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－平成20年度兵庫教育大学学校教育学部入学者選抜要項について－
平成19年７月９日（月）に公表した入学者選抜要項の概要は次のとおりである。
１

２

募集人員
（内訳）

１６０人
一般入試
前期日程
〃
後期日程
推薦入学
帰国子女特別選抜
私費外国人留学生特別選抜

８０人
２２人
５８人
若干人
若干人

出願資格
前期日程
後期日程

推薦入学

帰国子女

私費外国人留学生

①高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者及び平成20年３
月卒業見込みの者等
②平成20年度大学入試センター試験の５教科７科目又は６教科
７科目を受験した者（「外国語」の「英語」については「筆記
試験」と「リスニングテスト」を課す。）
①高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者及び平成20年３
月卒業見込みの者等
②出身学校長が，初等教育教員となるのにふさわしい資質，適
性，意欲等を有する者として，責任をもって推薦するもの
③学習成績の全体の評定平均値が３.８以上の者
④合格した場合は，入学することを確約できる者
⑤平成20年度大学入試センター試験の３教科３科目（国語，数
学，外国語）を受験する者（「外国語」の「英語」については
「筆記試験」と「リスニングテスト」を課す。）
外国において，学校教育における12年の課程(日本における通
常の課程による学校教育期間を含む。)を平成18年４月１日から
平成20年３月31日までに卒業(修了)した者及び卒業(修了)見込
みの者（外国において最終の学年を含めて２年以上継続して学
校教育を受けていることが必要）等
①日本の国籍を有しない者で，外国において学校教育における
12年の課程を修了した者及び平成20年３月31日までに修了見
込みの者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
等
(注)日本の国籍を有しない者であっても日本の高等学校及び
中等教育学校を卒業した者又は卒業見込みの者は，一般の入
学志願者と同じ扱いになり，この選抜に出願することはでき
ない。
②独立行政法人日本学生支援機構が実施する「平成19年度日本
留学試験」で次の指定科目を受験していることが必要
・日本語
・理科又は総合科目のいずれか
・数学
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３

４

５

６

出願期間
推薦入学
前期日程
帰国子女
私費外国人留学生
後期日程
試験日程
推薦入学
前期日程
帰国子女
私費外国人留学生
後期日程
合格発表
推薦入学
前期日程
帰国子女
私費外国人留学生
後期日程
試験科目
前期日程

後期日程

推薦入学
帰国子女
私費外国人留学生

国立大学法人兵庫教育大学学報

平成19年12月７日（金）～12月14日（金）
平成20年１月28日（月）～２月６日（水）

平成20年１月29日（火）
平成20年２月25日（月）・26日（火）
平成20年２月27日（水）
平成20年３月12日（水）

平成20年２月13日（水）
平成20年３月６日（木）
平成20年３月20日（木）

・小論文（２種類）
・実技による検査（音楽，美術，体育）
・国語，地理歴史，公民，数学，理科，外国語又は実技（音
楽，美術又は体育から一つ）から１教科選択することとし，
国語，地理歴史，公民，数学，理科又は外国語を選択する
者については，大学入試センター試験の成績を用いる。
（外
国語の英語，地理歴史，公民及び理科については，200点
満点に換算する。）
実技を選択する者については，音楽，美術又は体育につい
ての実技試験を実施する。
・面接
・面接
・小論文（２種類）
・面接
・実技による検査（音楽，美術，体育）
・面接
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－

人

事

平成19年８月

－

○人事異動
（事務局）
年月日

発令事項

19. 7.31

退

19. 8. 1

配置換

新職名等

氏

職
教育支援課教務チーム事務補佐員

－

諸

旧職名等

藤井

絵里

企画課広報・社会連携事務室事務補佐員

米田

幸枝

企画課企画・評価チーム事務補佐員

報

○国立大学法人兵庫教育大学役員会
第７回

名

－

○兵庫教育大学学校教育学部教授会

平成19年７月11日（水）

第４回

平成19年７月11日（水）

(議題)
○兵庫教育大学教育研究評議会
第５回

１

平成19年７月11日（水）

係る出願資格認定審査について

(議題)
１

国立大学法人兵庫教育大学評価委員会規程

２

特別聴講学生の入学について

３

平成19年度国費外国人留学生（日本語・日

の一部改正について

本文化研修留学生）の受入れについて

２ 教員の選考について
３ 教員の選考開始等について
４ サバティカル制度による研究計画の承認に
ついて
５ 受託研究の受入れについて

○連合学校教育学研究科代議委員会
第２回
１

研究科教員資格審査委員会の設置について

２

課程修了による博士の学位論文の受理及び
学位論文審査委員会の設置について

第５回 平成19年７月11日（水）
(議題)
１ 教員候補者についての意見の取りまとめに
ついて
２ 学位論文審査委員会の設置について
３ 平成20年度大学院学校教育研究科入学者選

３

抜試験〔前期選抜〕に係る出願資格認定審査
について
平成19年度国費外国人留学生（研究留学生）
の受入れについて
５

平成19年７月４日（水）

（議題）

○兵庫教育大学大学院学校教育研究科教授会

４

平成20年度学校教育学部入学者選抜試験に

平成19年度国費外国人留学生（教員研修留
学生）の受入れについて
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○名誉教授称号授与式及び名誉教授会の開催
７月７日（土 ），大阪サテライトにおいて，上寺
名誉教授会長を始め14名の名誉教授と梶田学長，川
本副学長及び髙岡理事・事務局長の出席のもと，名
誉教授会を開催した。また，名誉教授会に先立ち，
平成19年４月１日付けで兵庫教育大学名誉教授の称
号を授与された正司和彦氏，玉井輝雄氏，笹山幸徳
氏，千駄忠至氏及び鈴木寛氏の称号授与式が行われ
た。
名誉教授会では，梶田学長から本学の置かれてい
る現況や将来展望等，また，川本副学長からは，来
年創立30周年を迎えるに当たっての記念事業につい
て報告の後，活発な意見交換が行われた。また，会

○連合学校教育学研究科構成国立大学法人間連絡調

場を大阪サテライト９階の交流サロンに移して懇親

整委員会

会が開催され，お互いの近況報告や大学の思い出話
など，終始和やかな雰囲気の中で盛会のうちに終了

７月10日（火），連合大学院の構成４大学の学長，

した。

担当副学長，事務局長と研究科役職員で組織する構
成国立大学法人間連絡調整委員会を大阪ガーデンパ
レスで開催した。

○附属幼稚園「ふよっこカーニバル」の実施

この委員会は，連合大学院の経営的な観点から，
４法人間の連絡調整を行うために開催している。会

７月７日（土 ），附属幼稚園の夏の伝統的な行事

議では，梶田学長からの開会挨拶の後に，岩田研究

を，今年度は「ふよっこカーニバル」として実施し

科長から連合研究科将来構想の具申が行われ，構成

た。

４大学間で将来構想について確認，合意がなされた。

第１部「みんなで遊ぼう」では，５歳児が遊戯室

また，構成４大学が連合研究科の更なる発展のため，

いっぱいに作った“めいろ”の他 ，“どろだんご作

今後もより一層の連携協力を進めていくことについ

り”“おもちゃ作り”“ジュースやさん”などのお店

ても確認された。

やさんや，ＰＴＡ担当の“しゃぼんだま”，「おやじ
の会」の紙ひこうき遊びのコーナーなどで，３，４
歳児の在園児や保護者，未就園児や小学生らが，そ
れぞれの遊びを楽しんだ。
第２部「みんなで楽しもう」では，大学のよさこ
い部や５歳児が，よさこい踊りを披露したり，参加
者や全員でダンスやゲームを楽しんだ。
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○オープンキャンパスの開催
７月22日（日 ），高校生等を対象としたオープン
キャンパスを開催した。当日は，951人の参加があ
り，１回目の全体会の会場は，立ち見が出るほどの
盛況であった。
全体会は午前と午後に２回開催し，勝野副学長
による大学概要の説明の後，大学紹介ビデオの上映，
在学生の体験談を交え，平成20年度入試についての
説明が行われた。この他，個別相談コーナーや在学
生による入試体験談，専修のコース（分野）による
模擬授業，実験，オープン研究室等盛りだくさんの
イベントが開催された。
○附属図書館利用説明会（大相談会）の実施

また，図書館や学生寄宿舎等の施設見学，クラ
ブ紹介・公開練習などが自然環境豊かな40万㎡の広

７月25日（水）～27日（金）の３日間，附属図書

大なキャンパスで行われ，終始活況の中，好評のう

館利用説明会（大相談会）として図書館職員が神戸

ちに幕を閉じた。

サテライトに常駐し，個別の相談会を実施した。の
べ24人の参加者からはデータベースの利用法，雑誌
論文の探し方・入手法等について相談があった。

○兵庫国際サマースクール(アジア若者塾)2007の開
講式への参加
７月30日（月 ），(財)ひょうご震災記念21世紀研
究機構が主催する兵庫国際サマースクール（アジア
若者塾）の開講式がセント・キャサリンズ・カレッ
ジ（オックスフォード大学）神戸インスティテュー
トにおいて開催された。宮崎理事が本学を代表して
○大学・高等学校教育研究懇談会の開催

出席したなか，本学大学院学生，岡村里香さんが受
講生を代表して英語での挨拶を行った。

７月25日（水 ），兵庫県立高等学校長協会主催に
よる大学・高等学校教育研究懇談会を開催した。高
等学校側は兵庫県教育委員会指導主事，県立高等学
校の校長及び進路指導部長等29人，本学側は学長以
下16人が出席し，平成19年度の入試状況及び平成20
年度の入試概要，大学と高等学校の接続の改善に係
る協議題について，活発な意見交換が行われた。
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本サマースクールのプログラムは，人類社会の最

平成19年８月

－学内委員会等委員－

重要の課題である「人間の安全保障」と「多文化共
生」をテーマに組み立てられている。夏休みの期間

○評価委員会

を利用して７月30日（月）から８月26日（日）まで

氏

の４週間，これらのテーマを中心に，原則として英

名

（平成19年７月１日現在）
所

勝野眞吾

理事

髙岡道久

理事

宮﨑秀紀

理事

属

等

任

期

語を用いながら，内外の講師から講義を聞き，塾生
同士で討議を交わしながら，多様な文化的背景を持
った受講生が考えや経験を分かち合うものである。
本学からは大学院学生（日本人，留学生各１名 ），
学部学生１名，招へい外国人学生の４名が参加して
おり，参加学生にとって大変意義あるものと期待さ

◎川本幸彦

副学長

れる。
今田 寛

経営協議会委員

H18. 4. 1～
H20. 3.31

岩田一彦

経営協議会委員

H18. 4. 1～
H20. 3.31

浅野良一

教授
（基礎教育学系）

渡邊隆信

准教授
（基礎教育学系）

岩井圭司

教授

H19. 7. 1～
H21. 6.30
H19. 7. 1～
H21. 6.30
H19. 7. 1～

（臨床・健康教育学系） H21. 6.30
前田貞昭

教授

H18. 7. 1～

（社会・言語教育学系） H20. 6.30
大嶋 浩

教授

H18. 7. 1～

（社会・言語教育学系） H20. 6.30
○西村年晴

教授

H19. 7. 1～

（自然・生活教育学系） H21. 6.30
森山 潤

准教授

H18. 7. 1～

（自然・生活教育学系） H20. 6.30
喜多村明里 准教授

H19. 7. 1～

（体育・芸術教育学系） H21. 6.30
◎は委員長，○は副委員長を示す。
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－ ７ 月 主 要 日 誌
月

日

事

平成19年８月

27日（金）兵庫県立教育研修所との共催研修講
座「小学校 基礎から学べる図画工
作科教育研修講座」
28日（土）公開講座「暮らしの中の有害化学物
質を知ろう」
30日（月）兵庫教育大学三十年史編纂専門委員
会（第３回）
公開講座「簡単ロボット製作で学ぶ
コンピュータの仕組みと制御」（～８
/１）

－

項

７月４日（水）連合学校教育学研究科代議委員会(第2回)
社会連携委員会（第１回）

大学連携ひょうご講座「理論を学ん
で，現代社会を読み解く」
５日（木）学校管理職・教育行政職特別研修
（第
２期）（～７日）
６日（金）平成19年度附属図書館運営委員会
（第
２回）
学部・入試企画委員会（第１回）
７日（土）名誉教授称号授与式及び名誉教授会
附属幼稚園ふよっこカーニバル
大学単独主催の研修講座「幼稚園・
保育所でのクラスづくり－豊かな育
ちと学びを支援する実践ポイント－」
公開講座「暮らしの中の有害化学物
質を知ろう」
公開講座「ベートーヴェンの「運命」
を振る！」
大学連携ひょうご講座「心のバリア
フリーは障害の正しい理解から」
10日（火）連合学校教育学研究科構成国立大学
法人連絡調整委員会
11日（水）役員会（第７回）
教育研究評議会（第５回）
研究科教授会（第５回）
学部教授会（第４回）
創立30周年記念事業委員会（第７回）
14日（土）大学院説明会
19日（木）兵庫教育大学・兵庫県加東市連携協
議会（第１回）
20日（金）附属小学校第１学期終業式
21日（土）公開講座「暮らしの中の有害化学物
質を知ろう」
本学共催による「加東市高齢者大学」
合同講義
22日（日）オープンキャンパス
附属小学校６年生臨海合宿（～24日）
25日（水）大学・高等学校教育研究懇談会
兵庫教育大学三十年史編集協力者会
議（第８回）
図書館利用説明会「大相談会」（神戸
サテライト）（～27日）
教務委員会（第５回）
産学官連携の推進に関する検討会
（第
１回）
兵庫県・神戸市教育職員免許法認定
講習（～８/31）

編集発行

兵庫教育大学総務部企画課
〒673-1494 兵庫県加東市下久米942-1
電 話 (0795)44-2334
http://www.hyogo-u.ac.jp/
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