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インタピュー ●佐高 信さんに聞く

権力は、幕からの笑いと怒|り を恐れる

特集 大学はどこへ行く?
高校生の学びと大学入試改革 .`・・…・`…・谷口典雄

高等教育無償化と学生支援 ………………・大内裕和

教職課程コ7カリキュラムと教師教育の変質 '… 本村浩則

教職課程コアカリキュラムヘの実践的対抗軸・・'滝口正樹

若手研究者の連路とその課題 ……'t… '''佐 倉宗吾

大学 を軍事が浸:1す る 。……………………小寺隆幸

大学の公共性 と大学の自治・…・・………・・中冨公―

「知識基盤社会1と 教養の1露造……… .・・=・ 佐貫 浩

I論稿I藤 IEl昌 士 lエッセイl韓鶴和思 【エルサルバドルの

教育:事情I鈴木賀映子 【震災と教育〕三上昭を 1文化と教

育l巽 照子 Iいろんな暮らしの今I石 丼 新 [いま毅室

で】長谷111友彦 【地域と子ども・若者】渡適墨t・Ri児童文学

評論l赤本かん子 :地域教育研究所l継歌山具 [書評】神代
健彦・畑佐 愛
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化 され る教 育

エビデンスに基づく教育は何をもたらすのか

教育における測定と統治 ………………

PISAは 日本の教育に何をもたらしているのか

教育にPDCAサイクルは馴染おのか ……

スタンダードと学カテストによって学校が壊れる

大阪府「評価・育成システム」が奪う、教職員の意欲と誇リ

亘理陽一

長谷川裕

黒日友紀

仲田康一

高野 毅

大瀬良篤
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106号 2020年 6月 10日 発売

颯卜J寝 Ⅱ 子どもの命を守り、権利を社会に根づかせる

あまりに競争的な学校教育 ……………… 児玉洋介

相談室から見える子どもと家族の命と権利 柳田 智

追い詰める社会に抗い、人FElに なること  大江未知

イ ンタビュー 今井紀明 さん

孤立した子ども。若者に手を差し伸べたい

【エッセイ】藤田和恵【チリの教育】二藤瞳 【震災と

教育】根岸富男【文化と教育】上原隼 【地域 と子

ども,若者】丹田桂太 【いろんな暮らしの今】松浦

伸也 【いま教室で】関根健 【児童文学評論】赤木

かん子【地域教育研究所】奈良県【書評】石原岡1志

インタビュー 0杉山春さんに聞<
児童虐待から読み解く家族 と社会

特集 総点検 !日 本のジエンダー問題
ジェングー平等教育 :ヒ 中学校 .… …・,… …笹春史子

性の多様性 を学ぶ二つの授卒・…………・・頼野雄飛

なぜ男子の l■ 教育が必要なのか?… ,,,,… 地行輌夫

多1競 な・・I LGeT問題 と学校の課題 …・あかたちがこ

東京都教育委員会
'1士

教育の手引l(2019年 )へ の疑閥

・・・・,茂本輝順

女11労働と子育て政策をめく'ろ 現状と課題・…蓑轄明子

ネオリ/1ラ ルな家父長素|と 女1主 11対 する尋力・…菊i也豆

'I性事:力 とそれを生み出す社会め構農・…島田由紀千

新自由主義下l「Jジ ェンター平等教育の講題…・1岳本:己子

〔エッセイl蒔爾10薫 |コ ロンピアの教育事情〕重撃1明
〔震災と教育l lt‐オ1寺蔵 [文化と教育111■ 哲 〔いろんな喜
らしの今I迎 見輩姜 :いま教室で1今回1曜1了 〔地域と子ど
も,著者l丹田iI大 :児童文学評論】赤本かえ́テ 1地域教育
研究所〕彙撮県 :書評1う 間1日 子・口講林史
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特 集 「子ども」が消える !?―一子どもの権利条約30周年

竹内常一/前島康男/遠藤由美/伊藤由紀夫/安嚢明子/神谷拓/増山均

浅井春夫/艮香織

インタビユー 本間龍さん

シリーズ ペルーの教育事情/震災と教育/文化と教育/地域と子ども。若者 他

1102遍計||

2.o19夏|

特集 l 子ども。学校とlCT 坂本旬/佐藤和夫/山 田具理子/越山公憲/
川崎秀樹/大内国芳/櫻井宏明/村木一好

特集‖ 憲法を生かし、教育実践の自由を 中嶋哲彦/得丸浩一/樋上典子

インタビユー 塚本晋也さん

シリーズ メキシコ教育事情/震災と教育/文化と教育/いま、教室で 他

101号|
2019春

特集 1 9、 道徳教育を問う 相模光弘/熊崎聡/伊東毅/池谷壽夫/渡辺雅え

福島賢二/尾崎恭一

特集‖ オリンピツク・パラリンピツク教育と部活動を者える 伊藤嘉人/半崎寛え/制野俊弘

インタビユー 香山リカさん

シリーズ ブラジル教育事情/震災と教育/文化と教育/いま、教室で 他

100号
2019冬

特 集 今、民主教育は何を間うべきか 児美川孝一部/伊藤由紀夫

辻 浩/佐貫浩/九山啓史/金馬国晴/朝 岡幸彦・石山雄貴/古里貴士

瀧口優/茂木輝順

インタビユー 百歳の大田発さん

シリーズ ブラジル教育事情/文化と教育/いま、教室で 他

19'号 |

2018秋

特集 1 憲法と民主主義を学校に 1 清水雅彦/中嶋哲彦/菅間正道/山本宏樹

池田考司/滝口正樹/高橋 哲

特集‖ 高校新学習指導要領を読み解く 梅原利夫/小池由美子/カロ藤公明

インタピユー 尾松 亮さん

シリーズ ラテンアメリカ教育事情/震災と教育/文化と教育/いま教室で 他

98号 |

20181夏

特集 ! 焦点としての「家族J 牟田和恵/小玉亮子/井上息美子/鶴田敦子/
藤間公太/笠原昭男

特集 ll 今日の国家・社会・教育改変にどう対抗するか  進藤 兵/池谷壽夫/

糀谷陽子

インタビユー 坂上 香さん  シリーズ ドイツの教育事情/震災と教育/文化と教育
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定期購読…年間5,000円 (送料込)1部 …1,190円 十税
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