〈 近畿地区公立小中学校事務研究大会のあゆみ 〉
近畿地区の学校事務研究大会は、研究実践などの交流の場として奇数年に開催しています。
第１回 近事研研究大会 大阪大会
●平成３年度（1991 年）8 月 22 日（木）
◎記念講演

◎研究発表

演

題

講

師

会場：大阪市 大阪府立青少年会館「文化ホール」

「学校事務の展望と課題」
姫路工業大学

助教授

清原 正義 様

全体会発表
第１発表 京都市立学校事務研究会
学校事務に創造と軌跡を
－校務分掌組織の充実と「職の指定」をめざして－
第２発表 滋賀県公立小中学校事務研究協議会
「職指定を考える」－学校事務職員の意識改革をめざして－

◎ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ

「学校事務、その近未来をさぐる」

司 会 者

貴志

武 様（和歌山県小中学校事務研究協議会）

パネリスト

樋爪 良紀 様（京都市立永松記念教育センター指導主事）
清原 正義 様（姫路工業大学助教授）
柴原 公夫 様（大津市立皇子山中学校長）
薮

利一

（近畿公立小中学校事務職員研究会会長）

大久保英一 様（
（株）進学社電子出版事業本部課長）
第２回 近事研研究大会 京都大会
●平成５年度（1993 年）8 月 26 日（木）
◎記念講演

◎研究発表

演

題

講

師

会場：京都市 京都会館「第１ホール」

「人生を豊かに生きるために」
評論家・作家

吉武 輝子 様

分科会
第１分科会 滋賀県公立小中学校事務研究協議会
「学校事務フォーラム」の設置とその周辺－学校事務実践の活性化を占う－
第２分科会 奈良県公立小中学校事務研究会
「職務内容の明確化」－全事研奈良大会以降の取り組み－
第３分科会 神戸市立中学校事務職員会
「研究会活動の取り組み」－よりよい文書管理をめざして－

第３回 近事研研究大会 和歌山大会
●平成７年度（1995 年）8 月 24 日（木）
◎記念講演

◎研究発表

演

題

講

師

会場：和歌山市 和歌山市民会館「大ホール」他

「素顔の南方熊楠」
南方熊楠邸保存顕彰会理事 中瀬 喜陽 様

分科会
第１分科会 大阪府公立学校事務研究会
学校事務職員の現状と認識に関するまとめ
－大阪府下におけるアンケート調査の集計結果と分析－
第２分科会 近畿公立小中学校事務職員研究会プロジェクト委員会
学校事務職員の将来展望をさぐる
－職の確立と学校経営にいかに参画するか－
第３分科会 和歌山県小中学校事務研究協議会
望ましい新時代の学校事務を求めて
－学校や地域にねざした事務実践をめざして－

第４回 近事研研究大会 大阪大会
＊第２９回全事研大阪大会と同心円開催
第５回 近事研研究大会 滋賀大会
●平成１１年度（1999 年）8 月 24 日（火）
◎研究発表

会場：大津市 滋賀会館「大ホール」

全体会
近畿公立小中学校事務職員研究会プロジェクト委員会
「学校事務の将来展望を探るⅡ」
－職の確立と力量を高める方策－

◎ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ 「学校事務の将来展望を探るⅡ」
コーディネーター
山下 順司（近畿公立小中学校事務職員研究会副会長）
パネリスト
清原 正義 様（姫路工業大学環境人間学部教授）
神谷 敏明 様（全国公立小中学校事務職員研究会副会長）
尾崎 修二 様（京都市立永松記念教育センター兼総務部調査課指導主事）
山口 克夫 様（月刊「学校事務」編集長）
第６回 近事研研究大会 奈良大会
●平成１３年度（2001 年）8 月 24 日（金）

会場：奈良市 奈良県文化会館国際ホール他

◎記念講演

◎研究発表

演

題 「教育改革を考える」

講

師

国立教育政策研究所 教育課程研究センター長 月岡 秀人 様

分科会
第１分科会 近畿公立小中学校事務職員研究会プロジェクト委員会
「学校事務の将来展望を探る<職の確立と力量を高める>」
－学校事務職員の研修の在り方について－
第２分科会 近畿公立小中学校事務職員研究会役員会
「ＩＴ革命は学校をどう変えるか！」
第３分科会 近畿公立小中学校事務職員研究会役員会
「どうなる!?どうする!?学校づくり」
－地域との連携について考える－

第７回 近事研研究大会 京都大会
●平成１６年度（2004 年）8 月 24 日（火）
◎記念講演

演

題 「ふれてみよう能の世界」

講

師

能
シ
◎研究発表

会場：京都市 京都会館「第１ホール」

観世流能役者

野村 和晃 様

『天 鼓』
テ

重要無形文化財保持者

川村 和重 様

全体会
近畿公立小中学校事務職員研究会 調査研究部
「学校事務の将来展望をさぐるⅡ」－学校事務職員の職務と可能性－

◎シンポジウム 「教育改革の流れの中でこれからの学校事務のあり方を考える」
パネリスト 里内

勝 様（栗東市教育委員会教育長）

山口 克夫 様（月刊 「学校事務」編集長）
神谷 敏明 様（全国公立小中学校事務職員研究会副会長）
第８回 近事研研究大会 兵庫大会
＊第３７回全事研兵庫大会と同心円開催
第９回 近事研研究大会 和歌山大会
●平成２０年度（2008 年）8 月 22 日（金）
◎記念講演

演

題

会場：和歌山市 和歌山市民会館「大ホール」他

「学校教育の変容と学校事務職の展望
－専門協働者としての方向性－」

講
◎研究発表

師

神戸大学発達科学部 准教授

山下 晃一 様

分科会
第１分科会 大阪府公立学校事務研究会
学校事務の組織化から学校改革へ
－SS0〈学校支援事務所〉発展構想－
第２分科会 京都市立学校事務研究会
提案型の学校事務職員を目指して
－事務職員からの提案－
第３分科会 神戸市立小中学校事務職員研究会
見えない不安を見える自信に
－学校の中での常識
既成概念を今一度見つめ直してみよう－

第１０回 近事研研究大会 滋賀大会
●平成２２年度（2010 年）8 月 19 日（木）
◎調査研究部報告

学校経営参画のススメ

会場：大津市 大津市民会館「大ホール」
－備えてほしい３つの力－

◎シンポジウム
「前半の部」 テーマ「学校事務職員になって」
－学校事務の将来展望と今後の課題－
シンポジスト
渋谷 妙子（河合町立河合第二小学校）
吉本 孝志（交野市立交野小学校）
野村 亮太（彦根市立鳥居本小学校）
片原 雅子（神戸市立桃山台中学校）
桝本 理恵（京都市立西陣中央小学校）
竹村 幸彦（日高川町立山野小学校）
コーディネーター
林

香里（大津市立堅田中学校）

「後半の部」 テーマ「学校事務の未来と展望」
シンポジスト
木岡 一明 様（名城大学大学院 大学・学校づくり研究科教授）
藤原 文雄 様（国立教育政策研究所初等中等教育研究部統括研究官）
藤原 義朗 様（大阪市立柏里小学校 事務主幹）
コーディネーター
風岡

治 様（全国公立小中学校事務職員研究会研究部長）

第１１回 近事研研究大会 奈良大会
●平成２４年度（2012 年）8 月 23 日（木）

会場：奈良市 奈良県文化会館国際ホール他

◎全事研活動報告「国の動向と全事研活動」 全国公立小中学校事務職員研究会
会長

横山 泉 様

◎調査研究部報告「学校事務を未来につなぐ」
－経験年数別意識調査から目指す「学校事務職員像」とは－
◎研究発表

分科会
第１分科会 奈良県公立小中学校事務研究会
「やってみよう！が学校を変える」
－もう脱ぎましょう○○の殻を－
第２分科会 滋賀県公立小中学校事務研究協議会
「新しい学校事務の機能を探る」
－事務職員から提案する学校間連携・地域連携とは－

第１２回 近事研研究大会 神戸大会
●平成２６年度（2014 年）8 月 19 日（火）

会場：神戸市 神戸新聞松方ホール

◎調査研究部報告「学校事務を未来につなぐⅡ」
◎全 体 会 「これからの学校と事務職員の役割」
講

演

講

師

「教育委員会制度の改革とこれからの学校事務」
兵庫教育大学大学院学校教育研究科教授 日渡 円 様

シンポジウム 「今後新たに事務職員が切り拓く道
～果たすべき役割と期待～」
コーディネーター
日渡

円 様（兵庫教育大学大学院学校教育研究科教授）

シンポジスト
中西

茂 様（読売新聞東京本社調査研究本部主任研究員）

藤原 義朗 様（大阪市教育委員会学校事務指導主事）
鳥本 安博 様（芦屋市立潮見中学校 学校副主幹）
第１３回 近事研研究大会 京都大会
＊第４９回全事研京都大会と同心円開催

