
部門 会議名 日程 場所 出席者数 主な議事又は内容

今後の活動について 29.4.19 東京学芸大学 15名 今後の活動計画について

今後の活動について 29.5.17 東京学芸大学 15名 今後の活動計画について

予算の執行状況につい
て

29.6.21 東京学芸大学 4名 予算の執行状況についての確認

名簿作成について 29.9.27 東京学芸大学 4名 部門の名簿作成について

アンケートの方針につ
いて

29.11.15 東京学芸大学 4名 活動計画に係るアンケートの作成についての検討

アンケートの方針につ
いて

29.12.6 東京学芸大学 4名 活動計画に係るアンケートの作成についての検討

今後の運営体制につい
て

30.2.21 東京学芸大学 15名 今後の運営体制について

今後の活動について 30.3.22 東京学芸大学 15名 今後の活動方針について

平成29年度教育心理部
門アンケート実施

29.10.5 東京学芸大学
（郵送）

50名 平成29年度 日本教育大学協会教育心理部門会合の議題等

平成29年度 日本教育
大学協会教育心理部門
会合

29.10.9 名古屋国際会議
場　2号館2階
会議室225

26名 1.平成28年度　活動経過報告
2.平成28年度　会計報告
3.28年度部門代表者会議報告
4.役割分担
  新代表　選出
5.28年度日本教育大学協会への要望書の件
6.各大学よりの意見交換
7.その他

30年度教大協教育心理
部門の会議について

30.1.25 メール会議 3名 30年度教大協教育心理部門の会議の会場の協力依頼

30年度教大協教育心理
部門の会議の議題につ
いて

30.2.25 東京学芸大学
総合教育科学研
究棟2階　教室
行動実習室１

11名 30年度教大協教育心理部門の会議の議題について

運営会議 29.5.2 メールにて 5名 投稿論文査読候補者の推薦、今年度の活動打ち合わせ

情報交換会 29.5.27 岩手大学 15名 全国大学国語教育学会大会岩手大会と合わせ、各校の情
報交換と部会の運営について意見交換

情報交換会 29.8.5 文京シビック
ホール

10名 日本国語教育学会大会と合わせ、各校の情報交換と部会
の運営について

情報交換会 29.11.4 福山市立大学 15名 全国大学国語教育学会大会福山大会と合わせ、各校の情
報交換と部会の運営について意見交換

運営会議 30.1.22 メールにて 2名 今後の活動について打ち合わせ

運営会議 30.2.28 メールにて 3名 今後の活動について打ち合わせ

企画会議 30.3.23 メールにて 2名 30年度の体制についての検討

平成２９年度日本教育大学協会全国研究部門等活動報告書
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部門 会議名 日程 場所 出席者数 主な議事又は内容

第66回全国社会科教育
学会・全国研究大会

29.10.28
～29

広島大学 380名 シンポジウム(見方・考え方）、フォーラム、自由研究発
表

第67回日本社会科教育
学会・全国研究大会

29.9.15
～17

千葉大学 607名 課題研究（東日本大震災の経験活用、ICTを活用できる社
会科教員の養成ほか）・シンポジウム、自由研究発表

日本数学教育学会
春期研究大会

29.6.11 横浜国立大学 200名 数学教育学に関する研究大会の共催

日本数学教育学会
秋期研究大会

29.11.4
～5

愛知教育大学 450名 数学教育学に関する研究大会の共催

地区代表連絡会議 29.6.11 横浜国立大学 10名 研究活動の方針、その他の打ち合わせ

理
科
部
門

平成29年度日本教育大
学協会全国理科部門会
議

29.8.5 福岡教育大学
教育総合研究所
大Ⅲ教室

88名 【協議題】
1.大学改革に関する情報交換
2.免許法改正への対応
3.その他

【報告】
1.平成28年度会計報告
2.その他

第7回モデルカリキュ
ラム検討委員会

29.5.4 山口大学 4名 次回検討委員会の内容の打ち合わせと全国大会への発表
準備を行った。

第2回地区代表委員会 29.5.12 熊本大学（熊本
市立国際交流会
館）

14名 第42回全国大会前日に総会の議事進行についての協議を
行い、また、新年度の活動準備を話し合った。

第8回モデルカリキュ
ラム検討委員会

29.5.12 熊本大学（熊本
市立国際交流会
館）

10名 総会における活動報告の内容について検討した。また、
今後の活動予定について協議した。

第42回全国大会 29.5.13 熊本大学 97名 6つの分科会が行われ、専門ごとの審議が行われたのち、
総会では前年度決算、次年度予算、などの審議が行わ
れ、全体の事業報告と各地区からの活動報告が行われ
た。

次期開催大学訪問 29.9.28 宇都宮大学 代表1
名・宇都
宮大学関
係者6名

次年度全国大会開催校である宇都宮大学教育学部を齊藤
代表が訪問。開催に関する打ち合わせを行った。

第42号会報の発行 29.11.20 長崎大学 事務局長 会報の発行を行った。

アウトリーチ活動調査
検討委員会

29.11.25 東京リエゾンオ
フィス

3名 部会のアウトリーチ委員会の活動についての打ち合わせ
会議を行った。

プロジェクト委員会 29.12.29 貸会議室 MS&BB 3名 アウトリーチのアンケート方法などの打ち合わせ

地区代表委員会 30.3.24 鹿児島大学東京
リエゾンオフィ
ス

12名 予算・決算審議、次期代表について
各地区報告など
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部門 会議名 日程 場所 出席者数 主な議事又は内容

第1回 運営委員会 29.7.22 アットビジネス
センター東京駅

8名 平成29-30年度の部門運営の検討ほか

第1回 拡大総務局会議 29.7.22 アットビジネス
センター東京駅

15名 平成29年度予算案・事業計画案の検討ほか

29.9.8 「部門会報」第51号の発行

第2回 運営委員会
（メール会議）

29.9.6～
13

9名 広島大会総会・協議会・役員会に関する事前協議

第2回 拡大総務局会議 29.9.22 広島大学 15名 広島大会総会・協議会・役員会に関する事前協議

大学造形教育連絡協議
会

29.9.22 広島大学 8名 大学造形教育連絡協議会の活動計画の検討
（全国大学造形美術教員養成協議会との合同協議）

学校支援委員会 29.9.22 広島大学 3名 学校支援委員会の活動計画の検討

第1回 部門協議役員会 29.9.22 広島大学 34名 平成28年度決算・事業報告平成29年度予算案・事業計画
案、役員案に関する協議ほか

協議会 29.9.23 広島大学 98名 図工・美術科の教員養成のあり方に関する協議

総会 29.9.24 広島大学 35名 平成28年度決算・事業報告平成29年度予算案・事業計画
案、役員案の承認ほか

全国美術部門運営委員
会

30.3.3 アットビジネス
センター東京駅

12名 全国美術部門の次年度の運営等について

日本教育大学協会全国
保健体育・保健研究部
門　関東理事会

29.7.28 東京学芸大学芸
術・スポーツ科
学研究棟７号館
１階図書室

8名 1.報告事項
 1)日本教育大学協会関係報告
 2)保健研究関係報告
 3)保健体育専攻学生卒業論文集関係報告
 4)全国創作舞踊研究発表会関係報告
2.協議事項
 1)本部門会計報告
 2)本年度全国理事会・総会の持ち方
 3)その他

日本教育大学協会全国
保健体育・保健研究部
門理事会総会

29.9.9 静岡大学　共通
教育A棟0階
A003室
（日本体育学会
第68回大会会
場）

24名 1.報告事項
 1)日本教育大学協会関係報告
 2)保健研究関連報告
 3)保健体育専攻学生卒業論文集関係報告
 4)査読者、当番校について
2.協議事項
 1)2016年度本部門会計報告
 2)2017年度事業計画および予算案
 3)保健体育専攻学生卒業論文集の在り方
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部門 会議名 日程 場所 出席者数 主な議事又は内容

第１回常任運営委員会 29.4.19 （メール会議） 11名 1.大会第1信送付内容検討
2.運営委員等の確認

第2回常任運営委員会 29.5.12 （メール会議） 11名 第3回常任運営委員会の協議・報告事項検討

第3回常任運営委員会 29.6.3 東京：キャンパ
スイノベーショ
ンセンター

10名 1.大会第2信
2.平成28年度事業報告、決算報告、監査報告
3.平成29年度事業計画案、予算案
4.名簿作成
5.平成29年度特別委員会、監査委嘱

運営委員会 29.8.21 松山市：ふなや 20名 平成29年度大会・総会の議題等検討

第30回（平成29年）日
本教育大学協会全国家
庭科部門大会

29.8.21
〜8.22

同上 77名 1.総会I
（事業報告・決算報告・事業計画・予算等）
2.講演
（多様な実践と教員養成カリキュラム）
3.シンポジウム
（家庭科教育と新しい時代に育成すべき資質・能力）
4.総会II

第4回常任運営委員会 29.8.22 同上 11名 1.平成29年度大会反省
2.引き継き会について他

第5回常任運営委員会 29.11.14 （メール会議） 11名 教大協部門代表者連絡協議会の議題（要望書）検討

常任運営委員会 29.12.14 メール会議 17名 教大協のあり方等に関する検討報告書（案）について意
見徴収

平成29年度教大協家庭
科部門大会報告書発
行・発送

29.12.19 愛媛大学教育学
部

6名 8/21、22に開催された家庭科部門大会の報告書を発行
し、全会員大学・附属校に発送

常任運営委員会 30.1.4 メール会議 17名 日本教育大学協会のあり方等に関する検討報告書（案）
について
平成30年度特別委員会設置についての検討

常任運営委員会
（H29､H30）

30.2.15 メール会議 26名 平成29・30年度常任運営委員会引継会の開催案内および
検討事項

常任運営委員会 30.2.27 メール会議 17名 平成29・30年度常任運営委員会引継会検討事項・資料の
確認

平成29･30年度常任運
営委員会引継会

30.3.4 東京・CIC 16名 1.平成30年度特別委員会の設置について
2.教大協研究部門連絡協議会報告
3.平成29年度常任運営委員会からの報告事項
　平成30年度業務分担及び引継ぎ
4.その他

平成30年度各大学窓口
教員調査

30.3.5～
3.30

メール会議 60名 来年度活動のための会員大学・附属校の窓口教員の確認
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部門 会議名 日程 場所 出席者数 主な議事又は内容

中国地区研究協議会 29.5.26 西条HAKUWAホテ
ル

11名 1.中学校技術・家庭科〔技術分野〕の授業時数増大に向
  けての取り組みについて
2.2017年度大学の現状調査についての情報交換

北陸地区会技術教育部
門研究協議会

29.5.26 直江津学びの交
流館

7名 1.定例承合事項（教員定員・教員数、学生数、受験者
  数・合格者数・入学者数、卒業生の就職状況）
2.教員の研究費の状況について

東海地区春期研究会 29.6.4 名古屋会議室
名駅モリシタ名
古屋駅前中央店

15名 1.各大学の状況
2.教採
3.再課程認定
4.教職大学院
5.技術職員配置の要望
6.大学改革
7.教育・研究と軍事

近畿地区総会 29.6.4 兵庫教育大学神
戸ハーバーラン
ドキャンパス

11名 1.事業報告、会計報告等
2.定例承合事項
3.各大学からの議題について審議
4.情報交換

九州地区技術部門研究
協議会

29.6.16 宮崎大学まちな
かキャンパスセ
ミナーエリア

12名 1.協議題:教科の専門性を維持するための具体的な取り組
　みについて
2.各大学からの議題
 1)各大学における大学院の改組の方向性
 2)生物育成に関する実習環境について
 3)小学校教員養成への関わりについて

常任委員会 29.7.9 東京工業大学
キャンパス・イノ
ベーションセン
ター

14名 1.活動報告ならびに各地区からの要望についての検討
2.活動予定
3.次期総会に向けて

総会 29.8.25 弘前大学 24名 1.2016年度の決算案および活動報告
2.2017年度の予算案および活動予定

北陸地区技術教育研究
集会

29.11.12 ミュゼ雪小町
（新潟県上越
市）

9名 1.全国技術教育部門総会の報告
2.就職状況、教員採用試験の状況報告（各大学）
3.技術教育に関する意見交換

北海道地区総会 29.11.18 北海道教育大学
札幌サテライト

8名 1.2016年度会務報告、決算報告、監査報告
2.2017年度会務計画、予算、会費徴収
3.学生を対象とした各種コンテストへの応募の働きかけ
  について
4.北海道地区からの要望事項の検討

東北地区会大学・学部
部会技術・職業・職業
指導部門教員研究協議
会

29.12.2
～3

宮城教育大学 10名 1.東北地区の技術科教員養成のこれから
  教育委員会との連携等について
2.新学習指導要領における『教育の情報化』底上げに
  対する今後の技術科の役割について
3.東北各県の技術科教員採用の状況　大学の教員採用状
  況   技術免許取得を目指す学生数
4.入試改革への各大学の対応状況について
5.就職・進学状況について
6.有識者会議の答申を受けての各大学の改組、統廃合に
  関する情報交換

四国地区総会 29.12.3 愛媛大学教育学
部1号館２階カ
ンファレンス
ルーム

8名 1.平成30年度の教員採用の現状について
2.四国地区の教育学部改革の現状について
3.来年度の四国地区からの要望について
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部門 会議名 日程 場所 出席者数 主な議事又は内容

技
術
教
育
部
門

関東地区総会 29.12.10 前橋プラザ元気
21

16名 1.2016年度活動報告
2.2016年度会計報告および監査結果報告
3.協議事項
 1)就職状況調査と今後の調査について
 2)関東地区技術教育部門からの要望書、意見書のとりま
とめについて
4.承合事項
 1)教員の異動について
 2)関東地区技術教育部門各大学の委員の確認
5.次年度開催大学、役員の改選について
●講演会「富岡製糸場を支えた人々」南雲正和様（みや
ま文庫事務局長、前橋市民学芸員）

活動に関して 29.7.31 大阪教育大学 2名 今年度の活動に関しての話し合い

要望書案について 29.11.1 メール 3名 要望書原案作成

要望書案について 29.11.10 メール 15名 要望書原案承認

来年度計画 29.11.13 メール 2名 来年度の予定について

来年度計画・引継ぎ 30.3.7 茨城大学 2名 来年度の予定について

書道三学会合同役員会 29.7.15 アルカディア
市ヶ谷

10名 平成29年度書道三学会東京大会開催のための打ち合わせ

第67回日本教育大学協
会全国書道教育部門東
京大会

29.9.29 東京学芸大学教
育学部

20名 総会
1.連絡代表者会議報告
2.研究集会報告
3.各地区活動報告
4.会計報告
5.研究紀要について
6.来年度の開催地について
7.役員補充について
　
協議会
1.教大協の動向について
2.各大学における学部の改組、改編の状況について
3.新学習指導要領について

書道三学会合同役員会 30.3.3 アルカディア
市ヶ谷

8名 平成30年度書道三学会滋賀大会開催のための打ち合わせ

特別支援教育研究部門 29.4.5 東京学芸大学 7名 理事選出に関して

代表事務局打ち合わせ 29.5.24 東京学芸大学 7名 今年度の活動に関して

代表事務局打ち合わせ 29.5.30 東京学芸大学 7名 名簿送付に関して

名簿発送 29.6.1 東京学芸大学附
属特別支援学校

10数名 名簿発送準備

代表事務局打ち合わせ 29.7.26 東京学芸大学 7名 連絡協議会に関して

代表事務局打ち合わせ 29.8.30 東京学芸大学 7名 連絡協議会に関して

代表者連絡協議会 29.9.17 名古屋国際会議
場

50名
程度

大学経営に関して

代表事務局打ち合わせ 29.9.27 東京学芸大学 7名 合同研究集会準備

代表事務局打ち合わせ 29.10.25 東京学芸大学 7名 合同研究集会準備

代表事務局打ち合わせ 29.11.22 東京学芸大学 7名 合同研究集会準備

特
別
支
援
教
育
研
究
部
門

書
道
教
育
部
門

外
国
語
部
門
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部門 会議名 日程 場所 出席者数 主な議事又は内容

代表事務局打ち合わせ 29.12.5 東京学芸大学 7名 合同研究集会準備

合同研究集会 29.12.14 鳴門教育大学附
属特別支援学校

100名
程度

研究発表・分科会

合同研究集会 29.12.15 ホテル・ザ・グ
ランドパレス徳
島

100名
程度

記念講演・次回研究集会打ち合わせ

平成29年度調査 30.3.16 東京学芸大学 4名 特別支援教育教員免許状取得状況に関して

29.5.19 ＜総会＞

1.会員大学・教員の確認

2.28年度活動内容の報告

3.27・28年度卒業生進路状況報告

4.28年度決算と監査報告

5.役員選出

　29年度役員が決定した。

　代表　　埼玉大学　　　首藤敏元

　副代表　東京学芸大学　岩立京子

6.29年度教大協紀要論文査読委員選出

　方針の確認

7.29年度活動方針と予算

8.その他　総会の開催時期と場所について

＜協議会＞

第1回研究委員会 29.9.5 愛知教育大学 14名 平成29年度の研究活動に関する協議

第1回理事会 29.11.3 宮城教育大学 17名 事業報告案、決算報告案などを審議

第1回総会 29.11.3 宮城教育大学 31名 事業報告案、決算報告案などを審議

第2回研究委員会 29.11.3 宮城教育大学 19名 エビデンスに基づくガイドライン作成にむけての調査、
分析

第３回研究委員会 30.3.30 オフィスパーク
名駅

17名 養護教諭の職務に関する科学的根拠（エビデンス）の文
献研究、報告、討議

教
育
実
習

研
究
部
門

全国教育実習研究部門
第31回　総会・研究協
議会

29.10.13 愛知教育大学
教育未来館

45名 研究発表6本、総合協議、理事会、総会

幼
児
教
育
部
門

特
別
支
援
教
育
研
究
部
門

1.講演
　演題　教育職員免許法の改正と教職課程
　　　　コアカリキュラム
　講師　文部科学省初等中等教育局教職員課
　　　　教員免許企画室　長谷　浩之　室長

　資料に基づき、室長より教員免許法改正と教職課程コ
  アカリキュラムについて講演がなされた。

2.今後の幼稚園教諭・保育士・保育教諭の養成・研修、
  学部改組について

　どの大学からも切羽詰まった状況の報告がなされた。

平成29年度
日本教育大学協会幼児
教育部門総会、並びに
協議会

ピアリティまき
び（岡山市）

18大学
26名

養
護
部
門
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部門 会議名 日程 場所 出席者数 主な議事又は内容

第10回運営会議 29.6.1 立教大学 12名 1.各大学における生活科関連科目、「総合的な学習の時
  間の指導法」についての情報交換
2.今年度平成30年2月16日に予定されている第10回研修会
（上越教育大学で実施）の開催地の進捗状況を事務局の
  加納から報告。担当者は上越教育大学、木村吉彦教授
  となった。
3.次年度の第11回研修会の開催地については、福島の福
  島大学を軸に継続的に検討することが確認された。

第11回研修会 30.2.16 上越教育大学附
属小学校

12名 1.各大学における生活科関連科目についての情報交換
2.平成29年度予算及び活動報告
3.平成30年度活動計画
  第12回研修会の来年度の開催地（福島大学附属小学校
  で実施）を決定
4.平成31年度以降の開催地を検討、琉球大学附属小学校
  が候補
5.上越教育大学附属小学校の生活科・総合的学習の授業
  参観のち授業検討会

第1回企画運営部会 29.4.7 東京学芸大学研
究室

11名 1.組織編成
2.活動計画

第2回企画運営部会 29.4.14 東京学芸大学研
究室

7名 連続講座「新学習指導要領と学校図書館ー主体的対話的
で深い学び」の検討

第3回企画運営部会 29.4.21 東京学芸大学研
究室

7名 メール通信打合せ

メール通信第28号配信 29.5.26 東京学芸大学研
究室

1.「2017年度日本図書館情報学会春季研究集会』のご案
  内
2.「2017年度全国学校図書館協議会地区大会・学校図書
  館夏期セミナー」のご案内
3.「東京学芸大学デジ読評価プロジェクト主催連続講
  座」のご案内

第4回企画運営部会 29.5.26 東京学芸大学研
究室

4名 学校図書館げんきフォーラム開催の期日・内容について

第1回「新学習指導要
領と学校図書館ー主体
的対話的で深い学び」
連続講座

29.5.27 東京学芸大学
　W201

24名 新学習指導要領と学校図書館・ICTの活用～これからの学
校図書館のありかた～・テーマ決めで決まる、主体的な
調べ学習～子どもが進んで調べたくなるテーマ決めの方
法～

第2回「新学習指導要
領と学校図書館ー主体
的対話的で深い学び」
連続講座

29.6.10 東京学芸大学
　W201

30名 1.デジタルもアナログも～これからの学校図書館～溢れ
  る情報をどう選ぶ？デジタルコンテンツの実際と活用
  Ⅰ
2.読書感想文で何をどう深めるか～読書指導と感想文の
  書き方～

メール通信第29号配信 29.6.23 東京学芸大学研
究室

1.「2017学校図書館研修講座」のご案内
2.「日本教育学会　第76回大会」のご案内
3.「平成29年度日本学校図書館学会　研究発表大会」の
  ご案内
4.「平成29年度日本教育大学協会研究集会」のご案内
5.「第65回日本図書館情報学会研究大会」のご案内

第5回企画運営部会 29.6.30 東京学芸大学研
究室

6名 デジ読フォーラム開催の期日・内容について

第3回「新学習指導要
領と学校図書館ー主体
的対話的で深い学び」
連続講座

29.7.8 東京学芸大学
　W201
都立多摩図書館

22名 1.主体的・対話的で深い学びにつなげるブックトークの
  工夫～ブックトークから広がる学校図書館を活用した
  学びの提案～
2.対話で広がる調べ学習～調べる時もまとめる時も「相
  談タイム」が有効です新聞制作の舞台裏、授業におけ
  る新聞の活用法

生
活
科
･
総
合
的
学
習
部
門

学
校
図
書
館
部
門
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部門 会議名 日程 場所 出席者数 主な議事又は内容

第6回企画運営部会 29.9.8 東京学芸大学研
究室

6名 「デジ読フォーラム」の内容・会場・広報について

第4回「新学習指導要
領と学校図書館ー主体
的対話的で深い学び」
連続講座

29.9.16 東京学芸大学
　W201

31名 1.未来を開き、たくましく生きる子どもを育成する「図
  書館支援事業」
2.学校図書館の未来の開き方
3.情報交流会　夢を語ろう！これからの学校図書館

メール通信第30号配信 29.9.22 東京学芸大学研
究室

1.「日本教育学会　第76回大会」の報告
2.日本学校図書館学会「第65回研究発表大会」の報告と
 「創立二十周年記念行事」のご案内
3.「平成29年度日本教育大学協会研究集会」のご案内
4.「第65回日本図書館情報学会研究大会」のご案内
5.東京学芸大学デジ読評価プロジェクト主催デジ読連続
  講座」と「デジ読フォーラム」のご案内

第5回「新学習指導要
領と学校図書館ー主体
的対話的で深い学び」
連続講座

29.10.7 東京学芸大学
　W201

28名 1.情報ツール活用プランの紹介
2.デジ読評価プロジェクト研究委員会の取り組み紹介

第7回企画運営部会 29.10.20 東京学芸大学研
究室

8名 「デジ読フォーラム」の内容・会場・広報について

メール通信第31号配信 29.10.20 東京学芸大学研
究室

1.「平成29年度 日本教育大学協会 研究集会」の報告
2.「第65回日本図書館情報学会研究大会」の案内
3.「日本学校図書館学会創立二十周年記念行事」の案内
4.東京学芸大学デジ読評価プロジェクトフォーラム」の
  案内

メール通信第32号配信 29.11.10 東京学芸大学研
究室

1.「日本学校図書館学会創立二十周年記念行事」のご案
  内
2.東京学芸大学デジ読評価プロジェクト「デジ読フォー
  ラム」のご案内
3.東京学芸大学学校図書館運営委員会
4.「学校司書の資格・養成の在り方や資質能力の向上等
  に関する調査研究」報告会のご案内

第8回企画運営部会 29.11.17 東京学芸大学研
究室

8名 「デジ読フォーラム」の仕事の流れ・分担、最終確認

「2016東京学芸大学
デジ読フォーラム」開
催

29.12.2 東京学芸大学
N棟

約200名 「デジタル時代の学校図書館」
1.基調講演「『今』における学校図書館の活かし方」
2.研究・実践報告
3.作家講演
4.対談

メール通信第33号通信 30.1.19 「2016東京学芸大学 デジ読フォーラム」報告
「学校司書資格・養成の在り方や資質能力の向上等に関
する調査研究」報告会開催の報告

メール通信第34号通信 30.2.23 「日本教育大学協会研究年報」原稿募集について
「平成29年度教育の情報化推進フォーラム」の案内
「日本図書館情報学会」春季研修会の発表申込について

企画運営部会 30.3.2 研究室 7名 平成29年度学校図書館部門の活動計画について

29.6.3 34名 1.平成28年度決算（報告）
2.平成29年度予算案（審議）
3.平成29年度事業計画案（審議）
4.平成29年度役員の選出（報告）
5.平成29年度研究大会案（審議）
6.その他

お茶の水女子大
学

学
校
図
書
館
部
門

附属学校連絡協議会高
等学校部会兼定例幹事
会

高
等
学
校
部
会
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部門 会議名 日程 場所 出席者数 主な議事又は内容

150名 1.文部科学省説明
　文部科学省高等教育局大学振興課
　教員養成企画室長     柳澤　好治　氏
2.講演会
　「私の歩んだ道－見えないから見えたもの－」
　元岡山県立岡山盲学校教頭　竹内昌彦氏
3.中学・高校部会
　「変革期における附属学校園の在り方」

北海道教育大学附属札幌中学校長　佐々木貴子
「変革期における附属長野中学校の特徴的な取り組み」

信州大学教育学部附属長野中学校長　斎藤忠彦
「有識者会議における「附属の在り方」へ向けた変革の
  可能性」

三重大学教育学部附属中学校長　牧原義一
「SGHとは別の独自モデルによる国際化の模索」

奈良教育大学附属中等教育学校長　渡邊利雄

21名 1.文部科学省説明
　「国立大学附属学校の副校園長に期待すること」
　　文部科学省高等教育局大学振興課
　　教員養成企画室長     柳澤　好治　氏
2.講演
　「いい子より幸せな子に　いい大人より素敵な大人
　　みやざき中央新聞・編集長　水谷　謹人　氏
3.校種別分科会・高等学校部会
　提案1「本校の沿革と教育活動の特色」

筑波大学附属駒中・高等学校　大野　新
　提案2「水泳事故を防ぐ取り組みについて」

大阪教育大学附属高等学校池田校舎　田中誠一
　提案3「本校の将来構想策定に向けて」

金沢大学人間社会学域学校
教育学類附属高等学校　山本吉次

　情報1「各学校の基礎データ」
　　東京学芸大学附属国際中等教育学校　後藤貴裕

　情報2「教育実習と教員研修について」
広島大学附属高等学校　砂原　徹

4.その他

30.3.16 7名 1.入学者の動向、情報公開についての情報交換

2.危機管理（防災・生活指導・SNS対応等）

3.教員採用・外部指導員について

4.有識者会議対応など

29.6.3 82名 1.第54回（今年度）全国立大学附属中学校副校園長会
　研究会の提案概要の紹介

2.次年度の担当地区・提案予定校の確認
3.平成28年度中学校部会報告
 1)部会活動報告
 2)会計報告
4.情報交換

29.10.19
～20

29.8.24
～25

ホテルグランビ
ア岡山

東京学芸大学附
属国際中等教育
学校

宮崎観光ホテル

附属学校連絡協議会中
学校部会兼定例幹事会

お茶の水女子大
学

附属学校連絡協議会校
園長分科会兼全附連校
園長会研究会

附属学校連絡協議会副
校園長分科会兼全附連
副校園長会研究会高

等
学
校
部
会

中
学
校
部
会

高等学校部会関東地区
副校長会研究会
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部門 会議名 日程 場所 出席者数 主な議事又は内容

150名 1.文部科学省説明

　文部科学省高等教育局大学振興課

教員養成企画室長  柳澤　好治　氏

2.講演会

　「私の歩んだ道－見えないから見えたもの－」

元岡山県立岡山盲学校教頭　竹内昌彦氏

3.中学・高校部会

　「変革期における附属学校園の在り方」

北海道教育大学附属札幌中学校長　佐々木貴子

「変革期における附属長野中学校の特徴的な取り組み」

信州大学教育学部附属長野中学校長　斎藤忠彦

「有識者会議における「附属の在り方」へ向けた変革の
  可能性」

三重大学教育学部附属中学校長　牧原義一

　「SGHとは別の独自モデルによる国際化の模索」

奈良教育大学附属中等教育学校長　渡邊利雄

65名 1.文部科学省説明

　「国立大学附属学校の副校園長に期待すること」

　  　文部科学省高等教育局大学振興課

教員養成企画室長  柳澤　好治　氏

2.講演

　「いい子より幸せな子に　いい大人より素敵な大人

みやざき中央新聞・編集長　水谷　謹人　氏

3.校種別分科会・中学校部会

　提案1「創立70周年記念行事」

東京学芸大学附属小金井中学校　村上　潤

　提案2「附属中学校としての使命」

富山大学人間発達科学部附属中学校　有島　洋之

　提案3「持続可能な社会を支える資質・能力の育成」
愛媛大学教育学部附属中学校　渡部　ゆかり

4.質疑

5.情報交換

附属学校連絡協議会小
学校会総会

29.6.3 お茶の水女子大
学

120名 1.副校長名簿・研究テーマ一覧の配布
2.副校長研究会（宮崎）の提案者紹介
3.情報交換（事前アンケートをもとに）

附属学校連絡協議会副
校園長会運営委員会

29.9.8～
9

京都タワーホテ
ル会議室

12名 1.宮崎大会の打ち合わせ
2.情報交換

附属学校連絡協議会副
校園長分科会小学校部
会

29.10.19
～20

宮崎観光ホテル 57名 1.全体主題「これからの公教育を支える附属学校園の在
  り方」
2.文部科学省説明
     高等教育局大学振興課教員養成企画室
　　　室長　柳澤　好治　氏
3.記念講演
　「いい子より幸せな子に　いい大人より素敵な大人
  に」
　　講師　みやざき中央新聞社・編集長　水谷　謹人氏
4.校種別分科会・情報交換
　提案者
　① 山形大学附属小 　佐藤昌彦先生
　② 奈良教育大学附属小　中窪寿弥先生
　③ 香川大学教育学部附属坂出小　樽本導和先生

関東地区研究集会並び
に総会（関附連）副校
園長会

29.11.2
～3

茨城大学教育学
部附属学校園・
ホテルレイク
ビュー水戸

14名 1.公開授業、授業研究会
2.校種別学校運営部会
3.副校長会
4.総会

ホテルグランビ
ア岡山

小
学
校
部
会

29.10.19
～20

宮崎観光ホテル

附属学校連絡協議会校
園長分科会兼全附連校
園長会研究会

29.8.24
～25

附属学校連絡協議会副
校園長分科会兼全附連
副校園長会研究会

中
学
校
部
会
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部門 会議名 日程 場所 出席者数 主な議事又は内容

平成28年度
第2回理事会・二委員
会

29.6.2 お茶の水女子大
学

26名 1.29年度定期総会について
2.29年度上越大会について
3.委員会の活動計画について
4.役員改選について

定期総会 29.6.2 お茶の水女子大
学

75名 1.28年度活動報告及び決算報告について
2.役員改選について
3.29年度事業計画及び予算について

第1回常任理事会 29.6.26 航空会館 12名 1.上越大会について
2.29年度上越大会の期日について
3.研究委員会の活動について
4.調査委員会の活動について

第1回理事会・二委員
会

29.7.24 上越市デュオ・
セレッソ

25名 1.上越大会の運営について
2.30年度愛知大会について
3.二委員会の活動について

平成29年度幼稚園教育
研究集会上越大会

29.7.25
～26

上越市デュオ・
セレッソ

198名 1.講演会
2.分科会
 1)保育の質の向上を図る園内研究・園内研修
 2)幼児期に育てたい言葉・伝え合い
 3)遊びの中での主体的・対話的で深い学び
 4)地域に開かれた附属幼稚園の役割・運営

附属学校連絡協議会
校園長分科会

29.8.24
～25

ホテルグラン
ヴィア岡山

30名 1.文部科学省説明
2.講演会
3.分科会　提案園
 1)富山大学人間発達科学部附属幼稚園
 2)愛知教育大学附属幼稚園
 3)奈良教育大学附属幼稚園

第2回常任理事会 29.9.13 お茶の水女子大
学

14名 1.上越大会の反省について
2.次年度以降の研究テーマ及び愛知大会の分科会テーマ
  等について
3.調査委員会の活動について

附属学校連絡協議会
副校園長分科会

29.10.19
～20

宮崎観光ホテル 44名 1.校種別情報交換会
　文部科学省の委託研究に向けて
2.全体会
 1)文部科学省説明
 2)講演会
3.校種別分科会
 1)三重大学教育学部附属幼稚園
  「子どもたちの豊かな園生活のために『つながる』
   『活かす』『輝く』 園運営を目指して」
 2)奈良教育大学附属幼稚園
  「子どもも保護者も職員もみんなが楽しい幼稚園を目
    指して」

第3回常任理事会 29.11.2 茨城大学教育学
部附属幼稚園

16名 1.平成30年度　幼稚園教育研究集会愛知大会について
2.全附連幼稚園部会研究リーフレット作成について
3.文部科学省委託研究について

第4回常任理事会 30.1.30 お茶の水女子大
学附属幼稚園

14名 1.幼稚園研究集会愛知大会について
2.平成30年度組織について
3.リーフレットについて

第5回常任理事会 30.3.28 航空会館 14名 1.愛知大会分科会について
2.平成30年度定期総会について

リーフレット13号刊行 30.3.30 リーフレット12号
「遊びの中での主体的・対話的で深い学び」

平成29年度 文部科学
省委託　幼児期の教育
内容等深化・充実調査
研究　研究冊子刊行

30.3.30 『幼稚園における指導の評価の在り方に関する研究』

幼
稚
園
部
会
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部門 会議名 日程 場所 出席者数 主な議事又は内容

附属学校連絡協議会校
長会・副校長会

29.6.3 お茶の水女子大
学

約70名 1.28年度活動概要報告
2.29年度役員の承認・紹介
3.29年度行事計画・研究会計画
4.情報交換

附属学校連絡協議会
校園長分科会

29.8.24
～25

ホテルグラン
ヴィア岡山

約20名 1.開会行事・全体会
　文部科学省説明
　高等教育局大学振興課教員養成企画室室長
　　柳澤 好治　氏
2.講演「私の歩んだ道―見えないものから見えたもの
        ―」
　元岡山県立岡山盲学校教頭、社会福祉法人岡山ライト
  ハウス理事長、社会福祉法人岡山県視覚障害者協会理
  事
　　竹内　昌彦氏
3.校種別分科会（特別支援学校）
　提案1「学校外とのさまざまな連携〜大学、県立支援学
　　　　校、保護者〜」（金沢大）
　提案2「国立大学附属特別支援教育学校における現状と
　　　　課題」（愛知教育大）
　提案3「地域への貢献と特別支援教育への貢献」（大阪
　　　　教育大）

附属学校連絡協議会
副校園長分科会

29.10.19
～10.20

宮﨑観光ホテル 28名 1.特別支援学校部会情報交換会
2.開会行事・全体会
　文部科学省説明
　　高等教育局大学振興課教員養成企画室室長
　　柳澤好治氏
　「国立大学附属学校等に関する有識者会議報告書につ
    いて」
3.講演
　「いい子より幸せな子に　いい大人より素敵な大人
    に」
　　講師　水谷謹人氏（みやざき中央新聞社・編集長）
4.校種別分科会
　研究協議Ⅰ
　　提案1「地域との連携」（静岡大学）
　　提案2「愛知大学教育学部附属特別支援学校における
　　　　　地域貢献・拠点校としての取組」　(愛知大）
　研究協議Ⅱ
　　話題提供
　　　「地域貢献　地域の拠点校としての取組アンケー
        トの結果報告」小金井俊夫（東京学芸大）

全国大会準備会 29.4.26 学芸大学附属竹
早小学校

16名 8月全国大会の企画、運営準備等

全国研究大会 29.8.10
～11

筑波大学附属小
学校

64名 研究授業、講演、ワークショップ等

引き継ぎ会 29.4.26 小金井中学校 6名 代表・事務局の引き継ぎ会

メール会議 29.5.24 6名 研究計画等

全国大会・情報交換会 29.8.21 松山市 20名 全国大会・情報交換・会計報告

メール会議 29.9.27 6名 全国大会報告

メール会議 29.10.25 6名 研究計画等

メール会議 29.11.15 6名 研究計画等

メール会議 30.1.24 6名 研究計画・実践報告等

メール会議 30.2.14 6名 次年度計画等

年度末会議 30.3.11 6名 今年度の反省、次年度引き継ぎ

音
楽
部
会

特
別
支
援
学
校
部
会

家
庭
科
部
会
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部門 会議名 日程 場所 出席者数 主な議事又は内容

第1回常務理事会 29.4.1 学芸大附竹早中 11名 今年度の活動計画と研究計画について

第2回常務理事会 29.4.30 学芸大附竹早中 8名 第52回研究協議会並びに総会の運営計画

第3回常務理事会 29.6.3 学芸大附竹早中 9名 第52回研究協議会並びに総会の運営計画

第4回常務理事会 29.7.1 学芸大附竹早中 9名 第52回研究協議会並びに総会の運営計画

第5回常務理事会 29.8.7 グランデはがく
れ

9名 第52回研究協議会並びに総会の最終確認・準備

全国理事会 29.8.7 17名 1.前年度活動報告および会計報告・監査報告
2.今年度活動計画および予算案　他

29.8.8 156名 1.研究発表（3題）
2.文部科学省講演
  演題「現代的健康課題を抱える子供たちへの支援～養
        護教諭の役割を中心として」
3.研究プロジェクト
　テーマ「学校保健に働きかける力―養護教諭からの発
          信―」

29.8.9 1.総会
2.研究プロジェクト
3.特別講演
　演題「性的少数者（LGBT）の児童生徒の理解と支援～
        養護教諭の役割や国内外の動きにも着目しなが
        ら～」

第6回常務理事会 29.10.9 お茶大附高 9名 1.第52回研究協議会並びに総会の総括
2.第53回研究協議会並びに総会の運営計画
3.研究プロジェクトのまとめ

第7回常務理事会 30.1.28 筑波大附駒場中 8名 1.第53回研究協議会並びに総会の運営計画
2.研究集録第52号校正

第8回常務理事会 30.3.25 学芸大附竹早中 12名 1.今年度活動報告・会計報告
2.次年度活動計画・予算案検討
3.常務理事引き継ぎ

グランデはがく
れ

グランデはがく
れ

養
護
教
諭
部
会

第52回研究協議会
　　並びに総会
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