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－

学

事

平成28年２月

－

○寄附金
寄附申込者

研究担当者

寄附の目的

ホームステイ協力者

小学校英語活動プログラム海外教育

Robert Lesniewski

体験実習にかかる助成

兵庫教育大学附属幼稚園

兵庫教育大学附属幼稚園の教育研究

育友会

の振興・充実等のため

会長

加門隆太朗

－

諸

報

○国立大学法人兵庫教育大学役員会
第16回 平成28年１月13日（水）
（議題）
１ 教育研究組織の改革に伴う諸規則等の改正
について

金額（円）
56,258
480,000

－

５
６

第３期中期目標原案・中期計画案について
第３期中期目標期間における「戦略性が高
く，意欲的な目標・計画」について
７ 教育研究組織の改革に伴う諸規則の改正に
ついて
８ 受託研究の受入れについて

第17回 平成28年１月20日（水）
（議題）
１ 第３期中期目標原案・中期計画案について
２ 第３期中期目標期間における「戦略性が高
く，意欲的な目標・計画」について
３ 平成28年度国立大学法人兵庫教育大学予算
編成方針について

○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８回 平成28年１月13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
２ 平成27年度論文審査委員会委員の変更につ
いて
３ 平成28年度開設授業科目等の変更について

○国立大学法人兵庫教育大学経営協議会
第５回 平成28年１月20日（水）
（議題）
１ 第３期中期目標原案・中期計画案について
２ 第３期中期目標期間における「戦略性が高
く，意欲的な目標・計画」について
３ 平成28年度国立大学法人兵庫教育大学予算
編成方針について

○兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科運営会
議
第５回 平成28年１月18日（月）
（議題）
１ 第３期連合学校教育学研究科予算について
○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28年１月21日（木）
（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 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
３ 博士候補認定試験の実施について
４ 博士研究生の入学について

○国立大学法人兵庫教育大学教育研究評議会
第12回 平成28年１月13日（水）
（議題）
１ 各センター長等候補者について
２ 教員の選考について
３ 教員選考手続に関する内規等の一部改正に
ついて
４ 教員の選考開始等について
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○教育行政トップリーダーセミナー（第２回）を開
催
平成27年10月５日（月）から平成28年１月19日
（火）の間，７月から８月にかけて実施した第１回
に引き続き，全国７会場で第２回教育行政トップリ
ーダーセミナーを開催し，全会場で78人の受講者が
あった。
本セミナーは，地方分権化の進む教育行政におい
て重要な役割を担うトップリーダーのマネジメント
・リーダーシップを支援すること，及び情報交換の
場を提供することを目的として，全国各地の教育長
等幹部職員や学校管理職等の教育行政トップリーダ

○平成27年度兵庫教育大学学校教育学部同窓会総会

ーを対象に実施した。

・研修会を開催

今回のセミナーは，第１回と同様に，本学教育政
策トップリーダー養成カリキュラム研究開発室の教

１月９日（土），ホテル北野プラザ六甲荘におい

員が講師を務め，第１日目は「企画」及び「実行」，

て，平成27年度兵庫教育大学学校教育学部同窓会総

第２日目は「判断」をテーマとした講義・演習を行

会・研修会が開催された。大学からは加治佐哲也学

った。

長はじめ９人，同窓会からは大石学会長はじめ67人

セミナーの受講者は，全国の教育長，学校管理職，

の参加があった。

大学教員等の様々な機関からの参加者とグループに

総会は，大石会長の開会挨拶から始まり，議案と

なり，与えられた演習課題に対して，様々な意見や

して平成26年度の事業報告や会計決算報告，続いて，

アイデアを披露し，活発な意見交換を行った。各会

同窓会会則の改正案，役員改選案，平成27年度の事

場の開催場所と開催日程は次のとおり。

業計画案，会計予算案，今後の名簿作成の方針等に
ついて審議を行い，原案どおり了承された。
研修会は，加治佐学長の祝辞に続き，「行列ので

会

場

北海道

東北

関東

開催場所

開催日程

きる法律相談所」レギュラー出演の菊地幸夫弁護士

札幌（ホテルライフ
ォート札幌）

平成27年10月
28日(水)～29日(木)

を講師として迎え，講演会が開催された。講演は「出

仙台（ホテル白萩）

平成27年10月
19日(月)～20日(火)

千葉（ホテルポート
プラザちば）

平成27年10月
15日(木)～16日(金)

東海・
北陸

名古屋（ホテルルブ
ラ王山）

平成28年１月
18日(月)～19日(火)

近畿

神戸（本学神戸ハー
バーランドキャンパ
ス）

平成27年10月
10日(土)・12日(月)

中国・
四国

岡山（ピュアリティ
まきび）

平成28年１月
12日(火)～13日(水)

九州・
沖縄

福岡（福岡リーセン
トホテル）

平成27年10月
５日(月)～６日(火)

会いの人生から学んだこと」と題し，地元小学校女
子バレーボールチームの監督や弁護士としての豊富
な経験をもとに，日常生活における人と人との関わ
りの中で，課題を見つけ主体的に考える力やコミュ
ニケーション能力をいかに育み鍛えるかについて，
具体的な事例を交えながら分かりやすく語られた。
テレビでのイメージそのままに，ユーモアあふれる
話しぶりとともに豊かな表情と温かい人柄に思わず
引き込まれ，心に残る講演会となった。
平成24年度以降，毎年１月初めに開催する恒例の
学部同窓会行事として定着し，特に今年は４年に一
度の役員改選期の総会であり，全国各地からの参加
を得，その顔ぶれも広がりつつある。研修会後の懇
話会では，大学の教員と年代を超えた同窓会員が和
気あいあいの内に親睦を深めた。
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○附属中学校防災学習を実施

平成28年２月

○平成27年度ホスピタリティ研修報告会を開催

１月15日（金），附属中学校において，阪神・淡

１月19日（火），総合研究棟大会議室において，

路大震災から21年目となる１月17日を念頭に，地震

平成27年12月18日に実施したホスピタリティ研修の

を想定した避難訓練と防災講話を実施した。

報告会を開催した。

避難訓練終了後，加東市教育委員会人権教育課森

ホスピタリティ研修は，東京ディズニーリゾート

本恭央氏から防災講話があり，東日本大震災の10日

のビジネスを支え続ける「ホスピタリティ＝おもて

後に兵庫県の教師の先陣として被災地に入ったとき

なしの心」を学ぶことで，今後の業務に生かし職員

の様子や感想を，写真を用いながら話された。被害

の資質向上を図ることを目的としたものである。

の様子だけでなく，悲しみの大きさ，人々のたくま

本報告会には，事務職員等27人が参加し，研修へ

しさ，そして備えることの大切さを改めて感じる機

の関心の高さがうかがえた。

会となった。

当日は，原田総務課長の挨拶のあと，ホスピタリ
ティ研修者10人から各班の研修テーマに基づく報告
と質疑応答を行い，加治佐哲也学長が総評した。

○平成28年度大学入試センター試験を実施
１月16日（土），17日（日）の２日間，平成28年

○附属中学校立志式を挙行

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563,768人となった。

１月20日（水），附属中学校において，立志式を

本学試験場では，604人の志願者を受け入れ，大

挙行した。満14歳となる中学２年生が自覚を持って

きな混乱もなく予定どおり終了した。

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この時期に実施しており，学
- 4 -
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年・学級代表のリードで，全員が決意表明を行った。

立浜坂北小学校片瀬廉士教諭が「つなげる通級指導

その後，全国で講演活動をされている腰塚勇人氏

教室～安心感を持てる支援を目指して～」と各々の

より「命の授業～今の幸せに気づくことから夢は広

テーマをもとにミニレクチャーを行った。

がる～」と題した講演があった。「自分の命の喜ぶ

続いて，同コース石橋由紀子准教授の進行により

生き方をしよう」，
「生きるための五つの誓い」など，

「特別支援教育の地域リーダーを求めて」と題し，

多くのお話しが心に染み渡った。

兵庫県三田市立ひまわり特別支援学校小学部吉田裕
彦教頭が「体制整備ストラテジー行政としての取組
～繋げる，高めるチーム力～」，同研究開発室小林
祐子特命助教が「発達支援室モデルの可能性」，同
研究開発室室長及び同コース宇野宏幸教授が「特別
支援教育地域トップリーダーの役割と人材像」につ
いて話題提供を行い，障害科学コース井澤信三教授
を指定討論者としてシンポジウムを実施した。
全国から250余人の参加があり，参加者から「こ
れまでの10年，これからの10年，100年を考える示
唆を得た」，「国と地方行政，大きな流れに触れるこ
とができた」，「特別支援教育の未来に対して夢を持
つことができた」等の次への展望に対する感想が多

○特別支援教育モデル研究開発室「第４回発達障が

く寄せられ，全国的な情報発信の場となった。

い支援アドバンスド講座」を開催
１月23日（土），神戸市産業振興センター・ハー
バーホールにおいて，特別支援教育モデル研究開発
室（以下，同研究開発室）と特別支援教育コーディ
ネーターコース（以下，同コース）が同コース開設
10周年を記念して「第４回発達障がい支援アドバン
スド講座」を共同開催した。
午前の部は，加治佐哲也学長の開会挨拶のあと，
筑波大学大学院柘植雅義教授が「発達障害のある子
どもの支援の到達点と課題の整理～発達障害者支援
法施行10年から見えてくること～」と題した基調講
演を行った。次に「通常の学級において求められる

○附属三校園おやじの会「凧あげ大会」を開催

『変更と調整』をめぐって」をテーマに，秩父市教
育委員会新谷喜之教育長（元文部科学省特別支援教

１月23日（土），附属小学校体育館及び運動場に

育課企画官），文部科学省特別支援教育課田中裕一

おいて，附属三校園おやじの会主催による「凧あげ

調査官（発達障害）及び本学同コース樋口一宗教授

大会」が開催された。

が鼎談し，議論を交わした。

幼稚園から小学校３年生までの子どもたちが保護

午後の部は，同コース岡村章司准教授の進行で「発

者とともに参加し，家族ごとに力をあわせ，凧づく

達障害支援の最前線」と題し，岐阜県多治見市立陶

りに取り組み，完成した凧を運動場で力いっぱい走

都中学校坂田俊広主幹教諭が「アイデアと工夫で特

り揚げた。校舎の高さを越えると上空の風に乗り，

別支援教育の人を育てる，動かすリーダーシップ」，

空高く上がった。

星槎大学大学院阿部利彦准教授が「通常学級のユニ

会の終わりには，おやじの会から賞が贈られ，大

バーサルデザイン・プランZERO」，兵庫県新温泉町

会での頑張りを讃え合った。お父さんの頑張りで高
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く上がった凧や家族全員での努力による受賞など，
ほほえましい姿が讃えられ，会場中すてきな笑顔で
いっぱいになった。

○全国トップクラスの教員就職率
１月29日（金），文部科学省が発表した「国立の
教員養成大学・学部（教員養成課程）の平成27年３
○韓国・大邱教育大学校大学院生の受け入れ事業

月卒業者の就職状況」において，兵庫教育大学学校

「日韓教育実習プログラム」を実施

教育学部の教員就職率は全国第２位となった。卒業
者（進学者を除く）に占める教員または保育士への

１月25日（月）～29日（金）の５日間，本学の協

就職者の割合は，86.8%となっており，本学は10年

定大学である韓国の大邱教育大学校の大学院生８人

以上に渡って全国トップクラスの教員就職率を保っ

を受け入れ「日韓教育実習プログラム」を実施した。

ている。また，公務員・民間企業等を含めた全体の

このプログラムは，韓国における現職教員の大学

就職率は，98％を越えている。

院生が，日本の教育現場を体験することにより，韓

兵庫教育大学では，学生の教員就職への高い意欲

国と日本の教育制度や文化の違いを理解することを

と教職員の熱意ある指導に加えて，キャリアセンタ

目的としている。

ー等による以下のような多彩な支援を実施してい

小学校訪問では，授業参観や給食体験を行い，児

る。

童たちと交流を深めながら日本の教育現場について

・４年間同一のクラス担当教員とゼミ指導教員に

学んだ。また，加東市教育委員会を訪問した際は，

よる個別支援体制

両国の教育制度について意見交換を行い，活発な議

・１年次と３年次に１泊２日の合宿研修を実施

論を行った。

・元公立学校長であるキャリア開発指導員と教員

大学内では，福田光完副学長を表敬訪問し，意見

採用試験合格者によるユニークな模擬面接

交換を行った。また，本学の現職教員の大学院生と

・教員採用試験合格者による説明会（模擬授業・

学生交流を実施した。

場面指導・報告会など）

日本文化研修では，大阪城，金閣寺及び清水寺を

・新任教員による体験談及び意見交換

見学し，日本文化への理解を深めた。

・大学院に所属する現職教員を講師に迎えた講座

このプログラムに参加した学生からは「日本の学

・グループや個人で使える学習スペース（ラーニ

校現場を体験できたことや学生及び教育委員会と意

ング・コモンズ）を整備し，学生間のピアサポ

見交換を行えたこと，日本の歴史や文化に直接触れ

ートを支援

ることができたことはとても良い経験であり，大変
有意義な研修であった」との感想が寄せられた。
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○附属小学校研究発表会を開催
１月30日（土），附属小学校において，「『子ども
－文化－教師』をつなぐ（３年次）―学びにひらく
ストラテジー―」の研究テーマのもと，平成27年度
研究発表会を開催した。雨天での開催となったが，
本年度も遠くは秋田県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，各教科・道徳・英語学習の23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
たちが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
の研究に対して様々な角度から意見を得ることがで
きた。最後に，京都大学大学院教育学研究科石井英
真准教授による「これから求められる学力と授業の
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
ティアなどの協力も運営を支える大きな力となり，
有意義な研究発表会となった。
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－ １ 月 主 要 日 誌

平成28年２月

附属中学校１年生雪山体験合宿(～29
日）
30日(土) 大学院説明会（神戸）
附属小学校研究発表会

－

月
日
事
項
１月６日
（水）学校教育学部入学試験委員会（第６
回）
７日
（木）附属小学校平成28年度入学児童選考
９日
（土）大学院説明会（神戸）
学校教育学部同窓会総会･研修会
12日(火) 教育行政トップリーダーセミナー
（中
国・四国会場）（～13日）
13日(水) 役員会（第16回）
教育研究評議会（第12回）
研究科・学部教授会（第８回）
14日(木) 附属小学校避難訓練
附属学校就学指導委員会（第３回）
15日(金) 国際交流センター運営会議
附属幼稚園「新春餅つき大会」
附属中学校避難訓練
16日(土) 大学入試センター試験（～17日）
附属中学校平成28年度入学生徒選考
18日
（月）教育行政トップリーダーセミナー
（東
海・北陸会場）（～19日）
連合学校教育学研究科運営会議（第
５回）
19日
（火）ホスピタリティ研修報告会
大学院学校教育研究科入学試験委員
会（第９回）
附属学校就学指導委員会（第４回）
20日
（水）役員会（第17回）
経営協議会（第５回）
附属中学校立志式
21日(木) 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(土) 大学院説明会（大阪）
特別支援教育モデル研究開発室「第
４回発達障がい支援アドバンスド講
座」
附属三校園おやじの会「凧あげ大会」
25日(月) 大邱教育大学校大学院生受け入れ事
業「日韓教育実習プログラム」（～29
日）
26日(火) 学校教育学部推薦入試
27日(水) 企画運営会議（第７回）
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）
ファカルティ・ディベロップメント
推進委員会（第４回）
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