
◎ 地区会研究部門等の活動

令和元年度　北海道地区会事業報告

【釧路】北海道教育大学附属釧路中学校授業力向上セミナー

期　　日 ： ①美術科の授業公開と研究協議　 　令和元年 5月21日（火）

②音楽科の授業公開と研究協議 令和元年 5月27日（月）

③技術科の授業公開と研究協議 令和元年 6月  5日（水）

④英語科の授業公開と研究協議 令和元年 6月11日（火）

⑤国語科の授業公開と研究協議 令和元年 6月21日（金）

⑥社会科の授業公開と研究協議 令和元年 6月26日（水）

（兼ＮＩＥ推進セミナー）

⑦数学科の授業公開と研究協議 令和元年 6月27日（木）

⑧理科・保健体育科の授業公開と研究協議　　　令和元年 7月 2日（火）

⑨ipadを活用した未来の授業セミナー 令和元年 8月22日（木）

⑩音楽科・美術科・技術科の授業公開と 令和元年 9月 4日（水）

ワークショップ

⑪数学科の授業公開と研究協議 令和元年 9月24日（火）

⑫数学科の授業公開と研究協議 令和元年 9月25日（水）

⑬国語科・社会科・数学科・音楽科・美術科　　　令和元年10月23日（水）

の授業公開と研究協議

⑭道徳科の授業公開と研究協議 令和元年11月 8日（金）

⑮英語科の授業公開と研究協議 令和元年11月13日（水）

⑯英語科・道徳科の授業公開と研究協議　　　　　令和 2年 2月 7日（金）

⑰国語科の授業公開と研究協議 令和 2年 2月21日（金）

場　　所 ： 北海道教育大学附属釧路中学校

出席者 ： 759名（延べ人数）

主な議事・内容 ：

　「道東に根ざし９年一貫したリーダーシップ・フォロワーシップの育成」に係る研究

【釧路】北海道教育大学附属釧路小学校授業力向上セミナー

期　　日 ： ①生活科の授業公開と研究協議　 　令和元年 5月27日（月）

②音楽科の授業公開と研究協議 令和元年 6月11日（火）

③社会科の授業公開と研究協議 令和元年 6月18日（火）

④図画工作科の授業公開と研究協議 令和元年 6月26日（水）

⑤算数科の授業公開と研究協議 令和元年 6月27日（木）

⑥体育科・総合的な学習の時間の授業公開　　　　令和元年 7月 2日（火）

と研究協議

⑦道徳科の授業公開と研究協議 令和元年 7月 3日（水）

⑧国語科の授業公開と研究協議 令和元年 7月 4日（木）

⑨総合的な学習の時間の指導案検討 令和元年 8月28日（水）

⑩国語科の指導案検討 令和元年 9月 5日（木）

⑪生活科・音楽科・体育科の指導案検討 令和元年 9月11日（水）

⑫理科・図画工作の授業公開と研究協議 令和元年10月23日（水）

⑬総合的な学習の時間の授業公開と研究協議　　令和元年11月 8日（金）

⑭国語科・社会科・生活科・音楽科・体育科・　　　　令和元年11月13日（水）

総合的な学習の時間の授業公開と研究協議

⑮理科の授業公開と研究協議 令和 2年 2月 4日（火）

⑯国語科の授業公開と研究協議 令和 2年 2月 5日（水）

⑰道徳科の授業公開と研究協議 令和 2年 2月 7日（金）

⑱音楽科の授業公開と研究協議 令和 2年 2月18日（火）

⑲国語科の授業公開と研究協議 令和 2年 2月20日（木）

場　　所 ： 北海道教育大学附属釧路諸学校

出席者 ： 490名（延べ人数）

主な議事・内容 ：

　「道東に根ざし９年一貫したリーダーシップ・フォロワーシップの育成」に係る研究
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【旭川】北海道教育大学附属旭川小学校教育研究大会

期　　日 ： 令和元年 6月21日（金）

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 ： 409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」（３年次）～子供が学び

をつなぐ学習づくり～

・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）

・講演「深い学びを目指す授業改善」

講師：澤井 陽介 氏（国士舘大学体育学部こどもスポーツ教育学科教授）

【旭川】北海道教育大学附属旭川幼稚園教育研究大会

期　　日 ： 令和元年 6月21日（金）

場　　所 ： 北海道教育大学附属旭川幼稚園

出席者 ： 92名

主な議事・内容 ：

・研究主題「『やってみたい』を育む環境づくり」

・公開保育・研究発表・研究協議・講演会

・講演「保育の質の向上と『評価』について　～『保育環境スケール』を手掛かりに～」

講師：埋橋　玲子　氏（同志社女子大学教授）

【旭川】2019年度北海道教育大学附属旭川中学校教育研究大会

期　　日 ： 令和元年 6月21日　（金）

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』（最終年次）

　～資質・能力を育む「学びの４類型」に基づく取組～

・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：澤井 陽介 氏（国士舘大学体育学部子どもスポーツ教育学科教授）

　演題：『深い学びを目指す授業改善』

【函館】北海道教育大学附属函館中学校教育研究大会

期　　日 ： 令和元年 6月14日（金）

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」（３年次研究 最終年度）

 ～「探究」（総合的な学習の時間）を核にしたカリキュラム・マネジメント～

・７教科の公開授業と教科別分科会を実施

・大谷大学文学部　荒瀬　克己　教授による講演会を実施

【札幌】北海道教育大学附属札幌小学校教育研究大会

期　　日 ： 令和元年 7月 5日（金）

場　　所 ： 北海道教育大学附属札幌小学校

出席者 ： 404名

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」～“自覚”から見つめる「深い学び」～

・研究提言・公開授業・授業分科会

・講演会「深い学び」を実現する授業づくり

講師：藤村 宣之 氏（東京大学大学院教育学研究科教授）
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【函館】北海道教育大学附属特別支援学校公開研究協議会

期　　日 ： 令和元年 7月20日（土）

場　　所 ： 北海道教育大学附属特別支援学校

出席者 ： 149名

主な議事・内容 ：

・研究主題「育成を目指す資質・能力と知的障害教育の学び～これからの函館で生きるための学びの

デザイン～」

・本年度、本校ではこれまでの「学習評価」及び「支援スケールの活用」に視点を当てた研究をもとに、

授業実践に基づいた学習評価を効果的な支援のもとで進めていくための研究を行ってきた。

・公開研究協議会で行ったシンポジウムでは、「知的障がい教育における育成を目指す資質・能力」を

テーマに、札幌大学の木村宣孝教授と星置養護学校の伊藤友紀校長から、今後の知的障がい教育

で育てたい資質・能力やそのための授業の在り方等について話題提供をしていただいた。学習指導要

領が改定される流れのなかで、各学校が地域の特性を生かした教育の展開を進めていくための問題

提起を行うシンポジウムとなった。

・研究の交流を行っている中標津支援学校と釧路養護学校の両校それぞれに授業の取組についての

ポスター発表を行ってもらい、本校だけではなく道内・道外の教員とも実践交流を行うことができた。

【函館】北海道国公立幼稚園・こども園研究会研究大会第３ブロック大会

兼　令和元年度　北海道教育大学附属函館幼稚園研究大会

期　　日 ： 令和元年 7月26日（金）～27日（土）

場　　所 ： 森町公民館・北海道教育大学附属函館幼稚園

出席者 ： 130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

・研究テーマ：幼児の「考える力」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～

【札幌】北海道教育大学附属札幌中学校教育研究大会

期　　日 ： 令和元年 7月26日（金）

場　　所 ： 北海道教育大学附属札幌中学校

出席者 ： 450名

主な議事・内容 ：

・基調提案・公開授業・授業分科会・交流会

【札幌】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）

期　　日 ： 令和元年 7月 5日（金）

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

【函館】北海道教育大学附属函館小学校教育研究大会

期　　日 ： 令和元年 7月26日（金）

場　　所 ： 北海道教育大学附属函館小学校

出席者 ： 360名

主な議事・内容 ：

・研究主題　子供が学びをつくる学校　 ～自らをモニタリングし、メタ認知する子供～

・基調提案・公開授業・授業分科会・教科等実践研修会
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【旭川】令和元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

期　　日 ： 令和元年11月 8日（金）

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 ：

　「質の高い学びを目指して」

・道徳、国語、理科、美術の授業公開、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

・道徳授業の助言者（附属旭川小学校との共催）

水上 丈実 氏（北海道教育大学教職大学院教授）

【札幌】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

期　　日 ： ①理科  　令和元年10月21日（月）

②国語 　令和元年10月28日（月）

③英語 　令和元年10月31日（木）

④道徳 　令和元年11月  5日（火）

⑤社会 　令和元年11月  8日（金）

⑥算数 　令和元年12月  9日（月）

⑦食育 　令和元年12月13日（金）

⑧家庭 　令和元年12月16日（月）

⑨生活・総合  令和元年12月20日（金）

⑩体育・保健  令和 2年  1月27日（月）

⑪図工        　令和 2年  1月31日（金）

⑫音楽        　令和 2年  2月  7日（金）

場　　所 ： 北海道教育大学附属札幌小学校

出席者 ： 234名（延べ人数）

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「“自覚”しながら学びを深める」ことに

　着目し授業改善を図り、７月の教育研究大会において提案を行った。そして、今年度後期からは研究

　副主題を「『自己決定』をくり返しながら自分なりの願いの実現に迫る深い学び」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、自己決定を

　くり返し、願いの実現に迫ること。 そして、自分なりの願いをもって学ぶことによって自己を創る学びを

　デザインする子どもに迫ることができる。」という仮説のもと、研究と実践を、校外にも発信し意見をい

　ただくとともに、深い学びについて本校で学んでいただくことをねらい、今年度も昨年度に引き続き、

　附属で学ぶ会（授業力向上セミナー）を実施した。

【旭川】北海道教育大学附属旭川小学校・附属旭川中学校授業力向上セミナー

期　　日 ： 令和元年11月 8日（金）

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 ： 48名

主な議事・内容 ：

・道徳、国語科、理科、美術の授業公開、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校

・道徳授業の助言者（附属旭川中学校との共催）

水上 丈実 氏（北海道教育大学教職大学院教授）

【旭川】特別支援教育事例研修会

期　　日 ： 令和元年 7月30日（火）

場　　所 ： 北海道教育大学附属旭川幼稚園

出席者 ： 17名

主な議事・内容 ：

・事例発表：ユリアナ幼稚園、当麻幼稚園

・グループ協議

指導・助言：萩原 拓 氏（北海道教育大学旭川校教授）
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【函館】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」

期　　日 ： 令和 2年 2月14日（金）

場　　所 ： 北海道教育大学附属函館小学校

出席者 ： 124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　「主体的、対話的で深い学び」「特別支援教育」「情報活用能力」の視点から

・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

【旭川】北海道教育大学附属旭川小学校・附属旭川中学校授業力向上セミナー

期　　日 ： 令和 2年 1月31日（金）

場　　所 ： 北海道教育大学附属旭川小学校

出席者 ： 18名

主な議事・内容 ：

・国語科、理科の授業公開、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校

【旭川】令和元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

期　　日 ： 令和 2年 1月31日（金）

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 ：

　「資質・能力の育成を目指す教科連携の在り方」

・国語・理科の授業公開、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
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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

令和元年度　東北地区会事業報告

【音楽】

期　　日 ： 令和元年 6月29日（土）

場　　所 ： 秋田にぎわい交流館AU（あう）（当番校：秋田大学）

出席者 ： 18名

主な議事・内容 ：

協議題

　（1）来年度（第45回）教大協音楽部門全国大会の運営について

　（2）来年度の東北二部会について

談話題

　（1）各大学における中学校免許の出し方について

　（2）大学改革（改組）の現状について

期　　日 ： 令和元年 7月 4日（木）

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 ： 23名

主な議事・内容 ：

地区会議題

　（1）平成30年度事業報告について

　（2）平成30年度収支決算及び監査報告について

　（3）令和元年度事業計画及び収支予算（案）について

　（4）令和元年度各部会開催大学（案）について

協議題

　　なし

談話題

　（1）教職員の働き方改革の進捗状況について

　（2）大学院の改組について

　（3）各大学における有識者会議報告書への取組状況について

【美術】

期　　日 ： 令和元年 6月21日（金）・ 22日（土）

場　　所 ： 山形大学小白川キャンパス地域教育文化学部（当番校：山形大学）

出席者 ：　8名

主な議事・内容 ：

協議題

　（1）令和3（2021）年度　日本教育大学協会全国美術部門協議会および第60回大学美術教育学会に

　　　　おける協力体制について

　（2）教職大学院について

談話題

　（1）入試・入学状況（入試倍率）について

　（2）教員採用の現状について

　（3）就職・採用試験（中美免許所持者の小学校採用）の状況について

　（4）各大学の美術科の将来的な動向について

　（5）各大学の改組後の美術科の動向について

　（6）学部改革、大学院改組（美術教員後任補充、所属や担当）について

　（7）大学院の現状について
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【家庭】

期　　日 ： 令和元年 7月20日（土）

場　　所 ： 岩手県民情報交流センター（アイーナ）（当番校：岩手大学）

出席者 ：　9名

主な議事・内容 ：

協議題

　　なし

談話題

　（1）各大学の副免許取得状況について

　（2）2021年度入試における高大接続について

　（3）教員免許更新講習の開講の仕方ならびに二巡目に入った講習内容の工夫

　（4）学部再編計画の現状

【国語】

期　　日 ： 令和元年10月 5日（土）

場　　所 ： 岩手大学（当番校：岩手大学）

出席者 ：　8名

主な議事・内容 ：

協議題

　　なし

談話題

　（1）教員採用率向上に向けて

　（2）その他

【英語】

期　　日 ： 令和元年11月 1日（金）

場　　所 ： コラッセふくしま（当番校：福島大学）

出席者 ： 13名

主な議事・内容 ：

協議題

　（1）教養英語の成績評価における外部テストの利用について

　　　 ー利用テスト、テスト実施時間帯（授業内・授業外）、最終評価における割合等ー

　（2）大学入学試験における英語外部検定試験の利用について

　（3）課程認定（コア・カリキュラム）に対応したカリキュラム編成について

談話題

　（1）大学入学試験における外部テストの利用について

　（2）令和3年度入試への対応

    ① 英語の4技能をどのように総合的に評価するか。

    ② 調査書などをどのように活用するか。

　（3）英語の諸技能検定試験の成績を、一般教育の英語単位認定にどのように活用しているか。

　　　　（どのような基準（点数）で、何単位認定か。）

　（4）小学校英語教育の指導法科目や専門科目の充実について

　（5）教員の質の向上と言われているが、そもそも教員志望者の数自体が減っている印象もあり、教員の

　　　　働く環境等にも目を向けて教員養成を考える時代が来たのではないか。

　　　　私立大学の動向なども踏まえ話し合いたい（意見交換の題材として）

　（6）教養英語の内部質保証の対応について

【教育学・教育心理学・特別支援教育・幼児教育】

期　　日 ： 令和元年11月 9日（土）

場　　所 ： 岩手大学（当番校：岩手大学）

出席者 ： 30名

主な議事・内容 ：

＜全体会＞

　協議題　なし

　談話題

　（1）学部改組に関する各大学の取組状況について

　（2）附属校園との研究・連携の取組状況について

7/40



【技術・職業・職業指導】

期　　日 ： 令和元年12月21日（土）・22日（日）

場　　所 ： 弘前大学（当番校：弘前大学）

出席者 ： 8名

主な議題・内容 ：

協議題

　（1）技術教育に関する東北地区の組織的な連携

談話題

　（1）卒業生の進路/各大学の技術教育関係の就職状況について

　（2）「国立教員養成大学・学部、大学院、附属学校の改革に関する有識者会議報告書」に対する各

　　　　大学の取組について

　（3）技術科教員養成の学内担当体制について

　（4）生物育成「飼育」の取り上げかたについて

【理科】

期　　日 ： 令和元年12月21日（土）

場　　所 ： 秋田大学（当番校：秋田大学）

出席者 ： 10名

主な議事・内容 ：

協議題

　　なし

談話題

　（1）教職大学院への理科教員へのかかわり方について

　（2）2021年度から再設置する教職大学院について

　（3）理科の教員人数・各専門分野（物理・化学・生物・地学・理科教育）が維持できているか。

　（4）理学部の先生が教育系学部の理科の授業を兼任で担当する場合、問題となる点は何ですか。

　（5）学部の将来計画はありますか。

　（6）大学の法人統合についての情報はありますか。

　（7）高大接続における、理科関係の授業展開について

＜教育心理学分科会＞

　協議題　なし

　談話題

　（1）公認心理師養成に対する各大学の対応と課題について

＜幼児教育分科会＞

　協議題　なし

　談話題

　（1）幼児教育・保育の無償化の幼稚園教諭養成への影響をどう考えるか。

　（2）学生の進路状況について

＜特別支援教育分科会＞

　協議題　なし

　談話題

　（1）各県等の特別支援学校教員の採用状況と今後の見通し

　（2）特別支援学校教諭免許の取得状況と教育実習に関わる課題について（実習校の配置など）

＜教育学分科会＞

　協議題　なし

　談話題

　（1）「有識者会議報告」に対する対応について（組織再編を巡って）

　（2）各大学での改革の取組について

　（3）教育実習に関わる改善策について
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◎　附属学校部会及び研究集会

期　　日 ： 令和元年10月31日（木）・11月 1日（金）

場　　所 ： 秋田大学教育文化学部各附属学校

出席者 ： 147名

【幼稚園　経営部会】

研究発表

　（1）弘前大学教育学部附属幼稚園が抱える今日的な課題

　（2）園のあり方について～大学改革の中で～

談話題

　（1）定員割れの対応

　（2）文部科学省委託研究について

【保健体育科】

期　　日 ： 令和 2年 2月28日（金）

場　　所 ： 宮城教育大学（当番校：宮城教育大学）

出席者 ：  9名

主な議事・内容 :

協議題

　　なし

談話題

　（1）小学校教員免許状取得学生の体育に関わる授業内容及びその実施方法について

　（2）主免並びに副免で中・高等学校の保健体育の取得を希望している学生の現状（人数等）について

　（3）一般体育の目標と評価について

　　　① 一般体育の授業は、教師のどのような資質・能力を形成すると考えるかについて

　　　② 一般体育の授業では、学生の何をどのように評価するかについて

　（4）卒業生の進路関連

　（5）再課程認定に伴う体育・スポーツ関連の開講科目の変更や整理の状況

　（6）大学院定員充足状況と大学院改革について

　（7）UNIVASへの参加について

【幼稚園　幼稚園部会】

　研究発表

　（1）幼児期の体づくり～健やかな心の育ちに着目して～

　（2）豊かな遊びを育む教材の工夫

【小学校　社会部会】

研究発表

　（1）既有の知識や獲得した情報を基にし、社会的事象について自分の考えを説明できる児童の育成

　（2）問いをふくらませ、考えを創り出す子どもの育成～資料提示や発問、指導過程の工夫を通して～

談話題

　（1）子供が人々の営みについて考え、主権者意識を高める授業

　（2）獲得した概念を用いて問題解決をしていく子どもを育てる授業

　（3）新学習指導要領を子どもの姿で具現化するために

【小学校　経営部会】

研究発表

　（1）校長専任化について

　（2）附属学校園における学習支援室の運営・活用について

　（3）附属学校として研究成果をどのように発信するか

談話題

　（1）各県における教員研修への貢献について

　（2）研究・研修に重点化した学校経営に向けて～「2019働き方改革」を通して～

　（3）福島における諸課題と今後の見通しについて

　（4）学部との連携の在り方について
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【中学校　経営部会】

研究発表

　（1）附属学校園における学習支援室の運営・活用について

　（2）附属の「当たり前」を問い直す

談話題

　（1）地域の教育委員会（県・市）との人事交流の在り方・方向性について

　（2）有識者会議の報告書を受けた取組について

　（3）附属学校園の地域貢献について

【小学校　外国語活動部会】

研究発表

　（1）既存の知識や経験を基に言葉を選択し、他者に配慮しながらコミュニケーションを図り、互いの

　　　差異を擦り合わせて理解し合おうとする児童の育成

　（2）英語を学ぶ面白さを感じ、人とかかわり続ける児童の育成

談話題

　（1）本校英語科で考える「本質に迫る授業」とは

　（2）「外国語を通じて、自ら関わりながら相手や他者とつながろうとする子ども」を目指して

　　　　～英語教育のコーディネータの取組から～

　（3）外国語の単元デザインで大切にしたいこと

【小学校　体育部会】

研究発表

　（1）体育科における知識や技能を活用する子どもの姿について

　（2）多様な関わりの中で、自分らしく運動する子供の育成～体育的な表現力を発揮する学びを通して～

談話題

　（1）低学年児童の「鬼遊び」から、中学生の「ボール遊び」への移行を考えた単元作り

　（2）運動することの面白さを実感し生涯にわたって運動に関する子供を育てる授業の在り方

　（3）対話・思考・楽しさや喜びのある体育科の授業作りについて

　（4）動きの感じ（動感）を高めるためには

【小学校　生活科部会】

研究発表

　（1）異学年の交流を通して、自立への基礎を養う指導の工夫

　（2）生活科における感性を働かせた「深い学び」の充実と評価～ひと・もの・ことにかかわりながら

　　　　「考えたい・試したい」と思う単元構成の工夫～

談話題

　（1）生活科の研究内容、11月の山形大学附属小学校の公開研究会の単元について

　（2）幼稚園教育の連携・接続を踏まえた教育課程と指導方法について

　（3）スタートカリキュラムについての取組やカリキュラムマネジメントについて

【中学校　社会部会】

研究発表

　（1）社会参画の意識を高める授業の創造～クリティカルシンキングを生かして～

　（2）問題発見力を高め、社会参画の意識をもつ生徒の育成

談話題

　（1）資質・能力ベースにおける社会科授業の構成について

　（2）社会科の見方・考え方、深い学びについて

　（3）他者とのかかわり合いから、新たな価値を見出す指導

　（4）観点別評価の変化への対応について
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【養護教諭部会】

研究発表

　（1）弘前大学教育学部附属学校園における熱中症対策～WBGT（暑さ指数）・CO2モニタリングシス

　　　テムの活用と熱中症予防のためのガイドラインの作成～

　（2）睡眠に関する取組～附属学校園の連携を生かした指導をめざして

談話題

　（1）専門能力スタッフと連携した支援の工夫について

　（2）いのちの教育の取組から

　（3）各学校園の実践報告

【特別支援学校　中学部部会】

研究発表

　（1）音楽科におけるユニバーサルデザインの考え方を取り入れた授業作り～附属中学校との交流及び

　　　　共同学習を通して～

　（2）作業学習～販売会の取組

談話題

　（1）働き方改革に伴う学部経営について

　（2）学部としての縦のつながりを意識した取組について

　（3）道徳の実施状況について

【中学校　英語部会】

研究発表

　（1）深い学びをもたらす「読むこと」の指導

　（2）互いの多様性を認め合い、共感的なコミュニケーションを図ることができる生徒の育成

【中学校　保健体育部会】

研究発表

　（1）心身ともに健康であるための行動を主体的に選択できる生徒を育てる保健体育科指導

　（2）運動の理解を深め、豊かなスポーツ実践ができる生徒の育成

談話題

　（1）効果的なICT機器の利用

　（2）保健体育科だからこそ育まれる資質・能力

【特別支援学校　経営部会】

研究発表

　（1）地域に開かれた学校づくり

　（2）本校における特色ある取組とこれから

談話題

　（1）校長の専任化と大学との連携について

　（2）県教育委員会との連携について

　（3）働き方改革、公開研究会のもち方等の状況について
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◎　評議員会（または代議員会）

◎　学部長等連絡協議会

令和元年度　関東地区会事業報告

令和元年度第1回日本教育大学協会関東地区会評議員会

期　　日 ： 令和元年 7月 5日（金）

場　　所 ： KKRホテル東京11階（丹頂の間）

出席者 ： 26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等について

　（3）日本教育大学協会企画・調査研究委員会（第1回）について

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報告について

　（2）令和元年度事業計画の基本方針について

　（3）令和元年度日本教育大学協会関東地区会会計予算について

　（4）その他

　　　①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

その他

　（1）令和元年度第2回日本教育大学協会関東地区会の開催について

令和元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 ： 令和元年11月 8日（金）

場　　所 ： 筑波大学文京校舎、嘉ノ雅茗渓館

出席者 ： 20名

主な議事・内容 ：

（1）講話「教職課程の基準に関するWGの審議状況」尾白泰次専門官

　　　　（文部科学省総合教育政策局教育人材政策課教員免許企画室）（質疑応答）

（2）教育学研究科の専任教員ではない教員の大学院担当について（承合事項）

（3）専任教員の採用・昇任をめぐる問題点と打開策（承合事項）

令和元年度第2回日本教育大学協会関東地区会評議員会（メール会議）

（3月6日（金）に予定していた評議員会については、新型コロナウィルス感染拡大防止のため止むを

　得ず中止とし、特例措置としてメール会議により実施）

期　　日 ： 令和 2年 3月12日（木）～　令和 ２年 ３月18日（水）

主な議事・内容 ：

報告

　（1）日本教育大学協会理事会等について

議題

　（1）令和元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）令和2年度日本教育大学協会企画・調査研究委員会及び関東地区会役員選出について

　（3）令和元年度日本教育大学協会関東地区会事業の総括について

その他

　（1）令和2年度日本教育大学協会関東地区会の開催日について
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◎　地区会研究部門等の活動

○国語研究部門

2019年度国語教育講演会

期　　日 ： 令和元年12月22日（日）

場　　所 ： 群馬大学教育学部N棟大会議室

出席者 ： 91名

主な議事・内容 ：

　演題：新学習指導要領にもとづく国語科の授業

　　（文教大学教授・山下直先生）

○社会科研究部門

学生・教師の実態から社会科教師の育成を考える

期　　日 ： 令和元年12月 1日　（日）

場　　所 ： 早稲田大学早稲田キャンパス

出席者 ： 30名

主な議事・内容 ：

　教職大学院をめぐる最近の改革下における教科教育のあり方を問い直すシンポジウムを開催

　　登壇者：大坂 遊 （徳山大学）、中村 怜詞 （島根大学教職大学院）、

　　　　　　　　　渡辺 貴裕 （東京学芸大学教職大学院）

○数学研究部門

関東地区数学教育研究談話会（第1回）

期　　日 ： 令和元年11月11日（月）

場　　所 ： 東京学芸大学

出席者 ： 30名

主な議事・内容 ：

　数学教育学に関する研究動向に関する検討

　教職大学院の導入と課題に関する意見交換

○理科研究部門

日本教育大学協会関東地区会理科部門会

期　　日 ： 令和元年12月 7日　（土）

場　　所 ： 山梨大学教育学部L号館C棟2階26教室

出席者 ： 19名

主な議事・内容 ：

　　各大学における理科の教員養成の現状について情報交換を行うと共に、今後の展開、特に新たな

　　仕組みづくりの可能性について議論した。また、教職大学院拡充後の運営状況についても情報交換

　　を行った。

○教育学研究部門

関東教育学会第67回大会

期　　日 ： 令和元年11月30日（土）

場　　所 ： 淑徳大学千葉キャンパス

出席者 ： 150名

主な議事・内容 ：

　大会テーマ：インクルーシブ教育を推進するこれからの教師力

　　－多様な子どもたちを学校はどう受け止めるか－

関東地区数学教育研究談話会（第2回）　→　コロナウィルスにより延期

期　　日 ： 令和 2年 3月15日（日）

場　　所 ： キャンパスイノベーションセンター

出席者 ： 20名

主な議事・内容 ：

　教職大学院における数学教育学部
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○技術教育研究部門

2019年度部門協議会

期　　日 ： 令和元年12月 7日（土）

場　　所 ： 茨城大学教育学部B202講義室

出席者 ： 12名

主な議事・内容 ：

　　2018年度活動報告・会計報告・監査結果報告

　　全国技術教育部門常任委員（関東地区）・各大学委員確認

　　大学院の再編動向について

　　今後の教員採用数減に向けた教育学部改革の状況・展望について

○音楽研究部門

関東地区総会

期　　日 ： 令和元年 9月20日（金）

場　　所 ： 高崎ワシントンホテルプラザ11階 菊の間

出席者 ： 22名

主な議事・内容 ：

　　次期地区代表の選出、会費の管理方法について、規約の改正、研究活動報告

○美術研究部門

令和元年度日本教育大学協会全国美術部門地区会

期　　日 ： 令和元年 6月 9日（日）

場　　所 ： 東京学芸大学 芸術・スポーツ科学系2号館・第2会議室

出席者 ： 30名

主な議事・内容 ：

（地区総会）平成30年度関東地区会会計監査報告、収支決算報告

　　　　　　　　　　平成30、令和元年度、2年度全国美術部門地区全国委員選出

　　　　　　　　　　平成30、令和元年度大学芸術教育学会地区全国理事選出

（協 議 会） 　大学芸術教育学会宇都宮大会について、地区会の運営について

○家庭科研究部門

2019年度日本教育大学協会全国家庭科部門・部会関東地区会（総会・研究会）

期　　日 ： 令和元年 6月15日（土）

場　　所 ： 東京学芸大学総合教育科学研究棟3号館602室

出席者 ： 22名

主な議事・内容 ：

　　2018年度事業報告、決算報告、監事監査報告、2019年度関東地区会役員選出結果

　　2019～2022年度全国運営委員の確認

　　2019年度事業計画、予算、監事委嘱、関東地区会ローテーションについて

　　関東地区会の今後のあり方について、研究会

○保健体育・保健研究部門

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

期　　日 ： 令和元年 7月24日（水）

場　　所 ： 東京学芸大学芸術スポーツ科学研究棟7号館101演習室

出席者 ： 7名

主な議事・内容 ：

　　平成30年度教大協部門関連活動報告

　　令和元年度全国理事会・総会について

　　令和元年度予算案

　　卒業・修士論文集の発行について
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○学校種別部門

令和元年度関附連千葉大会

期　　日 ： 令和元年11月 1日（金）～　2日（土）

場　　所 ： 千葉大学教育学部附属学校園・三井ガーデンホテル千葉

出席者 ： 700名

主な議事・内容 ：

　　各学校園において、授業協議会および実践提案会を実施したほか、各学校園の実情等を踏まえた情報

　　交換を行った。働き方改革に伴い、今後の関附連のあり方について、会場校から問題提起を行った。

　　幼稚園：学校運営、幼稚園、養護教諭、PTA

　　小学校：学校運営、社会、理科、家庭、特活、総合、PTA

　　中学校：学校運営、社会、理科、技術・家庭、特活、総合、PTA

　　特別支援学校：学校運営、特支教育、PTA

○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 ： 令和 2年 2月27日　（木）

場　　所 ： 山梨県立図書館

出席者 ： 13名

主な議事・内容 ：

　　各大学の就職状況、入試状況を含む近況報告

　　幼稚園教員養成、保育士養成課程に関する状況と課題

　　次年度のとりまとめ校および開催

○特別支援教育研究部門

第32回日本教育大学協会全国特別支援教育研究部門合同研究集会佐賀大会

期　　日 ： 令和元年11月15日（金）～16日（土）

場　　所 ： ホテルグランデはがくれ

出席者 ： 数100名

主な議事・内容 ：

　　他地区大学との情報共有及び附属校との情報交換

○書道教育研究部門

書道教育部門関東地区会

期　　日 ： 令和元年 7月14日（日）

場　　所 ： 学士会館

出席者 ： 10名

主な議事・内容 ：

　　学習指導要領の改訂への対応について

　　今後の書道三学会開催について

　　今後の教大協書道教育部門について

○養護研究部門

第12回関東養護教諭学生交流会

期　　日 ： 令和元年12月 8日（日）

場　　所 ： 千葉大学

出席者 ： 246名

主な議事・内容 ：

　　「先導力、養護教諭の視点からできること～性のあり方を認め合う学校づくり～」をテーマに

　　講師を招いてのシンポジウム開催と、各大学混合のグループのケースをもとにしたディスカ

　　ッションならびに報告会を行った。
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◎　評議員会（または代議員会）

◎　学長・副学長・学部長・学部教員合同会議

◎　附属学校園教員会議（附属学校園研究協議会合同開催）

令和元年度　北陸地区会事業報告

期　　日 ： 令和元年 5月30日（木）

場　　所 ：　ＡＮＡクラウンプラザホテル金沢

出席者 ：　25名

主な議事・内容：

協議題　会務報告等

　（1）日本教育大学協会北陸地区会規程について申合せの一部改正について

　（2）平成30年度北陸地区会事業報告について

　（3）平成30年度北陸地区会収支決算報告について

　（4）平成30年度北陸地区会収支監査報告について

　（5）令和元年度北陸地区会事業計画（案）について

　（6）令和元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

　（7）令和元年度北陸地区会収支予算（案）について

　（8）その他

承合事項

　（1）教育学研究科（教職大学院も含む）の改革状況について

　（2）各大学における教育学部系の教員削減とその影響について

その他

　（1）次期当番大学について

期　 日 ： 令和元年　9月27日（金）

場 　所 ： 福井大学教育学部附属学園、AOSSA（アオッサ）

出席者 ： 250名

主な議事・内容 :

　（1）教育活動参観（福井大学教育学部附属学園）

　（2）副校園長会、校園長会、PTA会長会

　（3）大会テーマ「“What can we contribute?”－子ども・保護者・教師の協働で未来の教育を創り、

　　　発信するー」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

期　　日 ： 令和元年11月 1日（金）

場　　所 ： AOSSA（アオッサ）

出席者 ： 18名

主な議事・内容 :

協議事項

　（1）教職大学院における教科教育教員と教科専門教員との協同体制構築について

承合事項

　（1）教職大学院の入試状況及び広報活動の取り組みの様子について

　（2）改革の進展状況について

　（3）幼稚園免許の事後調査対応について
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◎　地区会研究部門等の活動

〇外国語部門研究協議会

期　　日 ： 令和元年 9月28日（土）

場　　所 ： 福井大学総合研究棟Ⅴ（教育系１号館）

出席者 ：  9名

主な議事・内容 ：

　（1）進路状況

　（2）教員志望者・教採受験者を増やす取り組み

　（3）教員採用試験の準備状況・各県の教員採用試験における英語資格等などの加点の有無・その対応事例

　（4）小学校英語教科化に向けた認定講習の実施状況について

　（5）附属学校園との連携

　（6）附属学校園について

　（7）教職大学院における教科教育と教科専門の役割

　（8）教員養成の広域化について

〇技術教育部門研究協議会

期　　日 ： 令和元年 5月24日（金）

場　　所 ： 信州大学教育学部

出席者 ： 7名

主な議事・内容 ：

定例承合事項

　　各大学から提出した資料に基づき、「教員定員・現員数」、「学生数」、学部および大学院の「受験者数・

　　合格者数・入学者数」、「卒業生の就職状況」について、情報交換および意見交換を行った。

承合事項

　　①基盤経費（教育・研究）の配分および外部資金獲得の取り組みについて

　　②教員人事について

　　③2020年度からの推薦入試について

　　④教職大学院改組の動向について

協議題

　　①小学校免許必修化と中学校複数免許について

　　②学生定員削減について

　　③教職大学院移行に伴う教育研究の変化への対応について

その他補足議題

　　①2020年度北陸地区会研究協議会当番校について

　　②北陸地区会からの要望事項の追加について

〇音楽部門研究協議会

期　　日 ： 令和元年10月18日（金）

場　　所 ： 福井大学教育学部音楽棟 音楽実習室Ａ･Ｃ

出席者 ： 10名

主な議事・内容 ：

議題

　（1）共通テスト(センター試験)を推薦入試へ導入する等に関わる、入試改革への対応状況

　（2）教職大学院への移行後の対応について

承合事項

　（1）運営交付金の縮減に伴う財政状況の推移

演奏及び研究発表

　（1）富山大学石井准教授による演奏

　（2）福井大学梅村准教授・星谷准教授による研究発表
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〇数学部門研究協議会

期   日 ： 令和元年 7月17日（水）

場　　所 ： メール協議（開催担当は金沢大学）

出席者 ：  4名（各大学の窓口教員あて送信）

主な議事・内容 ：

　　メール協議という形式で行った。実質の参加大学は、新潟、福井、上越、富山から、

　　（1）カリキュラムについて

　　（2）大学の現況について

　　（3）大学の今後について

　　（4）次回、開催当番大学について（これはこれまでの順番通り、富山大ということに）等の情報交換を

　　　　　行った。

〇保健体育部門研究協議会

期　　日 ： 令和元年11月 7日（木）

場　　所 ： KKRホテル金沢　小宴会場

出席者 ： 11名

主な議事・内容 ：

協議事項

　　今後の当研究協議会の開催について

承合事項

　（1）共同教育課程について

　（2）入学定員の減少について

　（3）入学試験の実技検査における安全管理について

　（4）大学施設および体育施設・体育用具の管理体制について

　（5）附属学校園との連携について

〇美術教育部門研究協議会

期　　日 ： 令和元年 7月 5日（金）

場　　所 ： 富山国際会議場2階多目的会議室202号室

出席者 ： 11名

　主な議事・内容 ：

　　教職大学院・他研究科での大学院教育のあり方や教員養成に関する課題に対する、各大学の取り組みに

　　ついて情報交換を行った。また、本研究協議会のあり方についても意見交換を行った。

〇社会科部門研究協議会

期　　日 ： 令和元年11月 8日（金）

場　　所 ： 金沢大学金沢駅前サテライト

出席者 ：  9名

主な議事・内容 ：

協議事項

　　・新カリキュラムへの対応状況（特に教職と教科のブリッジ科目新設について）

　　・学部・教職大学院の現状と課題

　　・大学の改革・再編の動向

承合事項

　　・教員養成の状況

　　・教育委員会との協力

　　・附属学校園との連携

　　・研究費等の研究環境

　　・教職実践演習の運営

　　・学内の授業レベルにおけるアクティブ・ラーニングへの対応

　　・社会科志望学生確保の取り組み

　　・入試の出題体制について（社会科の作題について）
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〇家庭科研究協議会

期　　日 ： 令和元年10月 ７日（月）

場　　所 ： メール会議（新潟大学）

出席者 ：  6名（各大学の窓口教員あて送信）

主な議事・内容 ：

承合事項

　　卒業生の進路・教員採用数について

　　入試・学部の状況について

協議事項

　　今後の地区会の開催について

〇教育実践研究指導部門研究協議会

期　　日 ： 令和元年11月20日（水）

場　　所 ： 富山大学人間発達科学部附属人間発達科学研究実践総合センター

出席者 ： 13名

　主な議事・内容 ：

　　教育実践研究における附属学校園との連携、学部の学校現場との協働・協力事業とセンターとの関係、

　　公認心理師養成に向けたセンター教員等の対応の3点を中心に、広く情報交換を行い、今後の在り方等

　　についての考えを共有した。
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◎　評議員会（または代議員会）

◎　学長学部長連絡会

◎　地区会研究部門等の活動

令和元年度　東海地区会事業報告

期　　日 ： 令和元年 6月21日（金）

場　　所 ： 三重大学総合研究棟Ⅱ　２階　第１会議室

出席者 ： 17名

主な議事・内容 ：

協議題

〈審議事項〉

　1．平成30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．令和元年度協会評議員・役員等について

　3．平成30年度事業報告について

　4．平成30年度決算報告について

　5．令和元年度事業計画（案）について

　6．令和元年度予算案について

　7．その他

〈報告事項〉

　1．日本教育大学協会評議員会（6/17）の議事について

　2．大学間及び教員養成学部組織の連携・統合について

　3．その他

　（1）日本教育大学協会　企画・調査研究委員会の議事要録について

　（2）国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議について

期　　日 ： 令和 2年 3月26日（木）

場　　所 ： 名古屋国際センター　５階　第二会議室

出席者 ：  4名

主な議事・内容 ：

　1．日本教育大学協会理事会報告（2月6日開催）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 ： 令和元年 6月30日（日）

場　　所 ： アスト津４階　アストプラザ会議室２

出席者 ： 20名

主な議事・内容 ：

　1．令和元年度　部門・学会地区委員について

　2．次年度（令和２年度）開催地について

　3．令和元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．教員養成大学・学部及び大学院の今後のありかた

　7．その他
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◎　その他

○日本教育大学協会家庭科部門東海地区総会

期　　日 ： 令和元年 7月 6日（土）

場　　所 ： 岐阜大学サテライトキャンパス　多目的講義室（中）

出席者 ： 20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．研究協議

　　　教員養成の現状について、入学試験について

○日本教育大学協会技術部門東海地区春期研究会

期　　日 ： 令和元年 7月20日（日）

場　　所 ： 安保ホール501A

出席者 ：  8名

主な議事・内容 ：

　1．各大学の現状（・教採　・教職大学院　・大学改革）

　2．名大・岐阜大＋三重大の動き（静岡大）

　3．その他

（1）9月20日（金）

　　・総務局会議

　　・全造連大学委員会

　　・全国学校美術教育支援委員会、学会誌委員会、全美協役員会（私学）

　　・学会理事会

　　・美術部門役員会　全美協総会

（2）9月21日（土）

　　・開会行事

　　・部門協議会

　　　テーマ「教職大学院における造形美術教育の現状と課題」

　　　コーディネーター　新関 伸也（滋賀大学）

　　　パネリスト　松本 健義（上越教育大学）　西村 德行（東京学芸大学）　新野 貴則（山梨大学）

　　・研究発表　口頭発表１

　　・研究発表　口頭発表２

　　・シンポジウム

　　　テーマ「人はアートで育っていく。　～美術教育の新しい動向～」

　　　パネリスト

　　　　日比野 克彦（東京藝術大学美術学部長　岐阜県美術館館長）

　　　　松本 和子（フレスコ作家）

　　・懇親会

　（3）9月22日（日）

　　・研究発表　口頭発表３

　　・ポスター発表

　　・研究発表　口頭発表４　学生会議

　　・総会

○第58回大学美術教育学会　岐阜大会

期　　日 ： 令和元年 9月20日（金）～22日（日）

場　　所 ： 岐阜大学

出席者 ： 272名

主な議事・内容 ：
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　　7）総合的な学習部会

　　　・追求し続ける総合的な学習の時間

　　　・総合学習から総合的な学習へ

　　6）英語部会

　　　・社会の変化に対応できる生徒の育成を目指して

　　　・子どもの資質・能力を育むプロジェクトベースのCLIL型学習

　　　　～考える防災を英語で実践～

　　5）音楽部会

　　　・表現の実感を伴う創作活動

　　　・音楽を味わい、音楽を通して仲間と対話し、より良い自分の表現をつくり出す児童の育成

　　4）保健体育部会

　　　・よりよい体育授業を目指して

　　　・仲間とともに　めざす動きに迫り　自分の動きを拡げ高める子ども

　3．部会

　　1）学校運営部会

　　　・子どもや保護者、職員、地域教師が来たくなる附属学校を目指して

　　　・静大附属特を知りたい、附属特に来たい、来させたいと思う学校に

　　　　…見える化とチーム附属特を基盤として…

　　3）教育研究部会

　　　・本校の研究の現状とClassi導入時の問題点

　　　・希望の未来を拓く素質・能力の育成　～「学習のくくり」を通した本質的な問いの最適解に迫る

　　　　学習構想の提案～

　　2）教育課程部会

　　　・義務教育学校に向けた教育課程の編成について

　　　・三重大附属４校園における一貫教育カリキュラムと、そこから見えてきた『子どもたちの学ぶ姿』

○令和元年度全附連東海地区研究協議会・実践活動協議会

期　　日 ： 令和元年 8月21日（水）

場　　所 ： グランシップ

出席者 ： 321名

主な議事・内容 ：

　1．総会

　　1）開会の辞

　　2）主管校あいさつ

　　3）来賓祝辞

　　4）来賓紹介

　　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「子どもたちの未来のために～情報化社会に向けて～」

　　　講師　静岡大学　教育学部　准教授　塩田　真吾 氏
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　　14）特支PTA部会

　　　・子どもたちの未来のために　～情報化社会に向けて～

　　13）中高PTA部会

　　　・子どもたちの未来のために　～情報化社会に向けて～

　　12）小PTA部会

　　　・子どもたちの未来のために　～情報化社会に向けて～

　　11）幼PTA部会

　　　・子どもたちの未来のために　～情報化社会に向けて～

　　10）養護教諭部会

　　　・養護教諭　異校種間連携について

　　　・がんの学びから生活を変える　未来が変わる

　　9）幼稚園教育部会

　　　（1）そもそも一日をどう過ごしているの？ ①（各園の様子）

　　　（2）そもそも一日をどう過ごしているの？ ②（指導計画）

　　　（3）生活発表会について

　　8）特別支援教育部会

　　　・知的障害教育の各教科を通した資質・能力の育成を目指す授業づくり

　　　　～各教科の見方・考え方を働かせ、生き生きと学ぶ～

　　　・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複数の学習場面のある授業～
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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

期　　日 ： 令和元年 6月28日（金）

場　　所 ： 奈良教育大学　管理棟２階　大会議室

出席者 ： 14名

主な議事・内容 ：

　（1）令和元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）令和元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）令和元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）令和30年度事業報告について

　（5）令和30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）令和元年度予算（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

期　　日 ： 令和 2年 2月27日（木）　　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）令和2・3年度日本教育大学協会近畿地区役員の選出について

　（2）令和2・3年度日本教育大学協会評議員及び理事の選出について

　（3）その他

　　　　（報  告）

　　　　　日本教育大学協会理事会（令和2年2月6日）報告について

教科等別研究部門　国語教育

期　　日 ： 令和元年11月20日（水）

場　　所 ： 奈良教育大学　国語教育講座　第１演習室

出席者 ： 13名

主な議事・内容 ：

　（1）大学院改組（教職大学院化）のその後の経過について

　（2）学部入試に関する大学共通テストへの対応及び2次試験について

　（3）メンタルの弱い学生への、学科・講座レベルの対応について

令和元年度　近畿地区会事業報告

教科等別研究部門　社会科

期　　日 ： 令和 2年 2月27日（木）

場　　所 ： 兵庫教育大学ハーバーランドキャンパス

出席者 ： 16名

主な議事・内容 ：

（1）大学院改革について

（2）学部改革について
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◎　その他（研究分科会活動）

附属学校園部門　特別教科部会　（人権教育・社会・図工美術・音楽・技術家庭・副校園長）

期　　日 ： 令和元年 8月 2日（金）

場　　所 ： 奈良教育大学附属小学校・大学講堂

出席者 ： 183名

主な議事・内容 ：

（1）研究分科会

（2）副園長夏季研修会

（3）講演会

教科等別研究部門　音楽

期　　日 ： 令和元年 4月20日（土）

場　　所 ： 大阪教育大学　柏原キャンパス　音楽棟

出席者 ： 25名

主な議事・内容 ：

（1）教職大学院化にむけての実技系分野の対応

教科等別研究部門　教育心理

期　　日 ： 令和 2年 1月11日（土）

場　　所 ： 京都教育大学藤森キャンパス　1号館B棟3F　教育調査室

出席者 ： 10名

主な議事・内容 ：

（1）教員養成大学における心理学教育の現状について

（2）教職大学院の動向および心理学教員の参画について

（3）その他

教科等別研究部門　幼児教育

期　　日 ： 令和 2年 2月14日（金）

場　　所 ： 大阪教育大学　天王寺キャンパス　西館

出席者 ： 12名

主な議事・内容 ：

（1）令和2年度幼児教育部門における各大学の情報交換等について

（2）大阪教育大学の取り組み及び本学修了生の研究成果報告

（3）今年度の就職・学部大学改組、課程認定申請・幼稚園免許状更新講習その他

教科等別研究部門　教育学

期　　日 ： 令和元年11月29日（金）

場　　所 ： 滋賀大学　大津キャンパス

出席者 ： 13名

主な議事・内容 ：

（1）各大学の情報交換会

（2）講演：教員養成政策の動向とこれからの教員養成

（3）事務連絡

教科等別研究部門　数学

期　　日 ： 令和元年11月29日（金）

場　　所 ： 兵庫教育大学神戸ハーバーランドキャンパス・講義室5

出席者 ：  7名

主な議事・内容 ：

（1）教員採用試験の合否状況及び卒業生の進路・就職状況

（2）教職大学院と修士課程（教職大学院への移行等の状況及び、その際のカリキュラムや教職大学院

　　　での教科専門の在り方等）・教員養成の高度化について

（3）第3期中期計画・中期目標および課程認定について
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附属学校園部門　養護教諭部会

期　　日 ： 令和元年11月22日（金）

場　　所 ： 大津サテライトプラザ

出席者 ： 28名

主な議事・内容 ：

（1）講演・ワークショップ

（2）地区理事報告

（3）情報交換

附属学校園部門　特別支援教育部会（小・中学校）

期　　日 ： 令和元年11月 2日（土）

場　　所 ： 奈良教育大学附属小学校・中学校特別支援学級棟

出席者 ： 120名

主な議事・内容：

（1）授業参観

（2）研究協議

（3）情報交換

附属学校園部門　特別部会　（幼稚園）

期　　日 ： 令和元年12月14日（土）

場　　所 ： 京都教育大学附属幼稚園

出席者 ： 41名

主な議事・内容 ：

（1）講演会

（2）情報交流

（3）実習

附属学校園部門　特別部会　（給食）

期　　日 ： 令和元年 7月 5日（金）

場　　所 ： 和歌山大学教育学部附属特別支援学校

出席者 ：  9名

主な議事・内容 ：

（１）研究発表討論会

（２）研究紀要報告会

（３）講話及び調理実習

（４）情報交換

附属学校園部門　副校園長校種別部会　（幼稚園）

期　　日 ： 令和元年 8月 2日（金）

場　　所 ： 游花舎

出席者 ：  7名

主な議事・内容 ：

（1）働き方改革について

（2）校園長の常勤化につて

（3）幼児教育無償化　他
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附属学校園部門　校種別部会　（中学校）

期　　日 ： 令和元年12月12日（木）

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 ：  6名

主な議事・内容 ：

（1）講演・演習

（2）研究協議

（3）情報交換

附属学校園部門　副校園長会高等学校部会

期　　日 ： 令和元年12月 2日（月）

場　　所 ： 大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎

出席者 ：  7名

主な議事・内容 ：

（1）働き方改革と校務運営について

（2）教員人事の状況と問題点について

（3）大学と文科省の「徹底対話」について

附属学校園部門　特別部会（特別支援教育）　校種別部会(特別支援学校）

期　　日 ： 令和元年11月 2日（土）

場　　所 ： 奈良教育大学附属小学校・中学校特別支援学級

出席者 ： 13名

主な議事・内容 ：

（1）運営委員会　協議（運営組織について、令和2年度研究集会について）

（2）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

期　　日 : 令和元年 7月19（金）

場　　所 : ホテルモナーク鳥取（鳥取市）

出席者 : 評議員13名（5大学法人）

主な議事・内容 ：

（1）平成30年度地区会事業及び決算（案）について

（2）令和元年度地区会事業計画（案）について

（3）令和元年度地区会予算（案）について

（4）令和2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

（5）その他

令和元年度 中国地区会事業報告　　　

◯令和元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 : 令和元年 6月 8日（土）

場　　所 : 山口大学教育学部（山口市）

出席者 : 11名

主な議事・内容 :

（1）総会

（2）情報交換

◯令和元年度日本教育大学協会全国技術部門中国地区研究部門協議会

期　　日 : 令和元年 5月31日（金）

場　　所 : サンラポーむらくも（松江市）

出席者 : 8名

主な議事・内容 :

（1）協議会

（2）情報交換

◯令和元年度日本教育大学協会中国地区英語部門協議会

期　　日 : 令和元年 6月29日（土）

場　　所 : 広島大学教育学部（東広島市）

出席者 : 10名

主な議事・内容 :

（1）協議会

（2）情報交換

◯令和元年度日本教育大学協会中国地区家庭科部門総会

期　　日 : 令和元年 8月21日（水）

場　　所 : ホテルセントヒル長崎（長崎市）

出席者 : 34名

主な議事・内容 :

（1）総会

（2）情報交換会

◯令和元年度日本教育大学協会中国地区音楽部門大学部会

期  　日 : 令和元年 9月 2日（月）

場　　所 : 広島大学教育学部（東広島市）

出席者 : 25名

主な議事・内容 :

　(1) 理事会

　(2) 協議会

　(3) 情報交換会
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◎　その他

◯【後援】令和元年度中国地区国立大学附属学校園副校園長会

期　　日 : 令和元年 8月 7日（水）～ 令和元年 8月 8日（木）

場　　所 : 岡山大学教育学部附属小学校（岡山市）

出席者 : 25名

主な議事・内容 :

（1）講演会

（2）会議

（3）情報交換会

◯【後援】第52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 : 令和元年 6月28日（金）～ 令和元年 6月29日（土）

場　　所 : ピュアリティまきび、岡山大学附属幼稚園（岡山市）

出席者 : 58名

主な議事・内容 :

（1）協議会

（2）公開保育・分科会

◯【後援】第54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 : 令和元年 7月11日（木） ～ 令和元年 7月12日（金）

場　　所 : 広島グランドインテリジェントホテル（広島市）

出席者 : 22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

◯令和元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 : 令和元年11月 8日（金）～ 令和元年11月 9日（土）

場　　所 : ホテルニューオータニ鳥取（鳥取市）

出席者 : 267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

◯令和元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 : 令和元年12月 7日（土）～ 令和元年12月 8日（日）

場　　所 : RCC文化センター（広島市）

出席者 : 25名

主な議事・内容 :

（1）総会、研究発表

（2）情報交換会

◯令和元年度日本教育大学協会中国地区理科部門会

期　　日 : 令和元年11月29日（金）

場　　所 : 山口大学教育学部（山口市）

出席者 : 40名

主な議事・内容 :

（1）協議会

（2）情報交換会
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◯【後援】中国四国教育学会第71回大会

期　　日 : 令和元年11月30日（土） ～ 令和元年12月 1日（日）

場　　所 : 松山大学（松山市）

出席者 : 266名

主な議事・内容 :

（1）自由研究発表

（2）総会

（3）情報交換

◯【後援】中国四国心理学会第75回大会

期　　日 : 令和元年10月19日（土）～ 令和元年10月20日（日）

場　　所 : 香川大学教育学部（高松市）

出席者 : 138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】一般社団法人日本理科教育学会令和元年度第68回中国支部大会

期　　日 : 令和元年11月30日（土）

場　　所 : 山口大学（山口市）

出席者 : 100名

主な議事・内容 :

（1）研究発表

（2）その他

◯【後援】教育哲学会第62回大会

期　　日 : 令和元年10月12日（土） ～ 令和元年10月13日（日）

場　　所 : 広島大学教育学部（東広島市）

出席者 : 175名

主な議事・内容 :

（1）研究発表

（2）総会

（3）情報交換

◯【後援】小学校外国語教育研修会

期　　日 : 令和元年 8月20日（火）

場　　所 : 島根大学教育学部附属義務教育学校（松江市）

出席者 : 100名

主な議事・内容 :

（1）授業・講演

（2）情報交換

◯【後援】2019年度日本家庭科教育学会中国地区会第39回研究発表＆講演会

期　　日 : 令和元年 8月17日（土）

場　　所 : 島根大学教育学部（松江市）

出席者 : 32名

主な議事・内容 :

（1）総会

（2）研究発表＆講演会
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◯【後援】初等教育カリキュラム学会第4回研究大会

期　　日 : 令和 2年 1月5日（日）

場　　所 : 広島大学教育学部（東広島市）

出席者 : 121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 ： 令和元年 7月31日（水）

場　　所 ： ＪＲホテル クレメント高松

出席者 ： 11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３０年度事業及び決算報告について

（2）令和元年度事業計画及び予算について

（3）令和元年度四国地区会役員について

（4）教員養成系大学・学部、大学院及び附属学校園の中長期的な将来像について

（5）附属学校園での教職員に関する働き方改革の現状と課題について

（6）その他

期　　日 ： 令和 ２年 3月16日（月）～令和 2年 3月25日（水）

場　　所 ： メール会議（新型コロナウイルス国内感染拡大防止のため）

出席者 ：  4名

主な議事・内容 :

◇令和元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）令和元年度日本教育大学協会理事会等の報告について

　（2）令和2年度日本教育大学協会四国地区会議等の当番校について

期　　日 ： 令和元年12月12日（木）

場　　所 ： 香川大学　研究交流棟５階

出席者 ： 50名

主な議事・内容 :

令和元年度日本教育大学協会四国地区研究集会「香川集会」

　講演会　　　テーマ ： これからの教育改革と教員養成の課題

　研究発表　テーマ ： 自由課題

　（1）附属間協働と学部・附属間協働の取組みについて

　（2）子育て支援活動による大学の地域連携について

　（3）課題意識を持った教育実習にむけての取組み

　（4）通常の学級で学習上のつまずきを示す児童生徒への支援－算数・数学分野での試み－

　（5）プログラミングを取り入れた理科学習の在り方

　（6）学部と連携した遠隔授業について

　（7）幼児期の「遊び」と児童期の「学習」をつなぐ「遊誘財」

　（8）本校研究の取組みについて

令和元年度　四国地区会事業報告
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◎ 評議員会

◎ 地区会研究部門等の活動

（春季）

期　　日 ： 平成31年 4月26日（金）

場　　所 ： 長崎市（ホテルＪＡＬシティ長崎）

出席者 ： 22名

主な議事・内容 :

（1）平成30年度事業報告及び決算報告について

（2）平成31年度(2019年度)事業計画及び予算案について

（3）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）

（4）附属学校園におけるスクールロイヤー、スクールカウンセラー、ソーシャルワーカー、部活動指導員、

スクールサポートスタッフ等の配置に係る財政措置ついて

（秋季）

期　　日 ： 令和元年11月 8日（金）

場　　所 ： 熊本市（ＫＫＲホテル熊本）

出席者 ： 29名

主な議事・内容 :

（特別講演）「教職課程の基準に関するＷＧについて」文部科学省教員免許企画室長

（1）第4期中期目標期間に向けた、教職課程の水準の維持・向上や効果的・効率的な実施のための方策に

ついて

（2）九州地区における教員養成のための大学間連携について

（3）九州地区8大学教員養成学部間における単位互換制度の継続について

国語部門研究協議会

期　　日 ： 令和元年12月 7日（土）・ 8日（日）

場　　所 ： 佐賀市（佐賀大学教育学部2号館国語科教室）

出席者 ： 11名

主な議事・内容 :

（1）副免取得の方法について

（2）非常勤講師等の相互協力について

令和元年度　九州地区会事業報告　

数学部門研究協議会

期　　日 ： 令和元年12月 6日（金）

場　　所 ： 福岡市（博多サンヒルズホテル）

出席者 ： 13名

主な議事・内容 :

（1）日本教育大学協会九州地区数学部門研究協議会の開催頻度について

（2）小学校課程の教科内容のカリキュラムをどのようにしているか。またクラスの受講人数はどの程度か。

（3）小学校教員養成課程の教育体制について

社会部門研究協議会

期　　日 ： 令和元年12月 6日（金）

場　　所 ： 長崎市（長崎大学教育学部本館3F大会議室）

出席者 ： 14名

主な議事・内容 :

（1）教職大学院の中での教科の位置づけについて

（2）地方国立大学における中等社会科教員養成課程の適正規模について

（3）教職大学院一元化について
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美術部門研究協議会

期　　日 ： 令和元年 6月28日（金）

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）教育学研究科・美術の今後のあり方について

（2）学部の将来構想について

外国語部門研究協議会

期　　日 ： 令和元年11月16日（土）・17（日）

場　　所 ： 長崎市（ホテルセントヒル長崎）

出席者 ： 10名

主な議事・内容 :

（1）教員採用試験合格率向上のための工夫の仕方について

（2）大学入試改革への対応について

音楽部門研究協議会

期　　日 ： 令和元年12月13日（金）

場　　所 ： 宮崎市（メディキット県民文化センター）

出席者 ： 20名

主な議事・内容 :

（1）法人統合の動きについて

理科部門研究協議会

期　　日 ： 令和元年12月 6日（金）・ 7日（土）

場　　所 ： 佐賀市（佐賀大学教育学部1号館第一会議室）

出席者 ： 12名

主な議事・内容 :

（1）教職大学院の授業内容における教科教育・教科内容の組み込み状況について

保健体育部門研究協議会

　 令和 2年 3月 6日（金）・ 7日（土）に鹿児島市で開催予定であったが、新型コロナウイルスの

　感染拡大を受け中止

家庭科部門研究協議会

期　　日 ： 令和元年 7月 6日（土）

場　　所 ： 長崎市（ホテルセントヒル長崎)

出席者 ： 13名

主な議事・内容 :

（1）全国大会の役割分担等について

（2）日本教育大学協会全国家庭科部門2019年度（令和元年度）長崎大会について

書道部門研究協議会

期　　日 ： 令和元年12月13日（金）

場　　所 ： 佐賀市（ホテルグランデはがくれ）

出席者 ： 8名

主な議事・内容 :

（1）令和元年度入学者適用の「学生便覧」及び、令和2年度学部紹介パンフレット（広報用）について

34/40



技術部門研究協議会

期　　日 ： 令和元年 6月14日（金）

場　　所 ： 福岡市（福岡県中小企業振興センター4F402会議室）

出席者 ： 14名

主な議事・内容 :

（1）技術科免外教員についてどのような取り組みが考えられるか。

（2）技術科教員（非常勤も含む）の求人情報の九州におけるネットワーク化について

教育学部門研究協議会

期　　日 ： 令和元年11月22日（金）

場　　所 ： 大分市（トキハ会館6Fさくらの間）

出席者 ： 10名

主な議事・内容 :

（1）教職大学院への一本化のなかで、教育学研究科をどのように維持しているか。

（2）学部と教職大学院の接続を具体的にどのような形で実現しているか。

（3）教育学教員激減への対応策について（非常勤の集中講義等）

（4）教育学部門研究協議会のあり方について

（5）教育実習に対する、教育学講座所属教員の関わり方について

（6）学部改組における学生定員削減、一部専攻の募集停止、専攻の再編、教員不補充等への対応について

心理学部門研究協議会

期　　日 ： 令和元年11月15日（金）

場　　所 ： 熊本市（メルパルク熊本）

出席者 ： 10名

主な議事・内容 :

（1）教育学部における心理部門の位置づけについて

一本化後の教職大学院への心理学教員の関わりについて

教育学部・教職大学院の運営の実態（心理学教員の関わり）について

（2）今後の教職大学院及び教員養成系学部での心理系の資格（公認心理師、臨床心理士、

学校心理士等） に関する対応状況について

（3）九州地区心理部門研究協議会のあり方について

特別支援教育部門研究協議会

期　　日 ： 令和 2年 1月31日（金）

場　　所 ： 宮崎市（宮崎大学まちなかキャンパス）

出席者 ： 13名

主な議事・内容 :

（1）特別支援教育に関わる教員の養成に関する取り組みについて

（2）特別支援教育の教育・研究組織の役割や方向性について

幼児教育部門研究協議会

期　　日 ： 令和 2年 2月29日（土）

場　　所 ： 長崎市（セントヒル長崎）Web参加も可とした。

出席者 ：  7名（Web参加3名を含む。）

主な議事・内容 :

（1）各大学の再課程認定を含めた幼稚園教員養成の現状と課題について

（2）再課程認定の事後調査に向けた「領域に関する専門的事項」への対応状況について

（3）再課程認定事後調査への対応状況について

（4）再課程認定への対応について
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教務・学生支援部門研究協議会

期　　日 ： 令和元年12月 6日（金）

場　　所 ： 長崎市（ホテルセントヒル長崎）

出席者 ： 15名、その他オブザーバー1名

主な議事・内容 :

（1）複数免許（副免許）取得への対応について

（2）教職大学院拡充に伴う、学部教員の授業担当に係る負担と工夫について

（3）幼稚園教諭の教職課程認定に関する検討状況について

（4）ギャップ制とターム制について

（5）新入生への支援のあり方について（学生相談窓口、コミュニティー形成・参加等）

（6）学生への旅費（交通費）の支給について

（7）「教員採用試験対策」について

教育実習部門研究協議会

期　　日 ： 令和元年11月15日（金）

場　　所 ： 宮崎市（宮崎市民プラザ4F学習室）

出席者 ： 10名

主な議事・内容 :

（1）教育実習中の途中辞退について

（2）麻しん感染対策の流れについて

（3）教育実習の日数・時間数と欠席の対応について

（4）介護体験の事前指導の実施とその内容について

教育実践研究会

期　　日 ： 令和 2年 2月 7日（金）

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）教育学部（教員養成課程）以外の教員志望学生に対する教員養成について

小学校部会

期　　日 ： 令和元年 5月10日（金）

場　　所 ： 大分市（iichiko総合文化センター）

出席者 ： 84名

主な議事・内容 :

　　 脱！前例踏襲～We can Change the Future,Change the Fuzoku!～

　実践発表・協議

（1）福岡教育大学附属久留米小学校

（2）鹿児島大学教育学部附属小学校

中学校部会

期　　日 ： 令和元年 5月10日（金）

場　　所 ： 大分市（iichiko総合文化センター）

出席者 ： 70名

主な議事・内容 :

　　 変革とチャレンジ

　実践発表・協議

（1）福岡教育大学附属久留米中学校

（2）鹿児島大学教育学部附属中学校
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◎ その他（附属学校教科等研究集会）

幼稚園部会

期　　日 ： 令和元年 5月10日（金）

場　　所 ： 大分市（iichiko総合文化センター）

出席者 ： 32名

主な議事・内容 :

　　親子の姿で「魅せる！」　～附属幼稚園の今と未来～

　実践発表・協議

（1）長崎大学教育学部附属幼稚園

（2）佐賀大学教育学部附属幼稚園

教頭会（夏季）

期　　日 ： 令和元年 8月 2日（金）・ 3日（土）

場　　所 ： 宮崎市

主な議事・内容 :

（1）研修Ⅰ（講演）

（2）研修Ⅱ（情報交換会）

（3）教育講話会

（4）研修Ⅲ

教頭会（冬季）

期　　日 ： 令和 2年 2月21日（金）・22日（土）

場　　所 ： 久留米市

主な議事・内容 :

（1）開会行事

（2）研修Ⅰ（講話）

（3）研修Ⅱ（協議）

（4）情報交換会

（5）研修Ⅲ（視察）

国　語

期　　日 ： 令和元年 7月25日（木）・26日（金）

場　　所 ： 那覇市

主な議事・内容 :

（1）開会行事

（2）研修Ⅰ（研究報告・実践発表）

（3）研修Ⅱ（講演会）

（4）研修視察

校園長会

期　　日 ： 令和元年10月11日（金）・12日(土)

場　　所 ： 久留米市

主な議事・内容 :

（1）全体会

（2）分科会

（3）情報交換会

特別支援学校部会

期　　日 ： 令和元年 5月10日（金）

場　　所 ： 大分市（iichiko総合文化センター）

出席者：30名

主な議事・内容 :

       改革　充実した生活　～将来を見すえた連携を目指して～

 実践発表・協議

（1）熊本大学教育学部特別支援学校

37/40



理　科

期　　日 ： 令和元年 7月25日（木）・26日（金）

場　　所 ： 久留米市

主な議事・内容 :

（1）開会行事

（2）研修行事Ⅰ

（3）研修行事Ⅱ（情報交換会）

（4）研修行事Ⅲ（視察）

生活・総合

期　　日 ： 令和元年 8月 1日（木）・ 2日（金）

場　　所 ： 鹿児島市

主な議事・内容 :

（1）全体会

（2）分科会

（3）視察研修

音　楽

期　　日 ： 令和元年 7月23日（火）・24日（水）

場　　所 ： 長崎市

主な議事・内容 :

（1）開会行事

（2）分科会

（3）連絡協議会

図画工作・美術

期　　日 ： 令和元年 7月25日（木）・26日（金）

場　　所 ： 熊本市

主な議事・内容 :

（1）研修Ⅰ：研究内容交流

（2）情報交換会

（3）研修視察

社　会

期　　日 ： 令和元年 7月25日（木）・26日（金）

場　　所 ： 北九州市

主な議事・内容 :

（1）研修Ⅰ：小･中各部会

（2）講演会

（3）研修視察（フィールドワーク）

算数・数学

期　　日 ： 令和元年 7月25日（木）・26日（金）

場　　所 ： 福岡市

主な議事・内容 :

（1）研修Ⅰ（分科会・講演会）

（2）研修Ⅱ

（3）情報交換会
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保健・養護

期　　日 ： 令和元年 7月25日（木）・26日（金）

場　　所 ： 熊本市

主な議事・内容 :

（1）総会

（2）研修会Ⅰ（校種分科会）

（3）情報交換会

（4）研修会Ⅱ（県別検討会）

技術・家庭

期　　日 ： 令和元年 8月 5日（月）・ 6日（火）

場　　所 ： 宮崎市

主な議事・内容 :

（1）開会行事

（2）研修Ⅰ

（3）研修Ⅱ

英語・外国語活動

期　　日 ： 令和元年 8月 1日（木）・ 2日（金）

場　　所 ： 鹿児島市

主な議事・内容 :

（1）全体会

（2）研修Ⅰ・Ⅱ

（3）協議

道　徳

期　　日 ： 令和元年 8月 2日（金）・ 3日（土）

場　　所 ： 佐賀市

主な議事・内容 :

（1）開会行事

（2）分科会（各校実践発表、講演）

（3）研修

特別活動

期　　日 ： 令和元年 7月29日（月）・30日（火）

場　　所 ： 熊本市

主な議事・内容

（1）開会行事

（2）研修Ⅰ（各校実践発表）

（3）研修Ⅱ（講演）

（4）研修Ⅲ（視察）

体　育

期　　日 ： 令和元年 7月30日（火）・31日（水）

場　　所 ： 大分市

主な議事・内容 :

（1）開会行事

（2）研修行事Ⅰ（実践発表、講演）

（3）情報交換会

（4）研修行事Ⅱ（視察）

39/40



幼稚園

期　　日 ： 令和元年 8月 1日（木）･ 2日（金）

場　　所 ： 鹿児島市

主な議事・内容 :

（1）全体会

（2）年齢別協議

（3）部会別協議

（4）講話

栄養教諭部会

期　　日 ： 令和元年 7月25日（木）・26日（金）

場　　所 ： 佐賀市

主な議事・内容 :

（1）講演

（2）研究協議

（3）連絡会議

（4）講演

（5）情報交換会

特別支援教育

期　　日 ： 令和元年 8月 1日（木）・ 2日（金）

場　　所 ： 熊本市

主な議事・内容 :

（1）開会行事

（2）研究発表Ⅰ・Ⅱ及び協議

（3）研究発表Ⅲ・Ⅳ及び協議

（4）研究主任会

（5）情報交換会

（6）講演

（7）事例発表

研究主任会

期　　日 ： 令和元年 7月30日（火）・31日（水）

場　　所 ： 大分市

主な議事・内容 :

（1）開会行事

（2）研修

（3）情報交換
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