度末退

会予定者を含む）。

・3 年以上の会費未納者が 53 名。学会誌の発送を止める

との通知は出している。除籍のプロセスが進行しているが、

その状況はわかっていない（ニューズレターは送られてい

る）。その他に、住所不明が 21名。今後名簿、会員資格の

確認作業を継続する。

２）第 28回全国大会（9月 29～30日：明治大学）につい

て

・水野勝之会員（明治大学）から以下の実施案の提案と説

明があった。

・提案されたテーマ「日本の長期復興の下での経済教育」

について意見交換が行われ、それを踏まえて実行委員会で

さらに検討することにした。大会実行委員会設置に当たり

実行委員を依頼するとともに、宇佐見義尚会員の実行委員

参加を確認した。

３）全国大会のあり方について

・後援について、文科省や地方公共団体などが後援機関に

なっていれば、出張しやすくなるなどのメリットがある。

前回の経験からも自由な議論への精神的なバリアになら

ないように注意する必要があるとの意見も出され、今回は、

必要に応じて理事メーリングリストでの議論を参考にし

て、会長に一任すること、今後に向けては議論を続けるこ

と、以上が確認された。

・全国大会に向けて 7月 28日（土）に理事会を行う。

４）今後の春季研究集会、全国大会について

・第 29回全国大会は 2013年、滋賀大学で開催する（担当：

加納正雄）。

2014年は第 30回記念大会とする。

・来年、再来年の春季研究集会の開催希望を募る。

５）役員選挙について

・以下の 5名を選挙管理委員として選出した。（敬称略）

大坂洋、橋本勝、新里泰孝、角田修一、中里弘穂

６）『経済教育』第 31号の編集、発行について

・第 30号は、大震災の影響で原稿の締め切りを 1カ月延

ばしたが、今回は規定通り 4月 20日締め切り、編集作業

に入る。

・第 29号より電子化がされている。

７）「ニューズレター」第 17号の発行について

・第 17号は、あんびるえつこ会員が担当する。編集作業

の開始を依頼する。

８）30周年記念事業について、

・30周年については、記念大会でシンポジウムを行い、「回

顧と展望」を『経済教育』第 34号で特集する。それ以外

に何をするかについて、ブレーンストーミングを行う。

９）学会改革について

・「改革」のテーマを広げるため、ニューズレターに、改

革テーマ募集の記事を掲載する。

10）第 27回全国大会会計報告

・別紙で報告され、承認された。

Ⅱ 報告事項

１）事務局長の指名と事務引き継ぎの経過について

・中谷会長より経過報告があった。

２）『経済教育』第 30号の発行について

・浅野編集委員より第 30号が予定通り刊行されたことが

報告された。

３）「ニューズレター」第 16号の発行について

・松本編集委員よりニューズレター16 号が予定通りに発

行されたことが報告された。

４）学会費の徴収について

・ACNetから、「会費振込」のお願いを発送した。

※事務局長の退任と新任について

・長谷川伸会員から、前任者との引き継ぎの経過、および

引継関係資料について説明がなされた。

・長谷川伸会員の理事と事務局長の退任を承認し、新事務

局長は富山の会員のサポートも得て、大坂洋会員が今期残

任期間を担当することとした。

・次回理事会は、7月 28日（土）開催予定である。旅費

は支給しない。
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＜編集後記＞

東日本大震災から一年が過ぎた。起きないだろうと高をくくって

いた大地震が起き、まさかと思っていた大津波が押し寄せてきた。

平和利用とうたわれていた原子力発電所は、多くの人のふるさとを

暴力的に奪い、ＣＯ₂を排出せずクリーンだといわれていたエネルギ

ーが放射性物質を大量にばらまく結果になった。身の回りで信じら

れていた前提が、すべて疑わしいのだと気づかされた 1年。ここか

らリセットして、すべての前提を見直す必要があるのだろう。豊かな

生活は、本当に豊かなのか。経済的な発展は、本当に発展なのか。

文明の発達の中で私たちが苦痛だとして遠ざけてきたことは、本当

に苦痛なのか―。ひとつひとつの「前提」を、常識や大本営発表の

言説を前提とせず、自分の目と耳と頭で、見直していきたいと思う。

第 28回全国大会のテーマ

は「経済教育の新しい地平を求

めて」。「前提」をも見直す深い

議論の先に、希望ある新たな地

平が見えることを期待して―。

（あんびる）
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「経済教育学会メールマガジン」

登録のお願い

経済教育学会では、学会に関する情報（全国大会の

案内等）を提供するためのメールマガジンを発信して

おります。現在は会員情報にメールアドレスが登録

されている方を対象にしておりますが、配信をご希

望される方は ac070-jsee@canpan.org までご氏名と

送信希望のメールアドレスをご連絡下さい。

事務局より

事務局移転のお知らせ

2012年 4月 1日付で、事務局が関西大学長谷川伸研究室より、富山大学大坂洋研究室に移転しました。今後
は、従来、事務局が窓口を担当していた業務の連絡先は新事務局に変更となります。よろしく、お願い致します。

新事務局住所

〒930-8555 富山県富山市五福３１９０ 富山大学経済学部大坂洋研究室気付  経済教育学会事務局

理事会選挙について

4月 23日第一回選挙管理委員会において、次期の理事選出のための選挙の内容が決定されました。このニュ
ーズレター同封の公示にしたがい、行われます。選挙期間は 6月 10日より 7月 10日(必着)となります。

お詫びとご報告

学会会計年度の変更などで、今年度の学会予算を確定・

承認をいただく機会を逸してしまいました。お詫びします。こ

こ何年かの実績を考慮して、最高額は超えない範囲を暫定

予算として、執行を開始することを理事会で確認していただ

いていることを報告します。

経済教育学会会長 中谷武雄


