
◎　評議員会（または代議員会）

◎　地区会研究部門等の活動

【札幌】
期  日 : 平成30年 7月 6日（金）
会議名 : 北海道教育大学附属札幌小・中学校全道教育研究大会（特別支援教育）
場　所 : 北海道教育大学附属札幌小・中学校
出席者 : 200名
主な議事・内容
　・基調提案・公開授業・授業分科会

期  日 : 平成30年 8月 6日（月）
会議名 : 日本教育大学協会北海道地区評議会（書面会議）
出席者 : 16名
主な議事・内容
  1. 日本教育大学協会評議員及び北海道地区会監事について
  2. 平成29年度地区会事業報告について
  3. 平成29年度地区会運営費決算報告及び監査報告について
  4. 平成30年度地区会運営費予算（案）について
  5. 日本教育大学協会北海道地区会規程等の改正について

【旭川】
期  日 : 平成30年 6月15日（金）
会議名 : 北海道教育大学附属旭川小学校教育研究大会
場  所 : 北海道教育大学附属旭川小学校・附属旭川中学校
出席者 : 400名
主な議事・内容
　・研究主題「学びをつなぐ子供を育てる教育活動の創造」（2年次）
　　　　　　　　　～深い学びを実現する学習づくり～
　・全学級授業公開、研究協議を実施
　・教育講演会（附属旭川中学校との共催）
　　講師：田村 学 氏（國學院大學人間開発部初等教育学科教授）（文部科学省視学委員）
　・演題「『主体的・対話的で深い学び』を実現する」

平成30年度　北海道地区会事業報告

【旭川】
期  日 : 平成30年 6月15日（金）
会議名 : 平成30年度北海道教育大学附属旭川中学校教育研究大会
場  所 : 北海道教育大学附属旭川中学校
出席者 : 320名
主な議事・内容：
　『新たな価値を生み出す学びのプロセスに関する研究』（2年次）
　　～自らの思考を自覚的にとらえ、他者・世界・自己と関わる深い学びの実現に向けて～
　・美術以外の教科の授業公開、研究協議を実施
　・教育講演会（附属旭川小学校との共催）
　　　講師：田村 学 氏（國學院大学人間開発学部初等教育学科教授）（文部科学省視学委員）
　　　演題：『主体的・対話的で深い学び』を実現する

【函館】
期  日 : 平成30年 6月15日（金）
会議名 : 北海道教育大学附属函館中学校教育研究大会
場　所 : 北海道教育大学附属函館中学校
出席者 : 200 名
主な議事・内容
　・研究主題「新学習指導要領の趣旨を実現する教育の展開」
 　　　　　　　   ～カリキュラム・マネジメントを支える「評価」の工夫～
　・７教科の公開授業と教科別分科会を実施
　・千葉大学教育学部 天笠 茂 特任教授による講演会を実施
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【札幌】
期  日 : 平成30年 7月 6日（金）
会議名 : 北海道教育大学附属札幌小学校教育研究大会
場  所 : 北海道教育大学附属札幌小学校
出席者 : 350名（延べ人数）
主な議事・内容
　・研究主題「自己を創る学びをデザインする子ども」
　　　　　　　　　　～見方・考え方の拡張による深い学び～
　・研究提言・公開授業・授業分科会
　・講演会（京都大学大学院教育学研究科准教授　石井 英真 氏）

【函館】
期  日 : 平成30年 7月19日（木）
会議名 : 北海道教育大学附属函館幼稚園教育研究大会
場  所 : 北海道教育大学附属函館幼稚園
出席者 : 100名
主な議事・内容
　・研究主題『幼児の「見方・考え方」を培う遊びのプロセスの創造』
　　　　　　　　～ごっこ遊びを通した「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」の育成を軸に～
　・午前～全クラス保育公開
　・午後～教育講演会　講　師－大橋　功　氏（岡山大学・大学院教育学研究科 教授）
　　　　　　　　      講演題－『自分の花と時分の花を咲かせる保育
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～絵に見るこどもの育ち～』

【札幌】
期  日 : 平成30年 7月26日（木）
会議名 : 北海道教育大学附属札幌中学校教育研究大会
場　所 : 北海道教育大学附属札幌中学校
出席者 : 530名
主な議事・内容
　・基調提案・公開授業・授業分科会・交流会
　・講演会　文部科学省初等中等教育局教科調査官　渋谷 一典 氏

【函館】
期  日 : 平成30年 7月27日（金）
会議名 : 北海道教育大学附属函館小学校教育研究大会
場  所 : 北海道教育大学附属函館小学校
出席者 : 304名
主な議事・内容
　・研究主題「主体的・対話的で深い学びを保障する授業の具現化」
　　　～「学びの文脈」に基づいた各教科等の単元デザイン～
　・基調提案・公開授業・授業分科会・教科等実践研修会

【旭川】
期  日 : 平成30年 7月31日（火）
会議名 : 特別支援教育事例研修会
場  所 : 北海道教育大学附属旭川幼稚園
出席者 : 28名
主な議事・内容
　・事例発表：旭川宝田学園めいほう幼稚園、北海道教育大学附属旭川幼稚園
　・グループ協議
　・指導・助言：北海道教育大学旭川校教授　萩原 拓 氏

【旭川】
期  日 : 平成30年10月 6日（土）
会議名 : 北海道教育大学附属旭川幼稚園教育研究大会
場  所 : 北海道教育大学附属旭川幼稚園
出席者 : 137名
主な議事・内容
　・研究主題「体験のつながりから遊びの広がりへ」
　・公開保育・研究発表・研究協議・講演会
　・講演「子どもの体験における学びをつなぐ保育」
　　講師：共立女子大学教授　田代　幸代 氏
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【旭川】
期  日 : 平成30年11月 9日（金）
会議名 : 平成30年度北海道教育大学附属旭川中学校授業力向上セミナー
場  所 : 北海道教育大学附属旭川中学校
出席者 : 50名
主な議事・内容：
　「小・中連携による授業づくりと評価から通知表への流れについて」
　・道徳の授業公開、研究協議を実施
　※主催：北海道教育庁上川教育局・北海道教育大学
  ・特別講演（附属旭川小学校との共催）
　　講師：関川 暢洋 氏（群馬大学教育学部附属中学校）
　　演題：「授業づくりと求められる評価について」

【旭川】
期  日 : 平成30年11月 9日（金）
会議名 : 平成30年度北海道教育大学附属旭川小学校授業力向上セミナー
場  所 : 北海道教育大学附属旭川小学校・附属旭川中学校
出席者 : 40名
主な議事・内容
　・「小・中連携による授業づくりと評価から通知表への流れについて」
　・道徳の授業公開、研究協議を実施
　※主催：北海道教育庁上川教育局・北海道教育大学
　・教育講演（附属旭川中学校との共催）
　　講師：関川 暢洋 氏（群馬大学教育学部附属中学校）
　・演題「授業づくりと求められる評価について」

【札幌】
期  日 : ①社会　   平成30年11月12日（月）
         ②理科　   平成30年11月28日（水）
         ③体育　   平成30年12月 4日（火）
         ④食育　   平成30年12月 7日（金）
         ⑤国語　   平成30年12月14日（金）
         ⑥算数　   平成30年12月19日（水）
         ⑦音楽　   平成31年 1月23日（水）
         ⑧英語　   平成31年 1月28日（月）
         ⑨図工　   平成31年 2月 1日（金）
         ⑩家庭科　 平成31年 2月 6日（水）
         ⑪道徳　   平成31年 2月 8日（金）
         ⑫生・総　 平成31年 2月15日（金）
会議名 : 北海道教育大学附属札幌小学校附属で学ぶ会　兼　授業力向上セミナー
場  所 : 北海道教育大学附属札幌小学校
出席者 : 約300名
主な内容
　今年度前期までは、授業においてそれぞれの教科における「見方・考え方が拡張する」ということ
　に着目し授業改善を図り、７月の教育研究大会で提案を行った。そして、今年度後期からは研究副
　主題を「深い学びを確かにする『自覚』」と設定し、研究、実践を積み重ねている。子どもたちが
　「深い学び」を達成するには、「学びの過程において、自分自身の思考や認知について考える＝自
　覚する」ことが欠かせないという仮説の研究と実践を、校外にも発信し意見をもらうこと、深い学
　びについて本校で学びをしていただくことをねらい、今年度は授業力向上セミナーの開催方法を大
　きく変えて実施した。

【釧路】
期  日 : 平成30年10月31日（水）
会議名 : 平成30年度附属釧路小中学校教育研究会
場  所 : 北海道教育大学附属釧路小学校・中学校
出席者 : 349名
主な議事・内容
　・研究主題「自ら学ぶ意味を創造できる児童・生徒の育成」
　　　　　　　　　～「個の内面化」を促す学びのデザイン～
　・公開授業、研究発表、分科会
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【函館】
期  日 : 平成31年 2月15日（金）
会議名 : 北海道教育大学附属函館小学校「授業力向上研究セミナー」
場  所 : 北海道教育大学附属函館小学校
出席者 : 140名
主な議事・内容
　・北海道教育委員会からのメッセージ
　・授業公開（ユニバーサルデザイン授業の構築、情報活用能力育成の授業）
　・北海道教育大学附属函館四校園実践発表
　・事後検討会「授業力向上に向けて」
  ※主催：北海道教育委員会、北海道教育大学

【函館】
期  日 : 平成30年12月 1日（土）
会議名 : 北海道教育大学附属特別支援学校公開研究協議会
場　所 : 北海道教育大学附属特別支援学校
出席者 : 124名
主な議事・内容
　・研究主題「生活を豊かにしていく力を育む授業づくり」（3年次）
 　　　　　   ～身に付けた知識・技能を生かして、一人一人が自分の意思で活動する授業の実際～
　・本年度の研究では、実践事例を通して生活を豊かにしていく力を育む授業づくりの中で、有効な
　　支援と学習評価の在り方について研究を行った。
  ・子どもの実態に合った支援を可能にするために、支援スケールを活用したかかわりを探り、その
　　授業の評価を多面的、分析的、計画的に行った。観点別学習状況評価と一体化させた支援スケー
　　ルは、教師にとって明確な支援方針をもって支援にあたることができ、教師間で共通理解を図り
　　ながら授業を行うことができた。
　・本研究の内容とその実践について授業を公開、研究総論及び学部研究の発表、研究協議、実践事
　　例等のポスター発表、附属札幌小中ふじのめ学級のポスター発表、講演会（教育政策研究会特別
　　支援教育部会西日本支局長（兼）研究推進総括武富博文氏）を行った。

【旭川】
期  日 : 平成31年 1月29日（火）
会議名 : 平成30年度北海道教育大学附属旭川小学校授業力向上セミナー
場  所 : 北海道教育大学附属旭川小学校
出席者 : 30名
主な議事・内容
　・「情報活用能力」の育成に向けて
　・算数科（プログラミング教育）の授業公開，研究協議を実施
　※主催：北海道教育庁上川教育局・北海道教育大学

【旭川】
期  日 : 平成31年 1月29日（火）
会議名 : 平成30年度北海道教育大学附属旭川中学校授業力向上セミナー
場  所 : 北海道教育大学附属旭川中学校
出席者 : 30名
主な議事・内容：
　「情報活用能力」の育成に向けて
　・社会・技術・家庭の授業公開、研究協議を実施
　※主催：北海道教育庁上川教育局・北海道教育大学

【旭川】
期  日 : 平成31年 2月 7日（木）
会議名 : 北海道教育大学「授業力向上セミナー」
場  所 : 北海道教育大学附属旭川幼稚園
出席者 : 37名
主な議事・内容
  ・「幼稚園・保育所・認定こども園他保育施設と小学校との連携、円滑な接続のために」をテーマ
　　として、講話（北海道教育庁総務政策局教育政策課幼児教育推進グループ 泉 大吾 氏）及び話題
　　提供「写真を通して子どもの育ちを読む～フォト・カンファレンス」協議を実施
  ※主催：北海道教育大学（附属旭川幼稚園）
　  後援：北海道教育委員会

4/34



平成30年度　東北地区会事業報告

◎　評議員会（または代議員会）

期　日 ： 平成30年 7月 5日（木）
場　所 ： アートホテルシティ弘前　(当番校：弘前大学）
出席者 ： 17名
主な議事・内容
地区会議題
　(1) 平成29年度事業報告について
　(2) 平成29年度収支決算及び監査報告について
　(3) 平成30年度事業計画及び収支予算(案）について
　(4) 平成30年度各部会開催大学(案）について
協議題
　(1) 附属学校園の管理運営体制について
　　　・校長の常勤化、地域連携、労働時間短縮に関する課題
談話題
　(1) 各大学の有識者会議報告への対応について
　(2) 各大学の再課程認定への対応について
　(3) 教員養成に関する大学間及び大学間での連携に関する情報交換

◎　地区会研究部門等の活動

【美術】
期　日 ： 平成30年 6月22日（金）・23日（土）
場　所 ： コラッセふくしま　(当番校：福島大学）
出席者 ： 7名
主な議事・内容
協議題
なし
談話題
　(1) 入試状況について
　(2) 就職状況について
　(3) 教員人事について
　(4) 卒展の運営について
　(5) 大学院教育について
　(6) 教職大学院における美術教育関係の学生の動向について
　(7) 他大学との連携をめぐる動向について

【音楽】
期　日 ： 平成30年 6月30日（土）
場　所 ： Favorite Things Cafe and Dining 会議室　(当番校：弘前大学）
出席者 ： 15名
主な議事・内容
協議題
　(1) 第45回教大協音楽部門全国大会の実施体制について
談話題
　(1) 音楽関係の受験倍率を上げるための対策について(オープンキャンパスでの工夫や学外活動、
　　　志願者数増減の要因等について情報交換したい）
　(2) 改組と動向について
　(3) 入試について(入試で課している内容、過去5年間の志願者の増減など）

【家庭】
期　日 ： 平成30年 8月22日（水）
場　所 ： 山形大学地域教育文化学部　(当番校：山形大学）
出席者 ： 19名
主な議事・内容
協議題
　(1) 平成30年度日本教育大学協会全国家庭科部門大会(東北）について
　(2) 今後の日本教育大学協会全国家庭科部門について
談話題
　なし
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＜特別支援教育分科会＞
協議題
　なし
談話題
　(1) 特別支援教育コース以外の学生の免許取得状況に関して
　(2) 教職大学院の状況

【教育学・心理学・特別支援教育・幼児教育】
期　日 ： 平成30年10月 6日（土）
場　所 ： 秋田大学　手形キャンパス　(当番校：秋田大学）
出席者 ： 26名
主な議事・内容
＜全体会＞
協議題及び談話題
　(1) 学部改組等の動向
　(2) 教職大学院の現状

＜教育学分科会＞
協議題
　なし
談話題
　(1) 有識者会議への諸対応
　(2) 附属学校改革の状況について

＜心理学分科会＞
協議題
　なし
談話題
　(1) 公認心理師科目への対応など

＜幼児教育分科会＞
協議題
　なし
談話題
　(1) 学生/卒業生の進路状況について
　(2) 幼稚園教育要領改訂/実施に関わる保育現場の状況について
　(3) 附属との連携について

【英語】
期　日 ： 平成30年10月26日（金）
場　所 ： 山形大学小白川キャンパス　(当番校：山形大学）
出席者 ： 11名
主な議事・内容
協議題
　(1) 二部会のあり方について
　(2) 小学校英語教科化への各大学の対応・取組(カリキュラムなど）
　(3) 大学入試制度改革についての各大学の対応・取組
　(4) 教養教育英語(全学共通英語）の成績評価について
　(5) 「小学校英語教科化に向けた専門性向上のための講習の開発・実施事業」の実施状況及びその
　　　課題について
　(6) 小学校での英語専科教員の養成と教員採用試験での英語特別枠への対応
談話題
　(1) 入試における外部試験の活用について
　(2) 大学入試改革での(民間の）認定試験に関する各大学の利用の仕方に関する認識
　(3) 教員養成学部の縮小に伴う大学間連携の進捗状況
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【保健体育】
期　日 ： 平成30年10月30日（火）
場　所 ： ホテルメトロポリタン盛岡本館　(当番校：岩手大学）
出席者 ： 6名
主な議事・内容
協議題
　なし
談話題
　(1) 保健体育専攻学生の実技実施方法について(受講生が少人数である現状から）
　(2) 小学校体育実技実施について(種目・内容・方法等）
　(3) 体育スポーツ施設の管理運営体制について
　(4) 保健体育科卒業生の進路・就職状況について
　(5) 学生の進路状況(教員採用受験率、採用率など）
　(6) 学部やコースの現状況について
　(7) 体育科学生の入試選抜方法について
　(8) 2020年度入試に向けての動向
　(9) 教員採用の動向

【理科】
期　日 ： 平成30年11月 3日（土）
場　所 ： 山形大学小白川キャンパス　(当番校：山形大学）
出席者 ： 10名
主な議事・内容
協議題
　なし
談話題
　(1) 教職大学院への学部理科教員のかかわり方について
　(2) 小学校教員の理科に関する資質・能力の向上に向けた取組について
　(3) 年俸制の導入、評価基準について
　(4) テニュア・トラックの導入について
　(5) 北東北３県の教育系学部再編の動向について
　(6) 総合大学における兼学部の動向について

【国語】
期　日 ： 平成30年11月24日（土）
場　所 ： 弘前大学総合教育棟　(当番校：弘前大学）
出席者 ： 8名
主な議事・内容
協議題
　なし
談話題
　(1) 中・高免許の出し方についての情報交換
　(2) 帰国児童生徒、外国人児童生徒への日本語・国語指導力向上のためのカリキュラム上の工夫を
　　　しているか
　(3) 各大学の近年の教科教育体制について
　(4) 教員養成課程の縮小時代において各大学が採る戦略など

【技術・職業・職業指導】
期　日 ： 平成30年11月24日（土）・25日（日）
場　所 ： コラッセふくしま　(当番校：福島大学）
出席者 ： 9名
主な議題・内容
協議題
　(1) 推薦入試について
　(2) 学生の進路就職状況について
談話題
　(1) 大学および学部の改組について
　(2) クロスアポイントメント等、教員のあり方に関する動向について
　(3) 就職状況について
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【小学校　経営部会】
研究発表
　(1) 学部・研究科(教職大学院)と連携し、教員の指導力向上に資する研修プログラムの構築について
　(2) 教育の質を担保した業務スリム化について
談話題
　(1) 各校(小学校）の入学選考の現状と課題および今後の展望
　(2) 働き方改革について
　(3) 校長の専任化(常勤化）について
　(4) 研究校・研修校としての附属学校の存在意義について
           ～職員の年齢構成と在職年齢の変化を通して～
　(5) 福島における諸課題と今後の見通しについて

【社会】
期　日 ： 平成31年 3月18日（月）
場　所 ： 山形大学小白川キャンパス　(当番校：山形大学）
出席者 ： 11名
主な議題・内容
協議題
　(1) 人事配置の問題と社会科指導の困難性
談話題
　(1) 2019年4月からの学類再編について
　(2) 宮城教育大学の大学改革について
　(3) 学校安全学を、本学部特色の大きな柱とする本学の現状を報告したい
　(4) 今後の大学間・学部間連携について
　(5) 教員不補充ポストにかかる必修・選択必修科目の開講について
　(6) 中・高･社会科教員免許の課程認定維持のための連携
　(7) 教員不補充の問題
　(8) 新テストの「大学入学共通テスト」について
　(9) 専門科目を社会科教員希望の学生へいかに豊かにつたえるか
　(10) 各大学の様子を聞きたい

◎　その他（附属学校部会及び研究集会）

期　日 ： 平成30年10月25日（木）・26日（金)
場　所 ： 福島大学各附属学校
出席者 ： 165名
【幼稚園　経営部会】
研究発表
　(1) 教員の年齢構成とカリキュラム・マネジメント
　(2) 働き方改革の取組について
談話題
   なし

【幼稚園　幼稚園部会】
研究発表
　(1) 自発的活動としての遊びを中心とする保育　～子ども主体の生活を考える～
　(2) 遊びこむ子どもを育む
談話題
　なし

【小学校　国語部会】
研究発表
　(1) 言葉の力を自覚し、言葉とよりよく向き合う子どもを育む学び
　(2) 幼児教育と小学校国語科の接続
           ～スタートカリキュラムの実践から～
談話題
　(1) 客観性の高い評価方法について
　(2) 言葉と向き合い、自らの表現に生かす授業の在り方について
　(3) 国語科における授業デザインのあり方
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【小学校　理科部会】
研究発表
　(1) 問題解決の流れを自ら発想し、自然界を科学的に解釈しようとする子どもを育む理科学習
　(2) 理科の見方・考え方を働かせるということについて
　　　　　～５年「わたしたちの川　馬見ヶ崎川　川と土地の変化」の実践から～
談話題
　(1) 観察、実験を通して問題に対する自分たちなりの答えを集団で創り出そうとする子どもの育成を
　　　目指して
　(2) 理科の授業における教員の負担感の軽減
　　　　　～より事象の本質に迫る授業を行いながら～
　(3) 理科教育における諸課題について

【小学校　音楽部会】
研究発表
　(1) 音を奏でるよさを味わい、思いと音を重ねる子どもを育む学び
　(2) 和楽器“箏”を活用した「音楽づくり」について
談話題
　(1) 附属内での幼小中連携について
　(2) 授業内・日常での音楽指導について
　(3) 学校全体への音楽研究部のかかわり方について
　(4) 音楽科における主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善で大切にしていること
　(5) 子どもの音楽経験を豊かにするために

【小学校　特別活動部会】
研究発表
　(1) 仲間とのかかわりを主体的に求め、 学校生活の充実と向上を目指す子どもを育む学び
   　　　　～よりよい人間関係を形成する学級活動を通して～
　(2) 目指す子供の姿を明確にした特別活動の改善について
談話題
　(1) これからの時代に求められる特別活動の在り方
　(2) 宮城教育大学附属小学校における特別活動の取組
　(3) 学級活動　(3)の授業デザイン

【小学校　栄養士部会】
研究発表
　(1) 給食の時間における食に関する指導について
　(2) 文部科学省食育教材「楽しい食事　つながる食育」を使用した指導
談話題
　(1) 平成29年3月に発表された冊子「栄養教諭を中核としたこれからの学校の食育」に基づいた実践
　　　について
　(2) 学校給食実施基準の一部改正における対応について等
　(3) 衛生管理について
　(4) 調理室内について
　(5) 給食管理について

【中学校　経営部会】
研究発表
　(1) 秋大附属中における働き方改革の進捗状況について
　(2) 働き方改革に向けた取組
談話題
　(1) 変形労働時間制について
　(2) 個別支援が必要な生徒の指導について
　(3) 入学試験の現状と今後について

【中学校　国語部会】
研究発表
　(1) 批評読みを生かした授業展開の在り方を考えて
　(2) ラジオドラマ「平家物語」のシナリオを作ろう！
　　　　　～情景や心情の意味を考えながら読む～　　(第2学年）
談話題
　(1) 新学習指導要領について
　(2) 国語科の見方・考え方について
　(3) 新学習指導要領における国語科の評価について
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【特別支援学校　小学部部会】
研究発表
　(1) 附属校園の利点を生かした計画的・継続的な交流及び共同学習
　(2) カリキュラムマネジメントの視点に基づいた授業改善
　　　　　～学習計画の見直しを通して～
談話題
　(1) 新しい特別支援教育の実施に向けて
　(2) 小学部全体、又は縦割りグループでの授業の取組について
　(3) 外国語活動について

【中学校　理科部会】
研究発表
　(1) 本校理科部の実践　～批判的思考力の育成を目指して～
　(2) 第３学年：科学技術と人間　～放射線を軸とした実践～
談話題
　(1) 単元を貫いた課題の設定と科学的に探究する学習活動の工夫

【中学校　音楽部会】
研究発表
　(1) 本校の共通実践事項
　　　　　～音楽科における批判的思考力の育成を目指して～
　(2) 第３学年：トーンチャイムで創作
　　　　　～構成を意識した創作の実践～
談話題
　(1) 新学習指導要領における評価について

【中学校　特別活動部会】
研究発表
　(1) 大学との共同研究による本校の実践
　(2) 自主的な生徒会活動
談話題
　(1) 部活動の今後の方向性
　(2) 行事を通した人間関係の形成について

【特別支援学校　経営部会】
研究発表
　(1) 教員の満足度からアプローチする「業務の見える化」による働き方改革の取組
　(2) 校務改善による時間外勤務削減にむけた働き方改革への挑戦
談話題
　(1) 各校の働き方改革への対応
　(2) 校長の専任化の動き
　(3)「有識者会議の報告書」への対応
　(4) 各校の特徴的な取組について
　(5) 働き方改革　(超過勤務への対応）
　(6) 大学改革と附属学校改革との関連
　(7) 附属特別支援学校と教職大学院との連携について
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◎　評議員会（または代議員会）

◎　学部長等連絡協議会

◎　地区会研究部門等の活動

　平成30年度　関東地区会事業報告　

平成30年度第１回日本教育大学協会関東地区会評議員会
期  日：平成30年 7月 6日（金）
場  所：ＫＫＲホテル東京
出席者：24名
主な議事・内容
報告
　(1) 日本教育大学協会関東地区会役員等について
　(2) 日本教育大学協会理事会及び理事連絡会について
　(3) 日本教育大学協会企画・調査研究委員会について
議題
　(1) 平成29年度日本教育大学協会関東地区会会計決算報告について
　(2) 平成30年度事業計画の基本方針について
　(3) 平成30年度日本教育大学協会関東地区会会計予算について
　(4) 日本教育大学協会研究集会関東地区会開催大学について
　(5) 日本教育大学協会企画・調査研究委員会委員の選出について

平成30年度 第２回 日本教育大学協会関東地区会評議員会
期  日：平成31年 3月 8日（金）
場  所：横浜国立大学構内
出席者：21名
主な議事・内容
報告
　(1) 日本教育大学協会理事会及び理事連絡会について
　(2) 日本教育大学協会企画・調査研究委員会について
　(3) その他
議題
　(1) 平成30年度日本教育大学協会関東地区会会計決算（見込）報告及び監査報告について
　(2) 平成31年度日本教育大学協会企画・調査研究委員会委員及び関東地区会役員選出について
　(3) 平成30年度日本教育大学協会関東地区会事業の総括について

平成30年度日本教育大学協会関東地区会学部長等連絡協議会
期　日 : 平成30年11月 6日（火）
場　所 : 浦和ワシントンホテル
出席者 : 15名
主な議事・内容
協議事項
　(1) 教育学部の連携・共同について
　(2) 学部で取得できる免許種について－特に「幼稚園教諭免許状」
　(3) 教職大学院拡充の検討状況
　(4) 附属学校の課題と改革について
　(5) 教育委員会等との連携について

○教育学研究部門
関東教育学会第66回大会
期　日 : 平成30年11月24日（土）
場　所 : 東洋大学
出席者 : 120名
主な議事・内容
　　大会テーマ：「主体的・対話的で深い学び」－深い学びをどう創るか
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○社会科研究部門
日本教育大学協会関東地区社会科部門
期　日 : 平成31年 3月 2日（土）
場　所 : 林野会館
出席者 : 45名
主な議事・内容
　(1) シンポジウム「主権者教育とカリキュラム・マネジメント」
　(2) 主権者教育をテーマにしたカリキュラム作りの理論と実践について、3人のシンポジスト
　　　（東京学芸大・渡部竜也、福岡教育大附属小倉中・柴田康弘、川崎高校附属中・久保田聡子）
　　　に話をしてもらい、会場と対話した。

○数学研究部門
日本数学教育学会春期研究大会
期　日 : 平成30年 6月10日（日）
場　所 : 千葉大学教育学部
出席者 : 400名
主な議事・内容
　(1) 数学教育における現代的課題として、数理科学教育の構築に関する研究、就学前算数教育、
　　　教員養成・研修の在り方、学校数学におけるカリキュラム改革についての研究発表と討議を
　　　行った。

児童が自ら創る算数・数学の授業づくり
期　日 : 平成31年 2月16日（土）
場　所 : 埼玉大学教育学部
出席者 : 30名
主な議事・内容
　(1) 学校教育の中核にある授業に焦点を当てた研究発表と討議を行った。
　(2) 特に、数学的活動、主体的・対話的で深い学びに焦点を当てた。

○理科研究部門
日本教育大学協会関東地区理科部門会
期　日 : 平成30年12月 8日（土）
場　所 : 宇都宮大学教育学部大会議室
出席者 : 21名
主な議事・内容
　(1) 教職大学院一本化後の理科の教員養成の在り方について、参加大学間で情報交換を行うと共
　　　に、今後の展開・可能性について議論した。

○音楽研究部門
日本教育大学協会全国音楽部門大学部会関東地区総会
期　日 : 平成30年 9月20日（木）
場　所 : 宇都宮大学峰ヶ丘講堂
出席者 : 13名
主な議事・内容
　(1) 会費の管理方法と使用方法について
　(2) 教職大学院について

○国語研究部門
教大協関東地区会教科教育研究部門（国語）研究会
期　日 : 平成30年12月 8日（土）
場　所 : 茨城大学教育学部国語教育教室
主な議事・内容
　(1) 教育職員免許法改正に伴う教職課程の在り方について、教育実践力養成プログラムの開発や
　　　教職課程と学生の国語力の育成を中心に討議した。
　(2) 附属学校との連携関係・教員採用試験合格状況・教大協の地区会研究部門と全国研究部門の
　　　関係構築について議論した。
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○特別支援教育研究部門
連絡協議会
期　日 : 平成30年 9月24日（月）
場　所 : 大阪府立国際会議場（グランキューブ大阪)
出席者 : 50名
主な議事・内容
　(1) 各大学の現状、免許状について、教職大学院化について、前年度の活動報告

○美術研究部門
平成30年度日本教育大学協会全国美術部門地区会
期　日 : 平成30年 7月 7日（土）
場　所 : 埼玉大学芸術講座美術教育分野
出席者 : 20名
主な議事・内容
　(1) 代議員会・地区総会・協議会・懇親会
　(2) ≪承合事項≫入試制度、学部教育（卒業研究・卒業要件・教員採用率）、講座人事の見通し、
　　　大学院改編の状況
　(3) ≪協議事項≫次年度開催大学、規約改正、今後の地区会の当番制の在り方について

○保健体育・保健研究部門
平成30年度日本教育大学協会関東地区　保健体育・保健研究部門理事会
期　日 : 平成30年 7月27日（金）
場　所 : 東京学芸大学芸術・スポーツ科学研究棟演習室
出席者 ：７名
主な議事・内容
　(1) 平成30年度全国保健体育・保健研究部門理事会総会次第案について
　(2) 平成29年度関東地区保健体育・保健研究部門会計報告
　(3) ホームページ立ち上げについて
　(4) 卒業論文集、修士論文集について

○家庭科研究部門
日本教育大学協会全国家庭科部門・部会関東地区会
期　日 : 平成30年 6月23日（土）
場　所 : 宇都宮大学
出席者 : 20名
主な議事・内容
　(1) 2017年度事業・決算報告、監事監査報告、役員選出結果、運営委員の確認
　(2) 学生定員削減について、入試等改革動向、大学間連携、教職大学院等の研究会

○技術教育研究部門
平成30年度日本教育大学協会関東地区会技術教育部門協議会、日本産業技術教育大学
協会合同講演会
期　日 : 平成30年12月 8日（土）
場　所 : 宇都宮大学UUプラザ
出席者 : 協議会：11名、講演会：30名
主な議事・内容
　(1) 協議会：会計報告、就職状況調査、情報共有（大学院改組、共同教育学部、全国技術部門常任
      委員について、次年度開催大学、役員改選）
　(2) 講演会：国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官・上野耕史先生、
　　　技術分野の課題とその対応－学習指導要領改訂の意図と今後の方向性－

○書道教育研究部門
日本教育大学協会書道部門会関東地区会
期　日 : 平成30年 7月15日（日）
場　所 : 学士会館
出席者 : 10名
主な議事・内容
　(1) 学部の改組等について
　(2) 教職大学院について
　(3) 附属学校の状況について
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○幼児教育研究部門
日本教育大学協会関東地区幼児教育部門年次研究会
期　日 : 平成31年 2月28日（木）
場　所 : 東京学芸大学
出席者 : 11名
主な議事・内容
　(1) 東京学芸大学附属小金井園舎の保育視察
　(2) 就職状況、入試状況を含む近況報告
　(3) 幼稚園教員養成、保育士養成の過程に関する現状と課題
　(4) 次年度の取りまとめ校および開催に関して

○養護研究部門
第11回関東養護教諭学生交流会
期　日 : 平成30年12月16日（日）
場　所 : 埼玉大学
出席者 : 224名
主な議事・内容
　(1) 「多文化共生から考える誰もが過ごしやすい学校づくり」をテーマに講師を招いてのシンポジ
　　　ウム開催
　(2) 各大学混合のグループによるディスカッションならびに報告会を行った。

○学校種別部門
平成30年度日本教育大学協会・全国国立大学附属学校連盟・全国国立大学附属学校ＰＴＡ連合会
関東地区会研究集会並びに総会（関附連茨城大会）
期　日 : 平成30年11月 2日（金）
場　所 : 埼玉大学教育学部附属学校園、ホテルブリランテ武蔵野
出席者 : 622名
主な議事・内容
　(1) 授業公開、授業研究、PTA校種別実践活動協議会、校種別学校運営部会、校種別教科分科会、
　　　ＰＴＡ講演会、校園長会、副校園長会、ＰＴＡ会長会、総会・全体会、懇親会
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◎　評議員会

◎　附属学校園教員会議（附属学校園研究協議会合同開催）

◎　地区会研究部門等の活動

平成30年度　北陸地区会事業報告

期　日 ： 平成30年 6月 1日（金）
場  所 ： 新潟大学 駅南キャンパス「ときめいと」
出席者 ： 27名
主な議事・内容
協議題　会務報告等
　　(1) 平成29年度北陸地区会事業報告について
　　(2) 平成29年度北陸地区会収支決算報告について
　　(3) 平成29年度北陸地区会収支監査報告について
　　(4) 平成30年度北陸地区会事業計画(案)について
　　(5) 平成30年度日本教育大学協会役員及び北陸地区会役員の交替について
　　(6) 平成30年度北陸地区会収支予算(案)について
　　(7) その他
承合事項
　　(1) 大学内で課程認定を受けている他学部との関係や連携、全学教職の体制について
　　(2) 入試制度改革の取組状況について
その他
　　(1) 次期当番大学について

期　日 ： 平成30年10月12日（金）
場　所 ： 新潟大学教育学部附属長岡校園
出席者 ： 337名
主な議事・内容
　　(1) 教育活動参観（新潟大学教育学部附属長岡校園）
　　(2) 校園長会、ＰＴＡ会長会
　　(3) 大会テーマ「創る、結ぶ、語る、附属学校園の未来　～特色をもった変革とネットワークの
　 　　 構築に向けて～」に関する各部会・分科会での協議
　　(4) 総会における各部会・分科会での協議報告

○教育学・教育心理学・幼児教育・特別支援教育部門研究協議会
期　日 ： 平成31年 3月 9日（土）
場　所 ： 上越教育大学中会議室
出席者 ： 8名
主な議事・内容
　　(1) 教員養成改革への対応状況について
　　(2) 本協議会の今後について

○音楽部門研究協議会
期  日 ： 平成30年10月19日（金）
場  所 ： 上越教育大学音楽棟101教室
出席者 ： 14名
主な議事・内容
　　上越教育大学大学院（修士課程）で来年度から導入される「大学外における（教育実習以外の）
    実習　等」についての話題提供を行った。この話題提供をもとに各大学での取組について情報
    交換を行った。また、富山大学の石井准教授、福井大学の梅村准教授・星谷准教授及び上越教
    育大学の阿部教授による研究発表がなされた。
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○保健体育部門研究協議会
期  日 ： 平成30年11月 9日（金）
場  所 ： 福井駅前AOSSA 6階 603研修室
出席者 ： 9名
主な議事・内容
承合事項
　　(1) AO入試について
　　(2) 教育学部改革の現状について
　　(3) 特別な配慮を要する学生に対する全学的な体制
　　(4) 体育実技実施における熱中症対策
　　(5) 保健体育の教員組織に関する現状について
　　(6) 運動場の管理状況と人工芝導入の可能性について

○技術教育部門研究協議会
期  日 ： 平成30年 6月21日（木）
場  所 ： 新潟大学 駅南キャンパス「ときめいと」
出席者 ： 8名
主な議事・内容
協議題
　　(1) 小・中学校教員定数の算定方式の改善要望について
　　(2) 平成33年度入試に対する対応について
承合事項
　　(1) 定例承合事項(教員定数・現員数、学生数等)
　　(2) 教員免許状更新講習の実施状況について

○家庭科部門研究協議会
期  日 ： 平成30年 9月 6日（木）
場　所 ： 富山県民会館
出席者 ： 10名
主な議事・内容
協議題
　　(1) 教大協家庭科部門全国大会の今後の運営
　　(2) 北陸地区会の今後の運営
　　(3) 卒業生の進路状況
　　(4) 他大学との連携の予定
　　(5) 教職大学院の進捗状況と家庭科教員の配置

○美術部門研究協議会
期  日 ： 平成30年 6月29日（金）
場  所 ： 上越教育大学音楽棟101教室
出席者 ： 14名
主な議事・内容
協議題
　　(1) 北陸地区会美術部門研究協議会のあり方について
　　(2) 教員免許の取得について
　　(3) 教員人事について
　　(4) 三大学共同教職課程について
　　(5) 学校教育の現場とどのようなつながりをもっていくのか、県や市の造形教育連盟のかかわりの
　　　　あり方について
承合事項
　　(1) 平成33年度以降の入試のあり方について
　　(2) 教員就職率、並びに教員採用試験対策講座
　　(3) 美術科の学部生の大学院進学について
　　(4) 教育実習の状況について、あり方について
　　(5) 再課程認定に伴う授業の変化について
　　(6) 各大学における入学試験の志願者状況と今後の課題について
　　(7) 大学の国際化に向け、各大学での特徴的な取組
　　(8) 外国人留学生の受け入れ状況について
　　(9) 教員志望者の激減に対する解決策のあり方について
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○外国語部門研究協議会
期  日 ： 平成30年 9月22日（土）
場  所 ： ITビジネスプラザ武蔵・研修室3（富山市）
出席者 ： 9名
主な議事・内容
承合事項
　　(1) 学部入試における民間の英語資格・検定試験の利用について
　　(2) 小学校教育コースの学生への指導・対応について
　　(3) 免許取得（あるいは教育実習）と英語関連の検定・資格試験取得状況について
　　(4) 附属小学校、及び中学校の英語科の連携状況について
　　(5) 学部（学類）卒業生、大学院修了生の就職状況について
　　(6) 大学の国際化などへの対応状況

○養護部門研究協議会
期　日 ： 平成30年 8月31日（金）
場　所 ： 新潟大学 駅南キャンパス「ときめいと」
出席者 ： 2名
主な議事・内容
協議題
　　(1) 養護教諭特別別科のカリキュラムについて
　　(2) 別科学生の現況について
　　(3) 別科の今後について
　　(4) 教員免許状更新講習について

○教育実践研究指導部門研究協議会
期  日 ： 平成30年11月28日（水）
場　所 ： 金沢大学学校教育学類附属教育実践支援センター
出席者 ： 9名
主な議事・内容
協議題
　　(1) 教育実習関係での学部の改革について
承合事項
　　(1) センターの在り方について（教職大学院との連携、国際化対応、学生サービスの拡充など）
　　(2) 公認心理師養成対応に向けた動きについて
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◎　評議員会

◎　学長学部長連絡会

◎　地区会研究部門等の活動

○日本教育大学協会家庭科部門東海地区総会
期  日 : 平成30年 6月17日（日）
場  所 : 三重県教育文化会館　第二会議室
出席者 : 22名
主な議事・内容
　1. 当番校挨拶
　2. 会員紹介
　3. 議長選出
　4. 議事、庶務報告､会計報告
　5. 研究助成の成果報告
　6. 研究協議

○日本教育大学協会技術部門東海地区研究集会
期  日 : 平成30年 6月24日（日）
場  所 : 静岡大学教育学部B109、B104
主な議事・内容
　1. 各大学の状況（教採）
　2. 大学改革・教職大学院
　3. 2021年度入試改革

平成30年度 東海地区会事業報告

期  日 : 平成30年 5月28日（月）
場  所 : 岐阜大学教育学部　Ａ棟 1階 第二会議室
出席者 : 18名
主な議事・内容
協議題
　1. 平成29年度日本教育大学協会東海地区会評議員会議事要録の承認について
　2. 平成30年度協会評議員・役員等について
　3. 平成29年度事業報告について
　4. 平成29年度決算報告について
　5. 平成30年度事業計画（案）について
　6. 平成30年度予算案について
　7. 日本教育大学協会理事会（5/17）等の議事について
　8. 全国の大学の改組等についての状況の情報収集について
　9. その他

期  日 : 平成31年 3月11日（月）
場  所 : 名古屋国際センター　5階　和室（和風会議室）
出席者 : 4名
主な議事・内容
　1. 日本教育大学協会理事会（ 2月 7日開催）報告について
　2. 教員養成を取り巻く状況に関する情報交流
　3. その他

○日本教育大学協会全国美術部門東海地区会
期  日 : 平成30年 6月30日（土）
場  所 : 図画工作科実習室Ⅱ（愛知教育大学・美術第1実習棟 2階 213室）
出席者 : 18名
主な議事・内容
　1. 平成30年度　部門・学会地区委員について
　2. 次年度（平成31年度）開催地について
　3. 平成30年度大学美術教育学会の開催について
　4. 志願者数の動向（入試情報）に関する意見交換
　5. 卒業生、修了生の卒業後の進路状況について
　6. 再課程認定に向けての取組について
　7. 教員養成大学・学部及び大学院の今後のありかた
　8. その他
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◎　その他

○日本教育大学協会東海地区理科部門会研究集会
期  日 : 平成30年12月 8日（土）
場  所 : 愛知教育大学　第一共通棟
出席者 : 16名
主な議事・内容
　・研究発表（日本理科教育学会第64回東海支部大会と共催）
　・各大学における教職大学院，大学改革に関する現状報告
　・質疑応答と意見交流

○平成30年度教大協音楽部会東海地区例会
期  日 : 平成31年 3月27日（水）
場  所 : CSAレイアップ御幸町ビル（静岡市）
出席者 : 9名
主な議事・内容
　・教職大学院に関して
  ・大学の今後の動向について
  ・2021年の入試での小論文に関して
  ・教育法における「移動ド」の取り扱われ方
  ・日本の伝統音楽の指導に関して

○第64回幼稚園教育研究集会愛知大会
期  日 : 平成30年 7月23日（月）～ 25日（水）
場　所 : 名古屋観光ホテル
出席者 : 210名
主な議事・内容
　(1) 7月23日（月）
　　・理事会・二委員会
　　・運営委員会
　　・園長情報交換会
　　・副園長理事会
　(2) 7月24日（火）
　　1. 開会式
　　2. 対談
　　　テーマ「接続期の教育とは
　　　　　　　　　～幼稚園からの本音，小学校からの本音，何をどうつなぐのか～」
　　　講師　國學院大學教授　元文部科学省初等中等教育局視学官（生活科）　田村　学 氏
　　　　　　名古屋学芸大学教授　元文部科学省初等中等教育局視学官（幼児教育）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　津金　美智子 氏
　　3. 平成29年度文部科学省委託事業報告
　　4. 文部科学省講話
　　　演題「新幼稚園教育要領とこれからの幼児教育について」
　　　講師　文部科学省初等中等教育局幼児教育課幼児教育調査官　河合　優子 氏
　　5. 分科会（2提案，質疑・協議）
　　　・第1分科会　幼児期の教育における主体的・対話的で深い学び
　　　・第2分科会　接続期の教育
　　　・第3分科会　遊びを支える教材の工夫・教材研究
　　　・第4分科会　幼児理解に基づいた評価の在り方
　(3) 7月25日（水）
　　1. 分科会（グループ協議・情報交換など）
　　2. 閉会式
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　　9) 給食・食育部会
　　　・学んだ知識を活用し、主体的に健康で安全な生活を送ることのできる生徒の育成
　　　　　～学びのつながりに焦点を当てて～

　　10）特別支援教育部会
　　　・現場実習授業改善の試行的実践
　　　　―“小集団話し合い-聞き合い活動”を取り入れた事後学習の効果―
　　　・夢中になって学ぶ子どもの姿を求めて　― 子どもが夢中になる授業をつくる―

　　11）幼稚園教育部会
　　　・自分の思いを表し、人とつながる心地良さを感じる幼児の育成
　　　・幼児にとって意味のある「当番活動」を探る

○全国国立大学附属学校連盟東海地区研究協議会・実践活動協議会
期　日 : 平成30年 8月22日（水）
場　所 : じゅうろくプラザ
出席者 ; 319名
主な議事・内容
　1. 総会
　　1) 開会の辞
　　2) あいさつ
　　3) 来賓祝辞
　　4) 来賓及び助言者の紹介
　　5) 全附連からの連絡
　　6) 次年度主管校メッセージ
　　7) 閉会の辞

　2. PTA全体会
　　講演　演題「家庭から社会へ出るために必要なこと」
　　講師　京都大学　霊長類研究所　教授　正高信男 氏

　3. 部会
　　1) 学校運営部会
　　　・これからの教員人事を考える
　　　・活力ある附属学校を目指して

　　2) 教育課程部会
　　　・学校教育目標の実現に向けた教育課程
　　　・学校指導要領改訂に向けてのカリキュラムマネジメントの在り方および授業改善に関する
　　　　研究報告

　　3) 教育研究部会
　　　・『夢中になる』子どもを支えるために
　　　・独創性を育む　～新しい見方で捉え、よりよい考えを生み出す子ども～

　　4) 社会科部会
　　　・仲間とともによりよい社会を創造する児童の育成
　　　・中学校社会科における「対話的な学び」による資質・能力の向上に関わる教育実践
　　　　　～「話し合い活動」を手がかりとして～

　　5) 理科部会
　　　・「学習のくくり」を通した本質的な問いの最適解に迫る理科の学習構想の提案
　　　・「課題研究を通して他社と協同して探求し続ける生徒を育てる」

　　6) 生活科部会
　　　・自分の願いをもち、なかまとともにつくり出す「あそび経営」　～生活科の学習を核として～
　　　・長くしたいな　しくみをくふうしたいな　ぼく・わたしのピタゴラそうち

　　7) 図画工作科・美術科部会
　　　・図画工作科における「夢中になる」子どもを支えるために
　　　・多様な美を味わい、他者との美意識の違いを楽しみながら、想いを表現する

　　8) 道徳部会
　　　・～ようこそ先輩～　学校OBや外部講師、保護者から学ぶ道徳授業の実践
　　　・道徳科における学びの深まりについての考察　～役割取得能力という視点から～
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　　12）養護教諭部会
　　　・静岡大学養護教諭専攻と７附属学校園との連絡について
　　　・保健教育における批判的に吟味する力の育成　―生徒保健委員会での活動を通して―

　　13）幼PTA部会
　　　・共生社会の到来に向けて
　　　・社会への参加に備えた園と家庭の取り組み

　　14）小PTA部会
　　　・共生社会の到来に向けて
　　　・地域との共生

　　15）中高PTA部会
　　　・共生社会の到来に向けて
　　　・ソーシャルマイノリティを作らない家庭と学校の協働

　　16）特別支援PTA部会
　　　・共生社会の到来に向けて
　　　・共生社会で自立して、社会参加するために今出来る事
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◎　評議員会（または代議員会）

◎　理事会

◎　地区会研究部門等の活動

教科等別研究部門　社会
期  日 : 平成31年 2月27日（水）
場　所 : 兵庫教育大学加東キャンパス　多目的ホール
出席者 : 13名
主な議事・内容：
  (1)「学部改革」について
  (2)教職大学院の展望

教科等別研究部門　数学
期  日 : 平成30年11月30日（金）
場　所 : 滋賀大学大津サテライトプラザ会議室
出席者 : 8名
主な議事・内容：
  (1) 教員採用試験の合否状況及び平成29年度卒業生の進路等について
  (2) 教員養成の高度化、教職大学院への移行状況等について

教科等別研究部門　音楽
期  日 : 平成30年 4月14日（土）
場　所 : 和歌山大学教育学部棟第二会議室
出席者 : 26名
主な議事・内容：
  (1) 教職大学院化への芸術領域分野の対応について
  (2) 教員養成における教育の質保証について―入試から進路指導まで

平成30年度　近畿地区会事業報告

期　日 : 平成30年 6月22日（金）
場　所 : 奈良教育大学　管理棟 2階　大会議室
出席者 : 16名
主な議事・内容
　(1) 平成30年度日本教育大学協会近畿地区会評議員の確認について
  (2) 平成30年度日本教育大学協会近畿地区会役員の確認について
  (3) 平成30年度日本教育大学協会理事及び各常置委員会委員の確認について
  (4) 平成29年度事業報告について
  (5) 平成29年度決算について
  (6) 日本教育大学協会近畿地区会教科等別研究部門人員について
  (7) 平成30年度予算（案）について
  (8) その他
（報　告）
  ① 日本教育大学協会理事会について
（情報交換）
  ① 教職大学院への教科領域の導入について
  ② 今後の教職大学院の制度設計について

期　日 : 平成31年 2月18日（月）　　書面審議
場　所 : eメールによる書面審議
出席者 : 22名
主な議事・内容
  (1) 平成30・31年度近畿地区評議員・理事・委員等の交替等について

教科等別研究部門　国語
期  日 : 平成30年12月 6日（木）
場  所 : 兵庫教育大学神戸ハーバーランドキャンパス第4講義室
出席者 : 11名
主な議事・内容 : 教職大学院への改組に当たって、教科教育を教職大学院の教育課程上にどのよう
　　　　　　　　に位置付けるか。
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◎　その他（研究分科会活動）

教科等別研究部門　教育
期  日 : 平成30年11月 2日（金）
場　所 : 和歌山大学教育学部自一312教室（東三号館3階自然棟）
出席者 : 12名
主な議事・内容：
  (1) 教育学部門会議
  (2) シンポジウム「これからの教育学部のあり方を問う」

教科等別研究部門　教育心理
期  日 : 平成31年 2月23日（土）
場　所 : 滋賀大学大津サテライト
出席者 : 9名
主な議事・内容：
  (1) 教職大学院と心理学教員の寄与、および修士課程存続の可能性
  (2) 大学間連携に向けた可能性と取り組み
  (3) 公認心理師資格に向けての取り組み

教科等別研究部門　特別支援教育
期  日 : 平成31年 1月12日（土）
場　所 : 兵庫教育大学　神戸ハーバーランドキャンパス
出席者 : 68名
主な議事・内容：
  (1) 運営組織について、来年度の研究会について、情報交換等
  (2) 特別支援教育研究部会近畿地区研究集会
  (3) 近畿地区附属学校連盟特別支援教育部会合同実践研究会

教科等別研究部門　幼児教育
期  日 : 平成31年 2月14日（木）
場　所 : 奈良教育大学附属幼稚園　職員室
出席者 : 12名
主な議事・内容：
  (1) 平成30年度幼児教育部門における今年度の就職状況
  (2) 次年度以降の本会の持ち方について
  (3) 情報交換

附属学校部会特別教科部会　副校園長会、国語、理科、体育、道徳、主幹、教務主任
期　日 : 平成30年 8月 2日（木）
場　所 : 大阪教育大学附属平野小学校、附属中学校・附属高等学校平野校舎
出席者 : 224名
主な議事・内容
  (1) 研究協議（分科会毎に提案発表）
  (2) 情報交換
  (3) 講演会

附属学校部会特別部会　幼稚園
期　日 : 平成30年 8月20日（月）
場　所 : 滋賀大学教育学部附属幼稚園
出席者 : 42名
主な議事・内容
  (1) 講演と実習
  (2) 情報交換

附属学校部会特別部会　養護教諭
期　日：平成30年11月16日（金）
場　所：大阪教育大学附属特別支援学校
出席者：31名
主な議事・内容
  (1) 講演会
  (2) 研究協議
  (3) 情報交換
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附属学校部会特別部会　特別支援教育
期　日 : 平成31年 1月12日（土）
場　所 : 兵庫教育大学神戸ハーバーランドキャンパス
出席者 : 68名
主な議事・内容
  (1) 運営組織について、来年度の研究会について、情報交換等
  (2) 特別支援教育研究部会近畿地区研究集会
  (3) 近畿地区附属学校連盟特別支援教育分会合同実践研究会

附属学校部会特別部会　給食
期　日 : 平成30年11月26日（月）
場　所 : 神戸大学附属小学校
出席者 : 10名
主な議事・内容
  (1) 地区協議、情報交換
  (2) 授業参観、給食試食、給食時間の見学
  (3) 研修会（講演）

附属学校部会校種別部会　中学校
期　日 : 平成30年12月19日（水）
場　所 : 大阪教育大学附属天王寺中学校
出席者 : 5名
主な議事・内容
  (1) 情報交換
  (2) 講演・研究協議

附属学校部会校種別部会　高等学校
期　日 : 平成30年12月11日（火）
場　所 : 大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎
出席者 : 6名
主な議事・内容
  (1) 情報交換
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◎　評議員会（または代議員会）

◎　地区会研究部門等の活動

◯平成30年度日本教育大学協会中国地区会家庭科部門総会
期  日 : 平成30年 8月23日（木）
場  所 : 山形テルサ（山形市）
出席者 : 38名
主な議事・内容
　(1) 協議会
　(2) その他

◯平成30年度日本教育大学協会 中国地区音楽部門大学部会
期  日 : 平成30年 9月 3日（月）
場  所 : 山口グランドホテル会議室（山口市）
出席者 : 26名
主な議事・内容
　(1) 総会
　(2) 協議会

◯平成30年度中国地区国立大学附属学校連盟・同PTA連合会総会並びにPTA実践活動協議会
期  日 : 平成30年11月 9日（金）～ 平成30年11月10日（土）
場  所 : ホテルグランヴィア広島（広島市）
出席者 : 320名
主な議事・内容
　(1) 全体会
　(2) 記念講演
　(3) 総会
　(4) 校種別分科会

平成30年度 中国地区会事業報告　　　

期　日 : 平成30年 9月21（金）～ 平成30年10月 5日（金）
場　所 : メール審議
回答者 : 評議員15名（5大学法人）
主な議事・内容
　(1) 平成29年度地区会事業及び決算（案）について
　(2) 平成30年度地区会事業計画（案）について
　(3) 平成30年度地区会予算(案)について
　(4) 平成31年度日本教育大学協会研究集会の当番大学について
　(5) 平成31年度日本教育大学協会中国地区会評議員会開催大学について
　(6) 「研究集会補助金配分基準」の見直し等について
  (7) 平成31年度日本教育大学協会研究集会について

◯平成30年度日本教育大学協会全国美術部門協議会中国地区会定例総会
期  日 : 平成30年 5月19日（土）
場  所 : 島根大学教育学部（松江市）
出席者 : 11名
主な議事・内容
　(1) 総会
　(2) 情報交換

◯日本教育大学協会中国地区英語部門協議会
期  日 : 平成30年 6月23日（土）
場　所 : 山口大学教育学部（山口市）
出席者 : 9名
主な議事・内容
　(1) 協議会
　(2) その他
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◎　その他

◯平成30年度日本教育大学協会全国書道教育部門会中国地区研究協議会
期  日 : 平成30年12月 8日（土）～ 平成30年12月 9日（日）
場  所 : 島根大学（松江市）
出席者 : 19名
主な議事・内容
　(1) 研究協議会（総会、研究発表、情報交換）
　(2) 名品鑑賞

◯【後援】平成30年度中国地区附属学校園副校園長会
期　日 : 平成30年 8月 7日（火）～ 平成30年 8月 8日（水）
場　所 : 鳥取大学附属小・中学校（鳥取）
出席者 : 29名
主な議事・内容
  (1) 講演会
  (2) 会議
  (3) 情報交換会

◯【後援】附属学校園「外国語教育」研修会
期  日 : 平成30年 5月18日（金）及び平成30年 8月24日（金）
場  所 : 島根大学教育学部附属小学校(5/18)(松江市)、
         島根県立大学浜田キャンパス(8/24)(浜田市)
出席者 : 247名
主な議事・内容
　(1) 授業・講演
　(2) 情報交換

◯【後援】一般社団法人日本科学教育学会平成29年度第9回研究会
期  日 : 平成30年 6月 2日（土）
場  所 : 島根大学（松江市）
出席者 : 49名
主な議事・内容
  (1) 研究発表
  (2) その他

◯【後援】第43回日本国語教育学会・西日本集会
期  日 : 平成30年 6月23日（土）
場  所 : 山口大学（山口市）
出席者 : 166名
主な議事・内容
  (1) 分科会・全体会
  (2) ワークショップ
  (3) 講演

◯【後援】第51回中国地区国立大学附属学校連盟幼稚園部会研究集会
期  日 : 平成30年 6月29日（金）～ 平成30年 6月30日（土）
場　所 : 鳥取ワシントンホテルプラザ、鳥取大学附属幼稚園（鳥取市）
出席者 : 55名
主な議事・内容
  (1) 協議会
  (2) 公開保育・分科会

◯【後援】第53回全国国立大学附属学校連盟養護教諭部会中国地区総会並びに研究協議会
期  日 : 平成30年 7月 5日（木） ～ 平成30年 7月 6日（金）
場　所 : ホテル喜良久（山口市）
出席者 : 12名
主な議事・内容
  (1) 総会
  (2) 研究発表及び協議
  (3) 情報交換会
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◯【後援】第38回日本家庭科教育学会中国地区会研究発表会・講演会・総会
期　日 : 平成30年 8月17日（金）
場　所 : 岡山大学教育学部（岡山市）
出席者 : 60名
主な議事・内容
  (1) 総会
  (2) 研究発表
  (3) 講演会

◯【後援】中国四国心理学会第74回大会
期　日 : 平成30年10月13日（土）～ 平成30年10月14日（日）
場　所 : 東広島市市民文化センター（東広島市）
出席者 : 227名
主な議事・内容
  (1) ポスター発表・学部生発表
  (2) 市民公開シンポジウム

◯【後援】日本スポーツ教育学会　第38回大会（広島大会）
期　日 : 平成30年10月13日（土）～ 平成30年10月14日（日）
場  所 : 東広島市市民文化センター（東広島市）
出席者 : 250名
主な議事・内容
  (1) 理事会
  (2) 研究発表、シンポジウム
  (3) 総会
  (4) 情報交換会

◯【後援】平成30年度中国・四国地区国立大学法人教育系学長・学部長会議
期  日 : 平成30年10月31日（水）
場　所 : 防長苑（山口市）
出席者 : 13名
主な議事・内容
  (1) 提案事項協議
  (2) 情報交換

◯【後援】一般社団法人日本理科教育学会平成30年度第67回中国支部大会
期　日 : 平成30年11月17日（土）
場　所 : 島根大学（松江市）
出席者 : 66名
主な議事・内容
  (1) 研究発表
  (2) 支部評議委員会
  (3) 特別講演

◯【後援】中国四国教育学会第70回大会
期　日 : 平成30年11月17日（土） ～ 平成30年11月18日（日）
場　所 : 島根大学（松江市）
出席者 : 260名
主な議事・内容
  (1) 自由研究発表
  (2) 総会
  (3) 情報交換

◯【後援】初等教育カリキュラム学会第3回研究大会
期  日 : 平成31年 1月6日（日）
場  所 : 広島大学大学院教育学研究科・教育学部（東広島市）
出席者 : 100名
主な議事・内容
  (1) 自由研究発表
  (2) 理事会
  (3) シンポジウム
  (4) 総会
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◎　評議員会

◎　理事会

◎　地区会研究部門等の活動

期  日 ： 平成31年 2月22日  （金）
場  所 ： ANAクラウンプラザホテル松山
出席者 ： 4名
主な議事・内容
  ◇　平成30年度日本教育大学協会四国地区学長・学部長会議
協議事項
   (1) 平成30年度日本教育大学協会理事会等の報告について
   (2) 平成31年度日本教育大学協会四国地区会議日程等について
   (3) その他

期  日 ： 平成30年11月29日 （木）
場　所 ： 鳴門教育大学Ｆ会議室（総合学生支援棟３階）
出席者 ： 159名
主な議事・内容
平成30年度日本教育大学協会四国地区研究集会「鳴門集会」
　講演会　　テーマ：変わりつつある日本の学校教育
　　　　　　　　　　　　　　～国際的な視点から～
　研究発表　テーマ：自由課題
　(1) つながる・つなげる教職支援
　(2) 運動または視覚の障害を合併した知的障がい児を担当する教員のための研修成果
　(3) 若手教員の教師力向上を目指した取組
　(4) 教育学部における音楽実技の実践研究と地域貢献について
　(5) 「分かち合い、共に未来を創造する子どもの育成」
　(6) 「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた保育の改善
  (7) 未来を拓く力を育てる社会科学習
　(8) これまでのＣＳＴ活動の振り返り、そして今後の展望

平成30年度　四国地区会事業報告

期  日 ： 平成30年 7月24日 （火）
場  所 ： ＪＲホテル クレメント徳島
出席者 ： 12名
主な議事・内容
報告事項
   (1) 日本教育大学協会理事会報告
   (2) 日本教育大学協会評議員会報告
　 (3) その他
協議事項
   (1) 平成29年度事業及び決算報告について
   (2) 平成30年度事業計画及び予算について
   (3) 平成30年度四国地区会役員について
   (4) 教員養成における中長期的な学部・大学院組織のあり方について
   (5) 附属学校園の「教員の働き方改革」について
　 (6) その他
　      ① 平成30年度日本教育大学協会四国地区研究集会に伴う「研究集会記録集」の作成について
        ②  企画・調査研究委員会の輪番について
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◎　評議員会

◎　地区会研究部門等の活動

音楽部門研究協議会
期　日 : 平成30年12月13日（木）・14日（金）
場　所 : 南城市（南城市文化センター・シュガーホール）
出席者 : 24名
主な議事・内容
　(1) 今後の音楽科教育と教職大学院との関わり
　　　・教職大学院における教科教育科目や教科専門科目についての事例
　　　・教職大学院一本化に伴う教科専門教員の立場について（各大学の現状）

美術部門研究協議会
期　日 : 平成30年 6月29日（金）
場　所 : 鹿児島市（鹿児島大学教育学部）
出席者 : 17名
主な議事・内容
　(1) 日本教育大学協会全国美術部門九州地区会規程の改正について

保健体育部門研究協議会
期　日 : 平成31年 3月 1日（金）・2（土）
場　所 : 熊本市（熊本大学教育学部3階保体演習室）
出席者 : 10名
主な議事・内容
　(1) 保健体育部門研究協議会の開催頻度（隔年開催）について

書道部門研究協議会
期　日 : 平成30年12月14日（金）
場　所 : 福岡市（博多サンヒルズホテル）
出席者 : 9名
主な議事・内容
　(1) 小学校教育コース、中学校教育コース等の入試［AO、推薦、一般の個別学力検査］科目とそれへ
　　　の関わり方［作問、点検、採点等］

平成30年度　九州地区会事業報告　　

（春季）
期　日 : 平成30年 4月27日（金）
場　所 : 宮崎市（ホテルニューウェルシティ宮崎）
出席者 : 20名
主な議事・内容
　(1) 平成29年度事業及び決算報告について
　(2) 平成30年度事業及び予算案について
　(3) 企画・調査研究委員会委員の選出について
 （4) 九州地区における大学間連携について

（秋季）
期　日 : 平成30年11月 9日（金）
場　所 : 鹿児島市（ホテル・レクストン鹿児島）
出席者 : 21名
主な議事・内容
　(1）共同教育課程について
　(2) 九州地区における教員養成・研修機能維持のための大学間連携について（継続）

数学部門研究協議会
期　日 : 平成30年11月30日（金）
場　所 : 大分市（大分センチュリーホテル）
出席者 : 10名
主な議事・内容
　(1) 理工学系部等他学部との現在の協力関係及びそれに関連した今後の計画について
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家庭科部門研究協議会
期　日 : 平成30年 8月 4日（土）
場　所 : 宮崎市（宮崎大学まちなかキャンパス)
出席者 : 15名
主な議事・内容
　(1）2019年度の全国及び九州地区家庭科部門研究協議会について

技術部門研究協議会
期　日 : 平成30年 6月16日（土）
場　所 : 大分市（J：COMホルトホール大分）
出席者 : 13名
主な議事・内容
　(1) 実務経験のある教員の比率を増やすことは技術科にとってどのような影響が考えられるか？
　(2) 技術の教員養成における免許維持の方策

教育学部門研究協議会
期　日 : 平成30年11月16日（金）
場　所 : 宮崎市（KITENビル8階小会議室1）
出席者 : 11名
主な議事・内容
　(1) 教育学教室（講座）の存在意義について
　(2) 教育学研究科の縮小・廃止政策に対して、各大学が研究・教育機能をどのように維持継承しよ
　　　うとしているのか。
　(3) 学部の卒論指導体制、教職大学院、一般の修士課程の教育研究指導における教育学系教員の関
　　　与の現状について学部改組、教職大学院の将来について
　(4) 交付金の削減に伴う人員削減をどのように乗り切っているのか。
　(5) 学部及び既存の研究科並びに教職大学院の改革をめぐり、①学部における今後の教員採用（退
　　　職後の補充も含む）・昇任計画は、具体的にどのように立てておられるのか、②その場合のル
　　　ールは、具体的にどのようなものか、③①②を受け、その後、教育学講座にはどのような影響
　　　（定員、補充状況等）が出ているのか。

心理学部門研究協議会
期　日 : 平成30年11月30日（金）・12月 1日（土）
場　所 : 長崎市（長崎大学教育学部本館5階525多目的室）
出席者 : 9名
主な議事・内容
　(1) 今後の教員養成系学部の心理学養成について
　(2) 公認心理師カリキュラムへの対応状況について

特別支援教育部門研究協議会
期　日 : 平成31年 1月25日（金）
場　所 : 西原町（琉球大学研究者交流施設・50周年記念会館）
出席者 : 10名
主な議事・内容
　(1) 平成30年度卒業予定者の就職状況及び各県の教員採用試験の合格状況（学部・専攻科・大学院）
　　　について
　(2) 実習先の確保について

幼児教育部門研究協議会
期　日 : 平成31年 3月 2日（土）・ 3日（日）
場　所 : 佐賀市（アバンセ（佐賀県立生涯学習センター））
出席者 : 7名
主な議事・内容
　(1) 附属幼稚園の活用、共同研究等の取り組みについて
　(2) 幼稚園教員養成の現状と課題について
　(3）今後の幼稚園教諭養成課程について
　(4) 学部改組の動向を踏まえた今後の幼稚園免許取得ならびに附属幼稚園の方向性について
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教務・学生支援部門研究協議会
期　日 : 平成30年12月 7日（金）・ 8日（土）
場　所 : 佐賀市（ホテルグランデはがくれ）
出席者 : 14名
主な議事・内容
　(1) 学生が夜遅く大学内に残っている場合の対応について
　(2) 各大学の教育学部非常勤予算の現状について
　(3) 教養教育初修外国語科目の単位数及び必修か選択かについて
　(4) 各大学ではどのような「教員採用試験対策」を実施しているかについて
　(5) 「平成33年度入試からの大学入学者選抜改革」による入試の変更点について
　(6) 2023年度以降の幼稚園教諭免許の改定認定に向けた準備状況について
　(7) 教育の内部質保証の対応状況と対応策について
　(8) 教員採用試験受験率及び教職志向率向上のための方策について
　(9) 緊急時等のボランティアを希望する学生への対応について

教育実習部門研究協議会
期　日 : 平成30年11月22日（木）
場　所 : 西原町（琉球大学教育学部）
出席者 : 12名
主な議事・内容
　(1) 「学校インターンシップ」実施の各大学の対応・取り組みについて
　(2) 教育実習トラブルの際の対応フローチャートや学内の申し合わせ等が整備されているか

生活科部門研究協議会
期　日 : 平成30年10月 5日（金）・ 6日（土）
場　所 : 熊本市（熊本大学くすの木会館レセプションルーム）
出席者 : 11名
主な議事・内容
　(1) 生活科関連科目の授業実施体制（授業担当者・授業担当の責任体制予算・措置など）について
　(2) 生活科関連の授業は、オムニバスバス形式にならざるを得ないが、担当者間で授業内容の系統
      性について、話し合い等は持っているか。
　(3) 「隔年開催」について

教育実践研究会
期　日 : 平成31年 2月 8日（金）
場　所 : 西原町（琉球大学教育学部）
出席者 : 12名
主な議事・内容
　(1) 教育実践研究協議会の協議内容について

小学校部会
期　日 : 平成30年 5月11日（金）
場　所 : 熊本市（ホテル日航熊本）
出席者 : 75名
主な議事・内容
　(1) 附属における学校・児童・PTA活動の発展を目的とした組織・改革
　　　　 ・大分大学教育学部附属小学校の実践発表と協議
　(2) 心の成長につながるPTA委員会活動
　　　　 ・福岡教育大学附属小倉小学校の実践発表と協議

中学校部会
期　日 : 平成30年 5月11日（金）
場　所 : 熊本市（ホテル日航熊本）
出席者 : 69名
主な議事・内容
　(1) 変革とチャレンジ　～学校とともに変わるPTAを目指して～
　　　　 ・大分大学教育学部附属中学校の実践発表と協議
　(2) 連携を深めるためのPTA活動　～行事で深める「先生・保護者・附中生の絆」～
         ・福岡教育大学附属小倉中学校の実践発表と協議
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幼稚園部会
期　日 : 平成30年 5月11日（金）
場　所 : 熊本市（ホテル日航熊本）
出席者 : 38名
主な議事・内容
　(1) 共に育つ親力　～手をとりあいつながる共育ち～
　　　　  ・福岡教育大学附属福岡幼稚園の実践発表と協議
　(2) 親子で遊ぼう！　ともにはぐくむ豊かな心と元気な体
　　　　  ・大分大学教育学部附属幼稚園の実践発表と協議

校園長会
期　日 : 平成30年10月26日（金）・27日(土)
場　所 : 大分市
主な議事・内容
　(1) 全体会
　(2) 校種別分科会

教頭会（夏季）
期　日 : 平成30年 8月 3日（金）・ 4日(土）
場　所 : 佐賀市
主な議事・内容
　(1) 全体会
　(2) 校種別分科会

◎　その他（附属学校教科等研究集会）

教頭会（冬季）
期　日 : 平成31年 2月22日（金）・23日（土）
場　所 : 長崎市
主な議事・内容
　(1) 全体会
　(2) 校種別分科会

国　語
期　日 : 平成30年 7月26日（木）・27日（金）
場　所 : 鹿児島市
主な議事・内容
　(1) 開会行事
　(2) 研修(各学校の研修内容の交流会及び講演）

社　会
期　日 : 平成30年 8月 2日（木）・ 3日(金)
場　所 : 那覇市
主な議事・内容
　(1) 研修Ⅰ（小･中分科会）
　(2) 研修Ⅱ（講演会）
　(3) 研修視察

特別支援学校部会
期　日 : 平成30年 5月11日（金）
場　所 : 熊本市（ホテル日航熊本）
出席者 : 25名
主な議事・内容
　(1) 育友会保護者研修会の取り組み　～保健についての茶話会・ふれあい会について～
　　　　 ・佐賀大学教育学部附属特別支援学校の実践発表と協議
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技術・家庭
期　日 : 平成30年 7月26日（木）・27日（金）
場　所 : 大分市
主な議事・内容
　(1) 開会行事
　(2) 分科会（各種実践報告会）
　(3) 情報交換会

生活・総合
期　日 : 平成30年 7月26日（木）・ 27日（金）
場　所 : 宮崎市
主な議事・内容
　(1) 全体会
　(2) 研修会
　(3) 研修視察

音　楽
期　日 : 平成30年 8月 2日（木）・ 3日（金）
場　所 : 佐賀市
主な議事・内容
　(1) 開会行事
　(2) 分科会(各種実践報告会)
　(3) 連絡協議会

図画工作・美術
期　日 : 平成30年 7月26日（木）・27日（金）
場　所 : 長崎市
主な議事・内容
　(1) 研修Ⅰ(研修内容の発表及び質疑)
　(2) 情報交換会

体　育
期　日 : 平成30年 7月26日（木）・27日（金）
場　所 : 熊本市
主な議事・内容
　(1) 全体会
　(2) 分科会（小・中別　実践発表）
　(3) 情報交換会

養　護
期　日 : 平成30年 7月26日（木）・27日（金）
場　所 : 長崎市
主な議事・内容
　(1) 開会行事
　(2) 分科会（小・中別　実践報告会）
　(3) 情報交換会

算数・数学
期　日 : 平成30年 7月26日（木）・27日（金）
場　所 : 北九州市
主な議事・内容
　(1) 全体会
　(2) 実施報告会
　(3) 情報交換会

理　科
期　日 : 平成30年 8月 2日（木）・ 3日（金）
場　所 : 福岡市
主な議事・内容
　(1) 全体会
　(2) 分科会（小･中別　実践発表）
　(3) 情報交換会
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幼稚園
期　日 : 平成30年 8月 6日（月）･ 7日（火）
場　所 : 福岡市
主な議事・内容
　(1) 開会行事
　(2) 分科会（実践報告会）
　(3) 情報交換会

栄養士会
期　日 : 平成30年 7月24日（火）・25日（水）
場　所 : 久留米市
主な議事・内容
　(1) 研究協議
　(2) 全体会
　(3) 特別講義

研究主任会
期　日 : 平成30年 7月26日（木）・27日（金）
場　所 : 熊本市
主な議事・内容
　(1) 開会行事
　(2) 研修
　(3) 情報交換

英語・外国語活動
期　日 : 平成30年 8月 2日（木）・ 3日（金）
場　所 : 宮崎市
主な議事・内容
　(1) 開会行事
　(2) 分科会（各種実践報告会）
　(3) 情報交換会

道　徳
期　日 : 平成30年 7月26日（木）・27日（金）
場　所 : 久留米市
主な議事・内容
　(1) 開会行事
　(2) 分科会（各種実践報告会）
　(3) 情報交換会

特別活動
期　日 : 平成30年 7月26日（木）・27日（金）
場　所 : 長崎市
主な議事・内容
　(1) 開会行事
　(2) 分科会（実践報告会）
　(3) 情報交換会

特別支援教育
期　日 : 平成30年 7月26日（木）・27日（金）
場　所 : 長崎市
主な議事・内容
　(1) 開会行事
　(2) 分科会（実践報告会）
　(3) 情報交換会
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