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報

○国立大学法人兵庫教育大学教育研究評議会
第９回

平成25年１月９日（水）

６

平成25年度授業科目担当教員の変更等につ
いて

１

各センター長等候補者について

２

経営協議会学外委員について

３

教員の選考について

４

教員の選考開始について

５

日本文化・国際理解教育プログラムについ

７

学生の留学について

○連合学校教育学研究科代議委員会
第８回

平成25年１月22日（火）

(議題)

て

１
授業実践リーダーコースの名称変更に伴う

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

諸規則の改正について
７

－

等について

（議題）

６

考

美

２

兵庫教育大学学則第84条第１号に規定する

学位記及び学位授与証明書に記載する氏名
の取扱いについて

者に係る除籍日等の取扱いについて

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

○兵庫教育大学大学院学校教育研究科・学校教育学
部教授会

○米国ウィスコンシン大学オークレア校の学生訪

第10回

平成25年１月９日（水）

問団の受入れ

（議題）
１

教員候補者についての意見の取りまとめに

１月５日（土）～１月20日（日）の16日間，協定

ついて
２

大学である米国ウィスコンシン大学オークレア校の

平成25年度大学院学校教育研究科説明会の

学生９人を受け入れ，「日米の国際理解，外国語活

実施について
３

動をリードできる小学校教員のための留学交流プロ

長期履修学生に関する取扱要項の一部改正

グラム」を実施した。

について
４

このプログラムは，日本の子どもたちと直接交流

転クラスに関する取扱要領の一部改正につ

し，教育者としての指導力向上を図ることを目的と

いて
５

したものである。

平成24年度学位論文審査委員会委員の変更

内容は，附属中学校を訪問し，授業に参加して生
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徒と交流を行ったり，加東市の事業「ＫＡＴＯから

引き続き，大石学同窓会長の開会挨拶の後，加治

世界へ－加東キッズインターナショナルワークショ

佐哲也学長から祝辞があり，今後，大学と学部同窓

ップ」に参加し，近隣市内の子ども達に「英語でチ

会との連携を一層深め，卒業生との関係構築を図っ

ャレンジ」と題して英語実習を行っりした。この事

ていきたいとの意向が述べられた。

業に参加した子どもたちはアメリカの学生たちに一

その後，同窓会総会が開催され，事業報告，決算

生懸命英語で日本を紹介し，交流を楽しんでいた。

報告，事業計画（案），会計予算（案）等について

参加した子どもたちにとっては生きた英語を学ぶ良

熱心に審議が行われ，準備された全ての議案が了承

い機会でもあり，ＴＥＳＯＬ（英語教授法）を学ぶ

された。

アメリカの学生にとっても良い経験になった。

休憩の後，今回の同窓会から取り入れられた研修

また，同時期に協定大学の大邱教育大学校から学

会として，人間発達教育専攻の藤原忠雄教授による

部学生が短期研修で本学を訪れていたため，日本，

「ストレスマネジメント入門～ストレスと付き合い

米国，韓国の３か国の学生による環境教育をテーマ

上手になろう～」の講演が開催され，ストレス度自

にした国際シンポジウムを実施し，英語による活発

己診断チェックや演習メニューとして簡単にできる

な討論が行われた。本学の学生にとっては国際感覚

リラクセーションのための「呼吸法」等の紹介など

を身につける絶好の機会となり，今後の大学生活に

参加・演習型の研修内容に，日頃からストレスを溜

おいて，いい刺激になった。

めがちな参加者からは癒されたとの感想が多く聞か

さらに，日本文化を学ぶために，茶道体験や京都

れた。

での着物体験等を行い，参加した学生からは「とて

次いで，参加者全員による集合写真の後，会場を

もいいプログラムで日本がますます好きになった。

移して懇話会（ティーパーティ）が開催され，世話

これからもっと日本について学びたい。」との声が

人代表による歓迎の言葉，福田光完副学長による激

聞かれた。

励の言葉・乾杯発声に引き続き歓談が行われ，中途
で各期の学年代表によるメッセージを交え，時間い
っぱいまで旧交を温め和やかな同窓会となった。

○学校教育学部同窓会総会・研修会の開催
１月５日（土），学校教育学部同窓会総会・研修
会が，ホテル北野プラザ六甲荘で開催され，同窓生
ほか約60人が参加した。
当日は，オープニングセレモニーとして，ＤＶＤ
によるチアリーディング部の全国大会での演技が放
映され，華やかなコスチュームで躍動するパワーあ
ふれる演技に驚嘆と感動の歓声が聞かれた。
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○第27回教育実践学フォーラムの開催
１月14日（月），大阪大学中之島センターにおい
て，第27回教育実践学フォーラムを開催した。
今回は，本学大学院学校教育研究科（修士課程）
修了生でもある愛知教育大学大学院教育実践研究科
志水廣教授をゲストスピーカーとして招き，「どの
子もわかる・できる授業をめざして」をテーマとし
て「○付け法」と呼ばれる実践と理論研究を中心に
映像や理論データを用いた講演が行われた。
近畿地区の各府県，福井県や愛知県，さらには福
岡県からも多くの現職教員等が参加し，興味深い講

○附属幼稚園５歳児陶芸活動の実施

演内容に熱心に聞き入った。
１月18日（金），附属幼稚園５歳児が，本学を訪
問し，陶芸活動を行った。
教育内容・方法開発専攻の淺海真弓准教授の指導
を受けながら，グループごとに話し合って決めたテ
ーマを基に土粘土での制作を行い，想像力豊かにア
ートの世界を楽しんだ。
そのあと，大学の食堂で昼食をとった。園児は友
だちと一緒に食べる食堂のうどんに，
「美味しい」
「も
っと食べたい」と喜んでいた。
完成した作品は，３月５（火）～３月10日（日）
に開催される兵庫教育大学美術展で展示する予定で
ある。
○附属中学校防災避難訓練の実施
１月17日（木），附属中学校において，地震を想
定した避難訓練を実施した。余震を含めて数分間机
の下に身を潜めたあと，補助バッグを頭にかざして
運動場に避難した。
そのあと，体育館において，播磨東教育事務所加
東教育振興室防災教育専門推進員の閑念智志氏を講
師に迎え，防災についての講話を受けた。震災時に
分岐点で行ったどのような判断にも間違いはないこ
と，地震を想定した準備や周りの人との関係づくり
が大切であることなど，写真や現物を見ながら学ぶ
ことができた。
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○平成25年度大学入試センター試験の実施

平成25年２月

○韓国大邱教育大学校の学生訪問団の受入れ

全国で昨年度より17,807人増の志願者数（573,34

１月24日(木)～２月２日(土)の10日間，交流協定

4人）となった平成25年度大学入試センター試験が

大学である大邱教育大学校の大学院に通う現職教員

１月19日(土)及び20日(日)の両日にわたり全国一斉

22人を受け入れ，留学生交流支援制度の「日韓教育

に実施された。

プログラム」を実施した。

本学試験場では，昨年度と同じ700人の志願者を

このプログラムは韓国の現職教員が，日本の小学

受け入れた。

校での実習を通して教育制度について学ぶことを目

両日とも天候に恵まれ，交通機関の遅延等もなく，
予定どおり終了した。

的とするものである。
参加した教員は，加東市内の公立小学校での授業
参観や，本学附属小学校研究発表会の見学などを通

○附属三校園おやじの会「新春手作り凧揚げ大会」

して，日本の教育の現場について学んだ。さらに教

の開催

室で児童と一緒に給食を食べたり，附属小学校教員
と意見交換を行ったりと，実り多い交流ができた。

１月19日（土），附属幼稚園・小学校において，

また，京都や奈良を訪れ，着物の試着体験，歴史

おやじの会主催の「新春手作り凧揚げ大会」を行っ

的な街並み見学などを行い，日本の歴史や文化にも

た。当日は，園児及び小学校低学年児童の親子が26

親しんだ。

家族，総勢60人参加した。

参加者からは，「訪れた小学校は素晴らしかった

親子で，「はばたん」や「かに」など思い思いの

し，日本文化について多くを学ぶことができた。と

絵を描き，おやじの会会員手作りの竹ひごで骨組み

てもためになる研修で参加して良かった。」「日本は

を作りオリジナルの凧を完成させた。

親しみが持てる国だと思うようになり，イメージが

寒空の中，子どもも大人も全力で駆け回り，青い

いい方に変わった。」などの感想が聞かれた。

空に凧が優雅に泳いでいた。最後に表彰式が行われ，
「高くあがったで賞」，「グッドデザイン賞」，「お父
さん・お母さん頑張ったで賞」などの賞状が贈られ，
完成した凧とともに各家庭に持ち帰った。
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○附属中学校立志式の挙行
１月24日（木），附属中学校体育館において，立
志式を挙行した。これは，満14歳となる中学２年生
が自覚を持って進路を拓く決意を表明する場とし
て，また立志を祝い励ます場として，毎年実施して
いる。
クラス代表の委員長による決意表明のあと，人間
発達教育専攻の藤原忠雄教授を招き，「中学生のた
めのストレスマネジメント入門」と題して，呼吸法
を中心とした演習を交えて講演を行った。

○Ａ’Ｃａｆｅ（アカデミックカフェ）の実施
１月30日（水），大学会館のベーカリーカフェに
おいて，アカデミックカフェを実施した。
このアカデミックカフェは，平成23年度重点事項
推進事業に関するアイデアによる事業として昨年度
から開始され，カフェ形式による講座は，参加者が
リラックスした雰囲気の中で，講師や参加者相互の
積極的な会話を引き出し，学生の幅広い教養を培う
機会の提供や，アカデミックなキャンパス環境づく
○附属幼稚園第３回幼年教育研究会の開催

りの一端を担うことを目的とするものである。
企画及び実施については，有志の学生を中心に，

１月26日（土），附属幼稚園において，第３回幼

教職員が参加した「アカデミックカフェ実行委員会」

年教育研究会を開催した。

が行った。

県内外から90人余の参加者を迎え，「子どもの育

今回は，生徒指導実践開発コースの新井肇教授を

ちにとって意味ある環境とは―子どもの思いを読み

講師に招き，「教員の仕事 光と影 ～しんどさにつ

取りながら遊びの環境を考える―」の研究テーマの

ぶされないために・・・～」と題して実施され，参

もと，保育公開と研究協議を行った。

加者は，新井教授の教員経験に基づいた学校現場の

午後の全体会①では，研究経過の報告を行い，そ

興味深い話に耳を傾け，活発な意見交換が行われた。

の後３つの分科会に分かれて，当日の保育の振り返

参加者からは，「異学年の方と交流できて，とて

りから研究テーマについて協議を深めた。全体会②

も良い刺激になった」，「雰囲気がとても良く，時間

では，それぞれの分科会で話し合われた内容につい

が足りなかった」，「今回の内容をシリーズ化して欲

て報告し，横川和章園長がこれまでの研究について

しい」等の感想があった。

の総括を行い，今年度の研究会を締めくくった。

２月には，小学校教員養成特別コースの河邊昭子
准教授を講師に招き，「クラシック音楽の魅力」を
題材に実施を予定している。
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＜教職キャリア形成支援講座一覧＞
（前期）
就活・教採準備講座
日

時

講 習 名

講師名

6月29日（金） CA(キャビンアテンダ ANAラーニング
16:30～19:00 ント)から学ぶ社会人 長田 三女
基礎講習
ようこそ先輩(本学の修了生が講師）
日

時

講 習 名

講師名

７月６日（金） 読み聞かせの実践指導 神戸親和女子大
16:30～18:30
○教職キャリア形成支援講座の実施

学 笹倉 剛

（後期）
就活・教採準備講座

教職キャリア開発センターでは，学生が幅広い知

日

識や教養，社会人としての基礎力・汎用力を身につ

時

講 習 名

講師名

12月４日（火） CA(キャビンアテンダ J プレゼンスア

け，教職に対する準備や心構えを築くことを目的と

16:30～19:30 ント)から学ぶ就活・ カデミー

した学習支援事業を行っており，その中心である「教

教員採用試験にも役立 小畑 久枝

職キャリア形成支援講座」を平成22年度から開講し

つマナー講習

ている。
今年度は，学生の社会人基礎力を養成する「就活

先生になるための準備講座

・教採準備講座シリーズ」や「大学生基礎力講座シ

日

リーズ」，昨今の学校現場で求められる力を身に付

時

講 習 名

講師名

12月11日（火） 学級づくりと自尊感情 教育サポーター

ける「先生になるための準備講座シリーズ」等，以

16:30～18:00

下の21講座を開講した。

仲島 正教

12月13日（木） 信頼ベースの学級ファ 大阪市教育セン

来年度は，参加学生の声を踏まえ，内容の更なる

16:30～19:00 シリテーション(基礎 ター

充実を図ることとしている。

編)～振り返りジャー 宮浦 利行
ナルや絵本の読み聞か
せを活用した学級経営
～
12月20日（木） 信頼ベースの学級ファ 人まちファシリ
16:30～19:00 シリテーション（応用 テーション工房
編）～ファシリテーシ ちょん せいこ
ョンを活用した授業
（言語活動）の進行～
１月15日（火） 防災学習～子供たちを 公益社団法人土
16:30～18:30 災害から守るためには 木学会
～

谷口 幸治

１月24日（木） あの子この子を意識し 教育サポーター
16:30～18:00 た授業づくり
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大学生基礎力講座
日

時

平成25年２月

ようこそ先輩(本学の修了生が講師）
講 習 名

講師名

日

時

講 習 名

講師名

11月16日（金） CA(キャビンアテンダ ANAラーニング

12月18日（火） 仲間づくりとレクリエ NP O法人生涯学

16:30～19:30 ント)から学ぶ社会人 長田 三女

16:30～18:00 ーション指導

基礎講習【聴くスキル

習サポート兵庫
菅野 将志

編】

12月３日（月） ブックトーク入門～本 神戸親和女子大

11月28日（水） すぐに役立つレポート 本学教職キャリ
14:50～16:20 力アップ講座

16:30～18:30 の感動を子どもたちに 学 笹倉 剛

ア開発センター

伝えよう①～

野中 陽一朗

12月17日（月） ブックトーク入門～本

１月17日（木） CA(キャビンアテンダ ANAラーニング

16:30～18:30 の感動を子どもたちに

16:30～19:30 ント)から学ぶ社会人 長田 三女

伝えよう②～

基礎講習【話すスキル
編】

在学生から学ぶ

１月22日（火） より良い人間関係のた キャリアサポー

日

16:30～18:00 めの自己表現トレーニ トルームWill
ング～アサーティブ的 小林 清美

時

講 習 名

講師名

12月22日（土） Caf'e de “いのち”

大学院１年生

13:10～14:40

伊東美智子，

表現をつかって～

堀智子，
小津順子

特別講座
日

時

講 習 名

講師名

１月12日（土） 聴く・創る・遊ぶ

大学院１年生

13:00～14:30

浜中惠美子，

11月20日（火） 教育現場の今を知る～ 読売新聞

岡本俊祐，

16:30～18:30 教育ルネサンスの取材 大広 悠子

山西多加

を通して～

１月12日（土） 手あそびを伝える～出 大学院１年生

11月30日（金） 教師と保護者とのより 苦情・クレーム

13:10～14:40 会いからはじまるコミ 藤木章子，

16:30～18:00 良い関係を築く（気づ 対応アドバイザ

ュニケーション～

仲井勝巳，

く）ために～なぜ人は ー

中藤光男，

苦情を言うのか～

湯峯裕

関根 眞一

12月10日（月） 子ども達の現状～イン N IT情報技術推
16:30～18:00 ターネットに棲む不審 進ネットワーク
者との接点を絶つため 代表
に～

篠原 嘉一
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－ １ 月 主 要 日 誌
月

日

事

平成25年２月

－

項

１月５日
（土）ウィスコンシン大学オークレア校短
期受入れ事業（～20日）
学校教育学部同窓会総会・研修会
７日
（月）附属小学校平成25年度入学児童選考
８日
（火）大邱教育大学校（学部学生）短期受
入れ事業（～13日）
９日
（水）教育研究評議会（第９回）
研究科・学部教授会（第10回）
12日
（土）大学院説明会（大阪）
14日
（月）第27回教育実践学フォーラム
18日
（金）ＮＡＮＡっくす運営会議（第４回）
19日
（土）大学入試センター試験（～20日）
附属中学校平成25年度入学生徒選考
21日
（月）附属学校就学指導委員会（第２回）
22日
（火）連合学校教育学研究科代議委員会
（第
８回）
連合学校教育学研究科入学試験委員
会（第２回）
学生委員会（第７回）
23日
（水）企画運営会議（第８回）
附属中学校学校評議員の会（第２回）
24日
（木）大邱教育大学校（大学院学生）短期
受入れ事業（～２月２日）
附属中学校立志式
25日
（金）附属中学校平成25年度入学生徒選考
結果発表
26日
（土）附属幼稚園第３回幼年教育研究会
27日
（日）大学院説明会（神戸）
28日
（月）免許状更新講習推進室会議（第７回）
附属小学校平成25年度入学児童選考
結果発表
29日
（火）学校教育学部推薦入試
学校教育学部私費外国人留学生特別
入試
30日
（水）大学院学校教育研究科教務委員会
（第
10回）
学校教育学部教務委員会（第10回）
大学院入学試験委員会（第８回）
北播磨地域５市１町と兵庫教育大学
との連絡協議会（第２回）

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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