
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 30.4.18 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 30.5.8 東京学芸大学 3名 今後の活動計画について

アンケートの方針につい
て

30.6.19 東京学芸大学 5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

30.7.31 東京学芸大学 5名 活動計画に係るアンケートの作成についての検討

アンケートの発送作業に
ついて

30.9.18 東京学芸大学 4名 アンケートの発送書類の検討

アンケートの結果につい
て

30.11.28 東京学芸大学 4名 アンケートの集約結果の検討

アンケート結果について 30.12.4 東京学芸大学 5名 会員名簿及び活動計画に関するアンケート結果についての
検討（1）

アンケート結果について 31.1.15 東京学芸大学 4名 会員名簿及び活動計画に関するアンケート結果についての
検討（2）

アンケートの発送作業に
ついて

31.2.20 東京学芸大学 5名 第二回アンケートの発送書類の検討

アンケート内容及び結果
について

31.3.19 東京学芸大学 4名 アンケートの集約結果並びに第二回アンケートの内容の検
討

平成30年度教育心理部門
アンケート実施

30.7.25 東京学芸大学
（郵送）

51名 平成30年度 日本教育大学協会教育心理部門会合の議題等

平成30年度 日本教育大学
協会教育心理部門会合

30.9.17 慶應義塾大学
日吉キャンパス
独立館

28名 1.平成29年度　活動経過報告
2.平成29年度　会計報告
3.平成29年度部門代表者会議報告
4.役割分担
5.平成30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

次年度教育心理部門会合
準備

31.3.7 メール会議 3名 次年度教育心理部門会合準備について、教育心理学会事務
局をとおして準備委員会へ会場の提供をお願いした。

事務局引継ぎ会議 31.3.14 東京学芸大学教
育心理事務室

3名 30年度の会計、活動内容について連絡するとともに、31年
度の運営方針について確認した。

運営打ち合わせ 30.4.13 メール会議 4名 投稿論文査読候補者の推薦、今年度の活動について

情報交換会 30.5.26 大阪教育大学 15名 全国大学国語教育学会134回大会に合わせて実施

情報交換会 30.8.4 文京区シビック
センター

15名 日本国語教育学会30年度全国大会に合わせて実施

情報交換会 30.10.27 武蔵野大学 10名 全国大学国語教育学会135回大会に合わせて実施

運営打ち合わせ 30.11.5 メール会議 3名 教大協関東地区会研究部門会議の打ち合わせ

教大協関東地区会国語部
研究会

30.12.8 茨城大学 13名 附属学校との連携、全国研究部門との関係等

運営会議 31.2.14 メール会議 2名 今後の運営についての打ち合わせ

運営会議 31.3.17 メール会議 3名 31年度の体制と活動計画について

全国社会科教育学会 30.10.20
～21

山梨大学 300名 開かれた学校と社会科（など）

日本社会科教育学会 30.11.3
～4

奈良教育大学 600名 教職大学院時代の社会科研究（など）

春期研究大会・日本数学
教育学会との共催

30.6.10 千葉大学・教育
学部

360名 数学教育の研究課題:教員養成、カリキュラムの根底にある
考え方等

秋期研究大会・日本数学
教育学会との共催

30.11.17
～18

岡山大学・教育
学部

450名 数学教育学研究に関する議論：数学的モデル化、教授・学
習過程、各領域内容について

平成３０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

理
科
部
門

平成30年度日本教育大学
協会全国理科部門会議

30.8.4 岩手大学上田
キャンパス学生
センターA棟一
階、G1大教室

78名 協議題(情報交換)
1.大学間における教員養成の連携
2.教職大学院の最近の動向について
3.その他
報告
1.平成29年度会計報告
2.その他

音楽アウトリーチ検討委
員会

30.5.10 埼玉会館 6名 「全国音楽部門大学部会のアウトリーチ事業調査―教員養
成大学・学部の地域貢献―」研究中間発表のための検討

第4回地区代表委員会（新
旧委員会合同会議）

30.5.10 埼玉会館 26名 役員改選について、平成29年度決算報告、平成29年度事業
報告、平成30年度予算案、平成30年度事業報告、地区会報
告

第43回全国大会 30.5.11 埼玉会館 106名 研究会（シンポジウム「社会と音楽」、第1～第3分科
会）、総会（平成29年度決算報告、平成29年度事業報告、
平成30年度予算案、平成30年度事業報告、役員改選につい
て、地区会報告）

第1回地区代表委員会 30.5.11 埼玉会館 12名 委員長の選出

新旧執行部引継ぎ 30.5.12 埼玉会館 5名 代表・副代表・事務局長の引継ぎ

日本教育大学協会研究集
会

30.10.13 奈良教育大学 1名 「全国音楽部門大学部会のアウトリーチ事業調査―教員養
成大学・学部の地域貢献―」研究発表

会報第43号発行 30.11.01 山梨大学

第1回 総務局会 30.7.8 アットビジネス
センター東京駅

15名 平成30-31年度の部門運営の検討ほか

中学校美術科教員実態調
査

30.7.10
～11.25

美術科教員の公立中学校学校への配置状況に関するアン
ケート調査

第2回 総務局会
（メール会議）

30.8.22
～8.31

17名 奈良大会総会・協議会・役員会に関する事前協議

第3回 総務局会 30.9.21 奈良大学 15名 奈良大会総会・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 30.9.21 奈良大学 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）

第1回 部門協議役員会 30.9.21 奈良大学 28名 平成29年度決算・事業報告平成30年度予算案・事業計画
案、役員案に関する協議ほか

協議会 30.9.23 奈良大学 約120名 教員養成縮小期における国立大学の現状と課題

総会 30.9.23 奈良大学 約40名 平成29年度決算・事業報告、平成30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 31.3.3 TKP日本橋ｶﾝﾌｧﾚﾝ
ｽｾﾝﾀｰ

7名 全国美術部門の次年度の運営等について

全国美術部門総務局会 31.3.3 TKP日本橋ｶﾝﾌｧﾚﾝ
ｽｾﾝﾀｰ

12名 全国美術部門の次年度の運営等について

平成30年度教大協保健体
育・保健研究部会関東地
区理事会

30.7.27 東京学芸大学 8名 平成29年度決算報告
平成30年度予算案
平成30年度全国理事会議題案の検討
保健研究及び舞踊研究の活動報告

平成30年度教大協保健体
育・保健研究部会全国理
事会・総会

30.8.24 徳島大学 27名
(うち委
任状14)

協議事項
1)2017年度本部門会計報告
2)2018年度本部会計予算案
3)2016年度卒業・修士論文集 会計報告
4)2017年度卒業・修士論文集 予算案
5)HP運営費について
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)全国創作舞踊研究発表会関係報告
4)保健体育専攻学生卒業論文集関係報告
5)保健体育・保健研究部門HP関係

保
健
体
育
・
保
健
研
究
部
門

美
術
部
門

音
楽
部
門
大
学
部
会

2 / 10



部門 会議名 日程 場所 出席者数 主な議事又は内容

平成30年度大学窓口教員
の確認

30.4.3 （メール会議） 53名 各大学の窓口教員の確認および変更届依頼

第1回常任運営委員会 30.4.22 （メール会議） 12名 1.大会第1信送付内容検討
2.運営委員等の確認

平成30年度日本教育大学
協会全国家庭科部門大会
開催案内（第1信）

30.4.27 （メール配信） 53名 平成30年度の運営委員会の体制および今年度の大会につい
てのお知らせ

平成30年度家庭科部門会
員名簿の登録・修正

30.4.29 （メール会議） 53名 各大学窓口教員へ平成30年度家庭科部門会員名簿の登録・
修正の依頼

第2回常任運営委員会 30.5.13 （メール会議） 12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 30.6.2 東京：キャンパ
スイノベーショ
ンセンター

13名 1.大会第2信について
2.平成29年度事業報告、決算・監査報告
3.平成30年度事業計画案、予算案
4.名簿作成進捗状況説明
5.平成30年度特別委員会、監査委嘱について

平成30年度日本教育大学
協会全国家庭科部門大会
開催案内（第2信）

30.6.8 郵送 53名 平成30年度大会・総会の案内

運営委員会 30.8.23 山形市：山形テ
ルサ

23名 平成30年度大会・総会の議題等検討

第31回（平成30年）日本
教育大学協会全国家庭科
部門大会

30.8.23
～24

同上 82名 1.総会I
（事業報告・決算報告・事業計画・予算等）
2.講演
「『学び続ける教師』を支える教員養成大学・学部の改
革」
3.シンポジウム
「教員養成機関で育成したい家庭科教員としての資質・能
力」

第4回常任運営委員会 30.8.24 同上 12名 1.平成30年度大会反省
2.引継会について他

第5回常任運営委員会 30.11.2 （メール会議） 12名 教大協部門代表者連絡協議会の議題（要望書）について

常任運営委員会
（H30､H31）

31.1.24 メール会議 21名 平成30・31年度常任運営委員会引継会の開催案内および検
討事項、資料の確認

平成30年度教大協家庭科
部門大会報告書発行・発
送

31.2.28 宮城教育大学・
山形大学
教育学部

8名 8/23,24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

平成30･31年度常任運営委
員会引継会

30.3.2 東京・ＣＩＣ 17名 1.平成31年度特別委員会について
2.教大協研究部門連絡協議会報告
3.平成30年度常任運営委員会からの報告事項
4.今後の家庭科部門について
5.平成31年度業務分担及び引継ぎ
6.その他

常任運営委員会
（H30）

31.3.15
～20

メール会議 12名 平成31年度特別委員会について（3/2の会議で保留となった
申請の再審議）

中国地区研究協議会 30.6.1 ピュアリティま
きび（岡山市）

8名 1.平成31年度日本教育大学教会全国技術部門中国地区研究
協議会の開催校について
2.教職大学院への一本化に向けた対応について
3.教育学部における技術科講座の現状と将来見通しについ
て

九州地区技術部門研究協
議会

30.6.16 J:COMホルトホー
ル大分

約10名 教職大学院について
初等コース学生の技術への関心を高める方法について
免許取得の状況

北陸地区会技術教育部門
研究協議会

30.6.21 新潟大学駅南
キャンパスとき
めいと

9名 定例承合事項
現員数、研究費、就職状況、進路状況について
各大学からの議題
大学改革、改組、再課程認定について

東海地区春期研究会 30.6.24 静岡大学 7名 国立大学法人の統合について
教職大学院化について
博士課程について
入試改革について
大学院への進学者確保の状況について
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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

近畿地区総会 30.7.1 滋賀大学大津サ
テライト会議室

11名 ・H29年度の事業報告、会計報告
・H30年度の事業計画、予算案
・意見交換「最近の教員養成系大学・学部を取り巻く情勢
について
内容　卒業生・修了生の進学と教員採用試験状況について
      各大学・学部の教育課程についての情報交換
      改組について
      人事状況について
      免許状更新講習等について
・全国への要望事項について検討
・今後の予定

常任委員会 30.7.15 CIC東京 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 30.8.24 信州大学 40名 1)2017年度の決算案および活動報告
2)2018年度の予算案および活動予定

北海道地区総会 30.11.18 北海道教育大学
札幌駅前サテラ
イト

9名 1)2017年度会務報告及び決算、会計監査報告
2)2018年度会務計画及び予算案について
3)その他、北海道・札幌地区の学生の就職状況等について

東北地区技術・職業・職
業指導部門教員研究協議
会

30.11.24 コラッセふくし
ま（福島市）

9名 1)推薦入学について
2)学生の進路就職状況について
3)大学及び学部の改組について
4)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

四国地区総会 30.12.1 高知大学教育学
部

6名 1)平成31年度教員採用について
2)教育学部の現状について
3)次年度の要望書について
4)その他

技術教育部門新旧役員引
継会

31.1.23 上越教育大学サ
テライトオフィ
ス（CIC東京）

5名 2018年度の活動の振り返り
2019年度の活動に向けた引継ぎ

代表・副代表会議 30.5.11 メール 2名 年度計画案について

運営会議 30.5.16 東京学芸大学 5名 年度計画案の審議・決定

代表・副代表会議 30.6.5 埼玉大学 2名 年度計画の具体的進め方について

代表・副代表会議 30.7.22 メール 2名 名簿作成方法について

情報交換会 30.8.29 メール 15名 名簿作成作業の協力体制について

代表・副代表会議 30.10.15 メール 2名 メーリングリスト作成の可否について

情報交換会 30.11.30 メール 91名 名簿送付の方法、アンケート調査について

情報交換会 30.12.21 メール 91名 名簿の送付および取扱いについて

情報交換会 31.1.14 メール 98名 アンケート調査実施時期に関して

代表・副代表会議 31.1.15 メール 2名 アンケート文面内容確認

代表・副代表会議 31.1.25 メール 2名 アンケート調査の回収方法について

運営会議 31.3.6 メール 6名 Webアンケート動作確認および内容について

代表・副代表会議 31.3.11 メール 2名 Webアンケート実施に関わる最終調整

情報交換会 31.3.14 メール 103名 Webアンケート実施（～31年3月31日まで）

書道三学会合同役員会 30.7.14 アルカディア
市ヶ谷

10名 第68回日本教育大学協会全国書道教育部門滋賀大会開催の
ための打ち合わせ

第68回日本教育大学協会
全国書道教育部門滋賀大
会

30.9.28 滋賀大学教育学
部

21名 ・総会
・協議会－各大学における改組・改編の状況について－
・各大学における教職大学院関連の報告
・新学習指導要領に対応するための講話と意見交換

書道三学会合同役員会 31.3.9 アルカディア
市ヶ谷

2 名 書道三学会滋賀大会の反省と鳥取大会開催にむけての調整
と準備について
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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

打ち合わせ 30.5.23 東京学芸大学 4名 名簿送付に関して

打ち合わせ 30.6.13 東京学芸大学 4名 年会費に関して

年会費関係書類発送 30.7.1 東京学芸大学 4名 発送手続き

打ち合わせ 30.9.19 東京学芸大学 4名 代表者連絡協議会議題等に関して

代表者連絡協議会 30.9.24 大阪国際会議場 約40名 教職大学院化、コアカリキュラムに関して

打ち合わせ 30.11.30
～12.1

佐賀大学 教育学
部 附属特別支援
学校

5名 来年度の合同研究大会に関して

代表者事務局打ち合わせ 31.2.21 東京学芸大学 4名 今年度の決算に関して

代表者事務局打ち合わせ 31.3.7 東京学芸大学 4名 来年度に関して

30.5.11 ＜総会＞
1.会員大学・教員の確認
2.29年度活動内容の報告
3.29年度卒業生進路状況報告
4.29年度決算と監査報告
5.役員選出
　30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
6.30年度教大協紀要論文査読委員選出
 　方針の確認
7.30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＞

3.教大協、文科省への要望について

メール会議 31.2.1～
3.20

メール会議 32名 再課程認定の結果等、及び幼稚園教諭認定講習等の情報収
集を目的としたメール会議を行った。

第1回理事会 30.11.29 大分市 23名 事業報告案、決算報告案などを審議

第1回総会 30.11.29 大分市 24名 事業報告案、決算報告案などを審議、議決

第1回研究委員会 30.11.29 大分市 14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

養護部門研究委員会 31.3.28 愛知教育大学 26名 研究委員会活動報告書として「科学的根拠（エビデンス）
に基づく養護教諭の職務に関するガイドライン作成に向け
ての文献研究」と取りまとめの上、印刷・発送作業を行
なった

教
育
実
習

研
究
部
門

全国教育実習研究部門
第32回　総会・研究協議
会

30.10.12 奈良教育大学
大会議室

　50名 研究発表5本、総合協議、理事会、総会

平成30年度
日本教育大学協会幼児教
育部門総会、並びに協議
会

スタンダード会
議室仙台一番町
ホール店
（仙台市)

19大学
24名

幼
児
教
育
部
門

特
別
支
援
教
育
研
究
部
門

1.講演
演題 「今、附属幼稚園で起きていること」
講師　全国国立大学附属学校連盟幼稚園部会副会長・
　　　宇都宮大学教育学部附属幼稚園副園長
　　　五十嵐市郎先生
・国立大学附属幼稚園の副園長を対象に行われたアンケー
ト資料を基に附属幼稚園の置かれている現状と今後の対応
についてご講演いただいた。大学と連携し、地域の公私立
の幼児教育に貢献することが大切であることを会員で共有
することができた。

2.再課程認定への対応、学部改革・教職大学院への対応、
教大協・全附連の幼稚園部会との連携・一体化について
・どの大学からも切羽詰まった状況の報告がなされた。

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11回運営会議 30.6.16 札幌市立北辰中
学校

7大学
12名

・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
・今年度平成31年2月15日に予定されている第11回研修会
（福島大学附属小学校で実施）の開催地の進捗状況を事務
局の加納から報告。担当者は福島大学、宗形潤子准教授と
なった。
・次年度の第12回研修会の開催地については、沖縄の琉球
大学を軸に継続的に検討することが確認された。

第１2回研修会 31.2.15 福島大学附属小
学校

22名 ・各大学における生活科関連科目についての情報交換
・平成30年度予算及び活動報告
・平成31年度活動計画
　第13回研修会の来年度の研修会開催地（琉球大学附属小
学校で実施）を決定
・来年度の部門代表には愛知教育大学の中野真志教授、副
部門代表に山形大学の野口徹教授に決定
・平成32年度以降の開催地を検討、大分大学附属小学校が
候補
・福島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

事務引継ぎ 30.4 東京学芸大学 2名 活動の母体となっていた東京学芸大学デジ読評価プロジェ
クトの業務終了にともない、各種引継ぎを、前田副代表に
行った。

今後の組織再構築につい
ての打合せ

30.8 富山県（於・全
国学校図書館全
国大会）

4名 今後の学校図書館部門のあり方について、打合せを行っ
た。

今後の組織再構築につい
ての打合せ

31.2 東京学芸大学 2名 藤井代表と前田副代表で、今後の学校図書館部門のあり方
について、打合せを行った。

部門設立に関する参加・
協力依頼

30.7.5 ‐ ‐ 日本教育大学協会会員大学・学部の大学教員及び附属学校
教員に対し、部門への参加・協力を依頼

部門設立 30.10.4 ‐ ‐ 日本教育大学協会理事会において設立が承認

へき地・小規模校教育推
進フォーラム

30.11.17 北海道教育大学
釧路校

135名
（うち
部門会

員
32名）

全国的な少子化が進んでいる中で生じている「地域に定着
できる人材およびへき地・小規模校教育の指導力を有した
教師の教育」、「教育委員会と大学が連携した教師教育の
ための研修システムの構築」という2つの課題を取りあげ、
地方での新たな人材養成の役割と可能性をとらえていくこ
とを目的として開催

第1回部門会議 30.11.18 釧路市生涯学習
センター特別会
議室

28名 ・部門規程制定、運営体制及び研究紀要の発行等について
・参加した会員の所属する全国の国立大学等におけるへき
地・小規模校実習の実践内容、実習の現状及び諸問題等に
ついての情報提供

運営会議 31.3.7 北海道教育大学
事務局

20名 北海道教育大学へき地・小規模校教育研究センターで発刊
している紀要「へき地教育研究」への部門会員による投稿
について

平成30年度　第2回　へき
地・小規模校教育推進
フォーラム

31.3.7 北海道教育大学
事務局

70名
（うち
部門会
員 25
名）

「へき地・小規模校教育の発展と教師を育てる教員養成大
学の役割」をテーマに、へき地・小規模校はどのようにあ
るべきか、そのための教員養成はどのようにあるべきかに
ついて講演、発表、提案等を実施

附属学校連絡協議会 30.6.2 31名 1.平成29年度決算（審議）
高等学校部会兼定例 2.平成30年度予算案（審議）
幹事会 3.平成30年度事業計画案（審議）

4.平成30年度役員の選出（報告）
5.平成30年度研究大会案（審議）

150名 1.文部科学省説明
2.講演会

秋田市大森山動物園園長　小松　守氏
3.中・高等学校分科会、情報交換会

20名 1.文部科学省説明
2.講演会

児童文学作家　くすのきしげのり氏
3.校種別分科会・高等学校部会
4.情報交換会

全附連高等学校部会教育
研究大会

30.10.26
～27

123名 1.分科会
理科、保健体育科、家庭科、生活指導、附属のあり方
2.次年度準備会
3.講演会

広島平和記念資料館元館長　原田　浩氏

へ
き
地
・
小
規
模
校
教
育
部
門

生
活
科
･
総
合
的
学
習
部
門

学
校
図
書
館
部
門

高
等
学
校
部
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
研究会

30.8.23
～24

ホテルメトロポ
リタン秋田

附属学校連絡協議会校園
長分科会兼全附連副校園
長研究会

30.10.18
～19

ホテルクレメン
ト徳島

広島大学附属
中・高等学校
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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

30.6.2 お茶の水女子大
学

85名 1.第55回（今年度）全国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29年度中学校部会報告
　　⑴部会活動報告　⑵会計報告
4.情報交換
働き方改革　入試の作問について

150名 1.文部科学省説明
2.講演会

秋田市大森山動物園園長　小松　守氏
3.中・高等学校分科会、情報交換会

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」
文部科学省総合教育政策局教育人材政策課教員養成企画室

教員養成企画室長補佐     金　郁夫氏
2.講演
「一人一人がみんな大切　　ー子供の心に気づくときー」

　絵本作家　くすのき　しげのり氏
3.校種別分科会・中学校部会
提案１「モデル校たる群大附中であるために」

群馬大学附属中学校　川野　文行
提案2「中学校の視点から捉えた小中一貫校への移行」

山口大学教育学部附属光中学校　荒瀬　浩一
提案3「特色ある学校づくりと業務改革」

鹿児島大学教育学部附属中学校　二川　美俊
質疑
情報交換

附属学校連絡協議会小学
校会総会

30.6.2 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（徳島）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

30.9.7 虎ノ門 14名 1.徳島大会の打ち合わせ
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

30.10.18
～19

JRホテルクレメ
ント徳島

57名 1.全体主題「国そして地域の教育を考え、リードする附属
学校のあり方」
2.文部科学省説明
文部科学省総合教育政策局教育人材政策課教員養成企画室
                        室長補佐　　　　　金　郁夫氏
3.記念講演
「一人ひとりがみんな大切　～子どもの心に気づくとき
～」
　　 講師　児童文学作家　　     くすのき　しげのり氏
4.校種別分科会・情報交換
提案者
①北海道教育大学附属札幌小学校　　　　　  千葉　一博
②横浜国立大学教育学部附属横浜小学校　　  菅谷　泰尚
③広島大学附属小学校　　　　　　　　　　  大上　輝明

関東地区研究集会並びに
総会（関附連）副校園長
会

30.11.2
～3

埼玉大学教育学
部附属学校園・
ホテルブリラン
テ武蔵野

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　提案
①宇都宮大学教育学部附属小学校　　　　    平塚　昭仁
②山梨大学教育学部附属小学校　　　　　    雨宮　秀樹
4.総会

平成29年度
第6回常任理事会

30.4.25 航空会館 14名 1.30年度定期総会について
2.30年度愛知大会について
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

平成29年度
第2回理事会・
二委員会

30.6.1 お茶の水女子大
学

26名 1.30年度定期総会について
2.30年度愛知大会について
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 30.6.2 お茶の水女子大
学

75名 1.29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
3.30年度事業計画及び予算について

第1回常任理事会 30.6.26 航空会館 15名 1.愛知大会について
2.31年度神戸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

ホテルメトロポ
リタン岡山

ホテルクレメン
ト徳島

中
学
校
部
会

附属学校連絡協議会中学
校部会兼定例幹事会

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

30.8.23
～24

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

30.10.18
～19

小
学
校
部
会

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

第1回理事会・
二委員会

30.7.23 名古屋市
名古屋観光ホテ
ル

27名 1.愛知大会の運営について
2.31年度神戸大会について
3.二委員会の活動について

平成30年度幼稚園教育研
究集会愛知大会

30.7.24
～25

名古屋市
名古屋観光ホテ
ル

212名 1.講演会
2.分科会
 1)幼児期の教育における主体的・対話的で深い学び
 2)接続期の教育
 3)遊びを支える教材の工夫・教材研究
 4)幼児理解に基づいた評価の在り方

附属学校連絡協議会
校園長分科会

30.8.23
～24

メトロポリタン
秋田

30名 1.文部科学省説明
2.講演会
3.分科会

第2回常任理事会 30.9.27 航空会館 14名 1.愛知大会の反省について
2.次年度以降の研究テーマ及び神戸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

30.10.18
～19

JRホテルクレメ
ント徳島

47名 1.校種別情報交換会
　　講演会・委託事業について
2.全体会
 1)文部科学省説明
 2)講演会
3.校種別分科会
 1)島根大学教育学部附属幼稚園
 2)香川大学教育学部附属幼稚園

第3回常任理事会 30.11.2 埼玉大学教育学
部附属幼稚園

15名 1.神戸大会について
2.リーフレットについて
3.文科省委託研究について

第4回常任理事会 31.1.29 お茶の水女子大
学附属幼稚園

15名 ・幼稚園研究集会神戸大会について
・平成31年度組織について
・リーフレットについて

第5回常任理事会 31.3.27 航空会館 14名 ・神戸大会分科会について
・2019年度定期総会について

リーフレット14号刊行 31.3.30
リーフレット14号
 「遊びを支える教材の工夫・教材研究」

平成30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

31.3.30 『幼稚園におけるカリキュラム・マネジメントの効果的な
実施に関する研究』

文部科学省委託　幼児期
の教育内容等深化・充実
調査研究

30.6.2 お茶の水女子大
学

約70名 1.29年度活動概要報告
2.30年度役員の承認・紹介
3.30年度行事計画・研究会計画
4.情報交換

研究冊子刊行 30.8.23
～24

ホテルメトロポ
リタン秋田

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
　　　　　　　　　　　   　             高田　行紀氏
2.講演「どうぶつの世界の子育てに、家庭教育の原点を探
る」
　　　　　　　秋田市大森山動物園　園長　  小松　守氏
3.校種別分科会（特別支援学校部会）
提案1「学校改革プロジェクトの取り組み」（山口大学教育
学部附属特別支援学校長　藤岡直樹氏）
提案2「鳴門教育大学附属特別支援学校における特色ある取
り組み」（鳴門教育大学附属特別支援学校長　井形啓二
氏）
提案3「国そして地域の教育を支え、リードする附属学校の
在り方」（大分大学教育学部附属特別支援学校長　児玉修
一氏）

幼
稚
園
部
会

特
別
支
援
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

特
別
支
援
学
校
部
会

附属学校連絡協議会
副校園長分科会

30.10.18
～10.19

JRホテルクレメ
ント徳島

32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
総合教育政策局教育人材政策課教員養成企画室
　　　　　　　　　　            室長補佐　金　郁夫氏
「国そして地域の教育を支え、リードする附属学校のあり
方」
3.講演「一人ひとりがみんなたいせつ−子どもの心に気づく
とき−」
講師　児童文学作家              くすのき　しげのり氏
4.校種別分科会
　研究協議Ⅰ
提案1「大阪教育大学附属特別支援学校における地域支援の
取り組み」（大阪教育大学附属支援学校　長江京子氏）
提案2「千葉大学教育学部附属特別支援学校における地域支
援の取り組み」(千葉大学教育学部附属特別支援学校　横山
健司氏）
提案3「弘前大学教育学部附属特別支援学校における地域支
援の取り組み」(弘前大学教育学部附属特別支援学校　木崎
達弘氏）
  研究協議Ⅱ
　話題提供「特別支援学校における地域支援の実態に関す
るアンケート調査報告」（東京学芸大学附属特別支援学校
小金井俊夫氏　）

東京地区理事会 30.4.25 東京学芸大附属
竹早中・音楽室

12名 ①今年度の部会予定・理事役割分担確認
②全国大会(大阪大会)日程・内容等審議

大阪大会要項案決定のた
めの打ち合わせ

30.5.23 東京学芸大･音楽
教育講義室2

10名 全国大会(大阪大会)開催要項案作成

理事会(Eメールによる依
頼)

30.5.24 19名
(メール
送信先)

大阪大会開催要項案等に対する意見伺いの依頼

総会 30.7.31 大阪教育大附属
天王寺小・音楽
室

25名 昨年度決算・本年度予算案審議
来年度大会開催地の確認（東京）

臨時理事会 30.7.31 大阪教育大附属
天王寺小・音楽
室

13名 来年度東京大会実施へむけての確認

来年度大会内容検討のた
めの打ち合わせ

30.11.12 東京学芸大･音楽
教育講義室1

　8名 来年度東京大会実施内容の検討

来年度大会内容検討のた
めの打ち合わせ

31.2.20 東京学芸大学附
属大泉小学校音
楽室

12名 来年度東京大会実施内容の検討

引き継ぎ会 30.4.25 6名 代表・事務局の引き継ぎ会

メール会議 30.5.23 6名 研究計画等

家庭科部門会議 30.6.2 東京都　キャン
パスイノベー
ションセンター

部会か
ら1名

全国大会についての打ち合わせ・依頼

全国大会・情報交換会 30.8.23 山形市 20名 全国大会・情報交換・会計報告

メール会議 30.9.26 6名 全国大会報告

メール会議 30.10.24 6名 研究計画等

メール会議 30.11.14 6名 研究計画等

メール会議 31.1.23 6名 授業研究

メール会議 31.2.20 6名 来年度の全国大会に向けて

音
楽
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 30.4.1 お茶大附高 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 30.4.30 お茶大附高 8名 ・第53回研究協議会並びに総会の運営計画

第3回常務理事会 30.6.3 お茶大附高 9名 ・第53回研究協議会並びに総会の運営計画

第4回常務理事会 30.7.1 お茶大附高 9名 ・第53回研究協議会並びに総会の運営計画

第5回常務理事会 30.8.8 ホテルアバロー
ム

9名 ・第53回研究協議会並びに総会の最終確認・準備

30.8.8 17名 ・前年度活動報告および会計報告・監査報告
・今年度活動計画および予算案　他

30.8.9 159名 ・研究発表（3題）
・文部科学省講演
  演題「養護教諭の資質向上を目指して」
・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
―」

30.8.10 ・総会
・研究プロジェクト
・特別講演
　演題「体力と学力の向上を目指した養護教諭の役割と責
務」

第6回常務理事会 30.11.11 お茶大附高 9名 ・第53回研究協議会並びに総会の総括
・第54回研究協議会並びに総会の運営計画
・研究プロジェクトのまとめ

第7回常務理事会 31.1.14 筑波大附属駒場 9名 ・第54回研究協議会並びに総会の運営計画
・研究プロジェクトのまとめ
・研究集録　編集作業

第8回常務理事会 31.3.27 お茶大附高 10名 ・第54回研究協議会並びに総会の運営計画
・研究プロジェクト次年度計画
・常任理事引継ぎ

全国理事会 ホテルアバロー
ム

第53回研究協議会
　　並びに総会

ホテルアバロー
ム

養
護
教
諭
部
会

10 / 10




