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１．はじめに－福島大学総合教育研究セ
ンター再編に伴う「福島大学総合教育
研究センター紀要」の廃止

　福島大学総合教育研究センターは2018（平成30）年
度をもって廃止となり，それに伴い同センターが発行
していた「紀要」も今号を最後に廃刊となる。
　旧教育学部附属教育実践総合センターから，全学附
属の「総合教育研究センター」へと再編されて，３つ
の部門が新設され，センター紀要への投稿論文の種類
などにも変化があったであろうことは容易に想像され
るのだが，今回のセンター紀要の廃刊に際し，これま
での投稿論文等を振り返って，その特徴にふれ，当紀
要の特徴や課題について述べておきたい。
　まずセンター紀要創刊号（2006年７月）の冒頭に記
載された「『総合教育研究センター紀要』創刊に寄せ
て」１から本センターおよびセンター紀要の役割につ
いてみておこう。
　それによれば，2004年度より，すべての国立大学が
法人化される中で福島大学では2004年10月に，新制度
設計のもと再スタートを切った。2005年４月には総合
教育研究センターが，旧教育学部附属教育実践総合セ
ンターにおける業務を継承しつつ，「教育改革に関す
る調査・研究を行うとともに，本学の教育活動及び教
育支援活動を総合的に支援する」ための「教育企画
室」，さらに「FD（Faculty Development）」「キャリ
ア開発教育研究」「教職履修」「教育相談」「現職研修」
の５部門を有する組織として発足した。本稿で扱うセ
ンター紀要は，新設された各部門の「成果公表の一つ
の場として，社会や地域に貢献していく機関誌として，
その機能を果たすこと」を目的としていた。

　ここには新センターの設立目的とそれに伴う学内及
び県内教育関係機関等の地域貢献など，まさに総合教
育研究という名称にふさわしい役割がセンターとその
研究成果の発表の場となるセンター紀要に期待されて
いたことがうかがい知れる。
　総合教育研究センター紀要は本号第27号をもって廃
刊となるが，前号の第26号まで掲載論文等の特徴，執
筆者の所属や論文の分野の傾向など廃刊に当たって簡
単ではあるが総括の意味を込めて分析した。

２．センター紀要掲載論文の分析方法
　⑴　対象とした論文等
　今回の調査で対象をしたのはセンター紀要第１号
（2006年７月）から第26号（2019年７月）にセンター
紀要に掲載された「 研究論文」「実践報告」「資料」「翻
訳」「活動報告」「その他」の原稿である。（303編）こ
の分類はセンター紀要の規定に基づくもので，毎号の
表紙の記載から収集した。（以降「論文等」とする。）
　なお論文の種別は次の通りである。「研究論文」は
「原著論文」（センター５部門に関する研究論文で，著
者自身によるオリジナルな研究成果をまとめたもの），
あるいは「教育実践論文」（授業実践，教材･教具の開
発，追試の結果など，十分な先行研究調査の下に著者
自身のオリジナルな見解や授業実践，開発教材等をま
とめたもの。）「実践報告」とは幼稚園・小学校・中学
校・高等学校・特別支援学校・企業等の実践報告なら
びに大学（院）の授業・就業支援等に関する実践報告
で教育実践論文には至らないもの。
　また論文等の種類として「 教育実践」「 高等教育開
発」「キャリア研究」「教職履修」「教育相談」「現職教

＊　学校臨床支援センター
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　福島大学総合教育研究センターは大学再編に伴って旧教育学部附属実践教育総合センターから，
高等教育開発，キャリア研究，教職履修，教育相談，現職研修の５部門からなる全学センターとし
て2005年に発足した。同年総合教育研究センター紀要が発刊され，そこに掲載する研究論文の種類
として５部門に関する内容と，前身のセンター紀要の中心であった「教育実践」へと大きな展開を
見せた。しかし学内の再編に伴い2019（平成31）年３月をもって総合教育研究センターはその役割
を終え，同時に同センター紀要が廃刊となった。そこで本紀要への投稿論文等を整理し，特徴等を
調査したところ，論文では当初の目的とは異なり，従前の紀要と同じ教職実践や教育相談，現職教
育の分野が多く，新設部門の投稿がきわめて少なかったことが分かった。全学センターとしての紀
要であったが，旧教育学部時代の紀要からと変わらなかったことなど本センター紀要の掲載論文か
ら見る特徴を述べた。
〔キーワード〕教育実践論文　　　総合教育研究センター紀要
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育」に分類したが，これはセンター紀要の規定により
投稿者が提出する「編集資料」に記載されたものであ
る。未記入の論文等についてはそのタイトルから６つ
のいずれかに分類した。

　⑵　収集・分析したデータ
　上記の分類等の他に以下のデータをまとめ整理し，
分析した。それらを列挙する。
　「著者」（分析の際には筆頭者のみを対象とした）
　「著者の所属」福島大学総合教育研究センター（以
下「福大センター」），大学院生，福大（人間発達文
化学類），福大（共生システム理工学類），福大（附
属幼稚園），福大（附属小学校），福大（附属中学校），
福大（附属特別支援学校），幼稚園，小学校，中学校，
高等学校，他大学，

　福島県教委，市町村教委（福島県内），その他）
　その他は他県の教育委員会，企業，その他などであ
る。その他，「題目」「原稿の種類」「原稿の分野」「キー
ワード」である。
以上の項目を収集し，著者・所属・題目・原稿の種類・
分野について一覧表を作成し，本稿最終頁に掲載した。

３．掲載論文等に関する特徴について
 ここでは，上述した収集データから次の⑴〜⑷の特
徴について考察する。
　⑴　原稿の種類
　６種類の論文等の本数は以下の通り。
研究論文（203）実践報告（8）資料（37）翻訳（1）
活動報告（37）その他（41）

　当紀要はいわゆる「査読つき」の論文ではないもの
の，センタースタッフから構成される「編集委員会」
を設置し，原稿の受理後には，投稿者と投稿予定の原
稿の資格審査および原稿内容の確認を数回にわたって
実施してきた。
　論文の種類が６種類と多岐にわたるため，編集委員
による原稿チェックは「誤字・脱字の確認」，「研究倫
理等に関する確認」に留まらず，専門分野以外の読者
にも内容理解が可能なように，いわゆる査読論文並み
に厳しいコメントが執筆者へ送られたことも少なくな
かった。

　⑵　原稿の分野
　原稿の分野は次の通りである。（図２参照）
教育実践（172）高等教育開発（25）キャリア研究（13）
教職履修（8）教育相談（44）現職研修（9）その他（未
記入含む，32）
　前身の教育学部附属教育実践総合センター（以下，
「旧センター」）時代の影響を反映して「教育実践」「教
育相談」「現職研修」の３分野で74％を占めており，
新設の３分野の投稿数が多くはなかった。

　⑶　原稿の種類と分野の関係について
　ここでは原稿の種類と分野について分析した。
　まず「研究論文」（203編）にみる「分野」の関係に
ついて分析したのが下記のグラフである。

　分野の割合については全体の傾向と変わりないが，
前身である旧センターの流れをくむ紀要であるだけに
「教育実践」「教育相談」「現職研修」で80％を占めて
おり，本センター開設当時に新設された「高等教育開
発」「キャリア研究」「教職履修」の３部門に関する論
文の投稿数が少ない傾向が顕著である。
　また「活動報告」の分野では，図４のとおり，投稿
原稿のすべてが旧センター２部門と教育実践に関する
ものとなっている。
　旧センターの業務を引き継いだ「教育相談部門」と

図１　原稿の種類

図２　投稿原稿の種類

図３　研究論文における分野の割合

図４　活動報告における分野の割合
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「現職研修部門」が継続して活動報告を掲載してきた
一方で，新設の「高等教育開発」「キャリア研究」「教
職履修」の３部門の業務の活動が当センター紀要に活
動報告として掲載されなかった。スタッフ数の問題，
業務が軌道に乗る前にセンターが再編に至ったことな
ど要因は考えられるが，今後の新設の論文集の課題と
言える。

　⑷　キーワードにみる特徴
　投稿されたすべての種別の原稿のキーワードを集計
したところ，303の原稿でのべ1,103件のキーワードが
記載されていた。
　そのうち登場回数が多いもの（登場回数４回以上の
もの）を次の表１に示した。

　上記，表１によれば，「スクールカウンセラー」「現
職教員研修」「教育相談室」など，センター業務に係
るキーワード，さらに学校教育に関するキーワードが
多いことが見て取れる。上述したとおり，旧教育学部
附属センター時代の名残が見て取れる。
　この中で「12　東日本大震災」など，やや異色とも
思えるキーワードが少なくなかった。それはおそらく
総合教育研究センター 14年の歴史の中で，2011年３
月11日に東日本大震災が大きな出来事であったが，そ

キーワード数　（全1,130件）

登場
回数 キーワード

20 スクールカウンセラー
18 アンケート調査
13 現職教員研修

教育相談室
12 東日本大震災
10 特別支援教育

教育相談組織
8 FD

教育臨床
大学附属学校

7 ピアサポート
教育実践
発達障害

6 不登校
スクールソーシャルワーカー（SSWr）
授業アンケート
大学教育
低出生体重児

5 発達支援
科学教育

4 高校生
質問紙調査
授業づくり
福島大学
養護教諭

表１　登場回数上位のキーワード

れに関連する調査・研究がセンター紀要の投稿論文に
も影響しているのではないかと推察される。その仮説
により，上記のキーワード登場回数について震災発生
以前（11号，2011年７月）と発生以後（12号，2012年
１月）で集計したところ次のような表２，表３の結果
が得られた。

　表３より，震災以降に登場するキーワードの最多数
は「東日本大震災」なのである。特に地震・津波など
自然災害による学校教育や児童生徒の日常生活への影
響や対策等に関する研究や実践が急増したことが分か
る。
　また震災後に登場したキーワードで「科学教育」が
震災後だけで５回も登場しているのも特徴的である。
自然災害と原子力発電所事故の影響は福島県民の日常
生活のみならず，学校生活にも大きく影響した。その
課題として放射線理解のための取組等が特徴である
が，それには教科の枠組みを超えた分野横断的，総合
的な視点が必要であって，「理科」「社会」などその対

表２　登場回数上位のキーワード（震災前552件）

震災前のキーワード登場回数　（552件中）

登場
回数 キーワード

 12 スクールカウンセラー
8 アンケート調査

FD
7 ピア・サポート

教育相談室
6 特別支援教育
5 現職教育研修
4 教育相談組織

スクールソーシャルワーカー
不適応
発達障害
大学教育

表３　登場回数上位のキーワード（震災後578件）

震災後のキーワード登場回数（578件中）

登場
回数 キーワード

12 東日本大震災
10 アンケート調査
8 現職教員研修

スクールカウンセラー
7 教育相談組織

教育臨床
大学附属学校

6 教育相談室
低出生体重児

5 発達支援
科学教育

4 スクールソーシャルワーク
福島大学
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象が自然と社会である自然科学と社会科学の枠に収ま
らない実践や研究が必要となったために「科学教育」
というキーワードが登場したのではないかと推察され
る。

　⑸　執筆者の所属について
　次に，投稿者の所属について分析を行った。ここで
は筆頭者の所属についてのみ扱うこととする。その結
果は表４の通りである。

　福大センター（総合教育研究センター）所属が約
40％を占めることは当然である。また修士論文の執筆
に関する大学院生も22名（7.2％）となっている。
　また学校教員・教育委員会指導主事等も本学教員と
の連名や推薦で73名（24％）と約４分の１を占めてい
るのだが，附属学校園所属者が303編のうち16名
（5.3％）ときわめて少ない。（公立学校園，教委が57
名18.8％）ただし，このことは附属学校園から公立校
へ異動後の投稿ということも考えられるので附属学校
園所属者数はもう少し多いと思われる。しかし附属学
校園在籍中に本紀要に投稿したという実績が少ないこ
とに変わりないため，附属学校園の教員が日々の教育
実践に加えて，学会発表や論文投稿に取り組むことが
可能な環境整備等を考慮しなければならないのかもし
れない。今後新設されるセンター紀要等に投稿しやす
いシステム構築も課題といえよう。

５．おわりに　「編集後記」にみるセン
ター紀要の特徴

　以上，第26号までの投稿原稿についてその特徴にふ
れてきた。タイトルと分野，執筆者所属からだけでも
いくつかの課題や特徴を指摘することができた。
　最後にセンター紀要の「編集後記」をいくつか紹介

執筆者所属（筆頭者）　303件中

執筆者所属等 件数
福大センター 121
福大（人間） 72
小学校教員 32
大学院生 22
その他 11
高校教員 9
中学校教員 7
福大（附属小） 5
他大学教員 4
福大（附属特支） 4
福大（附属幼） 4
福島県教委 4
福大（附属中） 3
福大（理工） 2
特別支援学校教員 2
市町村教委 1

表４　執筆者（筆頭者）の所属

する。「編集後記」には当時の様々な状況にふれた記
述が散見されるからである。いくつか紹介して，総合
教育研究センター紀要の特徴や課題にふれたい。
　⑴　年２回の発行に関して投稿数にふれたもの
　「第４号は研究論文６編，その他報告等２編が集ま
りました。いずれも理論的・実践的，さらには学際的・
国際的な内容となっており，今号も質の高い紀要と
なっております。・・・しかし一方で論文投稿数の激
減が気にかかります。おそらく７月期の紀要であれば
院生諸君の修士論文の成果を反映して論文投稿が増え
るのかと思われますが，むしろ院生諸君が日頃から論
文や報告として投稿できるような気風やシステムを作
ることが私たちに求められているのかもしれません。
今後の課題とさせていただき，編集後記とさせていた
だきます。」２（2008年第４号編集後記）
　「・・本号のように，年度中に発行される場合は投
稿数が減少するという傾向が続いております。各年度
の研究の総括ができる時期の応募に比べますとどうし
ても投稿数が少ないのは仕方ないのですが，応募でき
る原稿の種類には『翻訳』『活動報告』等もあり，こ
れらの研究は理論的研究，実践的研究を深めていく上
でも重要な位置づけとなっております。今後多くの種
類の投稿を呼びかけ，幅広い研究成果を集めた紀要に
していかねばならないと実感しております。」３（2009
年第６号編集紀要）

　⑵　センター紀要の意義役割に関すること
　①　教育の理論的・実践的研究の交流の場としての
センター紀要を訴えたもの

　「イギリスの医師ギルバート（1544-1603）は，グレ
シャム大学の教授や，鍛冶職人，船乗りなどから構成
される研究サークルをロンドンに作りました。そこか
ら有名な『磁石について』（1600年）が出版されるの
ですが，それはまさに職人の経験と学者の知識との結
びつきの象徴でありました。そこから後にガリレイに
引き継がれていく自然を探求する確かな方法としての
『実験的方法』が取り出されていくのです。さて本紀
要では学校教育や教員養成等について理論的・実践的
研究などが大学，学校現場等様々な立場の方々から投
稿されます。紀要の質を高めていくことは，新しい時
代の『教育』にとって必要不可欠です。大学教員の理
論的な研究だけでなく，学校現場での多くの実践事例
の投稿をお待ちしていますが，それぞれの内容の検討
や議論が紙面上で少ないようにも思われます。多くの
議論を通して，質を高め合う紀要にしていけたらと思
います。」４（2009年第７号編集後記より）

　②　「紀要」とその役割に言及したもの
　「・・・本号にはこれまで以上に多様な分野の投稿
がありました。本センターが全学センターとしてよう
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やく認知されてきた証拠かもしれません。また紀要は
学会論文発表が難しい分野あるいは評価されにくい学
際的分野の論文の投稿の場として，若手研究者・大学
院生等の研究発表の場となっており，果たす役割は大
きいものです。加えて本紀要には学校現場からの貴重
な実践報告もあって本学の多くの学類・附属学校園・
卒業生等の研究発表の場にもなっており，本学が全学
で『教育に係る研究・教育』に取り組んでいる証になっ
ていると感じた・・・」５（2010年第８号編集後記より）
　「本紀要への投稿論文は，教育実践および本センター
５部門に関する研究論文・・・と記載されていますが，
そのおよそ８割が教育実践と教育相談に関するものと
なっています。高等教育開発・キャリア研究・教職履
修・現職教等に関連する論文の投稿をお待ちしており
ます。また論文ではないが資料・活動報告・その他の
投稿も広く募集しています。教育現場に関わる方々に
加え，広く社会人，そして本学の学生・院生の研究の
整理の意味で投稿を検討してみてはいかがでしょう
か。」６（2014年第16号編集紀要）

　⑶　東日本大震災に関すること
　「この度の東日本大震災の影響により，今回の本紀
要の投稿締め切りとその後の編集作業が遅れました。
この場を借りてお詫び申し上げます。さて震災をうけ
て，活動報告にも災害復興関連の投稿も出てきました。
地震・津波・原発事故の報告を受けた福島県に所在す
る福島大学の本センター紀要にも，今後関連した研究
報告が増えてくることが予想されます。震災後の学校
教育現場での日常的な課題に関する報告や研究は，兵
庫県南部地震以降に顕著でしたが，今回の「原発事故」
後の調査・研究は全国的にも貴重な実践報告となると
思います。・・・・」７（2011年第11号編集後記）

　⑷　研究倫理についてふれたもの
　「・・・前身の教育学部附属実践センターのイメー
ジが強いこともあって，学校教育現場での実践に関す
る原稿が多く，高等教育・キャリア研究・教員養成に
関する投稿は決して多くはありません。学内外からの
投稿をお待ちしております。あわせまして，昨今，研
究倫理が厳しく問われ，研究費の適正な使用はもちろ
んのこと，研究成果の公表につきましても適正な方法
が求められております。その点も十分配慮したうえで
本紀要への投稿をお願いいたします。」８（2016年第21
号編集後記）
　⑸　教育分野に関する研究のあり方についての言及
　「生涯発達の過程で教育は，大きな役割を果たして
いる。実践の現場からの報告とともに，そのサポート
や効果測定，意味づけとしての基礎研究の重要性を忘
れてはならない。本号の内容もそれに見合った構成で
あったと思う。子どもや生徒，学生を調査研究，そし

て教育の対象としながらも，そこにかかわる側の養育
者，教育スタッフなど大人の在り方が問われる記事で
あった。これからも幅広い教育の立場から，科学的ア
プローチを軸にした研究・報告が投稿されることを願
う。」９（2018年第24号編集後記）

　⑹　まとめにかえて
　センター紀要の編集後記を見たとき，投稿の呼びか
け，とりわけ新センター紀要に対する幅広い分野の投
稿を呼びかける内容が多く見られた。そしてそれらか
らは「紀要」とはどのような役割を果たすべきか，セ
ンター所属教員が模索しながらこの紀要の編集を行っ
てきた足跡を見ることができた。（1）～（2）
　また昨今，エビデンスに基づく研究および発信方法
など「研究倫理」が徹底されて来る時期にその課題に
向き合ってきた様子も見て取れる。例えば，従来の教
育実践論文では他の研究者の研究成果の紹介をはじめ
個人名や児童生徒の画像の掲載，新聞記事，教科書の
図や資料等の掲載利用については必ずしも厳格とは言
えなかったように思われる。このような論文執筆の
「作法」を学校現場の教員等にも指導することが大学
教員に求められているのだろう。さらにそのことは，
さまざまな「教育」に関する調査・研究が科学的アプ
ローチを軸としたものへとシフトしていかなければな
らないことを指摘した第24号の編集後記の記述へとつ
ながっているのである。
　詳細な分析には至らなかったが，第１号から第26号
までのセンター紀要投稿状況を分析した結果から，課
題と特徴にふれてきた。今後，新設される論文集等の
参考になれば幸いである。

注
１　 熊田喜宣「『総合教育研究センター紀要』創刊に寄せ
て」総合教育研究センター紀要2006年。
２　  岡田努「編集後記」『福島大学総合教育研究センター
紀要』第４号2008年。
３　 岡田努「編集後記」『福島大学総合教育研究センター
紀要』第６号2009年。
４　 岡田努「編集後記」『福島大学総合教育研究センター
紀要』第７号2009年。
５　 岡田努「編集後記」『福島大学総合教育研究センター
紀要』第８号2010年。
６　 岡田努「編集後記」『福島大学総合教育研究センター
紀要』第16号2014年
７　 岡田努「編集後記」『福島大学総合教育研究センター
紀要』第11号2011年。
８　 岡田努「編集後記」『福島大学総合教育研究センター
紀要』第21号2016年。
９　 五十嵐敦「編集後記」『福島大学総合教育研究センター
紀要』第24号2018年。
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