【あいち民研結成後の歩み】
事務局

◇７月３１日 叢書４号「教師のいきがいと研修

１９９０年

権−愛知の教員研修制度の充実を願って−」

◆６月 設立準備事務局の発足

◆１１月１４日 教育フォーラム「愛知の教育を
考える」

１９９１年
◆５月２６日 設立総会、シンポ「いま、愛知の

◆１２月５日 シンポ「高校入試 来年はどうな
る？」「父母が学校にのぞむもの」

子どもと教育は」
◇５月２６日 叢書１号「親の背を見て子は育つ

◆１２月２７日 あいち子育て・教育調査準備委
員会発足

か？」
◆部会一覧 ①教育評価、②子育てネットワーク

◇１２月 叢書５号「順序をふんで子どもは育つ」

づくり、③「複合選抜」下での中学生・高校
生・青年の問題研究、④子どもの文化、⑤教

１９９４年

育実践、⑥教育への権利

◆６月１９日 総会、シンポ「学校の外から見た
学校」

１９９２年

◇６月 叢書６号「共感とゆとりの子育て」

◆４月１２日 県民教育討論集会「複合選抜制の

◇８月 年報２号：特集「愛知の教育を考える」

もとで中・高生・青年はどうなっているか？」

◆１１月２７日 シンポ「親の悩み・教師の悩み

◆５月２４日 総会、鬼頭美也子・藪一之：実践

−子どもの側に立つ子育て・教育を考える−」

報告「学習障害児を通して子育て・教育を考
える」

１９９５年

◇７月 叢書２号「生活科のすすめ」

◆２月１９日 県民教育討論集会「子どもが人間

◆１１月２１日 「いま変わる評価と学力観を問

らしく育つ教育を求めて−『複合選抜制』へ

う」集い

の疑問−」

◆１２月 子どもの人格発達部会発足

◆３月２６日 シンポ「いじめ・自殺」問題・県
民対話集会「子どもが人間として大切にされ

１９９３年

る教育を求めて」

◇２月 叢書３号「複合選抜制のもとで中・高生

◆５月２１日 総会、講演：原山恵子「いじめの

・青年はどうなっているか？−複合選抜制３

根底にあるもの−親の立場から子どもの幸せ

年間の検証−」

を考える−」

◆４月１８日 県民教育討論集会「愛知の子ども

◇６月 年報３号：特集「子どもが人間らしく育
つ教育を求めて−『複合選抜制』への疑問−」

・青年に豊かな思春期をどう保障するか」
◆６月１３日 総会、討論「子どもと教育をめぐ

◆部会再編 ①子育てネットワーク、②教育への
権利、③人格発達、④高校入試と中等教育問

る県内の状況」

題、⑤共通教育

◇６月 年報１号：座談会「いま、愛知の教育に
何が問われているか〜あいち民研に期待する

◆７月２６日 公開学習会「傾斜配点とは何か
入選協答申と公立高校入試」

こと〜」
◆７月１８日 シンポ「これからの学校と教師」

◇８月 叢書７号「いじめ・自殺 居場所をさが
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◆３月２９日 緊急討論会「いま、子ども（生徒）

す子どもたち」

とどう向き合うか−“荒れ・キレル”をめぐ

◆９月３０日 公開学習会「高校再編成について

って」

高校多様化と入試改編」

◆５月２４日 総会、講演：坪井由実「日本とア
１９９６年

メリカにおける学校づくりの最前線〜子育て

◆２月１０日 シンポ「私たちが求める中学・高

のとらえ直しと教育自治の創造〜」

校教育とは −高校入試制度改革の方向をさぐ

◆５月９〜１０日 民研等と共催「子どものいじ
めを考える全国教育シンポin長野」

る−」
◆５月２６日 総会、シンポ「共に育もう 愛知

◇５月 年報６号：特集「私たちの教育改革」

の子どもたち−あいち民研子育て・教育総合

◇７月 叢書９号「見えていますか？子どもの心」

調査から−」

◇８月 叢書１０号「学校教育財政診断票・公費
教育の充実と学校財政自治の確立を求めて−

◇５月 子育て・教育総合調査報告書「共に育も

あなたのまちの学校教育財政を診断してみま

う 愛知の子どもたち」、同資料編

しょう−」

◇５月 シンポ報告書「私たちが求める中学・高
校教育とは −高校入試制度改革の方向をさぐ

◆１０月３日 シンポ「学校教育への父母の参加」

る−」

◆１１月１５日 学習討論集会「学校教育への父
母の参加を考える〜学校は変えられる」

◇５月 年報４号：特集「いま、いじめを問題を
考える」
◆１２月１４日 教育フォーラム「あいちの教育、
今なにが問題か？」

１９９９年
◆１月１５日 愛知の教育を語る集会〜専門委員
会中間まとめ〜
◇３月 叢書１１号「ひとりで悩まないで−子育

１９９７年

て・教育Q&A」

◇１月 叢書 ８号「 育ってますか？『学ぶ力』」

◆５月３０日 総会

◆５月２５日 総会、講演：鈴木英一「教育基本

◇５月 年報７号：特集「愛知の教育を模索する」
◆１１月２３日 シンポ「総合学習の分水嶺を考

法５０年」

える」

◇５月 年報５号：特集「あいちの教育、今なに
が問題か？」
◆７月２１日 公開学習会「検証・中教審第２次
答申−学校はどう変わるのか」

２０００年
◆５月２１日 総会、シンポ「いま、愛知の教育

◆１０月２５日 公開学習会「中・高の学校教育
はどう変わるのか・どう変えるべきなのか」

は−少年恐喝事件が問いかけていること」
◇５月２１日 「学校評議員が制度化されるにあ

◇１１月 提言「愛知の教育ここが課題」

たってのあいち民研からの提言」

◆１１月２９日 討論集会「提言−愛知の教育こ

◇５月 提言：３０人学級の早期実現のためにー

こが課題をめぐって」

「教育行政がすべきこと」と「県民ができる
こと」―

１９９８年

◇５月 年報８号：特集「いま、学級・学校を考
える」

◆３月２９日 あいちの教育を考える専門委員会
（①教育行政、②子どもと教育、③教師と職

◇５月 資料集「いま、複合選抜制度を問う」

場）発足

◇５月 「『総合的な学習の時間』職場調査報告」
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◆１２月１３日 シンポ「教育基本法を生かした

◆５月 ホームページ開設

私たちの学校づくり 子ども・父母・教職員・

◆９月２３日 少年恐喝事件調査中間報告集会

住民とともに」
２００１年
◆６月３日 総会、１０周年記念シンポ「愛知の
子育て・教育〜変わる？ 変える？ 変えられ

２００４年
◆２月７ 日 シンポ 「“ 習熟度学習”で学力は向

る！？」、同パーティー

上するか？」

◇７月１日 「学校の安全と安全教育についての

◇４月２０日 叢書１４号「愛知の教員人事シス

声明」

テム〜教育改革と学閥問題〜」

◆８月 メーリングリスト開設

◇４月３０日 「愛知の教育を考える懇談会」中

◇９月 「少年５０００万円恐喝事件を読みひら
く」出版

間報告に対する見解
◆５月２３日 総会、講演：木村隆夫「非行克服

◇９月 叢書１２号「総合学習へのアプローチ」
◆１０月８日 「少年恐喝事件」調査報告集会

の援助実践から見えてきたこと」
◇５月 年報１２号：特集１「学習指導要領の見
直しと教育実践」特集２「国立大学の法人化
と教育基本法『改正』」

２００２年
◆２月９日 シンポ「総合学習のカリキュラムづ

◆７月１９日 県民討論集会「佐世保・小６事件
から、子どもの＜いま＞を考える」

くりと評価・評定づくり」
◆４月１４日 シンポ「あいちの高校教育・入試

◆９月２０日 データから見えてくる愛知の子ど
もたち／第２期「子育て・教育総合調査」中

改革を考える」

間報告集会

◆５月２６日 総会、シンポ「２００２年度学校
はどうかわったか〜新学習指導要領のもとで

◆１１月２３日 シンポ「親の『子育て責任論』
を問う」

の学校・教師・子ども〜」
◇５月 年報１０号：特集「２１世紀の学校づく

２００５年

り」
◆９月８日 シンポ「通知表はどうつけられてい

◇３月１１日 「愛知の教育を考える」最終報告

るか〜教育評価の実態と高校入試の行方」

に対するあいち民研の見解
◆５月２２日 総会、講演：小滝一志「番組『問

２００３年

われる戦時性暴力』改ざん問題で問われたの

◆３月１５日 県民討論集会「学校の先生は大変！

は〜放送の自律性・歴史を見つめる目〜」

本当？〜新学習指導要領のもとでの教師の実

◇５月 年報１３号：特集１「憲法・教育基本法
『改正』の動向と私たちの課題」特集２「『学

像〜」

力低下』論を考える」

◆５月２５日 総会、シンポ「平和教育が危ない

◇５月 叢書１５号「子どもの『事件』と向き合

〜いかそう教育基本法の理念〜」

う」

◇５月 年報１１号：特集１「新学習指導要領の
１年」特集２「教育基本法『改正』の動向」

◆１０月２３日 シンポ「これでわかる愛知の高
校入試制度」

◆９月６日 学習会「大きく変わる障害児の教育

◇１０月 叢書１６号「これでわかる愛知の高校

〜『特殊教育』から『特別支援教育』へ」

入試Ｑ＆Ａ」

◆１０月１１日 県民討論集会「私たちが求める
愛知の高校教育将来像」

◆１１月 ５日 県民 討論集会「『 教員評価』で学
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●１０月２７・２８日 会員制教育研究所全国交

校はよくなるか？」

流集会in岐阜（代表派遣）

◇１２月 「共に育もう愛知の子どもたちPART２

◇叢書１７号「あなたの疑問に答える 愛知の高

−第２期あいち民研子育て・教育調査−」

校入試Ｑ＆Ａ」
◆１２月２３日 公開学習会「こう変わる！

２００６年

新

学習指導要領案」

◆２月４日 事務所移転（名古屋市中村区竹橋町
22-18）
◆３月２５日 子育て講座「発達障害児の教育か

２００８年

◆２月１６日 「高校入試をめぐる車座懇談会」

ら学ぶ」
◇４月 叢書１６号増補版「これでわかる愛知の

◆４月１３日 公開学習会「新学習指導要領で
学校・授業がこう変わる！」

高校入試Ｑ＆Ａ」
◆６月４日 総会、シンポ「愛知の教育・子育て

◆６月１日 総会、講演：田中良三「特別支援
教育で学校は変わるか」

を語る〜子どもたちの未来に希望がもてる教

◇年報１６号：特集「新学習指導要領を検討す

育を〜」

る」

◇ 年 報 １ ４号 ： 特 集１ 「 平 和 の教 育 と 学びを 創
る」特集２「子どもの＜安全・安心・安定＞

◆９月２３日 公開学習会「若者の事件から、
子育て・教育・社会を考える」

を考える」

◆９月１０日 みんなでトークⅠ「学校を生き

◆１２月下旬 事務所移転（名古屋市北区上飯
田南町2-18-1 あいち子ども会館内）

生きとさせる私の提案」

２００７年

２００９年

◆２月３日 みんなでトークⅡ「どうする学校

◆２月２２日 公開学習会「特別支援教育をど

〜教師の一分」

う具体化するか」

◆３月３日 みんなでトークⅢ「体罰・詰め込

◆５月３１日 総会、シンポ「貧困のなかの子

み・教員評価で、教育はよくなるのか〜検証
教育再生会議「第一次報告」を読む」

どもと教育」
◇年報１７号：特集「こんにちの教育・子育て

◆４月１日 みんなでトークⅣ「全国学力テス
トで教育は「再生」するか？」

問題を探る」
◇提言：学閥支配をなくし、愛知の教育を改革
するための提言（教育への権利部会）

◆６月３日 総会、シンポ「新教育基本法のもと
での子育て・教育・学校を考える〜父母・教

◆９月１３日 シンポ「いま学校・教師の魅力
を考える〜子ども・父母・教師とともにつく

師・地域の関係をどう築くか」

る教育を」

◇年報１５号：特集１「「教育改革」徹底検証」
特集２「わたしたちが望む教育改革とは」

◇叢書１７号・2010年追補版「あなたの疑問に答

◆７月２１日 シンポ「教育再生会議「第二次報
告」を検討する〜こんな規範意識育成・親学

える 愛知の高校入試Ｑ＆Ａ」
●１２月１２・１３日 地域教育研究所全国交流

・子ども観でいいのか」

集会in青森（代表派遣）

◆１０月２１日 公開学習会「全国学力テスト結
果が問いかけていたこと」
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