
◎　地区会研究部門等の活動

【札幌】
期　日 ： 平成29年 7月 7日（金） ～  8日（土）
会議名 ： 北海道教育大学附属札幌小学校教育研究大会
場　所 ： 北海道教育大学附属札幌小学校
出席者 ： 1223名（2日間延べ人数）
主な議事・内容
　  ・研究主題「想創の学びを築く学校」
　　　　　　　　　　～「“他者の価値”を通して深く学ぶ授業」への挑戦
　　・基調提案・公開授業・授業分科会・体育館公開授業
　  ・講演会（元　文部科学省初等中等教育局教育課程課教育課程企画室長　大杉　住子氏）

【札幌】
期　日 ： 平成29年 7月26日（水）
会議名 ： 北海道教育大学附属札幌中学校教育研究大会
場　所 ： 北海道教育大学附属札幌中学校
出席者 ： 630名
主な議事・内容
　　・研究主題「自己を拓き、協創する生徒の育成」
　　　　　　　　　　～「自律」と「共栄」に向かう学び・「学び舎」の創造～
　　・基調提案・公開授業・授業分科会・交流会

平成29年度地区会事業報告

１．北海道地区会

【函館】
期　日 ： 平成29年 6月 9日（金） ～ 10日（土）
会議名 ： 北海道教育大学附属函館中学校教育研究大会（HED17）
場　所 ： 北海道教育大学附属函館中学校
出席者 ： 200名
主な議事・内容
　・研究主題「新学習指導要領の趣旨を実現する教育の展開」
　　　            ～『学びの地図』に基づいた各教科等の単元のデザイン～として実践研究を推進
　・大会1日目：7教科の授業公開と教科別分科会を実施
　・大会2日目：大谷大学文学部　荒瀬克己教授による講演会と、4名のシンポジストにより「学校
　　　　　　　教育全体で資質・能力の育成を目指すために何をすべきか」と題した討論を行った。

【旭川】
期　日 ： 平成29年 6月16日（金）
会議名 ： 北海道教育大学附属旭川小学校教育研究大会
場　所 ： 北海道教育大学附属旭川小学校
出席者 ： 430名
主な議事・内容
　・研究主題「学びをつなぐ子供を育てる教育活動の創造」
　　　　　　　　　～各教科等において重視する資質・能力の育成を目指す学習づくり～
　・全学級授業公開
　・研究協議
　・全校集会（音楽集会）
　・教育講演会（附属旭川中学校との共催）
　　講師：奈須 正裕 氏（上智大学総合人間科学部教育学科教授）
　　演題：「資質・能力の育成と深い学びの実現」

【旭川】
期　日 ： 平成29年 6月16日（金）
会議名 ： 北海道教育大学附属旭川中学校教育研究大会
場　所 ： 北海道教育大学附属旭川中学校
出席者 ： 320名
主な議事・内容：
　・研究主題「新たな価値を生み出す学びのプロセスに関する研究」（1年次）
　　　　　　　　　～自らの思考を自覚的にとらえる生徒の育成～
　・全教科の授業公開、研究協議を実施
　・教育講演会（附属旭川小学校との共催）
　　　講師：奈須 正裕 氏（上智大学総合人間科学部教育学科教授）
　　　演題：「資質・能力の育成と深い学びの実現」



【函館】
期　日 ： 平成29年 7月27日（木）
会議名 ： 北海道教育大学附属函館小学校教育研究大会
場　所 ： 北海道教育大学附属函館小学校
出席者 ：  220名
主な議事・内容
　　・研究主題「主体的・対話的で深い学びを保障する授業の具現化」
　　　　　　　　　　～「学びの文脈」に基づいた各教科等の単元デザイン～
　　・上記の実現に向け、設定した研究仮説に基づき、各教科、道徳の時間、総合的な学習の時間
      及び英語科の授業公開及び部会討議
　  ・教科等実践研修会

【旭川】
期　日 ： 平成29年11月 2日（木）
会議名 ： 北海道教育大学「授業力向上セミナー」
場　所 ： 北海道教育大学附属旭川小学校・附属旭川中学校
出席者 ： 65名
主な議事・内容
　　・「小・中における、今後、求められる道徳科の授業づくり」をテーマとして、道徳の時間の
　　　授業公開及び研究協議を実施
※主催：北海道教育庁上川教育局（授業実践交流事業）、北海道教育大学（附属旭川小中学校）

【札幌】
期　日 ： 平成29年11月17日（金）
会議名 ： 北海道教育大学附属札幌小・中学校全道教育研究大会（特別支援教育）
場　所 ： 北海道教育大学附属札幌小・中学校
出席者 ： 250名
主な議事・内容
　　・研究主題「思いを実現しながら学ぶ子どもを目指して」（1年次）
　　・基調提案、公開授業、授業分科会

【旭川】
期　日 ： 平成29年 8月 1日（火）
会議名 ： 特別支援教育事例研修会
場　所 ： 北海道教育大学附属旭川幼稚園
出席者 ： 25名
主な議事・内容
　・事例発表：旭川大谷さくら幼稚園、北海道教育大学附属旭川幼稚園
　・グループ協議
　・指導・助言：北海道教育大学旭川校教授　萩原　拓氏

【旭川】
期　日 ： 平成29年10月 7日（土）
会議名 ： 北海道教育大学附属旭川幼稚園教育研究大会
場　所 ： 北海道教育大学附属旭川幼稚園
出席者 ： 92名
主な議事・内容
　・研究主題「体験のつながりから遊びの広がりへ」
　・公開保育・研究発表・研究協議・講演会
　・講演「野から支える育ちの詩」
　　講師：写真家・森の案内人　小西　貴士氏

【釧路】
期　日 ： 平成29年10月27日（金）
場　所 ： 北海道教育大学附属釧路小学校・中学校
出席者 ： 331名
主な議事・内容
　・研究主題「自ら学ぶ意味を創造できる児童・生徒の育成」
　　　　　　　　　～「見方・考え方」の発揮、高まりから「深い学び」を実現する～
　・公開授業、研究発表、分科会、講演会



◎　その他

【函館】
期　日 ： 平成29年12月 2日（土）
会議名 ： 北海道教育大学附属特別支援学校公開研究協議会
場　所 ： 北海道教育大学附属特別支援学校
出席者 ： 115名
主な議事・内容
 　・研究主題「生活を豊かにしていく力を育む授業づくり」（2年次）
 　　　　　　　 　～身に付けた知識・技能を生かして、一人一人が自分の意思で活動するための
 　　　　　　　　   支援と学習評価の在り方について～
　 ・本年度の研究では、実践事例を通して生活を豊かにしていく力を育む授業づくりのために、有効
　　 な支援と学習評価の在り方について研究を行った。
   ・多面的、分析的、計画的な学習評価を行うことにより、一人一人の児童・生徒の学習プロセスに
　　 着目しながら、その変容をとらえることができた。また、観点別学習状況評価と一体化させた支
　　 援スケールは、教師にとって明確な支援方針をもって支援にあたることができ、教師間での共通
　　 理解が図られるようになった。
　 ・本研究の内容とその実践について授業を公開、研究総論及び学部研究の発表、研究協議、実践事
     例等のポスター発表、附属札幌小中ふじのめ学級のポスター発表、講演会（関西国際大学　花熊
     曉氏）を行った。

【旭川】
期　日 ： 平成30年 2月 6日（火）
会議名 ： 北海道教育大学「授業力向上セミナー」
場　所 ： 北海道教育大学附属旭川小学校・附属旭川中学校
出席者 ： 90名
主な議事・内容
　　・研究主題「小中連携による学習づくり」
　　　　　　　　　　～算数・数学、図工・美術、外国語活動・外国語科の実践を例に～
　　・外国語活動・外国語、図工・美術、算数・数学の授業公開及び小中合同で研究協議を開催
※主催：北海道教育庁上川教育局（授業実践交流事業）、北海道教育大学（附属旭川小中学校）

【札幌】
期　日 ： 平成30年 2月 9日（金）
会議名 ： 北海道教育大学附属札幌小学校冬季授業研究会(兼：授業力向上セミナー)
場　所 ： 北海道教育大学附属札幌小学校
出席者 ： 約240名
主な議事・内容
　  ・研究主題「自己を創る学びをデザインする子ども」～見方・考え方の拡張による深い学び～
　　・研究全体会・公開授業・分科会

【函館】
期　日 ： 平成30年 2月16日（金）
会議名 ： 北海道教育大学附属函館小学校 「授業力向上研究セミナー」
場　所 ： 北海道教育大学附属函館小学校
出席者 ： 129名
主な議事・内容
　　・授業公開・研究討議および実践発表
　　　主体的・対話的で深い学び、情報活用能力の視点からの授業公開を行い、情報活用能力から見る
      小・中連携についての実践発表
　　・北海道教育委員会からのメッセージ
　　　北海道教育委員会へ、子供の学力や授業の質を高める取組等に係わるメッセージを依頼
　　・教育講演会
　　　日本女子大学教授　吉崎　静夫 氏 を講師として招聘し、「ICTを活用した授業のデザイン」
　　　というテーマでの講演

【札幌】
期　日 ： 平成30年 2月22日（木）
会議名 ： 「国立教員養成大学・学部、大学院、附属学校の改革に関する有識者会議」に関する
　　　　　  附属学校を対象にした地区別勉強会
場　所 ： 北海道教育大学附属札幌小・中学校
出席者 ： 約60名
主な議事・内容
　　・「国立教員養成大学・学部、大学院、附属学校の改革に関する有識者会議」において指摘されて
　　　いる附属学校に関する課題等について
　　・全国国立大学附属学校の取組状況等について
　　・北海道教育大学附属学校園の取組について



◎　評議員会（または代議員会）

◎　地区会研究部門等の活動

２．東北地区会

期　日 ： 平成29年 7月 5日（水）
場　所 ： ホテルメトロポリタン秋田（秋田市）
出席者 ： 20名
主な議事・内容
地区会議題
　(1) 平成28年度事業報告について
　(2) 平成28年度収支決算及び監査報告について
　(3) 平成29年度事業計画及び収支予算（案）について
　(4) 平成29年度各部会開催大学（案）について
協議題
　(1) 教育実践研究関連センターと全学センター化の課題について
談話題
　(1) 再課程認定や「教職課程コアカリキュラム」への各大学の対応状況について
　(2) 「東北教職高度化プラットフォーム」についての報告
　(3) 教職大学院の進捗状況と課題、特に実習問題、教育委員会との連携問題について

【音楽】
期　日 ：平成29年 6月 3日（土）
場　所 ：アイーナ（いわて県民情報交流センター）（盛岡市）
出席者 ： 16名
主な議事・内容
協議題
　(1) 東北地区会の日程の決め方について
談話題
　(1) 推薦入試の実施方法について
　(2) 芸術（音楽）の大学院入試について
　(3) 改組と動向について
　(4) 定員と在籍数/専攻内容について

【美術】
期　日 ： 平成29年 6月23日（金）・ 24日（土）
場　所 ： 宮城教育大学萩朋会館（仙台市）
出席者 ： 9名
主な議事・内容
協議題
　(1) 入試の状況について
　(2) 北海道の後に開催される学会（山形）との協力体制について
談話題
　(1) 教職大学院および、大学院修士課程の現状について
　(2) 入試広報について
　(3) 教員の定数について
　(4) 就職状況について
　(5) 学部改組の状況について
　(6) 受験生の動向について
　(7) 大学生の美術に対する志向について

【家庭】
期　日 ： 平成29年 7月15日（土）
場　所 ： 弘前大学教育学部（弘前市）
出席者 ： 13名
主な議事・内容
協議題
　(1) 平成30年度　日本教育大学協会　全国家庭科部門大会（東北）について
談話題
　(1) 大学院改革（教職大学院を含む）について
　(2) 年間の各大学における中高家庭科教員免許取得人数及び中高家庭科教員採用人数について
　(3) 教員採用試験における特定の科目免許取得者への加点制度について



　＜幼児教育分科会＞
　談話題
　　(1) 学部と附属地域との連携について（実際の連携のあり方や研究組織等作っているか）
　　(2) 学生の就職状況について
　　(3) 幼稚園教育要領等の改訂について
　　(4) 教員養成コアカリキュラムへの対応
　　(5) 学生の就職状況

【英語】
期　日 ： 平成29年10月20日（金）
場　所 ： 秋田大学手形キャンパス（秋田市）
出席者 ： 13名
主な議事・内容
協議題
　(1) 小学校英語教科化への対応について
　　① 「小学校英語教科化に向けた専門性向上のための講習の開発・実施事業」の実施状況および
       課題について
　(2) 全学の教養/基盤教育の英語教育について
　　① 改革の動きについて
　　② クラス編成における外部テストの活用について
　(3) 外部試験の活用について
　(4) 大学入試改革について
談話題
　(1) 課程認定およびコアカリキュラムについて
　(2) 学部改組による英語教員養成や基盤教育への影響について
　(3) 学生の英語力向上のための最近の取り組み（学生に読ませたい本も含む）
　(4) 研究費の減少に伴う対応

【国語】
期　日 ： 平成29年11月11日（土）
場　所 ： 山形大学小白川キャンパス（山形市）
出席者 ： 7名
主な議事・内容
談話題
　(1) 学部の現状について
　(2) 教職大学院の現状について

【教育学・教育心理学・特別支援教育・幼児教育】
期　日 ： 平成29年11月23日（木）
場　所 ： 弘前大学教育学部（弘前市）
出席者 ： 26名
主な議事・内容

　＜教育学分科会＞
　談話題
　　(1) 教職課程再課程認定・教員養成コアカリキュラムへの対応について
　　(2) 学生の進路（教員就職状況等）について
　　(3) 有識者会議報告への対応について

　＜教育心理学分科会＞
　談話題
　　(1) 公認心理師カリキュラムと教員養成の両立について
　　(2) 公認心理師について
　　(3) 教職課程再課程認定・教員養成コアカリキュラムへの対応について
　　(4) 学生の進路（教員就職状況等）
　　(5) 公認心理師への対応について

　＜特別支援教育分科会＞
　談話題
　　(1) 近年立ち上げた各大学の教職大学院の状況について
　　(2) 教職大学院の動向について



【社会】
期　日 ： 平成29年12月 1日（金）
場　所 ： 弘前大学教育学部（弘前市）
出席者 ： 9名
主な議事・内容
協議題
　(1) 免許法の改正に伴う「旧教科に関する科目」の出講の在り方について
　(2) 再課程認定への対応について　　　　他
談話題
　(1) 教職大学院における教科領域の充実に関する取り組みについて　　他

【技術・職業・職業指導】
期　日 ： 平成29年12月 2日（土）・ 3日（日）
場　所 ： 宮城教育大学（仙台市）
出席者 ： 10名
主な議題・内容
協議題及び談話題
　(1) 東北地区の技術科教員養成のこれから　教育委員会との連携等について
　(2) 新学習指導要領における『教育の情報化』底上げに対する今後の技術科の役割について
　(3) 東北各県の技術科教員採用の状況　大学の教員採用状況　技術免許取得を目指す学生数
　(4) 入試改革への各大学の対応状況について
　(5) 就職・進学状況について
　(6) 有識者会議の答申を受けての各大学の改組，統廃合に関する情報交換

【理科】
期　日 ： 平成29年12月16日（土）
場　所 ： 弘前大学教育学部（弘前市）
出席者 ： 13名
主な議事・内容
協議題
　(1) 「東北地区会大学・学部部会理科教員研究協議会（東北地区理科二部会）申し合わせ（案）」
      について
談話題
　(1) 課題研究等の探究活動における高大連携について
　(2) 再課程認定への対応状況
　(3) 教員退職後の後任不補充問題及び教職大学院への理科教育教員の関わり方
　(4) 教育学部再編などの動向や見通し

【保健体育】
期　日 ： 平成30年 2月20日（火）
場　所 ： 弘前大学50周年記念会館（弘前市）
出席者 ： 9名
主な議事・内容
協議題
  (1) 今年度の教員採用試験における保健体育教員の採用数や受験状況、および採用試験への近年の
　　　対策
談話題
　(1) 学部改組後の動向；今後の見通し
　(2) 大学院における教科専門への今後の対応について
　(3)  「ダンス」「からだつくり」「体育学」の授業（シラバス）や教員免許状更新講習への出講
　　　状況について
　(4) 各大学の教育学部で体育系学生の教員以外の進路比率やその状況、流れなど
　(5) 学部改革（再編）における保健体育科の動向について
　(6) 入試の現状について



◎　その他（附属学校部会及び研究集会）

期　日 ： 平成29年10月26日（木）・ 27日（金）
場　所 ： 岩手大学教育学部各附属学校園（盛岡市）
出席者 ： 165名
主な議事・内容
【幼稚園　経営部会】
研究発表
　(1) 園の現状と園内研修の取組について
　(2) 幼稚園の定員割れ対策についての取組
談話題
　(1) 働き方改革について
　(2) 教員の多忙化への対応について
　(3) 大学・学部における附属学校の現状について
　(4) 園長の常勤化（専任化）について

【幼稚園　幼稚園部会】
研究発表
　(1) 子どもが夢中になって遊ぶ環境とその援助～体を動かして遊ぶ～
　(2) 幼児期の終わりまでに育ってほしい姿を探る
談話題
　(1) 定員充足率について
　(2) 預かり保育について
　(3) 教育課程の編成について

【小学校　経営部会】
研究発表
　(1) 「2017　附小働き方改革」に向けて
　(2) 附属学校園の課題解決に向けた取組
談話題
　(1) 現職教職員の研修の場としての附属学校の役割
　(2) 小中一貫、幼小連携の取組
　(3) 教員の養成及び研修に係る取組
　(4) 附属学校の存続と働き方改革の両立について
　(5) 校長の常勤化（専任化）について
　(6) 入学者選抜の在り方と連絡入学の状況について
　(7) 県教育委員会との人事交流について

【小学校　教務主任部会】
研究発表
　(1) 平成32年度に向けた週時程の工夫と防災・外国語への取組
　(2) つながり合うチーム附属2017
談話題
　(1) 地域人材の活用について
　(2) 道徳に係る教育課程の改善について
　(3) 学校教育目標の具現化について

【小学校　研究主任部会】
研究発表
　(1)　子どもが問いを持ち、追求し続ける授業～主体的に学ぶ姿を求めて～
　(2)　たくましく歩み続ける～問いでデザインする学び～
談話題
　(1)　研究主任としての悩み
　(2)　新学習指導要領実施に向けた取組
　(3)　深い学びについて
　(4)　自校の研究テーマ及び研究推進の現状と課題について

【小学校　特別支援担当者部会】
研究発表
　(1) 「発達障害の可能性のある児童生徒に対する早期・継続事業」の取組について
　(2) 開かれたほっとルーム
談話題
　(1) 特別支援教育を推進するための学校の在り方について
　(2) 児童の実態を踏まえた支援の在り方
　(3) 特別支援担当と関係機関の連携について



【中学校　経営部会】
研究発表
　(1) 附属中学校の使命
　(2) 附属学校としての働き方改革について
談話題
　(1) 不登校、登校しぶり生徒への対応
　(2) 働き方改革について
　(3) 県教委との連携について
　(4) 教員の多忙化解消について
　(5) 校長の常勤化（専任化）について

【中学校　教務主任部会】
研究発表
　(1) 本校での教務主任の役割について
　(2) 校種・教科を越えた生徒の育成の取組、福島県の放射線教育の取組
談話題
　(1) 年間計画作成上の留意点について

【中学校　研究主任部会】
研究発表
　(1) 資質・能力の育成を目指す校内共同研究の在り方
　(2) 主体的・協働的に学び、次世代を創り出す生徒の育成
談話題
　(1) 校内研究の持ち方について

【中学校　特別支援担当部会】
研究発表
　(1) 宮城教育大附属校園との連携
　(2) 教育相談室と教育相談推進委員会の活動について
談話題
　(1) 発達障害を有する生徒や集団不適応生徒への支援のあり方について

【特別支援学校　経営部会】
研究発表
　(1) 大学の教員資源をいかした活動の可能性
　(2) 新学習指導要領の趣旨をいかした教育課程の編成
　　　　　～キャリア教育を基軸に、小・中・高等部の連接を図った教育課程への改善～
談話題
　(1) 有識者会議報告に対応した取組について
　(2) 働き方改革の取組
　(3) 働き方改革に係る具体的な取組について
　(4) 多忙化解消に向けた取組について
　(5) 教員研修に貢献する取組について
　(6) 校長の常勤化（専任化）について

【特別支援学校　特別支援コーディネーター部会】
研究発表
　(1) 保育所コンサルテーションの在り方を考える
　(2) センター的機能を生かした地域連携
談話題
　(1) 教育相談の状況について
　(2) 附属学校幼小中との連携について



◎　評議員会（または代議員会）

◎　学部長等連絡協議会

◎　地区会研究部門等の活動

○国語研究部門
教大協関東地区会教科教育研究部門（国語）研究会
期　日 ： 平成29年11月18日（土）
場　所 ： 筑波大学教育学部国語教育教室
出席者 ： 62名
主な議事・内容
　　(1) 研究テーマを「授業者の言語力と授業構築」とし、茨城大学附属中・安暁彦教諭と土浦市立
        中村小学校・高木輝夫教諭の研究発表を行い、参加者と研究協議を行った。
    (2) 橋浦洋志・筑波大学名誉教授の講演「教材研究と教員の意識」を開き、質疑応答を行った。

３．関東地区会

平成29年度第1回日本教育大学協会関東地区会評議員会
期　日 ： 平成29年 7月 7日（金）
場　所 ： KKRホテル東京
出席者 ： 22名
主な議事・内容
報告
　　(1) 日本教育大学協会関東地区会役員等について
　　(2) 日本教育大学協会理事会及び理事連絡会について
議題
　　(1) 平成28年度日本教育大学協会関東地区会会計決算報告について
　　(2) 平成29年度事業計画の基本方針について
　　(3) 平成29年度日本教育大学協会関東地区会会計予算について
　　(4) 日本教育大学協会研究集会関東地区会開催大学について

平成29年度 第2回 日本教育大学協会関東地区会評議員会
期　日 ： 平成30年 3月 8日（木）
場　所 ： KKRホテル東京
出席者 ： 22名
主な議事・内容
報告
　　(1) 日本教育大学協会理事連絡会及び理事会について
　　(2) 日本教育大学協会のあり方等の検討に係るワーキンググループについて
議題
　　(1) 平成29年度日本教育大学協会関東地区会会計決算（見込）報告及び監査報告について
　　(2) 平成30年度日本教育大学協会企画委員会委員及び関東地区会役員選出について
　　(3) 平成29年度日本教育大学協会関東地区会事業の総括について

平成29年度日本教育大学協会関東地区会学部長等連絡協議会
期　日 ： 平成29年11月10日（金）
場　所 ： ホテルサンシャイン宇都宮
出席者 ： 13名
主な議事・内容
協議事項
　　(1) 教育学部の連携・共同について
　　(2) 教員定員・学生定員の削減と課程認定（中学校各教科維持と「連携」方法）
承合事項
　　(1) 教職大学院拡充の時期、規模（学生定員、教員）、内容（コース、カリキュラム、特に実習）
　　(2) 有識者会議報告書が示す多面的な課題に取り組むための体制
　　(3) 有識者会議報告書における課題に対する対応策の各大学の現状と準備状況等

○教育学研究部門
関東教育学会第65回大会
期　日 ： 平成29年11月18日（土）
場　所 ： 早稲田大学
出席者 ： 61名
主な議事・内容
　　個人研究発表、総会、公開シンポジウム「今日の教育政策の展開とその課題-教育学研究の視点
　　から-」



○社会科研究部門
日本教育大学協会関東地区社会科部門
期　日 ： 平成30年 3月 3日（土）
場　所 ： 筑波大学附属小学校
出席者 ： 32名
主な議事・内容
　　(1) シンポジウム「災害に社会科はどう向き合うか」
　　(2) 社会科における災害・防災学習の在り方、被災地の学校の社会科学習・災害学習の現状と
　　　　課題などについての報告
　　(3) 上記報告に基づく社会科教育の在り方についての協議

○数学研究部門
関東地区数学教育研究談話会（第1回）
期　日 ： 平成29年 6月11日（日）
場　所 ： 横浜国立大学
出席者 ： 30名
主な議事・内容
　　(1) 数学教育学に関する研究動向に関する検討
　　(2) 数学的プロセス論とカリキュラム開発、数学教育における汎用的能力についてグループに
　　　　分かれて討議した。

○美術研究部門
関東地区会
期　日 ： 平成29年 6月24日（土）
場　所 ： 山梨県立図書館
出席者 ： 20名
主な議事・内容
　　(1) 平成29年度役員状況
　　(2) 平成28年度会計決算、監査報告
　　(3) 各大学の近況報告
　　(4) 平成30年度全国美術部門地区全国委員の選出
　　(5) 平成30年度大学美術教育学会地区全国理事の選出
　　(6) 承合事項、協議事項の検討

関東地区数学教育研究談話会（第2回）
期　日 ： 平成30年 3月 2日（金）
場　所 ： 東京学芸大学附属国際中等教育学校
出席者 ： 約20名
主な議事・内容
　　(1) 新学習指導要領にかかわる新しい内容に関する授業研究を通しての検討
　　(2) 教職大学院の導入、拡大に関する動向と対応に関する意見交換

○理科研究部門
日本教育大学協会関東地区理科部門会
期　日 ： 平成29年12月 9日（土）
場　所 ： 千葉大学教育学部5号館5101室
出席者 ： 25名
主な議事・内容
　　(1) 各大学における理科教師教育に関わる１年間の活動を中心に大学間での情報交換を行い、
　　　　今後の発展の可能性について協議した。

○音楽研究部門
日本教育大学協会全国音楽部門大学部会関東地区大会
期　日 ： 平成29年 9月25日（月）
場　所 ： 横浜国立大学教育学部音楽棟211
出席者 ： 18名
主な議事・内容
　　(1) 平成30年度全国大会について
　　(2) 平成30年度地区代表委員の選出について
　　(3) 各大学の現状及び教員採用率のための取組



○保健体育・保健研究部門
日本教育大学協会関東地区　保健体育・保健研究部門理事会
期　日 ： 平成29年 7月28日（金）
場　所 ： 東京学芸大学
出席者 ： 8名
主な議事・内容
　　(1) 平成28年度会計決算報告
　　(2) 平成29年度予算案
　　(3) 平成29年度全国理事会・総会の議題案
　　(4) 卒論文集について

○家庭科研究部門
2017年度日本教育大学協会全国家庭科部門・部会関東地区会（総会・研究会）
期　日 ： 平成29年 6月 4日（日）
場　所 ： 千葉大学けやき会館　会議室2
出席者 ： 21名（大学17名、附属校4名）
主な議事・内容
　　(1) 総会では、2016年度事業報告、決算報告、監査報告が行われた。協議事項として、2017年度
　　　　事業計画、予算、監事委嘱が了承され、全国運営委員選出のローテーションについて決定し
　　　　た。研究会では、免許状改正、大学院改革、学部改組、附属学校改革、小学校の教科に関す
　　　　る科目の「家庭」履修状況について意見交換を行った。

○幼児教育研究部門
日本教育大学協会関東地区幼児教育部門年次研究会
期　日 ： 平成30年 2月22日（木）
場　所 ： 埼玉大学
出席者 ： 10名
主な議事・内容
　　(1) 各大学の卒業生の就職状況と就職指導の課題
　　(2) 幼稚園教員要領の改定に伴う養成の現状と課題
　　(3) 保育士養成課程等の見直しに伴う今後の課題
　　(4) 次年度の取りまとめ校および開催について

○技術教育研究部門
日本教育大学協会関東地区会技術教育部門2017年度部門協議会
期　日 ： 平成29年12月 9日（土）
場　所 ： 前橋プラザ元気21　5Ｆ
出席者 ： 16名
主な議事・内容
　　(1) 協議会（2016年度活動・会計報告、協議事項、承合事項等）
　　(2) 講演会（富岡製糸場を支えた人々：南雲正和氏（みやま文庫事務局長））
　　(3) 懇親会

○書道教育研究部門
平成29年度日本教育大学協会書道部門会関東地区会
期　日 ： 平成29年 6月24日（土）
場　所 ： 学士会館（神田錦町）303号室
出席者 ： 12名
主な議事・内容
　　(1) 新学習指導要領の対応・新学習指導要領の要点について・意見交換
　　(2) 教員養成課程における課題（新教員免許法への対応を踏まえて）・意見交換
　　(3) 情報交換（各大学における改組・改編、課程認定、教職大学院、附属学校、人事、地域連携
        等について）、その他

○特別支援教育研究部門
アンケート調査打ち合わせ
期　日 ： 平成30年 1月15日（月）
場　所 ： 東京学芸大学
出席者 ： 5名
主な議事・内容
　　(1) 免許改正に伴う情報交換
　　(2) 関東地区アンケート調査に関する項目の選定



◎　評議員会

◎　学長・副学長・学部長・学部教員合同会議

◎　附属学校園教員会議（附属学校園研究協議会合同開催）

○養護研究部門
関東養護教諭学生交流会
期　日 ： 平成29年12月 2日（土）
場　所 ： 茨城大学
出席者 ： 230名
主な議事・内容
　　(1) 講演「養護教諭養成課程系四大学の学生交流会10年を振り返って」
　　　　 東京学芸大学・朝倉隆司先生
　　(2) 講演「養護教諭という素敵な仕事～学校には「障子」が必要～」茨城大学・生越　達先生
　　(3) ディスカッション

○学校種別部門
平成29年度日本教育大学協会・全国国立大学附属学校連盟・全国国立大学附属学校ＰＴＡ連合会関東地
区会研究集会並びに総会（関附連茨城大会）
期　日 ： 平成29年11月 2日（木）、 3日（金）
場　所 ： 茨城大学教育学部附属学校園、ホテルレイクビュー水戸
出席者 ： 約690名
主な議事・内容
　　(1) 授業公開、授業研究、PTA校種別実践活動協議会、校種別学校運営部会、校種別教科分科会、
　　　　ＰＴＡ講演会、校園長会、副校園長会、ＰＴＡ会長会、総会・全体会、懇親会、地域見学研修

４．北陸地区会

期　日 ： 平成29年 5月25日（木）
場　所 ： ホテルメトロポリタン長野
出席者 ： 24名
主な議事・内容
協議題　会務報告等
　 (1) 平成28年度北陸地区会事業報告について
　 (2) 平成28年度北陸地区会収支決算報告について
　 (3) 平成28年度北陸地区会収支監査報告について
　 (4) 平成29年度北陸地区会事業計画（案）について
　 (5) 平成29年度日本教育大学協会役員及び北陸地区会役員の交代について
　 (6) 平成29年度北陸地区会収支予算（案）について
　 (7) その他
承合事項
　 (1) 平成30年度の再課程認定へ向けての各大学の準備状況、留意点や問題点について
　 (2) 教職大学院の今後の課題について
その他
　 (1) 次期当番大学について

期　日 ： 平成29年10月27日（金）
場　所 ： アートホテル上越
出席者 ： 25名
主な議事・内容
協議事項
　 (1) 具体的な大学間連携の可能性について
承合事項
　 (1) 再課程認定に向けた準備状況について
　 (2) 附属学校園の改革について

期　日 ： 平成29年10月 6日（金）
場　所 ： 信州大学教育学部附属松本3校園、ホテルブエナビスタ
出席者 ： 277名
主な議事・内容
　 (1) 教育活動参観（信州大学教育学部附属松本3校園）
　 (2) 校園長会、PTA会長会
　 (3) 大会テーマ「附属学校園のあるべき姿を考える　～地域教育の発展と地域に生きる附属学校園
　　　のあり方～」に関する各部会・分科会での協議
　 (4) 総会における各部会・分科会での協議報告



◎　地区会研究部門等の活動

○音楽部門研究協議会
期　日 ： 平成29年11月17日（金）
場　所 ： 金沢大学人間社会4号館音楽ホール
出席者 ： 11名
主な議事・内容
　　福井大学から提出された、小学校教育養成のカリキュラムにおける担当授業について、また新潟
　　大学から提出された各大学の課程認定の現状について、の2点について、各県の採用状況なども含
　　めて協議が行われた。また、上越教育大学の阿部教授と富山大学の石井教授の研究発表・演奏も
    あわせて行われた。

○美術部門研究協議会
期　日 ： 平成29年 6月30日（金）
場　所 ： 新潟大学駅南キャンパス　ときめいと
出席者 ： 17名
主な議事・内容
協議題
　(1) 学部改革への取組
　(2) 教職大学院への教科の導入に対する美術の取組
　(3) 大学としての特色ある地域連携活動について（問題点や効果）
　(4) 教科・教職に関する科目の分断と細分化の改善に対する対策

○保健体育部門研究協議会
期　日 ： 平成29年11月17日（金）
場　所 ： ホテルメトロポリタン長野
出席者 ： 16名
主な議事・内容
承合事項
　(1) 学部生の初年次教育について
　(2) セメスター制について
　(3) 再課程認定の動向、教職大学院と修士課程の動向、これらをふまえた保健体育の教員組織に
　　　関する現状について
　(4) 平成３１年度教職課程認定申請における複合科目、融合科目申請への取組について
　(5) 実技科目の開講状況や今後の維持など、カリキュラムマネージメントの問題について
　(6) 学期制の変更や100分授業の導入などについて

○技術教育部門研究協議会
期　日 ： 平成29年 5月26日（金）
場　所 ： 直江津学びの交流館
出席者 ： 7名
主な議事・内容
　(1) 定例承合事項（教員定員・教員数、学生数、受験者数・合格者数・入学者数、卒業生の就職
      状況）
　(2) 教員の研究費の状況について

○国語科・書道科合同研究協議会
期　日 ：　平成29年 9月26日（火）
場　所 ：　富山大学人間発達科学部
出席者 ：　9名
主な議事・内容
 　(1) 大学改革の状況と学生数等の変化について
 　(2) 課程認定をめぐる現状について

○理科部門研究協議会
期　日 ： 平成29年11月10日（金）
場　所 ： 信州大学教育学部
出席者 ： 13名
主な議事・内容
協議題
 　(1) 再課程認定への取組について
 　(2) 平成33年度入学者選抜の実施教科・科目等について
承合事項
 　(1) 理科教員の構成について
 　(2) 教職大学院における教科専門について
 　(3) 「国立教員養成大学・学部、大学院、附属学校の改革に関する有識者会議」への対応状況に
　　　　ついて
 　(4) 理科への入学志願者数増に向けた取組について



◎　その他（既設以外の研究集会等）

○家庭科部門研究協議会
期　日 ： 平成29年10月27日（金）
場　所 ： 上越教育大学
出席者 ： 10名
主な議事・内容
協議題
　(1) 教大協北陸地区会開催順等について
承合事項
　(1) 科目区分の大くくり化に伴う「複合科目（または融合科目）」の設置について
　(2) 免許法の改正に伴う家庭科の新課程認定への対応状況について
　(3) 平成28年度卒業生の進路状況について
その他
　(1) 教大協北陸地区地区活動費について

○外国語部門研究協議会
期　日 ： 平成29年 9月30日（土）
場　所 ： 富山大学人間発達科学部
出席者 ： 9名
主な議事・内容
承合事項
　(1) 再課程認定（授業科目の設定等を含む）について
　(2) 国立教員養成大学・学部、大学、附属学校の改革に関する有識者会議のまとめへの対応について
　(3) 附属学校園との連携や協働について
　(4) 就職状況について
　(5) 教員を志望させるための工夫及び教員を志望する学生のための支援
　(6) 初等教員養成課程の学生の英語力向上にむけた対策
　(7) 100分授業などカリキュラム改革などの情報交換

○教育実践研究指導部門研究協議会
期　日 ： 平成29年10月30日（月）
場　所 ： 福井大学教育学部附属教育実践総合センター
出席者 ： 9名
主な議事・内容
協議題
　(1) 教職大学院の設置と実践センターの役割の住み分けまたは協力体制
　(2) 学校インターンシップの導入状況とセンターのかかわり
　(3) センターによる教員採用試験対策のサポート状況に関して
承合事項
　(1) 心理臨床部門の状況（公認心理師対応を含む）
　(2) 学部の改組とセンターの現状

○日本キャリア教育学会第39回研究大会
期　日 ： 平成29年10月13日（金）～ 15日（日）
場　所 ： 上越教育大学
出席者 ： 197名
主な議事・内容
  1　プレ企画　新潟県立海洋高校及び上越市立高士小学校の視察
  2　基調講演　「農場からシンカする」
  　　講師　丸田　洋 氏（穂海グループ〔(株)穂海・(有)穂海農耕〕代表取締役）
  3　実行委員会企画シンポジウム
  　　「新しい学習指導要領とキャリア教育」～戦後教育の歩みをみつめて～
  4　研究推進委員会企画シンポジウム
　  　キャリア教育研究ライブ：論文投稿への力強い一歩
  5　総会
  6　会員企画シンポジウム
　  　(1) 教師のキャリア・パスとしての教職大学院
　  　(2) 高等教育機関からみた中学校・高等学校のキャリア教育の課題について
　  　    －初年次教育にみる大学生の現状と初等中等教育に望むこと－
　  　(3) キャリア教育のアウトカム評価指標の開発に関する調査研究 －第二次報告－
　  　(4) 自らの生き方が語られる「場」あるいは「きっかけ」
　  　    －我々は当事者の語りを聞けているか－
　  　(5) 上越市における5日間の中学校職場体験に関する研究
　  　    －STAMP （S：職場、T：体験、A：新しい、M：未来へ、P：ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）の試み－
  7　口頭発表（日本語）が46発表、口頭発表（英語）が4発表、ポスター発表が28発表



○第74回北陸学校保健学会
期　日 ： 平成29年11月19日（日）
場　所 ： 金沢大学人間社会3号館2階会議室
出席者 ： 68名
主な議事・内容
　　口頭発表6演題を午前中に発表を行った。理事会では6演題の中から最優秀賞を1演題決定し、総会
　　の場で表彰を行った。午後からは特別講演として福井大学友田明美氏による講演「マルトリート
　　メントに起因する愛情障害の脳科学－学校でできる支援の在り方－」を基に質疑応答が活発になさ
　　れた。学生の参加もあり活発な意見交換があった。

○第63回幼稚園教育研究集会上越大会
後　援 ： 日本教育大学協会
期　日 ： 平成29年 7月24日（月）～ 26日（水）
場　所 ： デュオ・セレッソ
出席者 ： 195名
主な議事・内容
　7月24日（月）
　　○理事会・二委員会
　　○運営委員会
　　○園長情報交換会
　　○副園長会理事会
　7月25日（火）
　　○文部科学省講話
　　○平成28年度文部科学省委託事業報告
　　○講演会
　　○分科会
　7月26日（水）
　　○分科会

○日本心理劇学会第23回大会
期　日 ： 平成29年11月18日（土）～ 19日（日）
場　所 ： 上越教育大学
出席者 ： 112名
主な議事・内容
　・大会長講演
　・ワークショップ発表（6会場）
　・口頭発表（2会場　6件）
　・特別講演（赤堀博行　元文部科学省教科調査官、帝京大学教職大学院教授）
　・シンポジウム：「心理劇の活用の効果と課題　－教育現場での発展的活用を考える－」
　・総会

○日本健康相談活動学会2017年度夏季セミナー
期　日 ： 平成29年 8月19日（土）～ 20日（日）
場　所 ： 金沢大学自然科学本館１階・図書館棟
出席者 ： 90名
主な議事・内容
　　講義（1～4）、演習（1～2）
　　講義と演習を開催した。北陸地区の附属学校園の養護教諭の参加も多く、講義3は金沢大学浅川
　　淳司准教授による「ワーキングメモリーと子どもの支援」と題して講演があり、ワークを交えた
　　分かりやすい内容であり、好評であった。講義を基に、事例検討の基礎基本や検討の進め方を、
　　演習等を通して行い、参加者の充実感もあった。

○日本養護教諭教育学会第25回学術集会
期　日 ： 平成29年10月 7日（土）～ 8日（日）
場　所 ： 金沢大学自然科学本館１階
出席者 ： 250名
主な議事・内容
　　学会長講演、特別講演、シンポジウム、一般講演等
　　附属学校園養護教諭の参加とポスター発表があり、盛会であった。「養護教諭のキャリア形成を
　　考える：学び続ける教員層の実現にむけて」をメインテーマに開催をした。北陸地区の参加者や
　　発表者が多くあり、一般講演、ポスター発表では活発な質疑応答がされた。



◎　評議員会（または代議員会）

◎　地区会研究部門等の活動

５．東海地区会

○平成29年度日本教育大学協会東海地区会評議員会
期　日 ： 平成29年 5月22日（月）
場　所 ： 愛知教育大学　教育未来館 3階　多目的ホール
出席者 ： 17名
主な議事・内容
協議題
　 1．平成28年度日本教育大学協会東海地区会評議員会議事要録の承認について
 　2．平成29年度協会評議員・役員等について
　 3．平成28年度事業報告について
　 4．平成28年度決算報告について
　 5．平成29年度事業計画（案）について
　 6．平成29年度日本教育大学協会研究集会について
　 7．平成29年度予算案について
　 8．日本教育大学協会理事会（5/18）の報告について
　 9．教員養成を取り巻く状況に関する意見交換
　10．その他
　　(1) 次回評議員会の会場大学について

○日本教育大学協会東海地区会学長学部長連絡会及び東海教員養成コンソーシアム合同会議
期　日 ： 平成30年 3月10日（土）
場　所 ： TKPガーデンシティPREMIUM名古屋新幹線口　7階 バンケットルーム7E
出席者 ： 9名
主な議事・内容
　・日本教育大学協会東海地区会学長学部長連絡会
　 1．日本教育大学協会理事会（2月2日開催）報告について
　 2．教員養成を取り巻く状況について
　 3．その他
　・東海教員養成コンソーシアム
　 1．昨年の文部科学省ヒアリングの内容とその後の各大学の対応状況について
　 2．今後の「東海教員養成コンソーシアム」の開催について
　 3．その他

○日本教育大学協会技術部門東海地区春期研究会
期　日 ： 平成29年 6月 4日（日）
場　所 ： 名古屋会議室
出席者 ： 14名
主な議事・内容
　議事　：
　　1．自己紹介・今年度の体制
　　2．各大学の状況（現状調査報告・改革状況等）
　　3．教採関係
　　4．再課程認定について
　　5．教職大学院への移行の状況
　　6．技術職員配置の要望
　　7．その他

○日本教育大学協会家庭科部門東海地区総会
期　日 ： 平成29年 6月10日（土）
場　所 ： B-nest(ビネスト)
出席者 ： 22名
主な議事・内容
　議事　：
　　1．当番校挨拶
　　2．会員紹介
　　3．議長選出
　　4．議事、庶務報告､会計報告
　　5．研究助成の成果報告
　　6．研究協議



○日本教育大学協会書道部門会東海地区大会（2）
期　日 ： 平成30年 3月10日（土）
場　所 ： プライムセントラルタワー名古屋駅前店第12会議室
出席者 ： 4名
主な議事・内容
　議事　：
　　1．教員養成の授業内容と方法について
　　2．平成30年度の活動について
　　3．その他
　報告　：
　　1．その他

○日本教育大学協会音楽部門大学部会東海地区例会
期　日 ：　平成30年 3月22日（木）
場　所 ：　愛知教育大学音楽棟第3講義室
出席者 ：　17名
主な議事・内容
　議題　：
　　1．開会挨拶
　　2．発表＋質疑応答
　　3．各大学に関する情報交換
　　4．諸連絡

○日本教育大学協会全国美術部門・東海地区会
期　日 ： 平成29年 6月10日（土）
場　所 ： 静岡市美術館　ワークショップ室
出席者 ： 18名
主な議事・内容
　議題　：
　　1．平成29年度　部門・学会地区委員について
　　2．次年度（平成30年度）開催地について
　　3．平成31年度日本教育大学協会全国美術部門協議会・第58回大学美術教育学会の開催について
　　4．志願者数の動向（入試情報）に関する意見交換
　　5．卒業生、修了生の卒業後の進路状況について
　　6．再課程認定に向けての取組について
　　7．教員養成大学・学部の今後のありかた
　　8．その他
　報告　：
　　1．来年度以降の入試について（岐阜大学）
　　2．大学と地域との連携について(岐阜大学)
　　3．教科内容学に向けて(岐阜大学)
　　4．文化庁の助成事業、めぐるりアート静岡、デザイン研究室での取組について他(静岡大学)

○日本教育大学協会書道部門会東海地区会
期　日 ： 平成29年 8月30日（水）
場　所 ： チサン　イン　名古屋店
出席者 ： 3名
主な議事・内容
　議事　：
　　1．再課程認定に係わる学部の変更点や取組
　　2．新学習指導要領への対応
　　3．その他
　報告　：
　　1．教育大学協会書道部門会(横浜大会)報告
　　2．その他

○日本教育大学協会平成29年度東海地区理科部門会研究集会
期　 日 ： 平成29年12月 2日（土）
場　 所 ： 三重大学教育学部校舎1号館
＊研究発表（日本理科教育学会第63回東海支部大会と共催）会員による発表件数：42件
＊意見交換会
出席会員数：　15名
主な議事・内容
　議題　：
　　1．自己紹介
　　2．各大学の理科教育・教員養成に関わる取組や改組計画に関する情報交換
　　3．教員養成課程を持つ私立大学の近況に関する情報提供



◎　その他

○全国国立大学附属学校連盟東海地区研究協議会・実践活動協議会
期　日 ： 平成29年 8月22日（火）
場　所 ： ウインクあいち　大ホール
出席者 ： 347名
主な議事・内容
　1．総会
　　1) 開会の辞
　　2) あいさつ
　　3) 来賓祝辞
　　4) 来賓、講師、助言者の紹介
　　5) 次年度主管校メッセージ
　　6) 閉会の辞
　2．部会
　　1) 学校運営部会
　　　・小中一貫をめざす学校運営
　　　・子どもが育つ　大人が育つ
　　2) 教育課程部会
　　　・岡崎地区3附属による共生教育の推進について
　　　・主体性を高める教育課程
　　3) 教育研究部会
　　　・自らの意思で判断・決定していく子ども
　　　・新しい時代を生き抜く生徒
　　4) 国語部会
　　　・言葉で表現し、考えを構築する授業
　　　・高等学校「古典」（古文）における「言語活動」の実践例
　　5) 算数数学部会
　　　・算数科における「夢中になる」子どもを支えるために
　　　・「数学的に考える資質・能力」の育成を目指すための授業づくり
　　6) 技術家庭部会
　　　・「これからの社会を生き抜く子」の育成
　　　・希望の未来を拓く資質・能力の育成を目指して
　　7) 特活部会
　　　・自主性、社会性、創造性のある子どもの育成
　　　・学校祭における中学生の演劇
　　8) 特別支援教育部会
　　　・児童一人ひとりの確かな学びを育む授業づくり
　　　・本校における進路指導主事業務
　　9) 幼稚園教育部会
　　　・みんなで作ってみんなで食べる食育活動
　　　・自分の気持ちを表し、進んで遊びを楽しむ幼児の育成
　　10） 養護教諭部会
　　　・「がんについて正しく知ろう～自分と大切な人の健康と命のために～」の実践と課題
　　　・レジリエンスの考え方を生かした保健指導の在り方について
    11） 幼ＰＴＡ部会
　　　・附属学校園の防災対策
　　　・災害後、ライフライン回復までの園児の安全確保
　　12） 小PTA部会
　　　・附属学校園の防災対策
　　　・学校における、現在の防災に関する取組と、備蓄
　　13） 中高PTA部会
　　　・附属学校園の防災対策
　　　・災害に備えた備蓄品の調達と、災害後親子が出会うまでの学校の取組
　　14） 特別支援ＰＴＡ部会
　　　・附属学校園の防災対策
　　　・緊急時の対応、関係各所との連携



◎　評議員会（または代議員会）

◎　評議員会（または代議員会）

◎　理事会

◎　地区会研究部門等の活動

６．近畿地区会

期　日 ： 平成29年 6月23日（金）
場　所 ： 兵庫教育大学神戸ハーバーランドキャンパス　兵教ホール
出席者 ： 15名
主な議事・内容
  (1) 平成29年度日本教育大学協会近畿地区会評議員の確認について
  (2) 平成29年度日本教育大学協会近畿地区会役員の確認について
  (3) 平成29年度日本教育大学協会理事及び各常置委員会委員の確認について
  (4) 平成28年度事業報告について
  (5) 平成28年度決算について
  (6) 日本教育大学協会近畿地区会教科等別研究部門人員について
  (7) 平成29年度予算（案）について
  (8) その他
   （報　告）
       ① 日本教育大学協会理事会について
   （情報交換）
       ① 附属学校の機能強化について

期　日 ： 平成30年 1月12日（金）～ 22日（月）
場　所 ： ｅメールによる書面審議
出席者 ： 22名
主な議事・内容
  (1) 平成30年度日本教育大学協会研究集会実施に係る日程(案)について

期　日 ： 平成30年 2月23日（金）
場　所 ： 兵庫教育大学神戸ハーバーランドキャンパス　兵教ホール
出席者 ： 18名
主な議事・内容
　(1) 平成30・31年度日本教育大学協会近畿地区会役員の選出について
  (2) 平成30・31年度日本教育大学協会評議員及び理事の選出について
  (3) 日本教育大学協会近畿地区会規程の改正について
  (4) その他
   （報　告）
       日本教育大学協会理事会(平成30年2月8日)報告について
   （意見交換）
       ① 日本教育大学協会近畿地区会のあり方について
       ② 附属学校園における副校園長の事務軽減について　－外部組織との連携の見直し－

教科等別研究部門　国語
期　日 ： 平成29年 9月14日（木）
場　所 ： 京都教育大学藤森キャンパス
出席者 ： 13名
主な議事・内容
  (1) 免許法改正後の再課程認定に向けての教育課程見直しについて
  (2) 「共通テスト」導入等を見据えた入試改革について
  (3) 大学院改組（教職大学院完全移行）について

教科等別研究部門　社会
期　日 ： 平成30年 2月27日（火）
場　所 ： 和歌山大学
出席者 ： 13名
主な議事・内容
  (1) 教職大学院における社会科関連教員の位置付け



教科等別研究部門　音楽
期　日 ：平成29年 4月15日（土）
場　所 ：兵庫教育大学神戸ハーバーランドキャンパス
出席者 ：21名
主な議事・内容
  (1) 教員不補充における授業等への対応と工夫
  (2) 附属校園・公立学校との連携について

教科等別研究部門　美術
期　日 ： 平成29年 9月22日（金）
場　所 ： 広島大学東広島キャンパス
出席者 ： 34名
主な議事・内容
  (1) 平成29年度部門会員登録状況
  (2) 平成28年度事業報告
  (3) 部門規程（会員）等の変更について

教科等別研究部門　技術
期　日 ： 平成29年 6月 4日（日）
場　所 ： 兵庫教育大学神戸ハーバーランドキャンパス
出席者 ： 11名
主な議事・内容
  (1) 平成28年度事業報告
  (2) 平成28年度会計報告
  (3) 平成29年度役員（代表、副代表、幹事、運営委員）
  (4) 平成30年度役員（代表、副代表、幹事）
  (5) 平成29年度事業計画
  (6) 平成29年予算案
  (7) 最近の教員養成系大学・学部を取り巻く情勢について
  (8) その他

教科等別研究部門　家庭
期　日 ： 平成29年 6月10日（土）
場　所 ： 兵庫教育大学神戸ハーバーランドキャンパス
出席者 ： 11名
主な議事・内容
  (1) 平成29年度近畿地区会会長及び副会長の承認
  (2) 平成28年度近畿地区会決算報告について
  (3) 平成29年度近畿地区会予算計画について
  (4) 次期（平成30・31年度）運営委員の選出について
  (5) 平成30年度当番校について
  (6) 日本教育大学協会全国家庭科部門近畿地区総会の開催について
  (7) 地区会研究助成の受付について

教科等別研究部門　教育学
期　日 ： 平成29年11月24日（金）
場　所 ： 大阪教育大学柏原キャンパス
出席者 ： 14名
主な議事・内容
  (1) ミニシンポジウム「教員養成系大学・学部の『生き残り』戦略とわたしたちの課題」
  (2) 情報交換会

教科等別研究部門　数学
期　日 ： 平成29年11月22日（水）
場　所 ： 神戸大学
出席者 ： 10名
主な議事・内容
  (1) 教員採用試験の合否状況および卒業生の進路・就職状況
  (2) 学部入試改革・教員免許法改正に伴うカリキュラム改革の状況
  (3) 第3期中期計画・中期目標および課程認定について
  (4) （教職）大学院と修士課程および教員養成の高度化について



◎　その他（研究分科会活動）

［幼小・中高］　理科
期　日 ： 平成29年 7月 4日（火）
場　所 ： 京都教育大学附属京都小中学校
出席者 ： 24名
主な議事・内容
  (1) "Thinking Science"の取組について
  (2) 放射線教育について
  (3) 小学校1年・中学校3年（9年）公開授業事後研究

［幼小］　音楽
期　日 ： 平成29年11月22日（水）
場　所 ： 大阪教育大学附属天王寺小学校
出席者 ： ７名
主な議事・内容
  (1) 授業参観
  (2) 研究協議
  (3) 情報交換

教科等別研究部門　心理
期　日 ： 平成30年 2月 3日（土）
場　所 ： 兵庫教育大学神戸ハーバーランドキャンパス
出席者 ： 11名
主な議事・内容
  (1) 学部関係：再編、改組、教員免許状の再課程認定、入試改革
  (2) 大学院関係：教職大学院の現状と課題、既設大学院改革
  (3) 資格関係：公認心理師への対応、学校心理士、准学校心理士、臨床発達心理士
  (4) その他

教科等別研究部門　幼児教育
期　日 ： 平成30年 2月16日（金）
場　所 ： 滋賀大学附属幼稚園
出席者 ： 13名
主な議事・内容
  (1) 今年度の就職状況
  (2) 情報交換（改組、課程認定等について）
  (3) その他

［幼小］　国語
期　日 ： 平成29年11月14日（火）
場　所 ： 奈良女子大学附属小学校
出席者 ： 12名
主な議事・内容
  (1) 学習参観
  (2) 研究協議
  (3) 情報交換

［幼小］　社会
期　日 ： 平成29年11月22日（水）
場　所 ： 大阪教育大学附属池田小学校
出席者 ： 4名
主な議事・内容
  (1) 公開授業
  (2) 研究協議
  (3)本校の安全について

［幼小］　算数
期　日 ： 平成29年10月17日（火）
場　所 ： 京都教育大学附属桃山小学校
出席者 ： 8名
主な議事・内容
  (1) 公開授業
  (2) 協議会
  (3) 情報交換



［幼小］　図画工作
期　日 ： 平成29年11月10日（金）
場　所 ： 兵庫教育大学附属小学校
出席者 ： 20名
主な議事・内容
  (1) 授業参観
  (2) 情報交換
  (3) 研究協議

［幼小・中高］　家庭・技術家庭
期　日 ： 平成29年11月22日（水）
場　所 ： 滋賀大学附属小学校
出席者 ： 14名
主な議事・内容
  (1) 調理実習
  (2) 講義
  (3) 情報交流

［幼小］　特別活動・生徒指導
期　日 ： 平成29年12月 1日（金）
場　所 ： 和歌山大学附属小学校
出席者 ： 32名
主な議事・内容
  (1) 情報交換（各校園の取組等）
  (2) 公開授業・協議会
  (3) 講演

［中高］　国語
期　日 ： 平成29年 7月 3日（月）
場　所 ： 奈良女子大学附属中等教育学校
出席者 ： 19名
主な議事・内容
  (1) 公開授業
  (2) 研究協議、指導助言
  (3) 情報交換

［中高］　社会
期　日 ： 平成29年10月19日（木）
場　所 ： 大阪教育大学附属高等学校池田校舎・附属池田中学校
出席者 ： 20名
主な議事・内容
  (1) 授業参観
  (2) 研究協議・情報交換
  (3) 池田市内巡検

［中高］　数学
期　日 ： 平成29年11月 7日（火）
場　所 ： 京都教育大学附属桃山中学校
出席者 ： 12名
主な議事・内容
  (1) 授業参観
  (2) 研究協議・情報交換
  (3) 講演

［中高］　音楽
期　日 ： 平成29年11月 8日（水）
場　所 ： 大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎
出席者 ： 2名
主な議事・内容
  (1) 授業参観
  (2) 研究協議
  (3) 情報交換



［中高］　美術
期　日 ： 平成29年11月10日（金）
場　所 ： 兵庫教育大学附属中学校
出席者 ： 15名
主な議事・内容
  (1) 授業参観
  (2) 研究協議
  (3) 情報交換

［幼小・中高］　体育・保健体育
期　日 ：平成29年11月 1日（水）
場　所 ：神戸大学附属中等教育学校
出席者 ：13名
主な議事・内容
  (1) 若年性がん体験者による講演
  (2) 授業参観
  (3) 研究協議

［中高］　特別活動・生徒指導
期　日 ： 平成29年12月 1日（金）
場　所 ： 和歌山大学附属小学校
出席者 ： 32名
主な議事・内容
  (1) 情報交換
  (2) 公開授業・協議会
  (3) 講演

［幼小・中高］　道徳
期　日 ： 平成29年 9月29日（金）
場　所 ： 奈良教育大学附属中学校
出席者 ： 18名
主な議事・内容
  (1) 道徳のカリキュラム編成について
  (2) 道徳の評価の方法について
  (3) 道徳における深い学びについて

［中高］　英語・外国語
期　日 ： 平成29年11月29日（水）
場　所 ： 大阪教育大学附属平野中学校・附属高等学校平野校舎
出席者 ： 10名
主な議事・内容
  (1) ワークショップ
  (2) 情報交換、助言

［特別］　幼稚園
期　日 ： 平成29年12月17日（日）
場　所 ： 奈良女子大学附属幼稚園
出席者 ： 49名
主な議事・内容
  (1) 研究報告及び活動の体験
  (2) 講演「敷き詰めの数学」
  (3) 情報交換

［特別］　教育実習
期　日 ： 平成29年11月 1日（水）
場　所 ： 兵庫教育大学附属小学校
出席者 ： 8名
主な議事・内容
  (1) 実習生公開授業参観
  (2) 情報協議　実地教育の運営について
  (3) 情報交換

［特別］　教育課程・副校園長
期　日 ：平成29年 8月 1日（火）
場　所 ：大阪教育大学附属高等学校池田校舎
出席者 ：35名
主な議事・内容
  (1) 講演
  (2) 情報交換



［特別］　主幹・教務主任
期　日 ： 平成29年10月17日（火）
場　所 ： 和歌山大学附属中学校
出席者 ： 20名
主な議事・内容
  (1) 公開事業
  (2) 情報交換
  (3) 講義・助言

［特別］　人権教育
期　日 ： 平成30年 2月16日（金）
場　所 ： 神戸大学附属小学校
出席者 ： 8名
主な議事・内容
  (1) 公開学習
  (2) 協議・交流　人権的視点を取り入れた道徳の学習について
  (3) 講話　「教育史から子どもの人権を考える」

［特別］　帰国子女教育
期　日 ： 平成30年 1月26日（金）
場　所 ： 神戸大学附属小学校
出席者 ： 11名
主な議事・内容
  (1) 授業参観
  (2) 講話　「海外子女・帰国子女教育の現状」
  (3) 指導助言及び情報交換

［特別］　給食
期　日 ： 平成29年11月16日（木）
場　所 ： 神戸大学附属中等教育学校
出席者 ： 9名
主な議事・内容
  (1) 公開授業
  (2) 研究協議
  (3) 給食試食

［特別］　養護教諭
期　日 ： 平成29年11月24日（金）
場　所 ： 奈良教育大学附属小学校
出席者 ： 30名
主な議事・内容
  (1) 地区理事報告
  (2) 講演
  (3) 全附連養護教諭部会にむけての協議

［特別・副校園長］　特別支援教育　[校種別]特別支援学校
期　日 ： 平成29年 7月 1日（土）
場　所 ： 大阪教育大学天王寺キャンパス
出席者 ： 13名
主な議事・内容
  (1) 組織運営等の確認
  (2) 実践研究会概要説明他
  (3) 意見交換

期　日 ： 平成29年12月 9日（土）
場　所 ： 滋賀大学附属特別支援学校
出席者 ： 191名
主な議事・内容
  (1) 公開授業
  (2) 分科会
  (3) 講演



◎　評議員会（または代議員会）

◎　地区会研究部門等の活動

［校種別］　幼稚園
期　日 ： 平成29年 5月20日（土）
場　所 ： 新都ホテル
出席者 ： 7名
主な議事・内容
  (1) 今後の幼児教育の展望
  (2) 附属幼稚園の組織（勤務、予算、人事採用等）
  (3) 働き方改革他

［校種別］　小学校・中学校
期　日 ： 平成29年12月 8日（金）
場　所 ： 京都教育大学附属京都小中学校
出席者 ： 17名
主な議事・内容
  (1) 国立大学附属学校の今後の在り方
  (2) 有識者会議報告への対応策
  (3) 各校の取組の情報交換

［校種別］　高等学校
期　日 ： 平成29年12月 4日（月）
場　所 ： 大阪教育大学天王寺キャンパス
出席者 ： 8名
主な議事・内容
  (1) 情報交換
  (2) 協議

７．中国地区会

期　日 ： 平成29年 7月14日（金）
場　所 ： ホテルグランヴィア広島（広島市）
出席者 ： 22名
主な議事・内容
　(1) 平成28年度地区会事業及び決算（案）について
　(2) 平成29年度地区会事業計画（案）について
　(3) 平成29年度地区会予算(案)について
　(4) 平成30年度日本教育大学協会中国地区会評議員会開催大学について
　(5) 「研究集会補助金配分基準」の見直し等について
　(6) 教職大学院の量的・質的充実について
  (7) 総合大学における教育系学部・大学院のプレゼンスの向上について

○平成29年度日本教育大学協会全国技術教育部門中国地区研究協議会
期　日 ： 平成29年 5月26日 (金)
場　所 ： 西条HAKUWAホテル（東広島市）
出席者 ： 11名
主な議事・内容
　(1) 研究協議会
　(2) 情報交換

○平成29年度日本教育大学協会全国美術部門協議会中国地区定例総会
期　日 ： 平成29年 6月10日 (土)
場　所 ： 岡山大学教育学部（岡山市）
出席者 ： 25名
主な議事・内容
　(1) 全国委員会等報告、会計報告等
　(2) 協議、情報交換

○平成29年度日本教育大学協会中国地区英語部門協議会
期　日 ： 平成29年 6月24日 (土)
場　所 ： 広島大学大学院教育学研究科・教育学部（東広島市）
出席者 ： 11名
主な議事・内容
　(1) 協議会
　(2) その他



◎　その他

○平成29年度日本教育大学協会中国地区会家庭科部門研究協議会
期　日 ： 平成29年 8月10日 (木)
場　所 ： 山口大学教育学部(山口市)
出席者 ： 10名
主な議事・内容
　(1) 協議会
　(2) その他

○日本教育大学協会中国地区会家庭科部門総会
期　日 ： 平成29年 8月21日 (月)
場　所 ： 道後温泉ふなや（松山市）
出席者 ： 34名
主な議事・内容
　(1) 平成28年度事業報告等
　(2) 平成29年度事業計画等協議

○平成29年度日本教育大学協会中国地区音楽部門大学部会
期　日 ： 平成29年 9月 4日 (月)
場　所 ： 島根県民会館(松江市)
出席者 ： 26名
主な議事・内容
　(1) 総会　会計報告等
　(2) 協議会

○平成29年度日本教育大学協会全国美術部門協議会第56回大学美術教育学会広島大会
期　日 ： 平成29年 9月22日 (金) ～ 24日 (日)
場　所 ： 広島大学大学院教育学研究科・教育学部（東広島市）
出席者 ： 188名
主な議事・内容
　(1) 委員会、役員会
　(2) 協議会
　(3) 研究発表
　(4) 総会

○平成29年度中国地区国立大学附属学校連盟・同PTA連合会総会並びにPTA実践活動協議会
期　日 ： 平成29年11月10日 (金) ～ 11日（土）
場　所 ： ホテル一畑(松江市)
出席者 ： 284名
主な議事・内容
　(1) 全体会
　(2) 講演
　(3) 総会
　(4) 分科会　校種別分科会

○平成29年度日本教育大学協会中国地区理科研究部門協議会
期　日 ： 平成29年11月17日 (金)
場　所 ： 鳥取大学地域学部（鳥取市）
出席者 ：　8名
主な議事・内容
　(1) 各大学現状報告
　(2) 提案事項協議

○平成29年度日本教育大学協会全国書道教育部門会中国地区研究協議会
期　日 ： 平成29年12月 9日 (土) ～ 10日 (日)
場　所 ： 梅光学院大学(下関市)
出席者 ： 20名
主な議事・内容
　(1) 研究協議会(総会、研究発表、情報交換)
　(2) 名品鑑賞

○平成29年度全国国立大学法人教育系学部長会議
期　日 ： 平成29年 5月19日（金）
場　所 ： 広島ガーデンパレス(広島市)
出席者 ： 29名
主な議事・内容
　(1) 提案事項協議
　(2) 情報交換



○日本家庭科教育学会中国地区会第37回研究発表会・講演会・総会
期　日 ： 平成29年 8月26日 (土)
場　所 ： 福山平成大学(福山市)
出席者 ： 99名
主な議事・内容
　　総会、研究発表会、講演会　他

○日本協同教育学会第14回大会
期　日 ： 平成29年10月27日 (金) ～ 29日 (日)
場　所 ： 岡山県立倉敷青陵高等学校（倉敷市)、岡山大学教育学部（岡山市）
出席者 ： 216名
主な議事・内容
　　総会、公開授業、研究発表､記念講演、ワークショップ　他

○第66回全国社会科教育学会全国研究大会
期　日 ： 平成29年10月28日 (土) ～ 29日 (日)
場　所 ： 広島大学大学院教育学研究科・教育学部（東広島市）
出席者 ： 380名
主な議事・内容
　理事会、総会、フォーラム、自由研究発表　他

○中国四国心理学会第73回大会
期　日 ： 平成29年11月11日 (土) ～ 12日 (日)
場　所 ： 徳島大学（徳島市）
出席者 ： 192名
主な議事・内容
　理事会、研究発表、講演会、シンポジウム　他

○平成29年度日本理科教育学会第66回中国支部大会
期　日 ： 平成29年11月18日 (土)
場　所 ： 鳥取大学（鳥取市）
出席者 ： 43名
主な議事・内容
　研究発表、委員会、総会　他

○第52回全国国立大学附属学校連盟養護教諭部会中国地区総会並びに研究協議会
期　日 ： 平成29年 6月29日（木）～ 30日 (金)
場　所 ： 松江歴史館(松江市)
出席者 ：  14名
主な議事・内容
  　総会、講演会、研究発表、研究協議会　他

○平成29年度第50回中国地区国立大学附属学校連盟幼稚園部会研究集会
期　日 ： 平成29年 6月30日 (金) ～ 7月 1日 (土)
場　所 ： 東広島芸術文化ホール、広島大学附属幼稚園(東広島市)
出席者 ： 61名
主な議事・内容
　　協議会、研究協議会、公開保育、分科会　他

○平成29年度中国地区附属学校園副校園長会
期　日 ： 平成29年 8月 8日 (火) ～ 9日（水）
場　所 ： 広島大学附属小・中・高等学校(広島市)
出席者 ： 29名
主な議事・内容
　　講演会、会議Ⅰ・Ⅱ、情報交換会　他

○外国語活動・小学校英語教育研修会
期　日 ： 平成29年 8月21日 (月)
場　所 ： 島根大学教育学部附属小学校(松江市)
出席者 ： 70名
主な議事・内容
　　ワークショップ、実践報告、情報交換会、活動発表　他

○中国四国教育学会第69回大会
期　日 ： 平成29年11月25日 (土) ～ 26日 (日)
場　所 ： 広島女学院大学（広島市）
出席者 ： 348名
主な議事・内容
　総会、研究発表、シンポジウム、部会　他



◎　評議員会（または代議員会）

◎　理事会

◎　地区会研究部門等の活動

○初等教育カリキュラム学会第2回研究大会
期　日 ： 平成30年 1月 7日 (日)
場　所 ： 広島大学東千田キャンパス（広島市）
出席者 ： 100名
主な議事・内容
　理事会、研究発表、シンポジウム　他

８．四国地区会

期　日 ： 平成29年 7月19日 (水)
場　所 ： ザ クラウンパレス新阪急高知
出席者 ： 11名
主な議事・内容
報告事項
　(1) 日本教育大学協会理事会報告
　(2) 日本教育大学協会評議員会報告
　(3) その他
協議事項
　(1) 平成28年度事業及び決算報告について
　(2) 平成29年度事業計画及び予算について
　(3) 平成29年度四国地区会役員について
　(4) 教育職員免許法改正と再課程認定に向けた準備状況について
　(5) 「国立教員養成大学・学部､大学院、附属学校の改革に関する有識者会議」の受け止めと対応
　　　について
　(6) その他

期　日 ： 平成30年 2月20日 (火)
場　所 ： JRホテルクレメント高松
出席者 ： 4名
主な議事・内容
　平成29年度日本教育大学協会四国地区学長・学部長会議
協議事項
　(1) 平成29年度日本教育大学協会理事会等の報告について
　(2) 平成30年度日本教育大学協会四国地区会議日程等について
　(3) その他

期　日 ： 平成29年12月 1日 (金)
場　所 ： 高知大学教育学部1館2階　第一会議室
出席者 ： 37名
主な議事・内容
　　平成29年度日本教育大学協会四国地区研究集会「高知集会」
　　講 演 会  テーマ ： 「教員の養成・採用・研修の改革動向について」
　　研究発表　テーマ ： 「自由課題」
　　(1) 教職大学院「教員養成特別コース」における教員採用試験対策の取組について
　　(2) 教職大学院開設に伴い変化する交流人事教員の取組
　　(3) 絵具遊び活動の取り組み―高知大学教育学部附属幼稚園での実践―
　　(4) 正課内活動としての小学校プログラミング教育～地域連携による取り組みの中間報告～
　　(5) 学びに熱中する子どもの育成
　　(6) 卒業後の「働く生活」を実現するための系統的なキャリア教育の推進及び就労支援体制
　　　　の構築を目指した取組～アメリカ合衆国の視察から学んだことを生かすために～
　　(7) 協創の教育―「新しい価値」を創り出す子どもを育てる―
　　(8) 知的障害教育校における21世紀型能力の育成を目指して



◎　評議員会

◎　地区会研究部門等の活動

９．九州地区会

（春季）
期　日 ： 平成29年 4月28日（金）
場　所 ： 福岡市（ホテルセントラーザ博多）
出席者 ： 23名
主な議事・内容
　　(1) 平成28年度事業及び決算報告について
　　(2) 平成29年度事業及び予算案について
　　(3) 九州地区の教員養成系大学・学部間の連携の強化について
　　(4) 教職大学院における教科領域の効果的な取組について
　　(5) 日本教育大学協会九州地区研究協議会等の開催頻度について
　
（秋季）
期　日 ： 平成29年11月10日（金）
場　所 ： 大分市（大分センチュリーホテル）
出席者 ： 17名
主な議事・内容
　　(1) 平成30年度より全学施設となる「教職センター」専任教員の教大協会員について
　　(2) 九州地区における連携について
　　(3) 「国立教員養成大学・学部、大学院、附属学校の改革に関する有職者会議」報告書への対応に
　　　　ついて

国語部門研究協議会
期　日 ： 平成29年12月 2日（土）･ 3日（日）
場　所 ： 福岡市（アクロス福岡　西館７階　702会議室）
出席者 ： 13名
主な議事・内容
　　(1) 文部科学省「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について」(7/24付)を受けて、
　　　　コアカリキュラムの考え方をいれた授業の組み立てなどの対応について
　　(2) 修士課程の行く末について
　　(3) 国語部門研究協議会の開催頻度（隔年開催）について

数学部門研究協議会
期　日 ： 平成29年12月 1日（金）
場　所 ： 宮崎市（宮崎大学まちなかキャンパス　セミナーエリア）
出席者 ： 12名
主な議事・内容
　　(1)(a)新教員免許法に対する検討状況、準備状況について
　　　 (b)新教員免許法に対する各大学の状況、困った点等について
　　(2) 日本教育大学協会九州地区各部門研究協議会の開催を2年に1回にするという提案に対する
　　　　数学部門の考えについて

社会科部門研究協議会
期　日 ： 平成29年12月 8日（金）
場　所 ： 佐賀市（ホテルグランデはがくれ）
出席者 ： 11名
主な議事・内容
　　(1) 中等の教科専門教員の確保に対しての動向について
　　(2) 教職課程再課程認定に向けての対応について
　　(3) 教職大学院の現状について
　　(4) 教員組織と教育組織の分離の動向について

理科(理科教育)部門研究協議会
期　日 ： 平成29年12月15日（金）･ 16日（土）
場　所 ： 福岡市（福岡教育大学自然科学教棟１階）
出席者 ： 9名
主な議事・内容
　　(1) 教科教育（理科）担当教員の教職大学院への関与について
　　(2) 日本教育大学協会九州地区理科（理科教育）部門研究協議会のメール会議化について



家庭科部門研究協議会
期　日 ： 平成29年 7月29日（土）
場　所 ： 鹿児島市（鹿児島大学教育学部）
出席者 ： 14名
主な議事・内容
　　(1) 家庭科部門研究協議会の開催について

技術部門研究協議会
期　日 ： 平成29年 6月16日（金）
場　所 ： 宮崎市（宮崎大学まちなかキャンパス　セミナーエリア）
出席者 ： 12名
主な議事・内容
　　(1) 教科の専門性を維持するための具体的な取組について
　　(2) 九州地区における技術科の生き残り策について
　　(3) 他教科における技術及びものづくり教育について

教育学部門研究協議会
期　日 ： 平成29年11月24日（金）
場　所 ： 鹿児島市（鹿児島大学教育学部）
出席者 ： 8名
主な議事・内容
　　(1) 教育学部部門研究協議会の開催について
　　(2) 再課程認定への対応について
　　(3) 学部改組、教職大学院の将来について
　　(4) 今後の課程認定を見据えた人員の配置や専門領域の配置について
　　(5) 学部における今後の教員採用・昇任計画について

心理学部門研究協議会
期　日 ： 平成29年12月 8日（金）・ 9日（土）
場　所 ： 佐賀市（ホテルグランデはがくれ）
出席者 ： 10名
主な議事・内容
　　(1) 九州地区心理学部門研究協議会の今後のあり方について
　　(2) 公認心理師への対応について
　　(3) 免許法改正に伴う再課程認定への対応状況について

外国語部門研究協議会
期　日 ： 平成29年11月17日（金）・ 18日（土）
場　所 ： 佐賀市（ホテルグランデはがくれ）
出席者 ： 10名
主な議事・内容
　　(1) 教員養成大学・学部の統合再編についてどのような議論を行っているか
　　(2) 今後の大学入試のあり方について
　　(3) 教職大学院の現状と課題

美術部門研究協議会
期　日 ： 平成29年 6月30日（金）
場　所 ： 那覇市（琉球大学研究者交流施設・50周年記念館)
出席者 ： 19名
主な議事・内容
　　（1）再課程認定への対応について
　　（2）美術部門研究協議会の開催頻度について

保健体育部門研究協議会
期　日 ： 平成30年 3月 2日（金）･ 3日（土）
場　所 ： 長崎市（長崎大学教育学部本館5階）
出席者 ： 13名
主な議事・内容
　　(1) 保健体育部門研究協議会の開催頻度（隔年開催）について

書道部門研究協議会
期　日 ： 平成29年12月15日（金）
場　所 ： 宮崎市（宮崎大学まちなかキャンパス　セミナーエリア）
出席者 ： 9名
主な議事・内容
　　(1) 九州・沖縄における今後の書写書道教員養成の充実について
　　(2) 九州地域ゆかりの「書」について
　　(3) 国立教員養成大学・学部、大学院、附属学校の改革に関する有職者会議の「大学の連携・
　　　　統合に係わる提言等」に基づく、各大学の議論の状況について



特別支援教育部門研究協議会
期　日 ： 平成30年 1月26日（金）･ 27日（土）
場　所 ： 鹿児島市（サンプラザ天文館）
出席者 ： 9名
主な議事・内容
　　(1) 特別支援教育部門研究協議会の開催について
　　(2) 平成31年度の再課程認定に係る教職課程コアカリキュラムについて、「特別の支援を必要と
　　　　する幼児、児童及び生徒に対する理解」の作成状況について

幼児教育部門研究協議会
期　日 ： 平成30年 3月 3日（土）・ 4日 (日)
場　所 ： 福岡市（博多サンヒルズホテル）
出席者 ： 7名
主な議事・内容
　　(1) 教員養成学部を巡る状況の変化に伴い、各大学における幼稚園教員免許課程認定の維持に
　　　　ついて
　　(2) 「再課程認定」における取組状況について
　　(3) 附属幼稚園等での実習について
　　(4) 保育士資格取得にむけた取組について
　　(5) 今後の幼稚園教員養成のあり方について

教務・学生支援部門研究協議会
期　日 ： 平成29年12月 1日（金）・ 2日 (土)
場　所 ： 福岡市（JR博多シティ10階　小会議室）
出席者 ： 15名
主な議事・内容
　　(1) 教務・学生支援部門研究協議会の開催頻度（隔年開催）について

教育実習部門研究協議会
期　日 ： 平成29年11月22日（水）
場　所 ： 鹿児島市（JR九州ホテル鹿児島）
出席者 ： 10名
主な議事・内容
　　(1) 教育実習部門研究協議会の開催について

生活科部門研究協議会
期　日 ： 平成29年10月 6日（金）・ 7日（土）
場　所 ： 長崎市（長崎市南山手区町並み保存センター）
出席者 ： 6名
主な議事・内容
　　(1) 生活科の授業担当者の割り当て方と実施日について
　　(2) 生活科・総合的な学習の時間における担当教員について
　　(3) (再)課程認定における「各教科の指導法（情報機器及び教材の活用を含む）」のカリキュ
　　　　ラムの工夫と実施体制について

教育実践研究会
期　日 ： 平成30年 2月 9日（金）
場　所 ： 鹿児島市（鹿児島大学教育学部　他）
出席者 ： 15名
主な議事・内容
　　(1) 教育実践研究協議会の開催について

小学校部会
期　日 ： 平成29年 5月12日（金）
場　所 ： 福岡市（アクロス福岡）
出席者 ： 86名
主な議事・内容
　　(1) 熊本地震　～その時なにがあったのか～
　　　　・熊本大学教育学部附属小学校の実践発表と協議
　　(2) 皆の学びと協力で　明るく　照らそう　子どもの未来
　　　　・長崎大学教育学部附属小学校の実践発表と協議



◎　その他（附属学校教科等研究集会）

特別支援学校部会
期　日 ： 平成29年 5月12日（金）
場　所 ： 福岡市（アクロス福岡）
出席者 ： 20名
主な議事・内容
　　(1) 共に子どものよりよい関わり合いを育む　連携力
　　　　 ・鹿児島大学教育学部附属特別支援学校の実践発表と協議

幼稚園部会
期　日 ： 平成29年 5月12日（金）
場　所 ： 福岡市（アクロス福岡）
出席者 ： 32名
主な議事・内容
　　(1) チーム鹿附幼だからできる子どもへの愛
　　　　 ・鹿児島大学教育学部附属幼稚園の実践発表と協議

校園長会
期　日 ： 平成29年10月27日（金）
場　所 ： 熊本市
主な議事・内容
　　(1) 全体会
　　(2) 校種別分科会

副校園長会・PTA会長会（PTA会長会については、副校園長会と同時開催）
期　日 ： 平成29年 9月 8日（金）
場　所 ： 熊本市
主な議事・内容
　　(1) 全体会
　　(2) 校種別分科会

中学校部会
期　日 ： 平成29年 5月12日（金）
場　所 ： 福岡市（アクロス福岡）
出席者 ： 72名
主な議事・内容
　　(1) 生きる力を育てよう。学校と家庭の連携をもって ～力を合わせ、心豊かな実りある活動に～
　　　　 ・熊本大学教育学部附属中学校の実践発表と協議
　　(2) 集い　学び　共に育てる「生きる力」 ～明日（みらい）を見つめて　3年間の歩み～
         ・長崎大学教育学部附属中学校の実践発表と協議

教頭会（夏季）
期　日 ： 平成29年 7月27日 (木) ・ 28日 (金)
場　所 ： 福岡市
主な議事・内容
　　(1) 全体会
　　(2) 校種別分科会

教頭会（冬季）
期　日 ： 平成30年 2月16日 (金) ・ 17日（土）
場　所 ： 大分市
主な議事・内容
　　(1) 全体会
　　(2) 校種別分科会

国　語
期　日 ： 平成29年 7月27日 (木) ・ 28日 (金)
場　所 ： 宮崎市
主な議事・内容
　　(1) 開会行事
　　(2) 研修(各学校の研修内容の交流会及び講演）

社　会
期　日 ： 平成29年 7月27日 (木) ・ 28日 (金)
場　所 ： 鹿児島市
主な議事・内容
　　(1) 研修Ⅰ（小･中分科会）
　　(2) 研修Ⅱ（講演会）
　　(3) 研修視察



理　科
期　日 ： 平成29年 7月27日（木）・ 28日 (金)
場　所 ： 小倉市
主な議事・内容
　　(1) 開会行事
　　(2) 分科会（小･中別　実践発表)
　　(3) 情報交換会

生活・総合
期　日 ： 平成29年 7月28日（金）・ 29日 (土)
場　所 ： 大分市
主な議事・内容
　　(1) 全体会
　　(2) 研修会
　　(3) 研修視察

音　楽
期　日 ： 平成29年 7月24日（月）・ 25日（火）
場　所 ： 久留米市
主な議事・内容
　　(1) 開会行事
　　(2) 分科会(各種実践報告会)
　　(3) 連絡協議会

図画工作・美術
期　日 ： 平成29年 7月25日（火）・ 26日 (水)
場　所 ： 佐賀市
主な議事・内容
　　(1) 研修Ⅰ(研修内容の発表及び質疑)
　　(2) 情報交換会

算数・数学
期　日 ： 平成29年 8月 3日（木）・ 4日 (金)
場　所 ： 那覇市
主な議事・内容
　　(1) 全体会
　　(2) 実践報告会
　　(3) 情報交換会

体　育
期　日 ： 平成29年 7月27日 (木) ・ 28日 (金)
場　所 ： 長崎市
主な議事・内容
　　(1) 開会行事
　　(2) 分科会（小･中別　実践報告会)
　　(3) 情報交換会

養　護
期　日 ： 平成29年 7月28日 (金)
場　所 ： 佐賀市
主な議事・内容
  　(1) 開会行事
　　(2) 分科会（小･中別　実践報告会)
　　(3) 情報交換会

技術・家庭
期　日 ： 平成29年 7月27日 (木) ・ 28日 (金)
場　所 ： 熊本市
主な議事・内容
  　(1) 開会行事
　　(2) 分科会（各種実践報告会)
　　(3) 情報交換会



特別支援教育
期　日 ： 平成29年 7月28日（金）・ 29日 (土)
場　所 ： 宮崎市
主な議事・内容
　　(1) 開会行事
　　(2) 分科会（実践報告会)
　　(3) 情報交換会

幼稚園
期　日 ： 平成29年 8月 3日（木）･ 4日（金）
場　所 ： 大分市
主な議事・内容
　　(1) 開会行事
　　(2) 分科会（実践報告会)
　　(3) 情報交換会

栄養士会
期　日 ： 平成29年 7月27日（木）・ 28日 (金)
場　所 ： 福岡市
主な議事・内容
　　(1) 研究協議
　　(2) 全体会
　　(3) 特別講話

研究主任会
期　日 ： 平成29年 7月27日（木）・ 28日 (金)
場　所 ： 福岡市
主な議事・内容
　　(1) 開会行事
　　(2) 研修
　　(3) 情報交換会

英語・外国語活動
期　日 ： 平成29年 8月 1日（火）・ 2日 (水)
場　所 ： 大分市
主な議事・内容
  　(1) 開会行事
　　(2) 分科会（各種実践報告会)
　　(3) 連絡協議会

道　徳
期　日 ： 平成29年 7月27日 (木) ・ 28日 (金)
場　所 ： 福岡市
主な議事・内容
　  (1) 開会行事
　　(2) 分科会（各種実践報告会)
　　(3) 情報交換会

特別活動
期　日 ： 平成29年 7月25日（火）・ 26日 (水)
場　所 ： 佐賀市
主な議事・内容
　　(1) 開会行事
　　(2) 分科会（実践報告会)
　　(3) 情報交換会


