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－

諸

報

○国立大学法人兵庫教育大学役員会
第14回

４
５

平成22年１月４日（月）

平成22年２月

－

教員の選考開始について
教員の休職について

（議題）
１

○兵庫教育大学大学院学校教育研究科教授会

神戸サテライト（パルモア学院施設）に係

第10回

る賃貸借契約解約問題について

平成21年１月13日（木）

（議題）
第15回

平成22年１月13日（水）

（議題）
１

１

大学院修士課程の組織改革について

２

教員候補者についての意見の取りまとめに

ついて

大学院修士課程の組織改革について

２

平成22年度予算の編成方針について

３

平成23年度概算要求に係るスケジュール等

３

研究生の研究期間延長について

○兵庫教育大学学校教育学部教授会

について

第９回
第16回

（議題）

平成22年１月22日（金）

１ 平成22年度学部入学者選抜試験に係る出願

（議題）
１

資格審査について

第二期中期目標・中期計画（素案）の修正

２

について
２

特別聴講学生の入学について

平成21年度予算実施計画第３次補正案につ
○連合学校教育学研究科代議委員会

いて
３

平成21年１月13日（木）

第８回

教育研究充実積立金執行計画について

平成22年１月21日（木）

（議題）
○国立大学法人兵庫教育大学経営協議会
第３回

平成22年１月22日（金）

１

研究科担当資格の取扱いについて

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

（議題）
１

第二期中期目標・中期計画（素案）の修正

について
２

３

博士候補認定試験の実施について

４

研究科研究生の入学について

平成21年度予算実施計画第３次補正案につ

いて
３

教育研究充実積立金執行計画について

４

平成22年度国立大学法人兵庫教育大学予算

○学長候補者の選考
梶田学長が平成22年３月31日をもって辞任する

編成方針案について

ことに伴い，学長選考会議において選考を行い，
加治佐哲也氏（本学大学院学校教育研究科教授）

○国立大学法人兵庫教育大学教育研究評議会
第９回

を次期学長候補者として決定した。

平成21年１月13日（水）

なお，任期は平成22年４月１日から３年間であ

（議題）
１

る。

第二期中期目標・中期計画（素案）の修正

について
２
３

大学院修士課程の組織改革について
教員の選考について
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○附属幼稚園避難訓練の実施

平成22年２月

県の行財政構造改革の一環により，嬉野台生涯教育
センターと生涯学習情報プラザの管理運営を併せて

１月15日（金 ），附属幼稚園において，地震時の

担当し，青少年から高齢者までのあらゆる世代の生

避難訓練を行った。

涯学習事業の取り組みを行っている。

始めに遊戯室に集まり，地震災害と避難について

協定式では，はじめに，生きがい創造協会の原田

のビデオ教材を視聴し，地震時の避難方法を学んだ。

理事長から ，「専門的な知見を積極的に活用させて

その後，保育室内で使っている防災座布団を頭にか

いただきたい」と，本学への期待を込めた挨拶が行

ぶり，実際に避難の練習を行った。

われた。続いて協定書に署名が行われた後，梶田学
長が ，「大学と生涯学習機関との連携により新しい
可能性が開けることと期待している。また，本学を
大いに活用いただきたい」と挨拶を行った。
これまでにも，嬉野台生涯教育センターと本学は，
学生の実地教育やボランティア活動などにおける連
携協力，研究者による共同研究などを行ってきた。
このたびの連携協定締結を機に，高齢者学習も含め
た生涯学習全般にわたる，より一層の協力関係を築
いていくこととしている。
本学は，北播磨５市１町をはじめ県内の自治体等
と連携協定を締結しているが，財団法人との協定締
結は初めてのことである。

○平成22年度大学入試センター試験の実施

また，連携協定式終了後，協定締結を記念して，
梶田学長が，うれしの学園生涯大学生を対象に「生

１月16日(土)及び17日(日)，平成22年度大学入試

涯学習のすすめ」と題して特別講演を行った。

センター試験が全国一斉に実施され，全国で昨年度
より9,386人増の志願者数（553,367人）となった。
本学が担当した兵庫教育大学試験場の志願者数
は，昨年度と同じ700人であった。
両日ともあいにく曇りであったが，交通機関等の
遅れもなく，リスニングテスト等の各試験も予定ど
おり終了した。

○兵庫教育大学と兵庫県生きがい創造協会との連携
に関する協定書調印式
１月19日（火 ），本学と財団法人兵庫県生きがい
創造協会は ，「国立大学法人兵庫教育大学と兵庫県
生きがい創造協会との連携に関する協定書」を締結
した。この協定は，双方の持つ資源を活用し，兵庫
県内の生涯学習の振興を図るとともに，地域社会に
貢献できる人材を育成することを目的としている。
兵庫県生きがい創造協会は，平成21年度から兵庫
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平成22年２月

○附属幼稚園５歳児陶芸活動の実施
１月19日（火 ），５歳児が大学へ園外保育に出か
け，陶芸活動を行った。
体育・芸術教育学系の淺海講師の指導を受けなが
ら，粘土で「ぼく・わたしの顔」を作成した。自分
の顔からイメージを広げ，想像力豊かに「アートの
世界」を楽しんだ。活動後，芸術棟の作品を鑑賞し
た園児は ，「すごい，博物館みたいだ」と喜んだ。
大学構内の散策も楽しみ，有意義な一日となった。

○兵庫教育大学都道府県連携推進会議の開催
１月23日（土 ），キャンパス・イノベーションセ
ンター大阪において，梶田学長をはじめとする大学
関係者と大学院同窓会評議員が一同に会し，兵庫教
育大学都道府県連携推進会議を開催した。
当日は，全国各地から大学院同窓会評議員の参加
があり，大学院修了生に対する教育研究活動の支援
のあり方や本学と大学院修了生との連携について活
発な協議を行った。
本会議は，平成21年４月に大学院修了生等と連携
○附属幼稚園第５回にこにこ子育て講座の開催

し，教育研究の進展や教育現場の活性化をより一層
推進するため，都道府県連携推進本部を設置し，そ

１月21日（木），附属幼稚園において，「第５回に

の施策の円滑な実施を行うために設置されたもので

こにこ子育て講座」を開催した。

ある。

体育・芸術教育学系の木下准教授を招き ，「親子
できくピアノの名曲」と題して，多数の保護者と在
園児が一緒にピアノ鑑賞を行った。
お菓子や妖精などイメージを膨らませながら，い
ろいろな名曲を楽しむことができた。最後には，
「崖
の上のポニョ」の音楽に合わせて，大合唱となった。
また，学生ボランティアを含む託児もあり，保護者
も子育てから離れて，ゆったりとしたひとときを過
ごすことができた。
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○附属中学校「立志式」の挙行

平成22年２月

冒頭，梶田学長からは「大学とベネッセとの共同
研究で一定の成果が出たことは有意義でした」との

１月26日（火 ），附属中学校において，立志式を

挨拶があり， 西島副部長からは「この共同研究に

挙行した。

大学関係者の皆さんのご協力をいただき，評価に関

立志式は，子どもから大人へ成長していく過程で，

する研究をしていただきありがとうございました」
との挨拶があった。

14歳にあたる中学２年生の時期を節目に，心にけじ
めをつけ，大きく羽ばたくことをねらいとして，毎

その後，プロジェクトリーダーである岩田特任教

年この時期に行っている。今年は，代表１名の決意

授が，平成21年２月20日中間発表会，平成21年４月

表明と，２年生全員による「私たちの決意」が体育

23日第１年次成果発表会，平成21年９月28日第２次

館に力強く響いた。

報告会についての経過報告を行った。引き続き，
「活

引き続き行われた，東大阪宇宙開発協同組合の棚

用型学習」の指導方法及び評価方法の研究の成果，

橋秀行氏による立志式記念講演「人工衛星プロジェ

つまり授業設計や評価問題について，理科チームの

クト～モノづくりは人づくり～」に熱心に耳を傾け

松本教授から始まり，算数・数学チームの加藤准教

た。

授，国語チームの吉川教授，社会科チームの米田教
授，英語チームの吉田准教授の順で発表があり，各
教科チームとも，現場の先生方との連携及び実践の
大切さを強調した。
まとめとして ，（株）ベネッセコーポレーション
小中学校事業部萬治理氏から「具体的な評価問題作
りへの資料となります」との話があり，次いで，佐
藤章共同研究プロジェクト推進室長から ，「大学・
ベネッセ，現場の三身一体の取り組みが形としてで
きた。各教科の成果及び取り組みについてお礼申し
上げたい」との話があり会を終えた。
この研究は，平成22年３月31日をもって終了する
が，更に実践を通して検討し，更なる成果が期待さ

○（株）ベネッセコーポレーションとの共同研究最

れている。

終成果発表会の開催
１月27日（水 ），附属図書館ライブラリーホール
において，平成20年10月１日から本学と（株）ベネ
ッセコーポレーションが始めた新しい学習指導要領
で求められている「活用する力」の育成方法と評価
方法を開発する共同研究の最終成果発表会を開催し
た。
梶田学長，プロジェクトリーダーである岩田特任
教授，中洌名誉教授，国語，数学等の各教科領域の
教員 ，（株）ベネッセコーポレーション小中学校事
業部副部長西島一博氏はじめ，小中学校事業部のス
タッフ10名，本学大学院学生の計40名が一堂に会し
た。
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○附属幼稚園第３回幼年教育研究会の開催

平成22年２月

本校の研究に対して様々な角度からの意見を得るこ
とができ，たいへん有意義な研究発表会となった。

１月27日（水)，附属幼稚園において，第３回幼
年教育研究会を開催した。
県内幼稚園，保育園から参加の附属幼稚園幼年教
育研究会会員に加え，県外からも参加者を迎え，研
究テーマ「保育における『つながり』を考える－自
然とともにある生活を通して－」をもとに，保育公
開と研究協議を行った。午後の研究協議では，本学
幼年教育コースの教員や参加者とともに，分科会で
協議を深めた後，幼年教育コースの教員全員の総括
で会を締めくくった。

○附属小学校研究発表会の開催
１月28日（木 ），29日（金）の２日間，附属小学
校において，平成21年度附属小学校研究発表会を開
催し，両日で延べ約1,200人の参加があった。
１日目の午前は，英語学習・情動学習・うれしの
総合活動・生活科の公開授業を行った。午後からは，
英語学習の分科会と，「学校教育において,言語活動
をどう充実させるか？」をテーマにパネルディスカ
ッションを行い，引き続き ，「新学習指導要領と確
かな授業－『言葉の力』の基盤を育てる－」と題し
て，梶田学長による講演を行った。
２日目の午前は，のべ24クラスが公開授業を行っ
た。午後からは，各教科分科会と，国立国語研究所
名誉所員の甲斐睦朗氏による講演「『 言葉の力』の
育成－各教科・領域の指導とのかかわりの中で－」
を行った。どの分科会でも白熱した議論が展開され，
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－ １ 月 主 要 日 誌

平成22年２月

－

月
日
事
項
１月４日（月）役員会（第14回）
６日（水）教職講座
９日（土）大学院説明会（神戸）
13日（水）役員会（第15回）
教育研究評議会（第９回）
研究科教授会（第10回）
学部教授会（第９回）
教職講座
15日（金）学校経営コース 授業の前に全員で
震災黙祷

16日（土）大学入試センター試験（～17日）
18日（月）国際交流委員会留学生専門部会
（第８回）
19日（火）兵庫教育大学と兵庫県生きがい創造
協会との連携に関する協定書調印
20日（水）教職講座
21日（木）連合学校教育学研究科代議委員会
（第８回）
附属幼稚園第５回にこにこ子育て講座
22日（金）役員会（第16回）
経営協議会(第３回）
学長選考会議（第４回）
23日（土）兵庫教育大学都道府県連携推進会議
25日（月）個別学力検査等出願書類受付
（～2/3）
韓国・大邱教育大学校大学院学生短
期受入事業（～31日）
26日（火）推薦入試
附属中学校立志式
27日（水）教務委員会（第10回）
評価委員会 懇談会
教職講座
ベネッセコーポレーションとの共同
研究「第２年次成果発表会」
附属幼稚園第３回幼年教育研究会
28日（木）附属小学校研究発表会（～29日）

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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