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私は、出版会とは以前より会員となっており
ましたが、前々号（No.17）の巻頭言を書かれ
た加藤富美子先生（平成25年度当時副学
長、音楽・演劇講座名誉教授）と同様に深い
関係ももたずに過ごしておりました。それゆ
え、こうしたものを記すのが適当な立場とは思
われないのですが、大学と関係した出版社に
ついて思うことなど記して役目を果たしたいと
思います。
大学の名を付した出版会なるものがあるこ

とを知ったのは、大学の学部に上がって、時実
利彦氏の東大出版会から出されていた『目で
見る脳』を授業で薦められたときでした。アカ
デミックな書物はこうした本屋さんから出版さ
れるのだと感心しました。その後、東大出版に
は（特にUP選書には）、いろいろとお世話にな
り、中井久夫氏の『分裂病と人類』などは、い
まだその影響下にあるような状態ですし、翻
訳本ですが、ケーラーの『ゲシュタルト心理学
入門』は、初めの紹介部分が特段にわかりや
すく、１年生を対象とする授業でも必読図書
の一つとして使わせてもらいました。
大学の規模として本学は東大に比すべくも

なく、かなり小さいわけですが、しかし教員養
成大学と関係する出版会として、本学の使命
にふさわしい数々の本を、本学出版会は出版
されており、かなり健闘していると思います。特
に、震災に際しての本学の経験を記した『東
日本大震災と東京学芸大学』などは、未曽有
の体験を語り継ぐという使命に貫かれた誇る
べき貴重な本だと思います。
本が売れなくなっていることは、街の本屋さ

んが次々なくなっていく状況を見ても明らか
で、私は古本を見て歩くことが好きなのです
が、日本の誇るべき文化であった古本屋街も
だいぶ寂しくなっており、本郷のあたりなどは、
昔はもっと古本屋を含めて書店が並んでいた
ように思うのですが、今では見る影もないよう
な状態で、まことに残念です。
そうした中で、大学の出版会の役割は、特
に専門書の出版などでは、その重要性を増し
ていく（いる）と思います。15年近く前の個人
的な経験を記させて頂ければ、20世紀半ばに
出されたかなり珍しいロシア語の専門書があ
り、私の知人にその翻訳をなした方がいて、そ
の原稿を見る立場にあった私は、その出版を
意図して伝え手をいろいろ探りましたが、うま
くいかず、そうした時に、大学の出版会などが
近くにあればなぁとつくづくと思いました。その
後、それは、別の人によりロシア語から英語に
訳されたものから日本語に訳され、それなりに
話題となり、私の知人の方はその後病に倒れ
られ、暫くの療養の後亡くなられました。もう
少し早くに本学に出版会ができていれば相
談もできたのにと真に残念な思いをしました
（余談ですが、その方の娘さんはその後本学
に入学しました）。
出版会には、今後、一般の出版社がなかな

か手掛けない専門書、例えば、2012年当時の
理事・副学長田中善美先生（技術・情報科学
講座）が提案された教科教育学体系の出版
など、今後の教員養成の方向を示すようなも
のの出版の検討をお願いいたしたく存じます。
この他、科学研究費の研究成果公開促進費
の補助を受けた学位論文の出版なども考え
て頂きたいと思います。また、出版会の出して
いる絵葉書は、（こうしたものは他の大学の出
版会でも出しているのでしょうか？）、ちょっと
した挨拶状、お礼状などを書く際にとても重
宝しているもので、あの写真は本学をよく知っ
ている方でないと撮ることのできないものだと
思います。これからもバリエーションを増やし
て出し続けていってほしいと思っています。

出版会に

思うことなど

國分 充（東京学芸大学 副学長・

  東京学芸大学出版会理事）

Postcards2014

絵はがき『Postcards 2014』
価格 600 円＋税

井上緑郎氏の新しい写真を使ってつくった絵
はがきです。カルガモの写真も取り入れて少
し異なる雰囲気にしています。ばら売りもし
ています。



2015年6月10日（水）開催の東京学芸大学
出版会総会におきまして、佐藤正光事務局長
より事業報告がありました。以下は、その内容
の概要となります。

Ⅰ 編集・出版活動
1 書籍の刊行ほか
2014年度の新規刊行書籍は5点で（下記

参照）、増刷書籍はありませんでした。この他、
2014年度段階で編集作業中だった書籍は3
点ありましたので、下記にご紹介します。
 (1)新刊書籍

①東アジア教員養成国際共同研究プロジェ
クト 編『東アジア的教師の今』
　2015年3月23日発行　価格2,592円（税込）
②大石 学・上野 和彦・椿 真知子 編『小学
校社会科を教える本』
　2015年3月31日発行　価格1,728円（税込）
③飯田 秀利 著『分子生物学者、小学校長に
なる̶朝礼と学校だよりで伝えたかったこ
と̶』（自費出版）
　2015年3月10日発行　価格1,296円（税込）
④Mariet Tetty Nuryetty・Setsuko Nakayama, 
Midori Otake ed.『Time Use Survery 2004 in 
Jakarta,Indonesia』
　2015年3月20日発行　価格1,080円（税込）
⑤長野 秀章 著『new standard 東京学芸大
学退職記念　長野竹軒作品集』（自費出版）
　2015年3月31日発行　価格3,240円（税込）

始まった事務局会議(例会)は、毎月開催され
るようになり、経営体制について話し合う機
会は整ってきました。しかし、まだ出版会として
積極的に出版企画を打ち出す余裕はありま
せん。今後は、企画能力をつける方策の検討
などが必要です。
編集委員に関しては、十分に機能していな

いのが現状です。著者・編者からの原稿提出
が遅れたり、編集・校正作業に時間的な余裕
がなく、編集委員への依頼がで順調に行えて
いないので、改善を目ざしています。

Ⅱ 販売活動と広告宣伝
1 販売の実績と動向
(1)販売実績
総売上は、約380万円(手数料、売掛金等

を除く)でした。タイトル別の売り上げランキン
グの5位までを紹介します。

 売上　ベスト5 
1 『「もじゃぺー」に＜しつけ＞を学ぶ』 
2 『学校社会の中のジェンダー』 
3 『「東アジア的教師」の今』 
4 『国語の授業の基礎・基本』 
5 『小学校社会科へのアプローチ』 

(2)売れ行きの動向
新刊書籍のほぼ全てが、2015年3月以降の

刊行となったため、2014年度内の収益は昨年
度同様に伸び悩みました。2013年度刊行の
出版物は堅調な売れ行きでして、刊行物の点
数が増えれば一定の利益は見込めるものと
思料されます。

2 販売体制
基本的には取次店JRCを中心に従来通り

の販売体制を敷いています。取次店の評価は
難しいものがありますが、現状は取り敢えず大
きな問題はないと考えています。アマゾンとは、
直接取引することにし、従来よりも手数料が
高なりますが、本処置により掲載の遅れ、在
庫切れへの対処は出来ました。

(2)編集作業中書籍
①和田正人編『メディア・リテラシー』（2015年
9月刊行予定）→2015年9月に刊行完了。
②大石学著『みんな大好き！時代劇̶時
代劇愛好会　3年間の歩み̶』（2015年刊
行予定）→2016年2月現在、作業中。
③太田由紀夫編『（仮）未来に生きる子どもつ
くり』（2015年刊行予定）→2015年9月に刊行
完了。

2 出版に関する動向
(1)出版物の多様化
大学からの依頼出版物、教科書、自費出版

物、報告書など、刊行物の内容の多様化が認
められます。例えば、飯田秀利先生の書籍は、
附属学校関係では本学出版会では初のもの
であります。また東アジア・コンソーシアムの成
果をまとめた書籍も意義は大きいと言えます。
報告書に関しては、今後受け入れの方向

で進めていく方針ですが、著者・編者からの
予算の出所（研究費等）、負担の割合の規定
などを明確化していく必要性があります。

(2)出版打診は好調、信頼獲得の必要性
出版の依頼に関しては、刊行物以外にも2
件ほどありましたが、他の出版社から刊行す
ることとなりました。
出版依頼から刊行までの流れを要領よく
説明し、出版への期待と信頼を獲得する必要
性があります。

3 編集体制などに関して
(1)編集体制の現況
現在、編集・組版担当者は1名で、原則週4

日勤務をお願いしています。手が足りない場
合、外部の編集者、組版担当者に携わっても
らっております。
本学出版会では、イン･デザイン等を装備

したコンピューターを2台所有しておりますが、
財源不足で増員雇用は行えず、実質稼働率
は1台です。

(2)編集体制の問題点と改善策
藤井健志前事務局長(現副学長)時代から
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2014年度
東京学芸大学出版会

の活動に関するご報告
腰越 滋（理事・編集委員、事務局員）



学会、卒業式、入学式、大学説明会での直
接販売は、可能な限り実施しています。売上
も一定程度見込めます。出版会としては大学
の宣伝の意義もあると考えております。しか
し、これに対しての大学の協力は、年度毎に
悪化しており（テントを貸してくれない、販売し
にくい場所を指定される等）、本学出版会は
難しい局面に立たされています。

3 宣伝、販売活動
(1)販売活動
平成24年度の販売活動での実績は8件

で、内訳は以下のとおりです。
月 会場 
6/8 学芸大同窓会総会 
7/26 大学説明会 
10/11~12 第49回に本教育行政学会大会 
11/1 ホームカミングデー 
11/22 学校図書館げんきフォーラム 
11/29~30 日本社会科教育学会 
3/17 卒業式
3/20 附属小学校卒業式
 
(2)広告掲載
　2014年度の広告掲載は、以下の通りです。
時期 掲載先・媒体
7/1 大学出版No.
10月 JRC

日本教育行政学会第49回大会プロ
グラム

10/12 日本経済新聞、朝日新聞
10/19 大学出版No.

日本社会科教育学会第64回大会プ
ログラム

 2015教育図書目録
 
(3)広報活動
プレスニュース第18号（2014年12月）を発
行しました。全教員のメールボックスに投函さ
せて頂きました。今後は、附属学校教員へ配
布することをも検討したいと考えます。出版会
出版のテキスト本の購入主である学生たちに
も、出版会の存在を広く周知していく必要が
あると考えます。

Ⅲ　管理体制

1 雇用
現在 2 名の事務局スタッフが出版会を支

えてくれています。例会以外なかなか顔を出
せない事務局員の教員に代わって、日常業
務を請け負ってくれています。2 名の給与は、
毎月の例会で勤務状況を確認し確定してお
りますが、現状では給与の改善ができない
状態が続いています。

2 事務室の改善と問題
N 棟 3 階に移転したことにより、冷暖房、
室内照明等が改善されました。部屋が狭く
在庫を置くのには苦労しています。また密閉
性が高く、室内乾燥による在庫への影響を
心配しましたが、大きな問題は起こっており
ません。
2014 年度より事務室使用料が発生するこ

とになりました。当出版会にとっては、大変
な高額でしたが、大学側も幾分かは考慮し
てくれましたので、2014 年度の室料に関して
は受諾し、支払いました。
Ｎ棟 3 階への引越業者の費用は大学側が
負担してくれましたが、移転に伴う事務作業
の停滞及び残業代（約一週間として 2 名×
5日分 =72,000円）、事務室備品の購入（約
50,000 円）等は、出版会側の負担となり、
室料等と併せて実質 28 万円程度の支出と
なりました。

3 会員管理
(1) 会員数と会費
2015 年 6 月 10 日の総会時の段階で、会

員数 122 名、新入会員6名、退会者 7名（う
ち逝去者2名）であります。また会費合計は、
94口 376,000円（2015/3/31 現在）でした。

(2) 会員動向の問題点
会員の漸減傾向は、変わらないままです。

また新規入会者が減少しており、そもそも新
任教員に出版会の存在が周知されていない
ようです。さらに、定年に達した学外会員が

増加し、退職と同時に退会される方も増えて
おります。

(3) 会費徴収
滞納の件は、かなり解決に近づきましたが、
改善に向けての努力が必要とされます。また、
学内教員に向けた宣伝活動を、一層強化す
る必要がありましょう。

Ⅳ 総合所見　

総会時には、佐藤正光事務局長より、下
記の諸点が問題点として挙げられました。

これまでの経営上の重大な問題点は、⑴
目標出版件数の未達成、⑵営業活動の不
足、その結果としての赤字経営であった。本
年度は出版件数が駆け込み的に多くなり⑴
の問題は達成に近いかに見えるが、本年 1
～3 月の間に 3 件の出版物を同時進行で作
業したため、事務経費がかさみ効率の悪い
状況となった。⑵については人員不足、事務
局教員の兼務の多忙、宣伝費の制限などに
より、現状を変えることは容易ではない。
本年度は、年度当初から複数の企画が寄

せられたが、条件などの問題から取り下げら
れた企画もあり、刊行物の達成目標は再び
未達成となった。また事務局教員が多忙な
ため、企画進行中の編集、校正作業が予
定通りに進まなかったことも要因である。た
だ著編者側も、身内という感覚があるのか
原稿提出期限を大幅に遅延したり、誤字脱
字が 3 校段階でも頻出したりするなど、本年
度は特に著しかった。刊行期日を遅らせれ
ばよいのであるが、本会に依頼される書籍は
年度内刊行や 4 月からの授業に間に合わせ
る等の事情のある場合が多いので、会員の
自覚と責任を促したい。
本年度決算上は 60 万円ほどの黒字であ

るが、年度当初の支払いのために積立金か
ら 100 万円を切り崩しており、これを差し引
くと 40 万円近い赤字となる。一方、昨年度
までは請求されなかった事務室使用料が新
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たに発生したため、40 万円のうちの約 28 万
円が大学への支払い及び移転費用である。
報酬も教務等の軽減措置もなく事務局運営
に携わっている教員は、創立当初の希望と
東京学芸大学の発展のために貢献しようと
する志だけで奉仕している。大学側の在り方
は、事情があるにせよそうした教員の意欲を
結果として大きく削いでいることを強く指摘し
ておきたい。
現在のところ、会員による会費収入はな

お重要な収入源であり、経営上依存せざる
を得ない状況にある。一昨年度、未納会員
全員に依頼書を送付し、退会者が多数出た
ものの納入状況はかなり整備された。しかし、
本年度末の段階で会員 122 名に対して会費
納入者 94 名（約 77％）であり努力はなお
必要である。新規採用教職員に対する勧誘
は不十分で、次年度も引き続き課題として明
記しておきたい。昨年度の報告で課題とした
退会規定の整備は先送りになっており、会
員の退会の意思を事務局が明確に受けとめ、
会員も退会の年度を正確に把握できるよう、
来年度中に制度を改善したいと考えます。

以上のことから、次年度に向けては⑴事
業収益の増加、⑵効果的な営業施策、⑶会
員加入の向上、⑷大学との関係の在り方、
を課題としたい。

以上
アメリカのメディア・リテラシー教育における第一人者の 1 人のルネ・ホッブス氏は次の 2 つ
の問いを提起します。
・生徒たちが批判的に考える力を身につける手助けとして、ポップ・カルチャー、マスメディア、
デジタル技術を、どのように利用することができるでしょうか。
・教育者は、あらゆる複雑性について人間のおかれた状況に感謝しつつ、責任のある効果的
なコミュニテーターであることを、生徒たちはどのように学ぶのでしょうか。
そこで本書では、デジタル時代のメディア・リテラシーが中等教育課程の生徒たちの芸術や
人文科学、自然・社会科学をどれだけ統合的に活気づけられるか、その可能性を提示します。
生徒の学力向上をサポートするために、まずメディアをどのように活用することができるか、す
ぐに行動に移せるアイデアを得ることができるでしょう。

 2015 年 9月15日発行　価格2,000 円＋税

本書は、分子生物学者が東京学芸大学附属小金井
小学校長となった 4 年間の朝礼でのお話をまとめた
ものです。身近な話題を用いながら、子どもたちに
人間の本質や科学的に考えることの楽しさについて、
わかりやすく語りかけています。また、保護者や教
師が子どもに接する時の心構えについても、本書に
は数多く収められています。子どもの教育に関心の
ある人にぜひ読んで欲しい、心温まる一冊です。

2015 年 3月10日発行　価格1,200 円＋税

意外や意外、江戸時代は武士も農民も町人も上下の
別なく教育熱が高かった。武士の子弟が通う藩校は
全国で 300 近く、庶民の手習所（寺子屋）はなん
と約７万とも。当時の外国人も驚いたその教育力の
広まりは、実は明治以降の急速な近代化を支えたも
のでもあった。江戸時代を「初期近代」ととらえる、
あらたな見方を示す一冊。

　2007年 3月30日発行　1,200 円＋税

刊行物案内


