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－

学

事

平成27年２月

－

○寄附金
寄附申込者

研究担当者

寄附の目的

金額（円）

教育内容・方法開発専攻

教育内容・方法開発専攻

小坂美保助教の研究助成のため

助教 小坂美保

助教

50,000

小坂美保

－

人

事

－

○人事異動
１．事務職員
（１）退職

平成27年１月31日付
職

名

等

氏

名

備

研究支援課情報システムチーム事務補佐員

西 村

直

香

キャリア支援課キャリア支援チーム事務補

横 山

味

紀

考

佐員

－

諸

報

○国立大学法人兵庫教育大学役員会
第12回 平成27年１月22日（木）
（議題）
１ 平成28年度概算要求に係るスケジュール等
について

－

２
３

入学者選抜の基本方針について
平成27年度大学院学校教育研究科説明会の
実施について
４ 平成26年度ダブルディグリープログラム
（受入学生）の既修得単位の認定について
５ 平成26年度授業科目担当教員の変更等につ
いて
６ 平成27年度授業科目担当教員の変更等につ
いて

○国立大学法人兵庫教育大学教育研究評議会
第11回 平成27年１月14日（水）
（議題）
１ 各センター長等候補者について
２ 兵庫教育大学先導研究推進機構の設置につ
いて
３ 教員の選考開始について
４ 教員の選考について
５ 入学者選抜の基本方針について
６ 教育改善推進室の設置について
７ 受託研究の受入れについて

○兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科代議委
員会
第８回 平成27年１月21日（水）
（議題）
１ 研究科教員資格審査に係る各連合講座の判
定基準の改正について
２ 連合学校教育学研究科教員の認定手順等に
ついて等の改正について
３ 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
４ 博士候補認定試験の実施について
５ 平成26年度授業料免除（後期分）について
６ 入学者選抜の基本方針について

○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
第10回 平成27年１月14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
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○学校教育学部同窓会総会・研修会を開催

平成27年２月

対談では，「リーダーに求められる力量」や「如
何にしてリーダーを養成するか」等について議論し，

１月10日(土)，神戸ハーバーランドキャンパス兵

さらに日本武道傳骨法創始師範の堀辺正史氏（ビデ

教ホールにおいて，学校教育学部同窓会総会･研修

オ出演）より，武士道の観点から「リーダーシップ

会を開催し，同窓生ほか54人が参加した。

とその人材育成」について提言が行われた。

総会では，大石学同窓会長の挨拶の後，平成25年

また，対談後には参加者から多数の質問が寄せら

度事業報告，会計報告，平成26年度事業計画(案)，

れ，活発な質疑応答が行われた。

会計予算(案)等の審議が行われ，全ての議案が原案
どおり承認された。
続いて行われた研修会では，まず最初に，創部以
来初めて全国大会に出場した準硬式野球部から活動
報告が行われ，次いで大石学同窓会長の挨拶，加治
佐哲也学長による祝辞の後，教育内容･方法開発専
攻の庭瀬敬右教授により「科学的な観点から『学力』
と『生きる力』を考える」と題して，芸道における
成長過程を示す概念「守破離」をキーワードに，学
校教育現場のそれぞれの発達段階で生きる力を培う
ために心がけるべきことについて分かりやすく解説
された。講演後には，特に小学校低学年段階におけ
○平成27年度大学入試センター試験を実施

る感動体験の大切さについて具体的な質疑応答が行
われ，充実した研修会となった。

１月17日（土），18日（日）の２日間，平成27年
度大学入試センター試験が，全国一斉に実施され，
志願者数は全国で559,131人となった。
本学試験場では，昨年度と同じ700人の志願者を
受け入れた。平成27年度センター試験は，学習指導
要領改訂に伴う変更により，これまでの試験と異な
る点が多い年であったが，大きな混乱もなく予定ど
おり終了した。

○特別支援教育モデル研究開発室“Cafe Liaison
Ⅳ”を開催
１月13日（火），附属図書館ラーニングコモンズ
PAOにおいて，“Cafe Liaison Ⅳ”を開催した。
４回目となる今回は，「武士道に学ぶリーダーシ
ップ ～教育現場にイノベーションを！～」と題し，
特別支援教育モデル研究開発室宇野宏幸室長の司会
進行のもと，加治佐哲也学長と特別支援教育モデル
研究開発室樋口一宗副室長との対談を行った。
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○韓国大邱教育大学校大学院学生の受入事業「日韓

平成27年２月

○“Eigo de シンポ 2014”を開催

教育実習プログラム」を実施
１月21日（水）
，教育子午線ホールにおいて，“Eigo
１月20日（火）から24日（土）の５日間，韓国大

de シンポ2014”を開催した。このEigo de シンポ

邱教育大学校の大学院学生12人を受け入れ，「日韓

は今年度に計12回開催したEigo de ランチの総括と

教育実習プログラム」を実施した。

して，学生に英語での発表の場を提供することと，

このプログラムは，韓国における現職教員の大学

グローバル化を促進していくことを目的に実施し

院学生が，日本の教育現場を体験することにより，

た。

韓国と日本との教育制度や文化の違いを理解するこ

第１部では，よく耳にするGlobalizationやグロ

とを目的としている。

ーバル化をテーマに，学部学生・大学院学生・留学

参加した学生は，加東市内の公立小学校を訪問し，

生など様々な立場の学生５人が多種多様なプレゼン

授業参観や児童と一緒に日本の歌を歌い，韓国の文

テーションを行った。第２部の討論会では“Let's

化や遊びを紹介し，児童との交流を楽しんだ。また，

Think about my Globalization”と題し，学生同士

大学内において，大学院学生が福田光完副学長と面

が自由に意見交換を行った。その中で留学生より「日

談を行った後，本学の大学院学生らと両国の教育現

本人は他の外国人と違って海外に行く際にVISAを取

場に関するグループディスカッションを行い，大変

得する必要がほとんどないのに，なぜ留学に行かな

有意義な学生交流が図られた。

いのか」など，普段意識したことのない問いを投げ

日本文化研修では，神戸，京都，姫路，大阪の４

かけられる場面もあった。

都市を訪れ，それぞれの異なる文化を見学する中で，

参加した日本人学生から，「このイベントに参加

日本文化への理解を深めた。神戸ハーバーランドキ

したことで，自分の視野を広げるためにもっと積極

ャンパス訪問，灘の酒蔵資料館見学，京都での神社

的に国際交流に参加してみようと思った」，「たくさ

仏閣訪問に加え，着物の試着体験などのプログラム

んの留学生と友達になって外国のことをもっと知り

は，日本の歴史や文化に直接触れる大変貴重な機会

たい」などの感想も多く寄せられた。

となった。現在韓国では防災教育の強化が推進され
れており，日本の防災教育についても参考にするた
め，神戸の「人と防災未来センター」を訪問し，震
災の悲惨さと防災の重要性について学んだ。
参加した学生からは，「５日間という短い研修期
間ではあったが，韓国と日本の教育制度の違いや日
本の学校教育現場と防災教育について学ぶことがで
き，また，日本文化を直接体験できたことは，とて
も印象的な経験であり大変有意義な研修であった」
との感想が寄せられ，全員が満面の笑みで帰国の途
についた。
○アカデミックカフェを実施
１月21日（水），総合研究棟学生ホールにおいて，
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，文字通り気楽な雰囲
気の中で，教員と学生が双方向型コミュニケーショ
ンにより学ぶ講座で，講座の企画や講師の交渉，当
日の準備はカフェ実行委員会の学生が行っている。
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今年度の前期には，
「暗記ではなく考える地理」，
「す

る総合学習の取組事例報告」についての発表を行っ

てきな絵本を探そう」の２講座を実施した。

た。参加した教員や学生たちは日本と韓国の教育事

今回は，教育内容・方法開発専攻の有山篤利准教

情の違いに興味深く聞き入り，発表後の質疑応答も

授による，「体罰の何がダメなの？」と題した講座

活発に行われた。

を実施した。参加者は，体罰が起こる背景や原因等

今回のセミナーでは，日本と韓国の教員や大学院

について，講師から出された視点に基づき活発な意

学生が研究と実践の事例を通し，両国の学校現場の

見交換を行った。

教育事情を理解すると共に学校教育に関する知見を

参加者からは，「体罰を新しい視点から考えるき

披瀝し互いに研鑽する絶好の機会となった。

っかけになった。社会の流れを見て未来を創るため

このセミナーの実施は，両大学の国際交流の更な

の教育ができる教師になりたい」，「今までの自分に

る活性化と大学院学生のグローバル力強化に繋がる

ない視点からのまとめだったので，とても貴重な機

ことが期待されるため，来年度は，京仁教育大学校

会になった」等の感想が聞かれた。

での開催が望まれる。

○国際交流セミナーを開催

○全国トップクラスの教員就職率

１月23日（金），総合研究棟大会議室において，

１月30日（金），文部科学省が発表した「国立の

韓国の協定大学の一つである京仁教育大学校金廷姫

教員養成大学・学部（教員養成課程）の平成26年３

副学長と大学院学生６人を招き国際交流セミナーを

月卒業者の就職状況」において，兵庫教育大学学校

開催した。

教育学部の教員就職率は全国第２位となった。卒業

このセミナーは，本学と京仁教育大学校の大学院

者（進学者を除く）に占める教員または保育士への

学生間の研究交流の活性化と，両大学の大学院学生

就職者の割合は，88.3％となっており，本学は10年

に国際的な経験の機会を提供することを目的に，両

以上に渡って全国トップクラスの教員就職率を保っ

大学が課題解決型の教育方法を採用しているという

ている。さらに，卒業者に占める未就職者の割合は

共通点から「ＰＢＬ（課題解決学習）による学習成

2.3％と低くなっており，全体の就職率も高いもの

果と課題」というテーマで，実践した授業における

となっている。

方法的意義や価値について検討を行った。

兵庫教育大学では，学生の教員就職への高い意欲

セミナーは福本謹一理事･副学長のモデレートに

と教職員の熱意ある指導に加えて，キャリアセンタ

より，喜多村明里国際交流センター長の開会の挨拶

ー等による次のような多彩な支援を実施している。

で始まり，次に京仁教育大学校の金廷姫副学長から

・４年間同一のクラス担当教員とゼミ指導教員に

趣旨説明が行われた。その後，教育コミュニケーシ

よる個別支援体制

ョンコースの教員と大学院学生が「兵庫教育大学大

・１年次と３年次に１泊２日の合宿研修を実施

学院における授業実践」について発表を行い，引き

・元公立学校長であるキャリア開発指導員と教員

続き京仁教育大学校の大学院学生が「小学校におけ

採用試験合格者によるユニークな模擬面接
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・教員採用試験合格者による説明会（模擬授業・
場面指導・報告会など）
・新任教員による体験談及び意見交換
・大学院に所属する現職教員を講師に迎えた講座
・グループや個人で使える学習スペース（ラーニ
ング・コモンズ）を整備し，学生間のピアサポ
ートを支援

○附属三校園おやじの会「凧あげ大会」を開催
１月31日（土），附属幼稚園及び附属小学校にお
いて，附属三校園おやじの会が「凧あげ大会」を開
催した。
幼稚園から小学校３年生までの子どもたちが保護
者とともに参加し，家族ごとに力を合わせ，凧作り
に取り組んだ。完成した凧は，小学校の運動場で揚
○附属小学校研究発表会を開催

げられ，校舎の高さを越え天高く舞い上がった。
会の終わりには，おやじの会から，「高く飛んだ

１月30日（金），附属小学校において，「『子ども

で賞」，
「ええ凧やねえ賞」，
「ええお父ちゃんやね賞」，

－文化－教師』をつなぐ（２年次）―学びにひらく

「ええお母ちゃんやね賞」などの賞が，各家族に贈

子ども―」の研究テーマのもと，平成26年度研究発

られ，すてきな笑顔でいっぱいになった。

表会を開催した。雨天での開催となったが，本年度
も遠くは北海道など全国各地から約500人の参加が
あった。
午前は，開会挨拶・基調提案のあと，公開Ⅰ・Ⅱ
・Ⅲとして，延べ20クラスで，各教科・道徳・英語
学習の授業を公開した。
昼食時には，本校の特色ある教育活動である「う
れしの総合活動」のビデオを上映し，子どもたちの
生き生きと活動する様子をご覧いただいた。午後か
らは，各教科・道徳・英語学習の分科会を行い，ど
の分科会でも白熱した議論が展開され，本校の研究
○キャリアデザイン講座を実施

に対して様々な角度からの意見を得ることができ
た。最後に，熊本大学教育学部講師の苫野一徳氏に

今年度も，教職キャリア開発センターでは，「学

よる「相互承認の『感度』を育む～これからの学び

び続ける教師」の育成をめざし，学生が自主的・主

のあり方～」と題した講演が行われた。
100人を超えるＰＴＡボランティア・学生ボラン

体的に学べるよう体験学習やグループでの演習（ア

ティアなどの協力も運営を支える大きな力となり，

クティブ・ラーニング）を多く取り入れたキャリア

有意義な研究発表会となった。

デザイン講座（全16講座）を実施した。
すべて課外の講座で，16時30分以降という遅い開
始時間にも関わらず延べ407人の学生が受講した。
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受講した学生からは，「ただ単に，ゲーム（レク

平成27年２月

先生になるための準備講座

リエーション）を楽しむだけでなく，ゲームを通し

日

時

講 習 名

講師名

て，学級の様子，子どもの状況・関係などを見る・

11月13日（木） いじめと人権教育～ 教育サポーター

知ることができることに気付けた」，「自分の話し方

16:30～18:00 「つながりと感動」を 仲島 正教

を客観的に見ることができ，これからの改善点を発

合い言葉に～

見できた。これからやらなければならないことがた

12月５日（金） 学校ですぐに使える 教育サポーター

くさんあるということがわかった」，「保護者を敵と

16:30～18:00 「楽しい学級ゲームあ 仲島 正教

みなさない姿勢が大切だと感じた。問題には背景が

れこれ実技編」

あり，理由がある。それらを読み取ることや引き出

11月27日（木） 教師から子どもへ「伝 京都橘大学

すこと，そして解決の糸口を見つけることが重要だ

16:30～18:00 えるということ」

池田 修

と感じた」などの感想が寄せられた。
大学生基礎力講座
日

時

講 習 名

講師名

11月28日（金） CA(キャビンアテンダ AN Aビジネスソ
16:30～19:30 ント)から学ぶコミュ リューション
ニケーションセミナー 長田 三女
（話すスキル編）
特別講座
日

時

講 習 名

講師名

12月10日（水） 一人暮らしや社会科・ 摂播地区漁協青
16:30～18:00 家庭科授業でも役立つ 壮年部連合会
～漁師さんから教わ

＜キャリアデザイン講座一覧＞

る！かんたん魚料理と

（前期）

漁業の今～

就活・教採準備講座
日

時

12月11日（木） 互いを敵とみなさない 大阪大学
講 習 名

講師名

16:30～18:00 ～難しくなる保護者対 小野田 正利

６月26日（木） 第一印象最終確認

はるやま商事

応トラブルで，学校が

16:30～18:00

(株)

すべきこと，してはい
けないこと

大学生基礎力講座
日

時

12月19日（金） スマホから個人情報は NI T情報技術推
講 習 名

講師名

16:30～18:00 こんなに簡単に漏れて 進ネットワーク

６月25日（水） あなたの印象を変える A NAビジネスソ

いる～ストーカーや凶 (株)

16:30～19:30 人間関係を変えるコミ リューション

悪犯罪から子どもたち 筒崎 眞美

ュニケーション講座

長田 三女

を守る方法～

（後期）
就活・教採準備講座
日

時

講 習 名

講師名

１月30日（金） CA(キャビンアテンダ A NAビジネスソ
16:30～19:30 ント)から学ぶ教員採 リューション
用試験にも役立つ「就 長田 三女
活準備セミナー」
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－ １ 月 主 要 日 誌

ようこそ先輩(本学の修了生が講師）
日

時

講 習 名

月
日
事
項
１月７日
（水）附属小学校平成27年度入学児童選考
10日
（土）学校教育学部同窓会総会･研修会
13日
（火）特別支援教育モデル研究開発室
“Cafe Liaison Ⅳ”
14日(水) 教育研究評議会（第11回）
研究科・学部教授会（第10回）
16日(金) 附属幼稚園「新春餅つき大会」
附属小学校・附属中学校避難訓練
17日(土) 大学入試センター試験（～18日）
附属中学校平成27年度入学生徒選考
19日(月) 附属学校就学指導委員会（第３回）
20日(火) 韓国大邱教育大学校短期受入事業
（～
24日）
21日
（水）企画運営会議（第７回）
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８回）
“Eigo de シンポ 2014”
22日
（木）役員会（第12回）
附属中学校学校評議員の会（第２回）
附属中学校立志式
23日(金) 国際交流セミナー
附属幼稚園５歳児陶芸活動
附属中学校平成27年度入学生徒選考
結果発表
26日(月) 附属小学校平成27年度入学児童選考
結果発表
27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
28日(水) 附属中学校１年生雪山体験合宿(～30
日）
30日(金) 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）
附属小学校研究発表会
31日(土) 附属三校園おやじの会「凧あげ大会」

学

12月１日（月） 教員採用試験にも出ま 笹倉 剛
16:30～18:30 した！今，話題の書評
ゲーム！ビブリオバト
ル入門講座(説明編)①
12月15日（月） 教員採用試験にも出ま
16:30～18:30 した！今，話題の書評
ゲーム！ビブリオバト
ル入門講座(発表編)②
12月12日（金） 本学出身のカリスマ先 芦屋市立打出浜
16:30～18:00 生から学ぶ「子どもを 小学校
叱らない指導術」

俵原 正仁

１月23日（金） あなたの声が魅力的に フリーアナウン
16:30～18:30 なるボイストレーニン サー
グ講座

浅井 千華子

在学生から学ぶ
日

時

講 習 名

講師名

１月24日（土） こんなまなびってあり 修士課程１年生
13:10～14:40 ですか！？～楽しも 井上 幸治
う！広げよう！コミュ 澤井 茂和
ニケーション～

－

講師名

11月17日（月） 教員・保育士のための 神戸親和女子大
16:30～18:30 読み聞かせ講座

平成27年２月

末金 真由美
冨田 幸子

編集発行

兵庫教育大学総務部総務課
〒673-1494 兵庫県加東市下久米942-1
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