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－

学

事

平成27年12月

－

○寄附金

寄附申込者

研究担当者

寄附の目的

金額（円）

教育実践高度化専攻

教育実践高度化専攻

隈元みちる准教授の研究助成のため

准教授

准教授

（一般社団法人日本心理臨床学会）

隈元みちる

隈元みちる

－

人

事

1,444,580

－

○人事異動
１．事務職員
（１）採用

平成27年12月１日付
職

名

等

氏

企画課大学改革推進チーム事務補佐員

安 部

名

備

考

かおり

（神戸ハーバーランドキャンパス）
（２）退職

平成27年11月30日付
元

職

氏

研究支援課図書館事務室事務補佐員

－

片

名

岡

報
員会
第６回

○国立大学法人兵庫教育大学教育研究評議会

平成27年11月４日（水）

（議題）

平成27年11月11日（水）

１

（議題）
１

－

○兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科代議委

平成27年11月11日（水）

第10回

考

照

諸

○国立大学法人兵庫教育大学役員会
第14回

備

論文提出による博士の学位論文受理につい
て

教員の任期に関する規程の一部改正につい

２

て

平成29年度連合学校教育学研究科入学者選
抜関係日程について

２

教員の選考について

３

平成27年度授業料免除（後期分）について

３

教員の選考開始について

４

兵庫教育大学学生表彰規程を準用した被表
彰者の推薦について
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○附属幼稚園児と社高等学校１年生との交流を実施

平成27年12月

徒達が，主体的に授業に取り組み，出来ることが増
えることで自尊感情や，学習意欲の向上につながっ

10月26日（月）から11月17日（火）までの期間中

た実例も紹介された。講演では，実践の中で取り入

の６日間，附属幼稚園において，園児と兵庫県立社

れられている「脳活学習」の学習ゲームを参加者が

高等学校１年生との交流を実施した。

体験する場面もあった。

高校生と園児たちは一緒に弁当を食べ，おにごっ

40人の参加者からは，実際に活用する上での多く

こやごちそう作りなどをして一緒に遊んだ。園児た

の質問が出され，iPadの活用についての関心の高さ

ちは，体育科の学生が行った団体行動や体操を見学

が伺えた。

し「足が揃ってる！」，
「かっこいい！」等と感嘆し，
技に見入っていた。高校生と一緒に遊ぶ嬉しさを感
じ，楽しいひとときを過ごした。

○附属中学校研究発表会を実施
11月７日（土），附属中学校において，「～ユニバ
○特別支援教育モデル研究開発室“セミナール・リ

ーサルデザインの考え方を取り入れた～わかりやす

エゾンⅧ”「iPadを活用して発達障害のある生徒の

く，やりがいのある授業づくり（２年次）」をテー

学習意欲を高める!」を開催

マに研究発表会を実施した。
昨年度に引き続き，ユニバーサルデザインの考え

11月７日（土），神戸ハーバーランドキャンパス

方を取り入れ，すべての生徒にとってわかりやすい

兵教ホールにおいて，岐阜県多治見市立陶都中学校

授業づくりを目指し，生徒がやりがいを感じる授業

主幹教諭の坂田俊広氏を迎え“セミナール・リエゾ

づくりを目指し研究を進めてきた。その成果発表と

ンⅧ”「iPadを活用して発達障害のある生徒の学習

して，基調提案・公開授業・授業研究会・講演会を

意欲を高める!」を開催した。

実施した。

多治見市では，iPadを活用して，ことばやリズム

10年経験者研修参加者を含め，県下はもとより他

で楽しむ「いきいき遊び」を保育所や幼稚園で実施

府県の公立学校や，教育委員会・大学関係者等多数

している。坂田氏は，この取り組みについて，集中

の参加者を得た。東京大学大学院教職開発コース藤

力が増すことや障害のある子ども達も一緒に学べる

江康彦准教授の「学びの質を高める授業のデザイン

などの利点を語った。

：子どもの『やりがい』を創出する授業づくりに向

また，小学校や中学校で「脳活学習」として，朝

けて」と題した講演は，参加者の迷いや悩みを払拭

の学習や教科学習にiPadを導入している様子がビデ

し，進むべき道を示唆する内容であった。附属中学

オで紹介された。さらに中学校の英語科ではiBooks

校の教員にとっても，様々な意見を頂けた授業研究

Authorを活用して電子教科書を作成し，授業に適用

会となり，今後の研究に大きな力となった。

しており，英語に苦手意識を持つ発達障害のある生
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○東日本大震災復興支援ボランティア兵教大2015報

平成27年12月

○附属小学校「おん☆かつコンサート」を実施

告会を開催
11月12日（木），附属小学校において，加東市文
11月10日（火），共通講義棟106号室において，
「東

化振興財団主催の「おん☆かつコンサート」が行わ

日本大震災復興支援ボランティア兵教大2015報告

れた。

会」を開催した。このボランティアは，東日本大震

これは，子どもたちと音楽との幸せな出会いをサ

災が発生した平成23年から毎年実施しているもの

ポートする，加東市内の小学４年生を対象とした活

で，本年も学部生９人，大学院生８人が参加した。

動である。午後のひととき，多目的ホールがすてき

報告会は，企画からプレゼンテーションの資料作

なコンサートホールとなり，バイオリニストの磯絵

成，ポスター製作，司会進行にいたるまで参加学生

里子さんとピアニストの宮下朋樹さんの演奏を楽し

の自主企画によるもので，当日は福本謹一理事・副

んだ。４年生の児童は間近で演奏を聴くことができ，

学長をはじめとする教職員やボランティアに関心の

貴重な音楽体験の機会を得た。

ある学生の出席のもとで開催された。
報告会では，ボランティアを引率した教育内容・
方法開発専攻永田夏来助教の開会の挨拶のあと，参
加学生からパワーポイントによる詳細な活動全般の
報告と，実際に現地に行って感じたことや学んだこ
となどについての２件の個人発表が行われた。この
発表を受けて引率を担当した教育実践高度化専攻安
藤福光准教授から講評があり，最後に福本理事・副
学長から閉会の挨拶が述べられた。
報告会は，参加した者にしか分からない貴重な体
験を自らの言葉や行動で伝えていくことの大切さ
と，これからの社会を担う学生たちにとって，この
ボランティア活動への参加がいかに意義深いもので

○附属小学校オープンスクールを開催

あるかを，あらためて認識する機会となった。
11月13日（金），附属小学校において，オープン
スクール（学校公開）を開催した。
附属学校では基本的に自由参観できるよう学校を
開放しており，これまでも入学を希望・検討する方
や在校生保護者を受け入れてきた。
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今年は，来年度入学児童進学説明会を兼ねて，９

平成27年12月

○学校教育学部保護者対象「教育・就職説明会」を

時から15時まで学校を公開した。これまで附属小学

開催

校を訪れたことがない方も多数来校し，進学説明会
では本校の概要を聞き，各教室を回って授業の様子

11月14日（土），学校教育学部１～３年次生の保

を熱心に参観するなど，附属小学校の特色や子ども

護者を対象に「教育・就職説明会」を嬉望祭（大学

たちの様子について理解を深めてもらうよい機会と

祭）と併せて開催し，105人の参加があった。この

なった。

説明会は，保護者の方々に本学の取り組みや教員採

なお，今後も随時学校見学の希望を受け入れてい

用等就職の状況などを説明し，保護者と大学が共通

く予定である。

理解のもと，学生のキャリア形成支援を行う目的で
開催し，今年で３回目となる。
初めに，加治佐哲也学長から「保護者の方にも就
職等について正しい認識を持ったうえで，学生とし
っかり進路について話し合ってほしいこと」，「広い
視野を持ち，生涯に渡って学び続ける教師になって
ほしいこと」などの話があった。
次に，新井肇教職キャリア開発センター長が「最
近の就職状況及び就職・キャリア形成支援プログラ
ムについて」，藤原忠雄同センター就職支援部門長
が「教員採用の動向と本学の現状について」の説明
を行った。

○第34回兵庫教育大学大学祭「嬉望祭」を開催

卒業生・合格者による体験談では，篠山市と丹波
市の小学校教諭や，今年度実施の兵庫県教員採用試

11月14日（土），15日（日）の２日間にわたり，

験合格者が「採用試験に向けての取組やその体験

『UP TO YOU ～今を最高に楽しもう～』をスローガ

談」，「教員としての喜びや苦労したこと」などにつ

ンに第34回兵庫教育大学大学祭「嬉望祭」を開催し

いて話した。最後に福本謹一理事・副学長から，参

た。「嬉望祭に協力，参加してくれた様々な人が最

加者へのお礼の挨拶があり，閉会した。

高に楽しめる学祭にしたい」という願いを込めてい

説明会終了後，個別相談会やラーニングコモンズ

る。

（附属図書館や教職キャリア開発センターなど）の

当日は，あいにくの雨模様であったが，学内各所

見学会を行った。

では模擬店，ステージでのバンド演奏，クラブ活動

参加した保護者からは「卒業生の熱い体験談で涙

発表等を行い，多くの方にご来場いただき，熱い２

しました」，「子どもがこの大学に入学して本当によ

日間となった。

かったなと思える説明会でした」，「大学・キャリア
センターの取り組みや，今後の採用試験の動向がよ
く分かりました」といった声が寄せられた。
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平成27年12月

○学生表彰を実施
11月14日（土），兵庫教育大学学生表彰規程に基
づき，学生表彰を行った。
受賞者は次のとおりである。
・スポーツ奨励賞
（個人）岩崎 涼，宮崎 勝裕，近田 茜（陸上競技
部）
東條祐太朗（弓道部）
（団体）女子バスケットボール部

○子育て支援ルーム「GENKi」と附属幼稚園の交流
会を実施
11月17日（火），子育て支援ルーム「GENKi」にお
いて，「GENKi」と附属幼稚園年長児（わかば組・す
みれ組）との交流会を行った。これは，子育て支援
ルームの目的にも掲げている附属学校園との連携事
業の一環として実現した。
当日は，幼稚園のミニコンサートで歌った「ぼく
らは小さな海賊だ」他２曲を幼稚園児40人が披露し，
そのあと「GENKi」の親子と一緒にふれあい遊びを

○兵教ライブラリーフェスタ2015を開催

して楽しんだ。また「GENKi」にある玩具で遊びた
いという園児の希望から「GENKi」の利用者29組64

11月14日（土），嬉望祭（大学祭）の第１日目に，

人の親子と一緒に自由に遊んだ。

附属図書館において，兵教ライブラリーフェスタ20

ままごとや汽車，ブロックなど，初めて触れる玩

15が開催された。
毎年恒例となっている古書の無償配布イベント

具で楽しく遊ぶ元気いっぱいの園児に，母親からは

（ブックリサイクル）では，会場となった１階会議

「幼稚園に通うようになったら，こんなに活発にな

室に，教育関係を中心に約2,000点の古書が所狭し

るんですね」との声が聞かれた。

と並び，参加した学生・教員や一般市民により，そ
の多くが回収された。
また，現場経験を持つ大学院生からのスタッフが，
絵本の読み聞かせやパネルシアター，工作体験コー
ナーを催し，雨天にもかかわらず，会場は多数の子
ども連れの家族でにぎわった。
今回初の試みとなったミニコンサートでは，大学
院修士課程文化表現系教育コース２年唐澤志瑞香さ
ん（フルート）と同コース２年笹倉可奈子さん（ピ
アノ）が，スタジオジブリやディズニーなどでお馴
染みの曲を披露し，参加した子どもたちは音楽に合
わせて歌ったり踊ったりしながら，楽しいひととき
を過ごした。
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○平成27年度兵庫教育大学永年勤続者表彰式を実施

平成27年12月

長と，亀園公一刑事安全課係長による防犯講習会を
開催した。足立刑事生活課長から学生が陥りやすい

11月20日（金），平成27年度兵庫教育大学永年勤

トラブルの事例，犯罪被害に遭わないための注意点，

続者表彰被表彰者が決定され，被表彰者に対し表彰

薬物乱用防止について講演が行われた。次いで，亀

状の授与及び記念品の贈呈が行われた。

園刑事安全課係長によるサスマタ，パイプ椅子を用

なお，今年度の被表彰者は次のとおりである。

いた防犯対策，護身術の実技講習が行われた。

兵庫教育大学永年勤続者表彰被表彰者

参加した学生は，実際に学校現場で起こりうる危

大学院学校教育研究科

教

授

森

大学院学校教育研究科

教

授

南

埜

大学院学校教育研究科

准教授

鈴

木

正

環境マネジメント課

主

中

野

多代子

任

秀

樹

険回避能力を身につけることができた。

猛
敏

○平成27年度学校教育学部同窓会都道府県連携推進
会議を開催
○交通安全講習会・防犯講習会を実施

11月28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，平成27年度学校教育学部同窓会

11月25日（水），共通講義棟108教室において，
「交

都道府県連携推進会議を開催した。

通安全」と「防犯」の２部構成による交通安全講習

この会議は，本学卒業生等に対する教育実践活動

会・防犯講習会を実施した。

の支援，教育現場における実践的な教育研究資料の

今回は，交通事故防止及び防犯に対する意識改革

収集及び発信等を業務とする，都道府県連携推進本

を目的に，学生全員を対象として行い，230人を超

部の施策の円滑な実施を図るため，開催しているも

える学生・教職員が参加した。

のである。

第１部は，加東警察署岸部憲二交通課長，加東自

当日は，加治佐哲也学長をはじめ，大学関係者及

動車教習所永田達也副管理者による，交通安全講習

び学校教育学部同窓会役員など40人が出席し，大学

会を開催した。岸部交通課長から平成27年9月まで

と学校教育学部同窓会との連携等について，様々な

のデータに基づいた加東市・小野市内の事故の状況

意見が出され活発な議論を行った。また，会議後の

等の説明や，なぜ事故が起こるのか，どうしたら事

情報交換会では，参加者の近況を交換し合うなど和

故が防げるかなどについて講話が行われた。その後，

やかな雰囲気のうちに終了した。

永田副管理者による事故を起こしやすい性格のタイ
プに関する講話が行われた。聴講した学生は交通安
全に対する認識を強めたようで真剣に聴き入ってい
た。
第２部は，加東警察署の足立勝成刑事生活安全課
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○附属幼稚園「親子で楽しむ音楽会」を開催
11月30日（月），附属幼稚園において，第２回に
こにこ子育て講座「親子で楽しむ音楽会」を開催し
た。
第１部は親子に対し，本学芸術系教育分野の学生
による実演創作音楽劇の絵本『はらぺこあおむし』
や，教育内容・方法開発専攻の新山眞弓教授と大学
院学校教育研究科文化表現系教育コースの西野晴香
さんによる，フォーレやブラームスの名曲の連弾の
演奏があった。園児たちは，学生手作りの大道具を
使った音楽劇に集中して見入ったり，連弾による迫
力ある演奏やその曲想に引き込まれていた。第２部
は保護者に対し，西野さんによるピアノ独奏で，バ
ッハやモーツアルト，ショパンの名曲の演奏があっ
た。
保護者は「久しぶりに生演奏を聴き，心が癒やさ
れた」等感想を述べていた。
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－ １１ 月 主 要 日 誌
月

日

事

平成27年12月
学校教育学部同窓会都道府県連携推

－

進会議

項

30日
（月）附属幼稚園「親子で楽しむ音楽会」

11月１日
（日）附属幼稚園児と社高等学校１年生と
の交流（10月26日～11月17日）
４日
（水）大学院学校教育研究科教務委員会
（第
７回）
学校教育学部教務委員会（第７回）
連合学校教育学研究科代議委員会
（第
６回）
連合学校教育学研究科入学試験委員
会（第１回）
５日(木) 附属幼稚園稲刈り
７日
（土）特別支援教育モデル研究開発室“セ
ミナール・リエゾンⅧ”
附属中学校研究発表会
10日
（火）東日本大震災復興支援ボランティア
兵教大2015報告会
11日
（水）役員会（第14回）
教育研究評議会（第10回）
12日
（木）附属小学校「おん☆かつコンサート」
13日
（金）附属小学校オープンスクール
附属小学校連絡進学説明会
附属小学校一般進学説明会
14日
（土）大学院同窓会役員会（第３回）
第34回大学祭「嬉望祭」（～15日）
学生表彰
18日
（水）教育実習総合センター運営会議（第
２回）
附属小学校修学旅行（～20日）
19日
（木）附属幼稚園避難訓練
附属小学校ＰＴＡ給食試食会
附属中学校一般進学説明会
20日
（金）都道府県連携推進本部会議（第３回）
附属幼稚園５歳児と附属小学校５年
生との交流給食
附属中学校連絡進学説明会
21日(土) 大学院学校教育研究科入学者選抜試
験［11月選抜］（～22日）
25日
（水）大学院学校教育研究科教務委員会
（第
８回）
学校教育学部教務委員会（第８回）
ファカルティ・ディベロップメント

編集発行

推進委員会（第３回）

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

交通安全講習会・防犯講習会

電 話 (0795)44-2431
http://www.hyogo-u.ac.jp/

27日
（金）企画運営会議（第５回）
28日
（土）学部同窓会役員会（第２回）
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