
◎　地区会研究部門等の活動

令和２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小学校授業力向上セミナー
期　　日 ： ①国語科の授業公開（動画配信）と研究協議（Zoom会議）　令和２年８月４日（火）
　            　  算数科の授業公開（動画配信）と研究協議（Zoom会議）
　　　　　　　　②音楽科の授業公開と研究協議
　 　　　　　　　　 算数科の授業公開（動画配信）と研究協議（Zoom会議）　令和２年１０月２１日（水）
　 　　　　　　　　 社会科の授業公開（動画配信）と研究協議（Zoom会議）
　　　　　　　　③算数科の授業公開（動画配信）と研究協議（Zoom会議）　令和２年１１月４日（水）
　　　　　　　　　  総合的な学習の時間の授業公開と研究協議
　　　　　　 　　　 体育科の授業公開（動画配信）と研究協議（Zoom会議）
　　　　　　　　④生活科の授業公開（動画配信）と研究協議（Zoom会議）　令和２年１１月２７日（金）
　　　　　　　　　  道徳科の授業公開（動画配信）と研究協議（Zoom会議）
　 　　　　　　　　 理科の授業公開（動画配信）と研究協議（Zoom会議）
　　　　　　　　⑤外国語科の授業公開（動画配信）と研究協議（Zoom会議） 令和２年１２月１１日（金）
　 　　　　　　　　 図画工作科の授業公開（動画配信）と研究協議（Zoom会議）
　 　　　　　　　　 総合的な学習の時間の授業公開（動画配信）と研究協議（Zoom会議）
　　　　　　　　⑥算数科の出前授業、授業づくり講座（紋別市立潮見小学校）　令和２年１２月２１日（月）
　　　　　　　　⑦生活科の授業公開（動画配信）と研究協議（Zoom会議） 令和３年２月２６日（金）
　 　　　　　　　　 道徳科の授業公開（動画配信）と研究協議（Zoom会議）
　　　　　　　　⑧算数科の授業公開（動画配信）と研究協議（Zoom会議） 令和３年３月５日（金）
　 　　　　　　　　 理科の授業公開（動画配信）と研究協議（Zoom会議）
　　　　　　　　⑨音楽科の授業公開（動画配信）と研究協議（Zoom会議） 令和３年３月１１日（木）
                 体育科の授業公開（動画配信）と研究協議（Zoom会議）
場　　所 ：　北海道教育大学附属釧路小学校
出席者 ：　310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中学校授業力向上セミナー
期　　日 ： ①国語科（中村純平）の授業公開と研究協議　令和２年１０月９日（金）　１０名
            　②国語科（足立英世）の授業公開と研究協議　令和２年１１月２７日（金）　４名
　　　　　　　　③社会科（眞島良太）の授業公開と研究協議　令和２年７月１８日（土）　１８名
　　　　　　　　④社会科（細野歩）の授業公開と研究協議　令和２年１１月７日（土）　７２名
　　　　　　　　⑤社会科（眞島良太）の授業公開と研究協議　令和２年１１月１８日（水）　２４名
　　　　　　　　⑥数学科（赤本純基）の授業公開と研究協議　令和２年６月３０日（火）　５名
　　　　　　　　⑦数学科（野口朝央）の授業公開と研究協議　令和２年８月３日（月）　１８名
　　　　　　　　⑧数学科（赤本純基）の授業公開と研究協議　令和２年９月３０日（水）　２５名
　　　　　　　　⑨数学科（赤本純基）の授業公開と研究協議　令和２年１０月３１日（土）　１３５名
　　　　　　　　⑩理科（三光楼正洋）の授業公開と研究協議　令和２年１０月２１日（水）　１２名
　　　　　　　　⑪理科（井下裕喜）の授業公開と研究協議　令和２年１２月２日（水）　４名
　　　　　　　　⑫音楽科（齊藤貴文）の授業公開と研究協議　令和２年１１月３日（火）　４２名
　　　　　　　　⑬美術科（更科結希）の授業公開と研究協議　令和２年８月２２日（土）　５３名
　　　　　　　　⑭美術科（更科結希）の授業公開と研究協議　令和２年１０月１日（木）　２５名
　　　　　　　　⑮保健体育科（山本勇太）の授業公開と研究協議　令和２年１０月２１日（水）　７名

◎　評議員会（または代議員会）

期　　日 ： 令和２年７月２１日（火）
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の選出について
　　２．令和元年度地区会運営費決算報告及び監査報告について
　　３．令和２年度地区会運営費予算（案）について
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【札幌】北海道教育大学附属札幌小学校　全校研究授業
期　　日 ： ①社会　令和2年10月７日（水）
　　　　　　　　②英語　令和2年10月14日（水）
　　　　　　　　③算数　令和2年10月１９日（月）
　　　　　　　　④食育　令和2年10月２０日（火）
　　　　　　　　⑤音楽　令和２年10月２９日（木）
　　　　　　　　⑥算数　令和2年10月30日（金）
　　　　　　　　⑦理科　令和2年11月５日（木）
　　　　　　　　⑧家庭　令和2年１１月１０日（火）
　　　　　　　　⑨道徳　令和2年１１月２４日（火）
　　　　　　　　⑩国語　令和2年１１月２５日（水）
　　　　　　　　⑪社会　令和２年１２月８日（火）
　　　　　　　　⑫算数　令和2年12月９日（水）
　　　　　　　　⑬生活　令和2年１２月１４日（月）
　　　　　　　　⑭国語　令和2年１２月１５日（火）
　　　　　　　　⑮体育　令和2年１２月２１日（月）
　　　　　　　　⑯図工　令和2年１２月２２日（火）
場　　所 ：　北海道教育大学附属札幌小学校
出席者 ： ３２０名（延べ）本校教員、大学・大学院教員
主な議事・内容 ：
　　今年度は新型コロナウイルス感染症対策により、恒例の７月の教育研究大会並びに１０月からの
　　「附属を語る会（授業力向上セミナー）」を実施することができなかった。そこで、各教科の全校
　　研究授業に大学・大学院教員を招き、授業を通した実践的な研究、研修として位置付け、実施した。
　　今年度後期からは、研究主題を「学び舎の再（考・構・興）」、副主題を「“It”を紡ぐ学び」と設定し、
　　研究を推進してきた。オンライン授業が行われる今だからこそ、実際に学校に集い、学びを紡ぐことの
　　意味を問い直していくことを主眼におき、研究を推進してきた。

期　　日 ： ⑯技術・家庭科（柴田題寛）の授業公開と研究協議　令和２年８月２２日（土）　５名
　　　　　　　　⑰外国語科（松永美和）の授業公開と研究協議　令和２年１１月１８日（水）　１４名
　　　　　　　　⑱特別の教科　道徳（山本勇太）の授業公開と研究協議　令和２年１２月４日（金）　１１名
　　　　　　　　⑲遠隔・オンライン教育（全職員）の授業公開と研究協議　令和２年５月１４日（木）　９名
　　　　　　　　⑳遠隔・オンライン教育（全職員）の授業公開と研究協議　令和２年５月１５日（金）　１名
　　　　　　　　㉑遠隔・オンライン教育（全職員）の授業公開と研究協議　令和２年５月１８日（月）　６０名
　　　　　　　　㉒遠隔・オンライン教育（全職員）の授業公開と研究協議　令和２年５月１９日（火）　６名
　　　　　　　　㉓遠隔・オンライン教育（全職員）の授業公開と研究協議　令和２年５月２１日（木）　５名
　　　　　　　　㉔遠隔・オンライン教育（全職員）の授業公開と研究協議　令和２年５月２２日（金）　４名
　　　　　　　　㉕遠隔・オンライン教育（全職員）の授業公開と研究協議　令和２年５月２８日（木）　３名
　　　　　　　　㉖ＩＣＴ関係（全職員）の授業公開と研究協議　令和２年１０月２６日（月）　６名
　　　　　　　　㉗ＩＣＴ関係（全職員）の授業公開と研究協議　令和２年１２月１０日（木）　１０名
　　　　　　　　㉘ＩＣＴ関係（全職員）の授業公開と研究協議　令和３年１月２８日（木）　５名
　　　　　　　　㉙学習評価関係（全職員）の授業公開と研究協議　令和２年１２月８日（火）　３名
　　　　　　　　㉚個の特性に応じた指導（全職員）の授業公開と研究協議　令和３年１月１８日（月）　１名
場　　所 ：　北海道教育大学附属釧路中学校
出席者 ：　597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・中学校授業力向上セミナー（Zoom開催）
期　　日 ： 数学・算数科　令和３年２月４日（木）
　　　　　※動画の授業公開　１月２６日～２月４日
出席者 ： １１６人
主な議事・内容 ：
　　・数学・算数科の授業公開、研究協議を実施
　　※主催：北海道教育大学旭川校

【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３年２月４日（木）
場　　所 ： 北海道教育大学附属旭川小学校（オンライン）
60名
主な議事・内容 ：
　　「数学的に問題発見・解決する過程を重視した算数・数学の授業」
　　・算数･数学の授業公開（web公開）、研究協議（オンライン）を実施
　　※主催：北海道教育大学旭川校
　　・助言者（附属旭川中学校との共催）
　　 角地　祐輔　氏（旭川市教育委員会指導主事）
　　 谷地元　直樹　氏（北海道教育大学旭川校准教授）

【札幌】北海道教育大学附属札幌中学校より動画配信
期　　日 ： ①令和２年11月16日（月）理科の授業公開・研究協議
　　　　　　　　②令和２年11月19日（木）英語科、保健体育科、学校保健の授業公開・研究協議
　　　　　　　　③令和２年11月24日（火）国語科の授業公開・研究協議
　　　　　　　　④令和２年11月25日（水）社会科、音楽科の授業公開・研究協議
　　　　　　　　⑤令和２年11月30日（月）美術科の授業公開・研究協議
　　　　　　　　⑥令和２年12月 1日（火）数学科の授業公開・研究協議
　　　　　　　　⑦令和２年12月 3日（木）技術・家庭科の授業公開・研究協議
　　　　　　　　⑧令和２年12月22日（火）①～⑦の動画配信
出席者 ： 約400名
主な議事・内容 ：
　　「自ら判断・行動し、未来の創り手となる個の育成」のもと、各教科の研究授業の公開し
 　　(参会者を助言者に限定)、研究紀要の発行、アンケート機能を使っての質疑応答を行った。

【旭川】北海道教育大学附属旭川中学校授業力向上セミナー（Zoom開催）
期　　日 ：①国語　令和２年１１月６日（金）
             ②保体　令和２年１１月６日（金）
             ③道徳　令和２年１１月１０日（火）
　　　　　   ※動画の授業公開　１０月２６日～１１月６日
出席者 ： ①国語　４８人　②保体　６人　③道徳６人
主な議事・内容 ：
　　・国語・保体・道徳の授業公開、研究協議を実施
　　※共催：北海道教育庁上川教育局

【旭川】北海道教育大学附属旭川中学校授業力向上セミナー（Zoom開催）
期　　日 ： ①理科　令和２年１２月８日（火）
　　　　　　　　②技術　令和２年１２月８日（火）
　　　　　　　※動画の授業公開　１１月２４日～１２月８日
出席者 ： ①理科　１２人　②技術　２５人

　　・理科・技術の授業公開、研究協議を実施
　　※共催：北海道教育庁上川教育局
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【旭川】北海道教育大学附属旭川中学校授業力向上セミナー（Zoom開催）
期　　日 ： ①理科　令和３年２月４日（木）
　　　　　　　　②家庭　令和３年２月４日（木）
　　　　　　　※動画の授業公開　１月２６日～２月４日
出席者 ： ①理科　１０人　②家庭　６人
主な議事・内容 ：
　　・理科・家庭の授業公開、研究協議を実施
　　※共催：北海道教育庁上川教育局

【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」（リモート開催）
期　　日 ： 令和３年２月１２日　（金）
北海道教育大学附属函館小学校
場　　所 ： １５３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」
　　・教育課題別動画の提供（小・中・特）
　　・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
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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２年度　東北地区会事業報告

【数学】
期　　日 ： 令和2年7月2日（木）
場　　所 ：　Zoomによるオンライン会議（当番校：秋田大学）
出席者 ： 8名
主な議事・内容 ：
　　　協議題
　　　　　なし
　　　談話題
　(1)挨拶、各大学紹介
　(2)授業実演１「オンデマンド型遠隔授業への取り組みについて」
　(3)授業実演２「理工学部１年次対象のオンデマンド型授業」
　(4)授業実演３「Zoomの画面共有機能による学生模擬授業」

期　　日 ： 令和3年3月29日（月）～令和3年3月30日（火）
場　　所 ：　書面審議（当番校：宮城教育大学）
出席者 ： 6名
主な議事・内容 ：
　　　地区会議題
　(1)令和元年度事業報告について
　(2)令和元年度収支決算及び監査報告について
　(3)令和2年度事業計画及び収支予算（案）について
　(4)令和2年度各部会開催大学（案）について
　(5)各教科教員研究協議会の開催費について
　　　協議題
　　　　　なし
　　　談話題
　　　　　なし

【美術】
期　　日 ： 令和2年6月4日（木）から12日（金）
場　　所 ：　メール会議（当番校：秋田大学）
出席者 ： 5名
主な議事・内容 ：
　　　協議事項
　(1)令和3年度大学美術教育学会山形大会への支援について
　　　報告事項
　(１)令和2年度大学美術教育学会岐阜大会について
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【英語】
期　　日 ： 令和2年11月14日（土）
場　　所 ：　Zoomによるオンライン会議（当番校：宮城教育大学）
出席者 ： 9名
主な議事・内容 ：
　　　協議題
　(1)オンライン授業の成果と課題
　(2)小学校における外国語（英語）の教科担任制の拡充（中教審の特別部会の骨子案では2022年
       度から）に対応した、外国語（英語）専科教員養成のためのコース（単位数、時間数、内容、履修
     　対象、工夫、問題点等）について
　(3)学部統廃合に向けた動きと教員養成課程の維持について
　　　談話題
　(1)オンライン講習による小学校英語認定講習事業（弘前大学）、リアルタイムでのオンライン授業や
　　　　オンデマンド学習の増加により、一般教養の大学英語教育はどのように変わったか？また、今後の
　　　　目指すべき方向性について、どのように考えているか？
　(2)新型コロナウィルス感染防止に向けた各大学の取り組みについて
　(3)1.小学校英語に関する科目を教えるにあたって、専門性とのミスマッチをどう解消していくべきか。
　　　　2.教採対策や実習について
　　　　3.共通テストの科目の見直しがあって「書く」、「話す」よりも「読む」、「聞く」中心になるが、それが
　　　　　　高校や中学校でのカリキュラムなどにどう影響していくのか。
　　　　4.新しく始まった科目「英語科教育法（小）」などで取り扱う内容について。
　(4)基盤（共通）英語の開講体制について（必修単位数や非常勤依存の割合等）
　　　　非常勤の無期化の対応（2013年の「労働契約法」の改正による無期化2023年）
　　　　対面授業再開後に遠隔授業として実施することにした科目の条件（クラスサイズや内容等）

【技術・職業・職業指導】
期　　日 ： 令和2年11月14日（土）
場　　所 ：　メール会議（当番校：岩手大学）
出席者 ： 13名
主な議事・内容 ：
   　　協議題
　　　　　　なし
　　　　談話題
　　(1)卒業生の就職状況について
　　(2)前期の授業の実施状況について（遠隔授業の実施体制など）
　　(3)今後の技術・工業免許の担当体制について
　　(4)教員養成（技術）に関わる授業科目の協力体制について（専任教員の減少に伴う授業科目
　　　　　への対応など）
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【教育学・教育心理学・特別支援教育・幼児教育】
期　　日 ： 令和2年11月29日（日）
場　　所 ：　Zoomによるオンライン会議（当番校：福島大学）
出席者 ： 39名
主な議事・内容 ：
　　＜全体会＞
　　　　協議題
　　　　　　なし
　　　　談話題
　　(1)オンライン授業について
　　(2)教職大学院入学者確保について

　　＜教育学分科会＞
　　　　協議題
　　(1)オンライン授業について
　　　　談話題
　　(1)コロナ禍における大学
　　(2)「総合的な学習の時間の指導法」の指導体制・内容について
　　(3)本年度の教育実習及び介護等体験の実施業況について
　　(4)教職科目の遠隔実施の方法や工夫
　　(5)新感染症への対応と授業の工夫について

　　＜心理学分科会＞
　　　　協議題
　　　　　　なし
　　　　談話題
　　(1)コロナ対応について（心理学関係科目の実験、実習、授業など）

　
　　＜特別支援教育分科会＞
　　　　協議題
　　(1)特別支援教員免許について
　　(2)特別支援教育実習の実習先確保について
　　　　談話題
　　(1)コロナ禍における教育実習について

　　＜幼児教育分科会＞
　　　　協議題
　　　　　　なし
　　　　談話題
　　(1)学生の進路・就職状況について
　　(2)幼稚園免許課程の維持・運営について
　　(3)附属幼稚園の維持・運営と学部の連携について
　　(4)コロナ禍における実習の対応について

【音楽】
期　　日 ： 令和2年12月19日（土）
場　　所 ：　Zoomによるオンライン会議（当番校：福島大学）
出席者 ： 16名
主な議事・内容 ：
　　　　協議題
　　(1)来年度会議のZoomによる実施について
　　　　談話題
　　(1)コロナ禍における授業の実施状況について
　　　　　 特に前・後期における実技系レッスンに関して
　　(2)コロナ禍での学生の実技学習や生活への影響について
　　(3）コロナ対応下でのピアノ練習室・音楽系講義室の運営・管理体制について
　　(4)コロナ状況下における入試対応について
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【社会】
期　　日 ： 令和3年3月18日（木）
場　　所 ：　Zoomによるオンライン会議（当番校：岩手大学）
出席者 ： 15名
主な議事・内容 ：
　　　　協議題
　　(1)専任教員の確保について
　　　　　 社会科分野の専任教員の確保と位置づけ
　　　　　 教員養成に関わる専任教員の確保について
　　(2)社会科関係の学生募集人員の変化
　　(3)教職大学院への対応
　　(4)コロナ感染症影響下での授業運営－成果と課題－
　　　　談話題
　　(1)大学院改組について
　　(2)学部や教職大学院などにおいて教科教育と専門教育との間で特徴的な授業
　　(3)各大学の現状について
　　(4)その他

【保健体育】
期　　日 ： 令和3年3月15日（月）
場　　所 ：　Zoomによるオンライン会議（当番校：福島大学）
出席者 ： 10名
主な議事・内容 ：
　　　　協議題
　　　　　　なし
　　　　談話題
　　(1)コロナ禍における授業状況について
　　(2)コロナ禍における授業への対応について
　　(3）コロナ禍における教育実習への対応について
　　(4)卒業生の就職先と教員採用状況、教員採用試験対策について
　　(5)学生の進路
　　(6)コロナ禍における学外実習への対応について
　　(7)コロナ禍における部活動の活動状況について

【理科】
期　　日 ： 令和3年1月7日（木）
場　　所 ：　Zoomによるオンライン会議（当番校：福島大学）
出席者 ： 10名
主な議事・内容 ：
　　　　協議題
　　　　　　なし
　　　　談話題
　　(1)コロナ禍におけるオンライン授業に際しての工夫
　　(2）コロナ禍における実験系科目の実施方法について
　　(3)理科の教員数（物理・化学・生物・地学・理科教育）と教員組織について
　　(4)学生の就職状況、特にコロナ禍で一般企業でなく、安定な教員（公務員）への志望が変化してい
　　　　　るかどうか
　　(5)理科を専攻する学生の小学校教員に対する志望動向について
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◎　評議員会（または代議員会）

◎　学部長等連絡協議会

　その他
   （１）令和２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
   （２）関東地区会学部長等連絡協議会の開催について

令和２年度第２回日本教育大学協会関東地区会評議員会
期　　日 ： 令和３年３月５日（金）
場　　所 ：　Web会議（Zoom）
出席者 ：  ２６　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等について
   （２）日本教育大学協会企画・調査研究委員会について

　　議題
   （１）令和２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３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２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３年度日本教育大学協会関東地区会の開催日について

令和２年度　関東地区会事業報告

令和２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２年７月３日（金）
場　　所 ：　Web会議（Zoom）
出席者 ：  ２９　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報告について
   （２）令和２年度事業計画の基本方針について
   （３）令和２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

令和2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２年11月6日　（金）
場　　所 ：　Web会議（Zoom）
出席者 ：  16　名
主な議事・内容 ：
   （1）教職大学院の志願者を増やす方策と担当教員の過重負担を解消する方策について
   （2）教員を志望する学生を増やす方策について，教員就職率向上のための方策について
   （3）コロナ禍の環境下における教育実習・介護等体験の実施方法について

9



◎　地区会研究部門等の活動

〇関東地区数学教育研究談話会（第2回）
期　　日 ： 令和３年３月１日（月）
場　　所 ： 千葉大学　（オンライン開催）
出席者 ： 25　名
主な議事・内容 ：
　  教職大学院における数学教育について研究発表と討議

〇国語研究部門
令和2年度教大協関東地区会教科教育部門（国語）研究会
期　　日 ： 令和 ２年１２月５日（土）
場　　所 ：　群馬大学によるオンライン（Zoom）開催
出席者 ： 15　名
主な議事・内容 ：
　　１　コロナ禍における各大学の対応について
　　　①授業の対応（オンラインの方法等）
　　　②教育実習の対応
　　　③入試の対応
　　　④附属学校の対応
　　2　学部ならびに教職大学院の改組，改編について
　　　①学部について（宇大，群大の共同教育学部の説明等）
　　　②教職大学院について

〇社会科研究部門
日本社会科教育学会シンポジウム
期　　日 ： 令和３年２月６日（土）
場　　所 ：　Zoomによるオンライン形式
出席者 ： 32　名
主な議事・内容 ：
　　・テーマ
　　　「採用側から見た社会科の教師教育」

〇数学研究部門
日本数学教育学会との春期研究大会の共催
期　　日 ： 令和２年６月７日（日）
場　　所 ： 筑波大学
出席者 ： 30　名
主な議事・内容 ：
　　上記会議を共催予定であったが，コロナウィルス感染症の影響のため,
　　研究発表を誌上発表として実施した。

〇教育学研究部門
関東教育学会
期　　日 ： 令和 ２年１１月２９日（日）
場　　所 ： 筑波大学
出席者 ： 50　名
主な議事・内容 ：
　　・学校と地域社会の連携を考える
　　・『関東教育学会紀要』第４７号の発行
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〇音楽研究部門
関東地区会
期　　日 ： 令和２年９月２日（水）
場　　所 ： オンライン開催
出席者 ： 58　名
主な議事・内容 ：
　　・地区会規約の改正
　　・研究助成金の分配
　　・研究報告書の作成

〇美術研究部門
日本教育大学協会全国美術部門関東地区会
期　　日 ： 令和２年７月４日（土）
場　　所 ： オンライン開催
出席者 ： 30　名
主な議事・内容 ：
　　・照合事項　教職大学院の現状及び問題点
　　・ＣＯＶＩＤ-A19の流行に伴う対応等
　　・協議事項　全国大会（宇都宮大会）について
　　・BookWay『美術教育の理論と実践』（2018）継続出版

〇保健体育・保健研究研究部門
日本教育大学協会関東保健体育・保健研究部門理事会
期　　日 ： 令和２年８月６日（木）
場　　所 ： オンライン開催
出席者 ： ９　名
主な議事・内容 ：
　　（1）令和元年度教大協部門関連活動報告について
　　（2）令和２年度　全国理事会・総会について
　　（3）令和２年度　予算案について
　　（4）卒業・修士論文集の発行について
　　　　　　・２０２０年９月１０日に2019年度の論集を発行した。

〇技術教育研究部門
技術教育部門2020年度　部門協議会
期　　日 ： 令和２年１２月５日（土）
場　　所 ： Zoomによるオンライン開催
出席者 ： 11　名
主な議事・内容 ：
　　・2019年度活動報告議事録
　　・2019年度会計報告及び監査結果報告
　　・就職状況調査の結果・今後の調査
　　・各大学における教職大学院教科領域コース(教科の教職大学院)の準備状況，運営状況
　　　について

〇家庭科研究部門
教大協全国家庭科部門関東地区会総会・研究会
期　　日 ： 令和２年６月１３日（土）
場　　所 ： オンライン開催
出席者 ： 27　名
主な議事・内容 ：
　　総会では，令和元年度事業・決算報告，令和２年度事業計画・予算案等審議し承認した。
　　また，家庭科部門関東地区会会則の一部改正を審議・承認した。研究会では，コロナ禍
　　における各大学及び附属学校の事業実施状況に関する情報交換を行った。特に，家庭科
　　の特色でもある実習関連授業の実施が困難である点に関わって，意見交換が行われた。
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〇養護研究部門
関東地区養護教諭養成課程学生交流会
期　　日 ： 令和２年１２月１２日（土）
場　　所 ： オンライン開催
出席者 ： 数百　名
主な議事・内容 ：
　　今年度はコロナウイルス感染症の流行のため，一度に集まって会を開催することは困難と
　　判断し，今回は，交流を深めるために，千葉大学，埼玉大学，茨城大学，東京学芸大学の
　　養護教諭養成課程の紹介をビデオを各校で作成し，鑑賞する会とした。

〇幼児教育研究部門
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３年３月２日（火）
場　　所 ： Web会議
出席者 ： 12　名
主な議事・内容 ：
　　1　各大学の就職状況，入試状況を含む近況報告
　　2　幼稚園教員養成，保育士養成課程に関する状況と課題
　　3　次年度のとりまとめ校及び開催

〇特別支援教育研究部門
コロナ禍における状況調査に向けた会
期　　日 ： 令和２年９月１４日（月）
場　　所 ： 東京学芸大学
出席者 ： ４　名
主な議事・内容 ：
　　・コロナ禍における大学運営に関して
　　・コロナ禍における大学運営及び教育実習の状況調査について
　　・調査形式・アンケート項目の策定に関して
　　・コロナ禍における大学運営に関するアンケートの実施及び調査結果の製版・製本

〇書道教育研究部門
第二回　書道教員による鑑賞教材のための書作展
期　　日 ： 令和３年３月１２日（金）～１４日(日)
場　　所 ： 東京芸術劇場
出席者 ： 17　名
主な議事・内容 ：
　　・日本教育大学協会全国書道教育部門開催の上記書作展の運営は，会場のある関東地区
　　　会員が中心となって行った。展示計画や準備を行い，図録を作成した。
　　・令和２年度の会員大学のオンライン授業の情報を交換して授業改善を行った。
　　　その成果を全国書道教育部門発行の『研究紀要』に掲載する。
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◎　評議員会（または代議員会）

◎　附属学校園教員会議（附属学校園研究協議会合同開催）

令和２年度　北陸地区会事業報告

期　　日 ：　令和２年６月５日（金）締切　書面審議
場　　所 ：　書面審議　（担当：上越教育大学）
出席者 ：  ２１　名
主な議事・内容 ：
　　【審議事項（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）令和元年度北陸地区会事業報告及び収支決算報告について
　　（３）令和２年度北陸地区会事業計画（案）について
　　（４）令和２年度北陸地区会収支予算（案）について

　　【承合事項】
　　（１）・コロナウイルス感染症蔓延に伴う，教育実習，介護等体験の実施予定
　　　　　 ・対面授業実施状況　対面授業が行えない場合の実験・実技等の授業の対応予定
　　（２）新型コロナウイルス感染防止対策としての遠隔授業および面接授業の実施状況・
     　　　実施方法・支援体制等

　　【その他】
　　（１）秋以降における本評議会の開催の必要性
　　（２）次期当番大学について

期　　日 ：　令和２年１０月９日（金）締切　書面審議
場　　所 ：　オンライン開催　（信州大学教育学部附属長野小学校）
出席者 ：  ７０　名
主な議事・内容 ：
　　【審議事項（会務報告等）】
　　(1)教育活動参観　※当初計画していたが，オンライン開催のため実施しなかった。
　　(2)副校園長会,ＰＴＡ会長会
　　(3)大会テーマ「附属学校園の『つなぐ』を問い直す ～新型コロナウイルス感染症対応下での
　　　　　在り方～」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
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◎　地区会研究部門等の活動

○理科部門研究協議会
期　　日 ：　令和２年１１月１３日　（金）
場　　所 ：　オンライン（Zoom）開催　（担当：福井大学）
出席者 ：  １６　名
主な議事・内容 ：
　　【協議題】
　　　(1)新型コロナウイルス感染対策について
　　　　　　新型コロナウイルス感染対策について協議した。
　　　　　　遠隔授業実施の問題点とその解決方法について現状報告した。

　　【承合事項】
　　　(1)教員採用状況について
　　　(2)基盤となる教育研究費と競争的教育研究費の状況について
　　　(3)附属学園の活用状況について
　　　(4)教育学部（理科）の将来構想

○保健体育部門研究協議会
期　　日 ：　令和２年１１月５日（木）
場　　所 ：　オンライン（Zoom）開催　（担当：富山大学）
出席者 ：  １３　名
主な議事・内容 ：
　　コロナ禍での保健体育授業の実施状況および課外活動実施状況について，
   各大学の取り組みについて情報交換を行った。
   各大学独自の判断基準や支援活動について理解を深めた。

○技術教育部門研究協議会
期　　日 ：　令和２年８月３１日（月）
場　　所 ：　オンライン（Zoom）開催　（担当：福井大学）
出席者 ：  ９　名
主な議事・内容 ：
　　【承合事項】
　　　(1)定例承合事項
　 　　　　 教員数と専門分野，学生数，受験者数，合格者数，入学者数，卒業(修了)者数について，
　　　　　  各大学が回答文書に従い報告をした。
　　　(2)教員の教育研究費について
　　　(3)研究費(基盤，外部資金)の状況について
　　　(4)教職大学院の受験者数・合格者数・入学者数について
　　　(5)附属学校の教員配置について

　　【協議題】
　　　(1)教育学部の‘定員削減’に対する対応について
　　　(2)教員養成フラッグシップ大学への申請計画について
　　　(3)新型コロナウィルスの感染蔓延による授業，特に実習・実験系の授業への影響および対策方法
　　　(4)教職大学院移行後の技術科関連の授業内容について
　　　(5)追加質問・回答等
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○美術部門研究協議会
期　　日 ：　令和２年７月１日　（水）
場　　所 ：　オンライン開催　（担当：上越教育大学）
出席者 ： ２１　名
主な議事・内容 ：
　　【協議事項】
　　　（１）教員養成における大学教員と附属学校教員の連携について
　　　（２）大学の教育実習の時期と期間,その長所と短所について
　　　（３）これからの美術科教員養成の可能性とその必要性について
　　【承合事項】
　　　（１）新型コロナウイルス影響下での各大学の現況について
　　　（２）教員採用試験対策について（実施している取り組みの内容）

○教育実践研究指導部門研究協議会
期　　日 ：　令和２年１１月１２日（木）
場　　所 ：　オンライン開催　（担当：上越教育大学）
出席者 ： １０　名
主な議事・内容 ：
　　【協議題】
　　　　コロナウイルス感染拡大防止の状況における教育実習の現状と課題 （今後の対応）（富山大学）
　　【承合事項】
　　　（１）Zoom等を用いた遠隔授業における工夫（実践事例）（富山大学）
　　　（２）教育実践研究を含む各センターの今年度の業務と今後について（上越教育大学）
　　　（３）大学院一本化による各センターへの影響（富山大学）
　　【その他】
　　　　次年度の本協議会の開催地

○養護部門研究協議会
期　　日 ：　令和３年３月２日（火）
場　　所 ：　オンライン開催（担当：金沢大学）
出席者 ：  ３　名
主な議事・内容 ：
　　（１）養護教諭特別別科のカリキュラム，授業の現状と今後の課題
　　（２）養護教諭特別別科学生の現況（入学状況，採用試験など）について
　　（３）養護教諭特別別科の今後の展望について
　　（４）教員免許状更新講習（養護教諭対象）について

○音楽部門研究協議会
期　　日 ：　令和２年１０月２３日（金）
場　　所 ：　オンライン開催　（担当：信州大学）
出席者 ：  ２１　名
主な議事・内容 ：
　　【承合事項】
　　　（１）教員の小学校音楽及び教科教育の授業へのかかわり方について
　　　（２）各大学の新型コロナウイルスへの対応等について
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◎　評議員会（または代議員会）

◎　学長学部長連絡会

令和２年度　東海地区会事業報告

期　　日 ：　令和２年８月２１日（金）
場　　所 ：　遠隔会議（Web会議）による開催
出席者 ：  １８名
主な議事・内容 ：
　　協議題
　＜確認事項＞
　　　１．令和元年度日本教育大学協会東海地区会評議員会議事要録について

　＜審議事項＞
　　　１．令和２年度協会評議員・役員等について
　　　２．令和元年度事業報告について
　　　３．令和元年度決算報告について
　　　４．令和２年度事業計画（案）について
　　　５．令和２年度予算案について
　　　６．会議のオンライン化について
　　　７．日本教育大学協会東海地区会会計事務取扱規則の制定について
　　　８．その他

　　＜報告事項＞
　　　１．日本教育大学協会理事会（書面会議）等の議事について
　　　２．その他
　　　　（１）教育実習について
　　　　（２）介護等体験について
　　　　（３）次回評議員会の会場大学について

期　　日 ：　令和３年３月１８日　（木）
場　　所 ：　遠隔会議（Web会議）による開催
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４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
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◎　地区会研究部門等の活動

○令和２（2020）年度　日本教育大学協会全国美術部門東海地区会（愛知教育大学）
期　　日 ：　令和２年９月６日（日）
場　　所 ：　Zoomによる遠隔会議
出席者 ：  １９名
主な議事・内容 ：
　　議題
　　　　１.令和2年度,部門・学会地区委員について
　　　　２.次年度開催地について
　　　　３.各大学の新型コロナウイルス感染対策と講座における授業実施の状況について
　　　　４.志願者数の動向（入試情報）について
　　　　５.卒業生・修了生の動向（進路情報）について
　　　　６.各大学学部・大学院における改革・改組等の状況について
　　　　７．その他

〇令和２（2020）年度　日本教育大学協会理科部門会研修会
期　　日 ：　令和２年１１月２８日（土）
場　　所 ：　オンラインによる遠隔開催
主な議事・内容 ：
　　大会プログラム
　　　　A会場
　Ａ1 明確な仮説をもって観察，実験に取り組む理科学習
　Ａ2 仮説を設定できる児童を育てる理科学習
　Ａ3 知識を活⽤することができる児童の育成
　Ａ4 知識を活⽤できる⽣徒を育てる理科学習
　Ａ5 素朴概念から科学的概念へ変換できる⽣徒を育てる理科学習
　Ａ6 主体的に問題を解決し,科学の⾯⽩さを実感する授業づくり
　Ａ7 プログラミング教育におけるコーチングと児童間の対話的な学び
　Ａ8 昭和初期の「特別学級」における初等理科の実践
　Ａ9 化学教授におけるプロジェクト授業の実践（Ⅲ）
　Ａ10 科⽬「⽣物基礎」における「問い」の作り⽅
　Ａ11 中学校理科におけるアーギュメント構成能⼒育成を⽬指した授業
　Ａ12 理科における図解の同型性と理解の関係
　Ａ13 理科の認知的不協和状況における粘り強さについての⼀考察
　Ａ14 概念変化に伴う学習者の理科に対する総合的な興味の変化
　Ａ15 中学校理科における領域的横断型の授業デザインとその評価

〇令和２（2020）年度　日本教育大学協会全国家庭科部門東海地区会
期　　日 ：　令和2年７月１８日（土)
場　　所 ：　オンライン会議
主な議事・内容 ：
　　総会次第
　　　　１.当番校挨拶
　　　　２.会員・役員紹介
　　　　３.議長・書記選出
　　　　４.議事
　　　　５.研究協議（教職大学院の現状について）
　　　　６.各大学からの話題提供
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　　　　Ｃ会場
　Ｃ1 「⽣物の特徴と分類の仕⽅」における博学連携の活⽤
　　　　〜異なった⽣物群の動物カードを使った学習の⽐較を通して 〜
　Ｃ2 協働学習を取り⼊れた中学校理科カリキュラムの開発
　　　　―中学校第 1 学年第 1 分野における授業実践を通して―
　Ｃ3 外来植物を題材に⾃分の意思決定をするための教材の開発
　　　　　中学校第３学年「⾃然と⼈間」単元での授業実践を通して
　Ｃ4 名古屋港⽔族館でのワークシート活⽤の実践検証
　Ｃ5 社会教育施設でＳＤＧｓを学ぶためのワークシートの開発
　Ｃ6 ⼩学校理科「⾬⽔の⾏⽅と地⾯の様⼦」における STEM 教材の開発
　　　　　試⾏錯誤と協同を促す授業実践を通して
　Ｃ7 ⼩学校での動画利⽤による理科教材の提案
　Ｃ8 ⼿づくり「科学絵本」の読み聞かせと実験による教育的効果(6)
　Ｃ9 実験教室で実施可能な「⽔あめ作り」の改良実験法の開発
　Ｃ10 天然の放射線源による放射線⾶跡観察を⽤いた探究型授業の開発
　Ｃ11 理数授業における評価指標の作成
　　　　　―⽇本版 RTOP の開発―
　Ｃ12 反転授業による物理授業の実践と効果測定
　Ｃ13 義務教育学校における７か年のカリキュラム開発と指導の在り⽅
　　　　〜前期課程 科学的に探究する⼒の育成に焦点をあてて〜
　Ｃ14 義務教育学校における理科 7 か年の探究活動と評価
　　　　〜第９学年の運動とエネルギーを通して〜

　　　　Ｂ会場
　Ｂ1 将来への⾜場かけとして機能するスキルに関する研究
　Ｂ2 科学技術に関連する社会的諸問題（SSI）を取り扱った中学校理科の指導⽅略に関する研究
　　　　 ～⽣徒の意思決定に着⽬して～
　Ｂ3 ⼩学校理科における「科学の本質（NOS）」の理解を促進する指導⽅略に関する研究
　Ｂ4 ⽔の温まり⽅における実験系の検討と熱対流の安定化
　Ｂ5 JST ジュニアドクター育成塾事業,「静岡 STEM アカデミー」における
　　　　　1年目と2年目の相違点と改善点とその成果 20
　Ｂ6 STEM 教育のための 3D ペンを活⽤した課題解決型プログラムの開発
　　　　　Engineering Design Process を⽤いて
　Ｂ7 追究し,解決する楽しさを味わう理科学習を⽬指して
　Ｂ8 ⽣徒が⾒通しをもって観察・実験を⾏うための学習評価の在り⽅
　　　　〜⼩単元を意識した OPPA による授業のグランドデザイン～
　Ｂ9 中学校理科「⽣物の分類」 指導要領改訂の背景を踏まえた授業プランニング
　B10 植物に対する興味・関⼼及び愛護⼼を⾼める⾃然観察授業の開発
　　　　〜教員の博物館利⽤促進を⽬指して〜
　Ｂ11 ⾍の標本を利⽤した授業による⼦供の理科への興味関⼼を向上させる効果の検証
　Ｂ12 主体的に問題解決に取り組み,実感を伴った理解ができる⼦の育成
　　　　−３年理科「磁⽯で楽しもう！ふしぎなおもちゃ！〜じしゃくのふしぎをしらべよう〜」の実践を通して−
　Ｂ13 情報活⽤能⼒の向上を⽬指した理科教育の創造
　　　　− ６年理科『⽔溶液の性質』の実践を通して −
　Ｂ14 中学校理科で扱う銅の酸化実験に関する⼀考察 −定⽐例の法則を実感的に理解させるために−
　Ｂ15 炭素電極を⽤い，⽔酸化ナトリウム⽔溶液に通電させた後に⽣じる起電⼒に関する⼀考察
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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

令和２年度　近畿地区会事業報告

期　　日 ：　令和２年６月２９日（月）～７月１０日（金）
場　　所 ：　電子メールによる書面審議
出席者 ：  ２２名（電子メール送信者数）
主な議事・内容 ：
　　（１）令和２年度日本教育大学協会近畿地区会会員数について
　　（２）令和２年度日本教育大学協会近畿地区会教科等別研究部門員数について
　　（３）令和２年度日本教育大学協会近畿地区会評議員について
　　（４）令和２年度日本教育大学協会近畿地区会役員について
　　（５）令和２年度日本教育大学協会理事及び各常置委員会委員について
　　（６）令和元年度事業報告について
　　（７）令和元年度決算（案）について
　　（８）令和２年度予算（案）について

期　　日 ：　令和３年２月１５日（月）
場　　所 ：　オンライン会議（Zoomにより開催）
出席者 ：  １５名
主な議事・内容 ：
　　（１）令和３年度日本教育大学協会近畿地区会評議員（案）について
　　（２）令和３年度日本教育大学協会近畿地区会役員（案）について
　　（３）令和３年度日本教育大学協会理事及び企画・調査研究委員会委員（案）について

　　報告
　　　日本教育大学協会理事会（令和３年2月４日開催）報告
　　（１）令和２年度日本教育大学協会理事会での文科省行政説明について
　　（２）令和２年度日本教育大学協会理事会議事について

教科等別研究部門　国語教育
期　　日 ：　令和2年11月19日（木）
場　　所 ：　オンライン会議（Zoomにより開催）
出席者 ：  1０名
主な議事・内容：
　　(1)オンライン授業の状況について（問題点や成果・工夫、今後の見通しなど）
   （２）本年度の教育実習の状況について
   （３）その他
　
教科等別研究部門　社会科
期　　日 ：　令和３年2月１６日（火）
場　　所 ：　オンライン会議（Zoomにより開催）
出席者 ：  １２名
主な議事・内容：
　　(1)教育学部をめぐる現状
　　(2)教職大学院をめぐる現状
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教科等別研究部門　教育
期　　日 ：　令和２年１１月２７日（金）
場　　所 ：　オンライン会議（Zoomにより開催）
出席大学：　６大学
主な議事・内容：

（1）コロナ禍における各大学の対応等（大学の方針、授業への対応、実習系科目への対応など）

教科等別研究部門　教育心理
期　　日 ：　令和３年２月２０日（土）
場　　所 ：　オンライン会議（Zoomにより開催）
出席者 ：  ９名
主な議事・内容：

（１）新型コロナウイルスへの対応
（２）教員養成大学における心理学教育の現状
（３）教職大学院の動向及び心理学教員の参画
（４）大学間連携の動向
（５）心理学関係の資格の開設状況
（６）その他

教科等別研究部門　数学
期　　日 ：　令和２年11月６日（金）
場　　所 ：　オンライン会議（Zoomにより開催）
出席者 ：  １４名
主な議事・内容：

（1）卒業・修了生の教員採用、就職、進路に関する状況
（2）教職大学院、修士課程に関する状況
（３）コロナ対応の状況（授業、会議、出張など）
（４）その他

教科等別研究部門　幼児教育
期　　日 ：　令和３年2月１５日（月）
場　　所 ：　オンライン会議（Zoomにより開催）
出席者 ：  １７名
主な議事・内容：

（１）コロナ禍における大学、附属学校園での実践について
（２）就職状況、大学院・学部改革の現状

教科等別研究部門　養護
期　　日 ：　令和３年２月１７日（水）
場　　所 ：　大阪教育大学C4-304講義室
出席者 ：  ７名
主な議事・内容：

（1）令和2年度養護部門における研究について
（２）養護実習について
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◎　その他（研究分科会活動）

附属学校園部門　特別部会（給食）
期　　日 ：　令和2年12月18日（金）
場　　所 ：　Zoomによるオンライン会議
出席者 ：  14名
主な議事・内容：
　　（１）給食管理や食に関する指導について情報交換

附属学校園部門　副校園長校種別部会（幼稚園）
期　　日 ：　令和3年1月16日（土）
場　　所 ：　Zoomによるオンライン会議
出席者 ：  7名
主な議事・内容：
　　（１）全附連研究集会・長崎大会について
　　（２）コロナ禍における幼稚園教育とその工夫
　　（３）附属幼稚園の現状と課題

附属学校園部門　特別部会（養護教諭）
期　　日 ：　令和2年8月24日（月）
場　　所 ：　Zoomによるオンライン会議
出席者 ：  23名
主な議事・内容：
　　（１）地区理事報告
　　（２）開催校より新型コロナウイルス対策の実践紹介
　　（３）質疑応答、情報交換

附属学校園部門　特別部会（特別支援教育）
期　　日 ：　令和3年1月23日（土）
場　　所 ：　Zoomによるオンライン会議
出席者 ：  13名
主な議事・内容：
　　（１）運営組織について
　　（２）情報交換
　　（３）令和3年度研究集会及び実践研究会について
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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２年７月１３日（月）～７月２０日（月）
場　　所 ：　メール会議
出席者 ：  15名
主な議事・内容 ：
　１　令和元年度地区会事業及び決算（案）について
　２　令和２年度地区会事業計画（案）について
　３　令和２年度地区会予算（案）について
　４　令和３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

令和２年度 中国地区会事業報告　

〇令和２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２年９月１日（火）
場　　所 ：　Web会議（Zoom）
出席者 ：  24名
主な議事・内容 ：
　1　理事会
　２　総会
　３　協議会

〇令和２年度日本教育大学協会全国美術部門協議会中国地区定例総会
期　　日 ：　令和２年６月１３日（土）
場　　所 ：　リモート会議
出席者 ：  １８名
主な議事・内容 ：
　１　研究発表及び話題提供
　２　定例総会

〇令和２年度日本教育大学協会全国技術教育部門中国地区研究協議会
期　　日 ：　令和２年１１月１３日（金）
場　　所 ：　オンライン開催（山口大学）
出席者 ：  １３名
主な議事・内容 ：
　1　協議会
　２　情報交換
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◎　その他

〇【後援】初等教育カリキュラム学会　第５回研究大会
期　　日 ：　令和３年１月１０日（日）
場　　所 ：　オンライン開催
出席者 ：  ８７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

〇【後援】第55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 ：　オンライン総会　令和２年１０月６日（火）
　　　　　 　　  資料発送　　　　 令和２年１０月２１日（水）
場　　所 ：　オンラインでの代表者による総会及び資料郵送による紙上開催
出席者 ：  31名
主な議事・内容 ：
　　1　総会
　　２　研究発表
　　３　情報交換

〇【後援】令和２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　（岡山大会）
期　　日 ：　令和２年１1月7日（土）
場　　所 ：　Web会議（Zoom）（岡山大学教育学部附属小学校体育館（メイン会場））
出席者 ：  272名
主な議事・内容 ：
　　1　総会
　　２　記念講演
　　３　校種別分科会

〇【後援】令和２年度中国四国教育学会（第７２回大会）
期　　日 ：　令和２年１1月21日（土），令和２年１１月22日（日）
場　　所 ：　Web実施
出席者 ：  ２２４名
主な議事・内容 ：
　　1　公開シンポジウム
　　２　自由研究発表
　　３　ラウンドテーブル
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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２年７月
場　　所 ：　書面審議（新型コロナウイルス感染拡大防止のため）
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

　　　協議事項
　　　　（１）令和元年度事業及び決算報告について
　　　　（２）令和２年度事業計画及び予算について
　　　　（３）令和２年度四国地区会役員について
　　　　（４）徹底対話以降、四国５大学学長会議以降の今後の教員養成の展望について
　　　　（５）教員志望学生の動向と教職魅力化等の対策について
　　　　（６）新型コロナウイルスの防疫等による教育学部・教育学研究科、及び附属学校の
　　　　　　　　課題と対策について

期　　日 ：　令和３年２月１7日（水）
場　　所 ：　Web開催（新型コロナウイルス感染拡大防止のため）
出席者 ：  ４名
主な議事・内容 ：
　　令和２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２年度日本教育大学協会理事会等の報告について
　　　　（２）令和３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
　　　　　　　　　　①次期当番大学について
　　　　　　　　　　②教職大学院の四国地区理事について

期　　日 ：　令和２年１０月１0日（土）～令和２年10月31日（土）
場　　所 ：　日本教育大学協会研究集会と統合し、Web開催
出席者 ：  四国地区から１６件参加
主な議事・内容 ：
　　令和２年度日本教育大学協会研究集会
　　　講演会
　　　　　テーマ：教員の資質能力の向上　新型コロナウイルス感染症への対策

　　　研究発表
　　　　（１）学部段階での教員養成
　　　　（２）大学院段階での教員養成
　　　　（３）大学・学部と附属学校園との連携・協働
　　　　（４）へき地・小規模校教育
　　　　（５）教育委員会との連携・協働による現職教員の教育・研修
　　　　（６）自由課題

令和２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 ：　令和２年４月２４日（金）
場　　所 ：　書面会議
主な議事・内容 ：
　　　（１）令和元年度事業報告及び決算報告について
　　　（２）令和２年度事業計画及び予算案について
　
（秋季）
期　　日 ：　令和２年１１月６日（金）
場　　所 ：　Web会議
出席者 ：  ２４名
主な議事・内容 ：
　　　（１）日本教育大学協会企画・調査研究委員会の提案（教員養成・研修の高度化及び教員免許の
　　　　　　　国家資格化）について
　　　（２）コロナ感染拡大防止状況下での教育実習，介護体験実習について

数学部門研究協議会
新型コロナウイルスの感染拡大を受け，今年度は中止しました。

令和２年度　九州地区会事業報告　　

音楽部門研究協議会
期　　日 ：　令和２年１２月
場　　所 ：　書面会議
主な議事・内容 ：
　　　（１）新型コロナウイルス感染症における各大学の取り組みについて
　　　（２）各大学の退職者後任人事等スタッフ確保の現状と今後の構想について
　　　（３）退職教員の後任不補充の場合の専門科目の教育体制維持の取り組みについて

理科部門研究協議会
期　　日 ：　令和３年２月
場　　所 ：　書面会議
主な議事・内容 ：
　　　（１）現在の新型コロナウイルス流行の状況下において実験授業をどのように行っているかについて
　　　（２）年俸制の制定，履行について
　　　（３）教育学部の理科部門の教員充足状況について

保健体育部門研究協議会
期　　日 ：　令和３年２月
場　　所 ：　書面会議
主な議事・内容 ：
　　　（１）本協議会の今後の隔年開催について

美術部門研究協議会
期　　日 ：　令和２年７月
場　　所 ：　書面会議
主な議事・内容 ：
　　　（１）大学入学共通テスト導入後の美術科入試の方式について
　　　（２）新型コロナ対策に応じる中，実技を伴う授業について
　　　（３）小中高の図画工作・美術教員（非常勤・臨時採用）について，教育委員会等から人材の
　　　　　　　問い合わせがあった際の対応について
　　　（４）美術科と附属校園教員との連携等について
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技術教育部門研究協議会
期　　日 ：　令和２年６月１２日（金）
場　　所 ：　Web会議
出席者 ：  １０名
主な議事・内容 ：
　　　（１）複数大学間での教職課程を見据えた，技術科における遠隔教育の可能性について

心理学部門研究協議会
期　　日 ：　令和３年１月
場　　所 ：　書面会議
主な議事・内容 ：
　　　（１）新型コロナウイルス感染症下での学生への影響及び支援について
　　　（２）日本教育大学協会九州地区心理学部門研究協議会の今後の在り方について

教育学部門研究協議会
期　　日 ：　令和３年２月
場　　所 ：　書面会議
主な議事・内容 ：
　　　（１）教育学部と教職大学院の関係性について
　　　（２）今年度の教育実習及び介護等体験の実施状況とその代替措置について
　　　（３）教育学講座の教員が担当している主な教職必修科目の今年度の授業実施体制について
　　　（４）教職大学院の定員充足状況について
　　　（５）再課程認定において幼稚園教諭免許取得の課程について
　　　（６）他学部や他大学との共同教育課程等の設置の検討について
　　　（７）運営交付金以外の外部収入について

特別支援教育部門研究協議会
期　　日 ：　令和２年１２月４日（金）
場　　所 ：　Web会議
出席者 ：  １３名
主な議事・内容 ：
　　　（１）学部教員の教職大学院学生への指導の関わりについて
　　　（２）九州地区特別支援教育部門研究協議会の開催時期について

家庭科部門研究協議会
期　　日 ：　令和２年１０月１７日（土）
場　　所 ：　Web会議
出席者 ：  １２名
主な議事・内容 ：
　　　（１）遠隔授業における工夫点，学生の状況，評価やこれからの授業のあり方について

書道部門研究協議会
期　　日 ：　令和２年12月４日（金）
場　　所 ：　Web会議
出席者 ：  １０名
主な議事・内容 ：
　　　（１）非常勤講師を雇用し実施している科目について
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教務・学生支援部門研究協議会
期　　日 ：　令和２年１２月４日（金）
場　　所 ：　Web会議
出席者 ：  ２０名
主な議事・内容 ：
　　　（１）遠隔授業を実施する上での問題点（特に成績評価）について
　　　（２）コロナ禍による自粛期間中の学生たちの生活上のケアについて
　　　（３）教育実習特例措置の適用について

教育実習部門研究協議会
期　　日 ：　令和３年２月
場　　所 ：　書面会議
主な議事・内容 ：
　　　（１）新型コロナウイルス感染予防における学年別の指導のありかたについて
　　　（２）来年度の教育実習日程等の変更予定について

教育実践研究協議会
期　　日 ：　令和３年２月５日（金）
場　　所 ：　Web会議
出席者 ： 17名
主な議事・内容 ：
　　　（１）教育実践総合センターの通常における業務とコロナ禍における取組及び工夫について
　　　（２）教育実習期間短縮に対する代替措置の具体的実施について

生活科部門研究協議会
期　　日 ：　令和２年１０月９日（金）
場　　所 ：　Web会議
出席者 ： １０名
主な議事・内容 ：
　　　（１）生活科の遠隔授業のあり方について
　　　（２）新学習指導要領に対応した授業内容の改善など，特色のある講義内容について
　　　（３）教科に関する専門的事項の科目，教科の指導法の科目の担当者の本来の専門分野および
　　　　　　　授業内容について
　　　（４）「生活関連科目」の中で，附属学校園教諭ならびに外部講師の活用について，講義内容や
　　　　　　　回数，予算措置などに関して

小学校部会
中学校部会
特別支援学校部会
幼稚園部会

上記の4つの部会におきましては，新型コロナウイルスの感染拡大を受け，今年度は中止しました。

幼児教育部門研究協議会
期　　日 ：　令和３年２月２０日（土）
場　　所 ：　Web会議
出席者 ：  ６名
主な議事・内容 ：
　　　（１）再課程認定関連について
　　　（２）学部改組・改革および附属幼稚園との連携について
　　　（３）コロナ対策について
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◎　その他（附属学校教科等研究集会）

校園長会
教頭会(夏季)
教頭会(冬季)
研究主任会
栄養教諭部会
国語
社会
算数・数学
理科
生活・総合
音楽
図画・工作
体育
技術・家庭科
英語・外国語活動
道徳
特別活動
保健・養護
特別支援教育
幼稚園

上記の研究集会におきましては，新型コロナウイルスの感染拡大を受け，今年度はすべて中止しました。
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