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－平成28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27年７月６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

募集人員

１６０人

（内訳）

一般入試

前期日程

８０人

〃

後期日程

２２人

推薦入試
２

５８人

出願資格
①高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者及び平成28年３
前期日程
後期日程

月卒業見込みの者等
②平成28年度大学入試センター試験の５教科７科目，５教科８
科目，６教科７科目又は６教科８科目を受験した者
次のいずれかに該当し，かつ，平成28年度大学入試センター
試験の５教科５科目又は５教科６科目を受験した者
①高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者及び平成28年３
月卒業見込みの者等
②文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程又は相当する課

推薦入試

程を有するものとして認定又は指定した在外教育施設の当該
課程を修了した者及び平成28年３月31日までに修了見込の者
また，推薦要件として次のすべてに該当する者
①出身学校長が，初等教育教員となるにふさわしい資質，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
②学習成績の全体の評定平均値が３.５以上の者
③合格した場合は，入学することを確約できる者

３

試験関係日程
選抜方法

出願期間
平成27年

推薦入試

12月11日（金）

試験日程
平成28年
１月26日（火）

合格発表
平成28年
２月10日（水）

～12月18日（金）
平成28年
前期日程

１月25日（月）
～２月３日（水）

平成28年
２月25日（木）

４

３月８日（火）

・26日（金）
平成28年

後期日程

平成28年

３月12日（土）

試験科目
・小論文（２種類）
前期日程

・実技検査（音楽，美術，体育）

後期日程

・面接（口頭試問・実技を含む）

推薦入試

・面接
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－

学

事

平成27年８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

島本好平助教の学術研究に対する

助教 島本好平

助教

研究助成のため

島本好平

176,000

（公益社団法人全国大学体育連合）
教育内容・方法開発専攻

教育内容・方法開発専攻

小田俊明准教授の学術研究に対す

准教授

准教授

る研究助成のため

小田俊明

小田俊明

500,000

（公益社団法人石本記念デサント
スポーツ科学振興財団）

－

人

事

－

○人事異動
１．事務職員
（１）採用

平成27年８月１日付
職

名

等

氏

名

教育支援課教務チーム特定一般職員

内

山

ひとみ

研究支援課研究支援チーム事務補佐員

白

銀

美 紀

備

（２）退職

考

平成27年７月31日付
元

職

特別支援教育モデル研究開発室研究補佐員

氏
野

寺

名
美 那
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－

諸

報

○国立大学法人兵庫教育大学役員会
第７回 平成27年７月８日（水）
（議題）
１ 第３期中期目標・中期計画に係る「戦略性
が高く，意欲的な目標・計画」について

平成27年８月

－

３

大学院学校教育研究科出願資格認定取扱い
の変更について
４ 外国人留学生の受入について
○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３回 平成27年７月１日（水）
(議題)
１ 研究科教員資格審査委員会の設置について
２ 論文提出による博士の学位論文受理につい
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 論文提出による博士の学位論文審査委員会
の設置について
５ 論文提出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
６ 論文提出による博士の学位申請資格審査会
の設置について
７ 博士候補認定試験の実施について
８ 平成28年度学生募集要項について
９ 平成27年度授業料免除（前期分）について

第８回 平成27年７月15日（水）
（議題）
１ 平成28年度国立大学法人運営費交付金の概
算要求について
第９回 平成27年７月21日（火）
（議題）
１ 平成28年度国立大学法人運営費交付金の概
算要求について
○国立大学法人兵庫教育大学教育研究評議会
第５回 平成27年７月８日（水）
（議題）
１ 学生の懲戒処分について
２ 平成28年度大学院学校教育研究科（教育政
策リーダーコース，グローバル化推進教育リ
ーダーコース）学生募集要項について
３ 平成28年度国立大学法人運営費交付金の概
算要求について
４ 教員の選考について
５ 教員の選考開始について
６ 保健管理センター所長候補者について

○兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科運営会
議
第２回 平成27年７月９日（木）
（議題）
１ 主指導教員予定者になり得る者の要件につ
いて
２ 連合研究科設置20周年記念式典等の日程に
ついて
３ 平成28年度国立大学法人運営費交付金の概
算要求について
４ 第３期連合学校教育学研究科予算の取り扱
いについて

第６回 平成27年７月21日（火）
（議題）
１ 平成28年度国立大学法人運営費交付金の概
算要求について
２ 教員の選考について
３ 教員の選考開始について
○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３回 平成27年７月８日（水）
（議題）
１ 学位論文審査委員会の設置について
２ 平成28年度大学院学校教育研究科（教育政
策リーダーコース，グローバル化推進教育リ
ーダーコース）学生募集要項について

- 4 -

4357

国立大学法人兵庫教育大学学報

平成27年８月

○附属小学校授業参観，附小交流会及び，教育講演

を図り，実践力と人間力に優れた学生を養成するこ

会を実施

とを目的としている。
屏東大学の学生はこのプログラムの中で，附属小

７月４日（土），附属小学校において，保護者向

学校及び，加東市立鴨川小学校を訪問した。附属小

けの授業参観，そして，兵庫県内の教員を招いての

学校では，授業見学のあと,台湾の小学校と比較し

附小交流会を行った。兵庫算数授業研究会と共催し，

感じたことや疑問に思ったことなど，意見交流を行

全30本の授業提案のあと，各教科にわかれて授業研

い個人志向からグループ志向へと意見をまとめる学

究会を行った。県内公立小学校や大学から250人を

習過程や，子どもたちの意見に真摯に耳を傾ける教

超える参観者が，授業提案をもとに交流し研修を深

員の姿など，学びのある研修になった」との感想が

めた。

あった。鴨川小学校では，授業見学や給食体験を通

また，保護者向けには，授業参観のあと，ＰＴＡ

じて日本の学校現場を学び，また，児童から和太鼓

文化部主催の教育講演会を開催し，保護者約200人

の演奏を教わった。日本人学生や本学留学生と学生

が参加した。「サイバー空間の危険から子どもたち

交流も行い，日本人学生にとっても貴重な経験とな

を守るために」をテーマに，兵庫県警察本部サイバ

った。その他，日本文化研修として姫路，大阪，京

ー犯罪対策課山本紗記子巡査部長より講演があっ

都を訪れ，それぞれ異なった文化に触れた。

た。サイバー犯罪相談の最前線での立場から，子ど

今回は初めて日本を訪れる学生が参加者であった

もたちがどのように犯罪に巻き込まれていくのか，

こともあり，日本の教育現場及び日本文化を学ぶこ

いろいろな事例を挙げてインターネットに潜む陰の

とのできる良い機会となった。

部分の話があった。サイバー空間の危険から身を守
る術や判断力を親子ともに身につけていく必要があ
ることを再確認することができた。

○高大連携事業「兵庫教育大学体験」を実施
７月10日（金），本学と高大連携教育協定を締結
○屏東大学学部学生受入事業「日台教育実習プログ

する県立夢野台高等学校，県立三田西陵高等学校の

ラム」を実施

生徒を迎えて，高大連携事業「兵庫教育大学体験」
を実施した。

７月６日（月）～11日（土）の６日間，台湾の屏

このプログラムは，教職を志望する高校生が本学

東（ピントン）大学より教育学を学ぶ学部学生６人

の教員養成課程の教育に触れることでその意欲を高

を受入れ「日台教育実習プログラム」を実施した。

めることを目的に実施しているもので，本年度は夢

本プログラムは，将来教員を目指す双方の学生が

野台高等学校から「教職」類型と「教育実践」を選

教育現場を体験することにより，国際理解教育を学

択する２年生31人，三田西陵高等学校から「子ども

ぶ上で最も重要な多面的な視点での考察能力の向上

みらい」類型の２年生35人の計66人が参加した。
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午前は，「学習心理学」（特別支援教育コーディ
ネーターコース宇野宏幸教授）の授業を学生ととも
に大講義室で聴講し，午後は附属図書館の施設や教
材文化資料館の展示を見学し，キャリア支援課長か
ら本学のキャリア支援の取組状況等について説明を
受けたあと，両校の先輩等（学部学生４人）から体
験談を聞き，プログラムの締めくくりとして，行動
開発系教育コース森田啓之准教授（社会連携担当学
長特別補佐）による大学体験の総括が行われた。
参加した高校生は，講義や説明を熱心に聞き入り，
学部学生との交流では，教員を目指す先輩に直接話
が聞ける貴重な機会とあって，多くの質問が出され，

○シンポジウム「子育ち・親育ちを促す支援の役割

先輩学生が丁寧に答えた。高校生が抱く教職へのあ

～子育て支援活動の中での記録から～」を開催

こがれが現実へと近づくきっかけとなる良い体験と
なった。

７月18日（土），神戸ハーバーランドキャンパス
兵教ホールにおいて，シンポジウム「子育ち・親育
ちを促す支援者の役割～子育て支援活動の中での記
録から～」を開催した。
本シンポジウムは，文部科学省の特別経費を受け
「大学の機能強化としての就学前教育専門職（仮称）
養成の高度化と幼小連携を含めた総合的カリキュラ
ム開発」の取り組みの一環として，子育て支援セン
ターやルームを開設している教員を招き，子育て支
援を中心とした地域社会連携における大学の役割に
ついて考えることを目的としたものである。
シンポジウムでは，本事業の実施組織である就学
前教育カリキュラム研究開発室長の名須川知子教授

○コンプライアンス研修を実施

から企画趣旨について述べられた後，就学前教育カ
リキュラム研究開発室の礒野久美子特命助教から提

７月17日（金），附属小学校多目的ホールにおい

案発表が行われた。続いて，神戸常盤大学の上月素

て，また，７月29日（水），共通講義棟108講義室に

子教授から「神戸常盤大学子育て支援センターでの

おいて，コンプライアンス研修を実施し，教職員等

５年間の経験を通して」，神戸大学大学院の伊藤篤

297人が参加した。

教授から「子育て支援拠点におけるスタッフの役割

本研修は，研究活動の不正防止，公的研究費の不

と記録の利用」の講義が行われ，最後に名須川教授

正使用防止及びハラスメントに関する知見を深める

による総括が行われて閉会した。

ためのもので，あずさ監査法人の森本隼一講師から

当日は，大学教員，幼稚園教員及び保育園保育士

研究不正に関する講演に続いて，株式会社フォーブ

等約50人が参加し，各大学における子育て支援に関

レーンの澤田尚美講師と棚瀬朗太講師から，ハラス

わるスタッフの役割や記録の利用方法などについて

メントに関する講演が行われた。

の発表に熱心に耳を傾け，活発な質疑応答，意見交
換が行われた。
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路指導部長等43人，本学側は加治佐哲也学長以下13
人が出席し，本学の教育研究に係る取り組み状況や，
入学者選抜方法，教員採用試験等について，活発な
意見交換が行われた。

○平成27年度オープンキャンパスを開催
７月19日（日），加東キャンパスにおいて，高校
生・保護者等を対象としたオープンキャンパスを開
催した。当日は，1,420人の来場者があり，講堂で
開催した全体会では，立ち見が出るほどの盛況であ

○OMEP「世界幼児教育・保育機構」世界大会に就学

った。全体会では，加治佐哲也学長の挨拶及び福本

前教育カリキュラム研究開発室が参加

謹一理事・副学長の大学概要の説明，在学生体験談
のあと，平成28年度入試についての説明が行われ，

７月29日(水)から８月１日(土)の４日間，ワシン

参加者は熱心に聞き入っていた。

トンＤＣにおいて，第67回ＯＭＥＰ世界大会が開催

また，在学生・教職員による個別相談コーナーや

された。

在学生による入試体験談，各コース（分野）による

就学前教育カリキュラム研究開発室からは，名須

イベントや，図書館や学生寄宿舎等の施設見学，ク

川知子教授以下２人の特命助教が参加し「子どもを

ラブ紹介・公開練習等が自然環境豊かな40万平方メ

通した世代間交流プログラムの実践」というポスタ

ートルの広大なキャンパスで行われ，終始活況の中，

ー発表を行った。この発表は，世界各国の幼児教育

好評のうちに幕を閉じた。

関係者から非常に多くの関心を集め，子育て支援に
おいて学生や高齢者がわらべ歌遊びなどで実際に親
子と関わることが効果的であることや，子育てに父
親が参加しやすいプログラムを立案することはどの
国においても共通の課題であること等，今後のプロ
グラム開発に有意義な多くの示唆を得ることができ
た。

○大学・高等学校教育研究懇談会を開催
７月27日（月），総合研究棟大会議室において，
兵庫県立学校長協会からの依頼に基づき，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，進
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平成27年８月

今年度は12件の申請があり，都道府県連携推進本

Ⅵ”を開催

部会議において研究の内容や計画など多角的に審査
した結果，12件すべてを採択した。当該研究には，

７月30日（木），附属図書館ライブラリーホール

大学から研究経費の一部が補助される。

において，「漢字テスト、あなたはどう採点します

なお，研究成果は共同研究論文集「学校教育コミ

か？－通常学級の特別支援教育と教科の内容を考え

ュニティ」として公表するとともに，附属図書館「学

る－」をテーマに“Cafe Liaison Ⅵ“を開催し，

術情報リポジトリ」にも登録する。

本学学部生・大学院生・教職員等，約60人の参加者
があった。
今回は，奈良学園大学副学長〔前：文部科学省主
任視学官(国語担当)〕の西辻正副氏を講師に迎え，
特別支援教育コーディネーターコースの樋口一宗教
授との対談が行われた。
まず，樋口教授からは，発達障害がある子どもが
書く漢字にはどのような特徴があるのかについての
解説があり，西辻氏からは，参加者に漢字テストの
模擬解答を採点してもらった後に，実際の書き方「字
形」には，多様性が認められていることについて解
説があった。
その上で，指導した字形であっても，指導の場面
や状況を踏まえつつ，柔軟かつ寛容に評価すること
が重要であるとの話があった。
参加者からは「漢字に対する考え方が変わった。
漢字を通じて教育の課題・問題点が見えた」等の感
想が寄せられ満足度の高い講演会となった。

○平成27年度「兵庫教育大学と兵庫教育大学大学院
同窓会との共同研究」を採択
本共同研究は，大学院同窓会員と大学教員が共同
で行う研究であり，学校現場の課題解決や大学の実
践的な教育研究の進展への寄与が期待されている。
- 8 -

4361

国立大学法人兵庫教育大学学報

－ ７ 月 主 要 日 誌

平成27年８月

附属図書館運営委員会（第２回）
30日
（木）小野市との連携による地域連携推進
事業「理科＆科学の地域でのサイエ
ンス祭」（～8月2日）
教育行政トップリーダーセミナー
（北
海道）（～31日）
特別支援教育モデル研究開発室
“Cafe Liaison Ⅵ”
31日
（金）研修講座「就学前集団保育から小学
校教育への適応的移行に向けた子ど
も理解と連携」

－

月
日
事
項
７月１日
（水）連合学校教育学研究科代議委員会
（第
３回）
学術図書出版委員会（第１回）
附属幼稚園４・５歳児と附属中学校
３年生との交流（３日）
４日
（土）附属小学校授業参観，附小交流会及
び，教育講演会
６日
（月）屏東大学学部学生受入事業「日台教
育実習プログラム」
７日
（火）学校給食運営連絡会
８日
（水）役員会（第７回）
教育研究評議会（第５回）
研究科・学部教授会（第３回）
９日
（木）連合学校教育学研究科運営会議（第
２回）
研究倫理審査委員会（第１回）
附属小学校に台湾屏東大学学生が来
校
附属幼稚園わくわくキャンプ（～10
日）
10日
（金）高大連携事業
「兵庫教育大学体験」
（県
立夢野台高校，県立三田西陵高校）
学生委員会（第４回）
11日
（土）大学院学校教育学研究科説明会（神
戸）
13日
（月）教育行政トップリーダーセミナー
（東
北）（～14日）
国際交流センター運営会議（第２回）
附属中学校１年生校外学習
15日
（水）役員会（第８回）
17日
（金）コンプライアンス研修
18日
（土）シンポジウム「子育ち・親育ちを促
す支援の役割～子育て支援活動の中
での記録から～」
19日
（日）平成27年度オープンキャンパス
20日
（月）附属小学校６年生臨海合宿（～22日）
21日
（火）役員会（第９回）
教育研究評議会（第６回）
教育行政トップリーダーセミナー
（東
海・北陸）（～22日）
22日
（水）全学教職員会議
25日
（土）教員免許状更新講習（7月開催分）
（～
26日）
27日
（月）教育行政トップリーダーセミナー
（中
国・四国）（～28日）
大学・高等学校教育研究懇談会
29日
（水）コンプライアンス研修
企画運営会議(第３回)
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