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城西大学教職課程センター紀要発行規程

（目的）
第１条　この規程は，城西大学教職課程センター紀要（以下，紀要という。）に関する基本事項を定める

ことを目的とする。
（責任）
第２条　紀要の編集及び発行については，教職課程センターの下に教職課程センター紀要編集委員会（以

下，編集委員会という）を設置し作業を担う。
　　２　編集責任者として編集長を編集委員の中から互選する。
　　３　発行責任者はセンター所長とする。
（誌名）
第３条　紀要の誌名は『城西大学教職課程センター紀要』とする。
　　　　その英語名称は『Bulletin of Teacher - Training Center Josai University』とする。
（区分）
第４条　紀要に掲載する論文その他の文章（以下「論文等」という。）を次のとおり区分する。
　　（１）論文（教育実践研究を含む）
　　（２）研究ノート（速報のような論文の手前の段階）
　　（３）実践報告・資料
　　（４）その他（翻訳，書評など）
　　２　論文等の区分は，その論文の執筆者が投稿時に希望を提示する。
　　３　「その他」に区分する場合は，執筆者が講演録，書評など希望する具体的な名称を投稿時に提示

する。
　　４　区分に関する決定は編集委員会が行う。
（投稿資格）
第５条　本学の教職員（専任・非常勤等を問わない）。その他学外の者であっても編集委員会が認めた者

は投稿できる。
（投稿要領）
第６条　論文等の投稿は，編集委員会が別に定める『城西大学教職課程センター紀要　投稿要領』に基づ

き行う。
　　２　『城西大学教職課程センター紀要　投稿要領』に基づかない論文等の投稿は，受理されないもし

くは掲載されない場合がある。
（掲載論文等採否）
第７条　紀要に掲載する論文等の採否の決定は，編集委員会が行う。
　　２　採否の決定に際しては，編集委員会が適切な第三者にその審査を依頼する場合がある。
（発行回数）
第８条　紀要の発行は年１回とする。
（発行形態）
第９条　紀要は電子化されインターネット上にて発行する。
　　２　インターネット上での発行とは別に，論文等を印刷し冊子形態にしたものを教職課程専任教員お

よび執筆者の希望者に資料として提供する。ただし，編集委員会の判断によりその全部または一部
を提供しない場合もある。

（抜き刷り）
第１０条　論文等の執筆者には抜き刷りの電子データ（PDFファイル）を提供する。抜き刷りの印刷を希

望する場合は執筆者の負担により可能とする。
（改廃）
第１１条　この規程の改廃は，編集委員会の議を経て，教職課程センターが行う。
附則
この規程は，平成２９年４月１日から施行する。



100

村 越 純 子（短期大学　客員教授）

井 田 浩 之（経営学部　非常勤講師）

蛭 川 幹 夫（経営学部　教授）

北 川 浩 子（理学部　化学科　教授）

菅 野 治 惠（理学部　化学科　非常勤講師）

山 本 達 夫（理学部　化学科　講師）

竹 村 哲 雄（理学部　化学科　非常勤講師）

髙 橋 珠 州 彦（明星学園中学校・高等学校教諭）

平根カルメン（語学教育センター　非常勤講師）

● 執 筆 者 紹 介 ●



101

あ と が き

　城西大学坂戸キャンパスは清らかな高麗川のほとりの豊かな自然のな

かにある。大学の構内に目を転ずれば，武蔵野を代表するけやきの大木

が並ぶなかに，良く管理されたいろいろな木々があり，実に素晴らしい

環境である。朝に夕に正門を潜り抜け１７号館までの道程を往復すると

き，いつも豊かな気持ちになり，学生に真摯に向き合う決意を新たにす

る。

　教職課程センターは桜が満開になり大学がもっとも華やかな４月に新

設された。そして，大学がもっとも美しい紅葉の秋に『城西大学教職課

程センター紀要』の創刊号を発行できたことに安堵するとともに，感謝

の念で一杯である。

　創刊号には９本の論文・研究ノート・教育実践研究が寄せられた。執

筆者各位には心からの敬意を表したい。これからも，この紀要が教職課

程にかかわる先生方の学術交流促進の場となるよう編集委員会一同努力

することを改めて誓うことで，あとがきとしたい。

紀要編集委員会

委員長　蛭川　幹夫
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