
◎ 地区会研究部門等の活動

令和３年度　北海道地区会事業報告

【旭川】北海道教育大学附属旭川小学校「第１回GIGAスクール研修会」
期　　日 ： 令和３年４月23日　（金）
場　　所 ： 北海道教育大学附属旭川小学校（オンラインのみ）
出席者 ： 148名
主な議事・内容 ：
　１人１台端末を活用した授業づくりの説明及び研究協議

【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
期　　日 ：
①令和３年 ６月  ２日（水）　第3学年　数学　72人
②令和３年 7月20日（火）　第3学年　英語　92人
③令和３年 8月27日（金）　第２学年　国語　39人
④令和３年 9月24日（金）　第３学年　社会　11人
⑤令和３年10月29日（金）　第２学年　技術　66人
⑥令和３年11月26日（金）　第3学年　理科　41人
⑦令和３年11月30日（火）　第2学年　家庭　27人
⑧令和３年11月30日（火）　第2学年　保健体育　16人
⑨令和３年12月　2日（木）　第1学年　美術　10人
⑩令和３年12月17日（金）　第1学年　社会　28人
⑪令和３年12月21日（火）　第3学年　音楽　13人
⑫令和4年　1月21日（金）　第2学年　数学　184人
⑬令和4年　1月25日（火）　第２学年　音楽　14人
⑭令和4年　1月26日（水）　第1学年　英語　26人
⑮令和4年　3月　4日（金）　第２学年　理科　１６人
場　　所 ： 北海道教育大学附属旭川中学校
出席者 ：　６５５名（延べ）
主な議事・内容　：
　各教科の授業動画公開及び研究協議（オンライン）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特別支援学校
「現職教員向け研修講座」
期　 日　：　第1回（来校）令和3年7月12日（月）

①テーマ「深めよう自立活動～身体の動き（知的障がい編）」　参加者数　1名
期　 日　：　第2回（オンライン）令和3年８月３日（火）

②テーマ「深めよう自立活動～身体の動き（知的障がい編）」
アドバイザー：近藤麻衣氏（北海道函館養護学校　自立活動教諭　）　参加者数　５名
期　 日　：　第３回（来校）令和3年１２月９日（木）

③テーマ「深めよう自立活動～コミュニケーション／人間関係の形成（知的障がい編）」　参加者数　３名
期　 日　：　第4回（オンライン）令和４年１月１２日(水)

④テーマ「深めよう自立活動～コミュニケーション／人間関係の形成（知的障がい編）」
アドバイザー ： 清水拓海氏（北海道立特別支援教育センター　研究員）　参加者数　4名
主な内容 ：
　来校式研修では、本校の授業を参観した後、授業に関する協議および各研修者の日頃の実践について
　意見交流を行った。
オンライン形式の研修では、小・中・高等部の授業動画をあらかじめ動画で観てもらい（動画配信）、
当日はアドバイザーを招いて、Zoomで授業に関する協議および各研修者の日頃の実践について意見交流を行った。

◎ 評議員会（または代議員会）

期　　日 ： 令和３年９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 ：
　令和２年度地区会運営費決算報告及び監査報告について
　令和３年度地区会運営費予算（案）について
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【釧路】北海道教育大学附属釧路義務教育学校前期課程「授業力向上セミナー」
期　 日　：
①令和3年7月28日（水）
・算数科の授業公開（動画配信）と研究協議（Zoom会議）  ３７名
・音楽科の授業公開（動画配信）と研究協議（Zoom会議）  ２５名
・体育科の授業公開（動画配信）と研究協議（Zoom会議）  ３９名
②令和３年１１月２日（火）
・社会科の授業公開（動画配信）と研究協議（Zoom会議）  ６名
・国語科の授業公開（動画配信）と研究協議（Zoom会議）  ６名
③令和３年１１月４日（木）
・音楽科の授業公開（動画配信）と研究協議（Zoom会議）  １８名
・図工科の授業公開（動画配信）と研究協議（Zoom会議）  20名
④令和３年11月９日（火）
・英語科の授業公開（動画配信）と研究協議（Zoom会議）  ６名
⑤令和３年11月29日（月）
・算数科の授業公開（動画配信）と研究協議（Zoom会議）  １０名
・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名
⑥令和３年１２月１５日（水）
・道徳科の授業公開（動画配信）と研究協議（Zoom会議）  １６名
⑦令和３年１２月２０日（月）
・算数科の授業公開（動画配信）と研究協議（Zoom会議）  １１名
⑧令和３年12月23日（木）
・体育科の授業公開（動画配信）と研究協議（Zoom会議）  ５７名

場　　所 ： 北海道教育大学附属釧路義務教育学校前期課程
出席者 ：　２５７名（参会者・延べ人数）
主な内容　：
　「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

【函館】北海道教育大学附属特別支援学校
　　　「公開研究会」（動画配信）

期　 日　：　令和３年７月１９日（月）～令和３年８月２０日（金）、令和３年１０月１１日（月）～令和３年１０月２２日（金）
①小学部の授業公開
②中学部の授業公開
③高等部の授業公開

期　 日　：　令和３年１０月２７日（水）～令和４年１月１４日（金）
①基調講演の動画公開

出席者 ：　約430名
主な内容　：
　研究主題「育成を目指す資質・能力と知的障がい教育の学び」のもと、各学部の研究授業の公開し、
アンケート機能を使って質問や意見の集約を行った。また、基調講演「知的障がい教育における育成
を目指す資質・能力とカリキュラムマネジメント」をZoomで行いホームページで公開した。

　　　「きりのめサロン」　（動画配信）
期　 日　：　令和3年８月２日（月）～８月３１日（火）

①テーマ「子どもたちのためにできること～保育所等訪問支援から考える～」
講　 師　：　金沢京子氏（社会福祉法人侑愛会　児童発達支援センター　つくしんぼ学級　園長）

　視聴者数（参加者数）　356名
期　 日　：　令和3年１０月1日（金）～10月２９日（金）

②テーマ「コミュニケーションの支援を考える～みんなが笑顔になれるかかわりを目指して～」
講　 師　：　郡川孝行氏（北海道七飯養護学校おしま学園分校　教諭）　視聴者数（参加者数）　３２６名
主な内容　：
　第1回目は講師と本校副校長による対談形式、第2回目は講話による形式で動画配信を行った。
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【札幌】北海道教育大学附属札幌中学校　公開授業研究会
期　 日　：　令和３年８月３０日（月）～１０月７日（木）

      １１月１９日（金）～１２月１日（水）
場　　所 ： 北海道教育大学附属札幌中学校
出席者 ：　350名（延べ）道内・道外の教育関係者
主な議事・内容 ：
 研究のテーマ「自ら判断・行動し、未来の創り手となる個の育成」に基づき、研究理論を構築し、
 各教科で日時を分散して８月～９月に公開授業研究会を実施した。この時の授業動画を配信し、
 １１月～１２月に教科ごとにオンラインによる研究協議を行い、参会者からの質疑と内容に関する協議を行った。

【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国語　令和３年９月28日（火）

②音楽　令和３年10月１日（金）
③理科　令和３年10月５日（火）
④国語　令和３年10月15日（金）
⑤道徳　令和３年10月18日（月）
⑥社会　令和３年10月22日（金）
⑦図工　令和３年10月25日（月）
⑧体育　令和３年10月28日（木）
⑨生活　令和３年11月１日（月）
⑩英語　令和３年11月８日（月）
⑪算数　令和３年11月９日（火）
⑫算数　令和３年12月６日（月）
⑬食育　令和３年12月７日（火）
⑭総合　令和３年12月10日（金）
⑮家庭　令和３年12月14日（火）
⑯社会　令和３年12月17日（金）
⑰理科　令和３年12月21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
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、附属で学ぶ会及び冬季授業研究会を実施することができず、
 代わりに校内における全校研究授業として全教員による授業参観と研究協議を行うこととした。
 研究主題を「学び舎の再こう（考・構・興）」及び、副主題「行為主体性を育む学び」を設定し、研究を進めてきた。
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、
児童がより主体的に学びを深めていくことを主眼におき研究を推進してきた。

【釧路】北海道教育大学附属釧路義務教育学校後期課程「授業力向上セミナー」
期　 日　：　①令和３年　７月２９日（木）　国語科（足立英世）の授業公開と研究協議　  17名

②令和４年　１月２９日（土）　社会科（細野歩）の授業公開と研究協議  １２４名
③令和３年　７月３０日（金）　数学科（野口朝央・赤本純基）の授業公開と研究協議　３０５名
④令和３年１２月１８日（土）　 数学科（釧路市公立中教諭・旭川市数学研究会 ・野口朝央・赤本純基）

　の提案と研究協議　２０５名
⑤令和３年　７月２８日（水）　理科（三光楼正洋）の授業公開と研究協議 　１４名
⑥令和３年１１月　９日（火）　 理科（河津雅幸）の授業公開と研究協議    １２名
⑦令和３年　８月　２日（月）　音楽科（齊藤貴文）の授業公開と研究協議 　５３名
⑧令和３年１１月２０日（土）　 音楽科（齊藤貴文）の授業公開と研究協議 　　　７３名
⑨令和３年　８月　４日（水）　美術科（更科結希）の授業公開と研究協議 　１１３名
⑩令和３年　８月　４日（水）　保健体育科（山本勇太）の授業公開と研究協議 　２４名
⑪令和３年１２月２３日（木）　保健体育科（山本勇太）の授業公開と研究協議 　　２４名
⑫令和３年　７月２９日（木）　外国語科（広瀬卓也）の授業公開と研究協議  ３２名
⑬令和３年１２月２７日（月）　外国語科（市林竜）の授業公開と研究協議 　 ６１名

場　　所 ： 北海道教育大学附属釧路義務教育学校後期課程
出席者 ：　1057名（延べ人数）
主な内容　：
　「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校内研究授業公開
期　 日　：　令和３年10月７日　（木）
場　　所 ： 北海道教育大学附属旭川小学校及びオンライン
出席者 ：　15名
主な議事・内容 ：

・総合的な学習の時間「『常盤公園』調査隊」の授業公開及び研究協議

【旭川】北海道教育大学附属旭川小学校校内研究授業公開
期　 日　：　令和３年10月５日　（火）
場　　所 ： 北海道教育大学附属旭川小学校及びオンライン
出席者 ：　11名
主な議事・内容 ：

・社会「旭川市のうつりかわり」の授業公開及び研究協議

【旭川】北海道教育大学附属旭川幼稚園研究大会
期　 日　：　令和3年10月30日（土）
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 ：

・公開保育
・保育を語る会
・北海道教育庁幼児教育推進局幼児教育推進センター指導講話

【旭川】北海道教育大学附属旭川小学校校内研究授業公開
期　 日　：　令和３年11月11日　（木）
場　　所 ： 北海道教育大学附属旭川小学校及びオンライン
出席者 ：　13名
主な議事・内容 ：

・算数「割合」の授業公開及び研究協議

【旭川】北海道教育大学附属旭川小学校校内研究授業公開
期　 日　：　令和３年12月１日　（水）
場　　所 ： 北海道教育大学附属旭川小学校及びオンライン
出席者 ：　３名
主な議事・内容 ：

・図画工作「ポーズのひみつ」の授業公開及び研究協議

【旭川】北海道教育大学附属旭川小学校校内研究授業公開
期　 日　：　令和３年12月３日　（金）
場　　所 ： 北海道教育大学附属旭川小学校及びオンライン
出席者 ：　19名
主な議事・内容 ：

・家庭「衣服を清潔に整えよう」の授業公開及び研究協議

【旭川】北海道教育大学附属旭川小学校校内研究授業公開
期　 日　：　令和３年12月17日　（金）
場　　所 ： 北海道教育大学附属旭川小学校及びオンライン
出席者 ：　23名
主な議事・内容 ：

・国語「大事な言葉や文に気をつけて要約しよう」の授業公開及び研究協議
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【旭川】北海道教育大学附属旭川小学校校内研究授業公開
期　 日　：　令和３年12月20日　（月）
場　　所 ： 北海道教育大学附属旭川小学校及びオンライン
出席者 ：　21名
主な議事・内容 ：

・生活「うごくおもちゃけんきゅうじょ」の授業公開及び研究協議

【旭川】北海道教育大学附属旭川小学校「第２回GIGAスクール研修会」
期　 日　：　令和４年１月11日　（火）
場　　所 ： 北海道教育大学附属旭川小学校（オンラインのみ）
出席者 ：　38名
主な議事・内容 ：

・１人１台端末を活用した授業づくりの説明及び研究協議

【旭川】北海道教育大学附属旭川小学校校内研究授業公開
期　 日　：　令和４年２月１日　（火）
場　　所 ： 北海道教育大学附属旭川小学校（オンラインのみ）
出席者 ：　９名
主な議事・内容 ：

・外国語「Let’s Read and Act 2 『The Letter (by Arnold Lobel)』」

【旭川】北海道教育大学附属旭川小学校校内研究授業公開
期　 日　：　令和４年２月３日　（木）
場　　所 ： 北海道教育大学附属旭川小学校（オンラインのみ）
出席者 ：　５名
主な議事・内容 ：

・音楽「ずれの音楽をつくろう」

【函館】北海道教育大学附属函館学校園「授業力向上研究セミナー」
期　 日　：　令和４年２月１０日　（木）
場　　所 ： 北海道教育大学附属函館小学校、中学校  (オンライン  Zoom開催)
出席者 ：　１００名
主な議事・内容 ：

・北海道教育委員会からのメッセージ
・授業づくり研究協議
・授業記録動画を基とした研究協議
・GIGAスクール構想についての実践紹介と交流
・GIGAスクール構想に関する講演
※主催：北海道教育委員会、北海道教育大学

◎ その他（研究分科会活動）

【釧路】その他、研修会・研究会連携・協力（授業力向上セミナーの一環）
期　 日　：　①令和３年  ５月  １日（土）　釧路市立阿寒小学校　校内研修　講師派遣　 　１５名

②令和３年  ７月３０日（金）　釧路管内１人１台端末の活用に係る研修会 　３４名
③令和３年１１月１２日（金）　紋別市立潮見小学校　校内研修　講師派遣  ３０名
④令和３年１１月１９日（金）　網走市立白鳥台小学校　出前授業（算数・社会） 　１０名
⑤令和３年１１月３０日（火）　弟子屈町立弟子屈小学校　研究協議　助言  ４６名
⑥令和３年１２月１３日（月）　令和３年度算数・数学科指導力向上研修会 　２３名
⑦令和４年  １月１３日（木）　新篠津村小中学校　校内研修　講師派遣（Zoom）  ３名
⑧令和４年  １月20日（木）　網走市立白鳥台小学校　実技研修（体育）講師派遣 　　１０名

場　　所 ： 各地
出席者 ：　１７１名（参会者・延べ人数）
主な内容　：

 「主体的・対話的で深い学び」を目指した実践交流

5



◎ 評議員会（または代議員会）

◎ 地区会研究部門等の活動

令和３年度　東北地区会事業報告

【音楽】
期　　日 ： 令和3年6月26日（土）
場　　所 ： オンライン会議（当番校：山形大学）
出席者 ： 23名
主な議事・内容 ：

　協議題
(1)日本教育大学協会全国音楽部門東北地区会規約の一部改正について

談話題
(1)入試における県内出身者の受験動向について
(2)AO入試および推薦入試における音楽実技試験方法について
(3)宮城教育大学の 2022 年度入試改革における「地域枠」について
(4)コロナ禍での教育実習の対応について
(5)ゼミ選択等の方法や指導の状況について
(6)大学院改革について

期　　日 ： 令和3年8月4日（水）～令和3年8月20日（金）
場　　所 ： 書面審議（当番校：福島大学）
出席者 ：  7名
主な議事・内容 ：

　地区会議題
(1)令和2年度事業報告について
(2)令和2年度収支決算及び監査報告について
(3)令和3年度事業計画及び収支予算（案）について
(4)令和3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
(1)教職大学院の学部新卒院生の入学者の確保について（提案大学：弘前大学）
(2)第4期以降の教員養成系学部等の将来構想について（提案大学：岩手大学）

【美術】
期　　日 ： 令和3年6月19日（土）
場　　所 ： オンライン会議（当番校：弘前大学）
出席者 ： 11名
主な議事・内容 ：

　協議題
(1)第60回　大学美術教育学会「山形大会」開催について
(2)教員人事について

談話題
(1)各大学の入試状況（学部・大学院）について
(2)各大学の就職状況（学部・大学院）について
(3)教職大学院の定員充足について（充足状況、未充足の場合の対応等）
(4)教員採用試験におけるインセンティブの設定
(5)地域との連携について
(6)小学校専攻学生の美術への取り組みについて

報告事項
(１)新規地区全国委員の選出、新規入退会者のとりまとめについて
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【家庭】
期　　日 ： 令和3年7月24日（土）
場　　所 ： オンライン会議（当番校：福島大学）
出席者 ： 15名
主な議事・内容 ：

　協議題
　　　なし
　談話題

(1)中高家庭科教員養成の現状
(2)新型コロナウイルス感染症対策下の実験・実習や技能習得指導の現状
(3)大学教員採用に至るまでのプロセスについて
(4)教育学部入学者の県内出身者の割合について
(5)家庭科教員養成に関わる教員の大学院配属について

【保健体育】
期　　日 ： 令和3年11月17日（水）
場　　所 ： オンライン会議（当番校：山形大学）
出席者 ： 11名
主な議事・内容 ：

　協議題
　　　なし
　談話題

(1)オンライン授業の実施状況と改善方法
(2)実技関係のコロナ対応の動向について
(3)大学全体の教員養成のシステムについて
(4)近年の入学志願者の状況と入学志願者を増加させるための対応について
(5)実技に関する授業形態：オンラインと対面授業について
(6)教員採用試験の各大学の採用情況について
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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3年11月28日（日）
場　　所 ： オンライン会議（当番校：山形大学）
出席者 ： 34名
主な議事・内容 ：
　＜全体会＞

　協議題
　　　なし
　談話題

(1)第４期中期目標について
(2)コロナ２年目の授業・実習等の影響と対策について

　＜教育学分科会＞
　協議題
　　　なし
　談話題

(1)情報通信技術を活用した教育の理論及び方法への対応について
(2)教職大学院の実習先の確保・しくみ・教育委員会との関係などについて

　＜心理学分科会＞
　協議題
　　　なし
　談話題

(1)コロナ２年目の教員・学生の研究活動への影響と対策について
(2)コロナ禍における心理学実験、心理的アセスメント、心理演習等、

演習・実習科目の実施方法、工夫、配慮した点について
(3)教職大学院の実習先の確保・しくみ・教育委員会との関係などについて

　＜特別支援教育分科会＞
　協議題
　　　なし
　談話題

(1)教職大学院のカリキュラムについて
(2)教員採用試験受験促進のための工夫について
(3)不適応学生への対応について

　＜幼児教育分科会＞
　協議題
　　　なし
　談話題

(1)学生の就職状況について
(2)コロナ禍での授業で、苦慮していることや工夫していることについて（特に実技を伴う授業について）
(3)メンタルヘルスの問題を抱えている学生のフォローについて

【技術・職業・職業指導】
期　　日 ： 令和3年12月4日（土）
場　　所 ： オンライン会議（当番校：宮城教育大学）
出席者 ： 8名
主な議事・内容 ：

　協議題
(1)全国の技術教育の方向性と東北地区の今後の活動方針

談話題
(1)各大学の現状報告（学生の進路関係・大学改革等）
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【英語】
期　　日 ： 令和4年1月31日（月）～令和4年2月20日（日）
場　　所 ： オンライン会議（当番校：岩手大学）
出席者 ： 11名
主な議事・内容 ：

　協議題
(1)教養英語科目の科目編成並びに授業実施形態について
(2)オンライン授業における四技能測定・評価についての現状と課題
(3)新型コロナウイルス感染防止対策の授業への影響
(4)小学校英語認定講習の成果と課題について
(5)教員免許状の課程認定維持に向けた各大学の取り組みについて

談話題
(1)TOEIC等の外部試験の取り扱い
(2)小学校英語の教科に伴う附属中学校入試科目：英語の有無
(3)教養教育科目担当負担について
(4)各大学の個別試験におけるスピーキングテストの導入や検討の状況について
(5)基盤共通教育（教養教育）の英語授業におけるオンライン活用について

【社会】
期　　日 ： 令和4年3月15日（火）
場　　所 ： オンライン会議（当番校：宮城教育大学）
出席者 ： 14名
主な議事・内容 ：

 協議題
(1)教職大学院における社会科教育について
(2)教員採用試験受験率低下の状況下での教員養成大学・学部の対策について

談話題
(1)オンライン授業について
(2)特色のあるカリキュラムについて
(3)学部改組下の各大学での状況について
(4)その他

【理科】
期　　日 ： 令和4年3月24日（木）
場　　所 ： オンライン会議（当番校：宮城教育大学）
出席者 ： 1７名
主な議事・内容 ：

　協議題
　　　なし
　談話題

(1)入試について
(2)オンライン授業の教育効果について
(3)授業相互提供について
(4)他学部との授業担当連携について
(5)その他
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◎ 附属学校部会及び研究集会

【小学校　経営部会】
　研究発表

(1)附属学校園における情報化の推進状況
(2)附属学校園におけるコロナ禍への対応
(3)郷土に根ざし、広い視野を育む教育の充実

－SDGsとICTの効果的な活用を一体とした教育活動の展開－
　談話題

(1)連絡入学・入学選抜について
(2）コロナ禍における教育実習の進め方
(3)GIGAスクールの状況について
(4)GIGA推進について

～プログラミング学習をどのように教育課程へ位置付け、実践しているのか～

【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） 「自らの言語生活を豊かにしていく子ども」を目指して

～物語教材で見方・考え方を育む～
　談話題

(1)自覚した言葉の力を言語生活に活かす児童を育成するための国語科授業の在り方
(2） 「言葉に対する感性」をはたらかせ、自分の考えを生み出す子供の育成

－関わり合いを通した立場の明確化－
(3)国語科における諸課題について
(4) 「自ら言葉と向き合い、表現に生かす授業」を目指した取組について

期　　日 ： 令和3年10月29日（金）
場　　所 ： オンライン開催
出席者 ： 149名

【幼稚園　経営部会】
　研究発表

(1)園の諸課題への対応
～園児数減少への対応とインクルーシブ教育の推進を中心に～

(2）本園の特色ある取組とこれから
談話題

(1)定員割れへの対応
(2)特別な支援を要する園児への対応
(3)大学との連携について
(4)附属学校の連携

【幼稚園　幼稚園部会】
　研究発表

(1)遊びの中で育つかかわり
～かかわりを支える保育者～

(2）遊びこむ子どもを育む
談話題

(1)コロナ禍の遊びや活動、行事に対する各園の考え方
(2）ICTの整備状況及び活用の工夫
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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、自然の事物・現象を科学的に解釈しようとする子どもを育む学び
(2)理科の見方・考え方を働かせ、鍛える単元づくり

談話題
(1)本校の研究内容と理科の授業づくりについて
(2)社会に開かれた教育課程に向けて
(3)知的探究心をもち、問題を科学的に解決しようとする子供の育成

－子供たちの「視る」をつくりだす授業を通して
(4)理科教育における諸課題について
(5)理科の授業におけるデジタルとアナログ

【小学校　音楽部会】
　研究発表

(1)音を奏でる楽しさを味わい、思いと音を重ねる子どもを育む学び
(2)感染症予防に努めながら、豊かな感性を育む音楽科の授業づくりについて

談話題
(1)コロナ禍における音楽科教育の実践について
(2)音楽科教育におけるタブレット端末の活用について
(3)音や音楽に浸り、呼応する子供の育成

－協働的に音楽活動をする学びを通して－
(4)音楽の面白さや美しさを感じ取り、生き生きと音楽活動に取り組む授業の在り方

【小学校　特別活動部会】
　研究発表

(1)仲間との関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) くらしを一体として捉える「みのりワールド」の考え方
談話題

(1)コロナ禍における、児童会行事等の行われ方
(2)キャリア教育の実践例およびキャリアノートの活用例
(3)コロナ禍に於ける特別活動の工夫について
(4)特別活動に於ける諸課題について
(5)これからの時代に求められる特別活動の在り方

～コロナ禍における取組から学ぶこと～

【小学校　栄養士部会（特別支援学校を含む）】
　研究発表

(1)コロナ禍に於ける食に関する指導・給食指導について
(2）「好き嫌いせずに食べることの大切さを考えることができる子ども」を目指して

～１年生への実践　学校給食を活用した食育の取組から～
　談話題

(1)コロナ禍における給食のあり方について
(2）炊事員の雇用について
(3)本校の「食と健康に関するアンケート」結果及び考察について
(4)食物アレルギーのある児童生徒への給食での対応について
(5)コロナ禍における食に関する巡回時の指導・給食時間の取組について
(6)食物アレルギーのある児童の現状と給食における対応について
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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情報化の推進状況
(2)附属学校園におけるコロナ禍への対応
(3)令和３年度学校経営グランドデザインにおける重点目標（探求的な学び）に向けた

主な取組について
　談話題

(1)入試について
(2)業務改善について
(3)働き方改革について
(4)働き方改革やそれと連動した部活動の進め方
(5)コロナ禍における教育実習について

【中学校　国語部会】
　研究発表

(1)言葉がもつ価値を認識し新たな発想や思考を生み出す
～個々の言葉を大切にした問いの練り上げを通して～

(2）令和の読書指導を考える
談話題

(1)授業におけるICTの活用について
(2)評価の在り方について
(3)新学習指導要領における学習評価の在り方について
(4)説明的文章における言語活動と指導の在り方について
(5)国語科における学びに向かう力（主体的に学習に取り組む態度）の評価の工夫について
(6）ICTについて、Google work space等の活用法や課題について
(7)国語科の学習指導におけるICTの活用の在り方
(8)コロナ禍における授業中の交流活動の在り方
(9)国語科における学習評価の在り方

【中学校　理科部会】
　研究発表

(1)理科におけるICTの活用　－本校理科の実践を通して－
(2)資質・能力の育成

～見方・考え方を生徒と共有し、繰り返し科学的に探求することを通して～
　談話題

(1)大学の先生との連携について望ましい在り方について
(2)授業におけるICTの活用状況にについて
(3)新学習指導要領における評価の在り方について
(4)授業におけるタブレットを活用した授業のメリットとデメリット
(5)働き方改革について
(6)問いや課題の立て方の工夫や具体例について
(7)探求的な学びの具体例について
(8)評価について
(9)ICT活用の工夫について
(10)教材・教具について
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【特別支援学校　経営部会】
　研究発表

(1)附属学校園におけるインクルーシブ教育システムの構築を目指した取組
～特別支援学校のセンター的機能及び大学の専門性を生かして～

(2)学校経営グランドデザインに基づく特色ある学校経営
談話題

(1)附属学校園におけるインクルーシブ教育システム構築に向けた支援体制
(2)ICT機器の整備及び活用状況
(3)危機管理体制について
(4)新型コロナウイルス感染症を考慮した教育活動の取組
(5)コロナ禍での学校公開の持ち方
(6)特別支援学校におけるICTの活用
(7)働き方改革に係る「業務改善」に向けた業務の見通しについて

【特別支援学校　小学部部会】
　研究発表

(1)「私の応援計画」を活用した授業づくり
～児童一人一人の教育的ニーズを踏まえて～

(2)コロナ禍におけるICTを活用した授業実践及び学部運営等の在り方
談話題

(1)大学や地域と連携した取組について
(2)コロナ禍での行事や学習活動の実施状況について
(3)児童生徒の学びの評価の引継ぎについて
(4)知的障害特別支援学校におけるICTの活用について

【中学校　音楽部会】
　研究発表

(1)美的情操を働かせ、豊かな音楽表現を追求する
－知覚・感受を支えとして音や音楽を捉えていく学びを通して－

(2)音楽的な見方・考え方を働かせながら、能動的に鑑賞するための工夫
談話題

(1)新型コロナウイルス感染症対策について
(2)授業におけるICTの活用について
(3)新学習指導要領における評価の在り方について
(4)主体的に学習に取り組む態度の見取り方
(5)コロナ禍における授業の工夫
(6)タブレットの活用について
(7)記譜の指導法
(8)授業で取り入れている常時活動
(9)ICT活用の工夫について
(10)歌唱共通教材の扱いについて

【中学校　特別活動部会】
　研究発表

(1)「妥協」ではなく「調和」のある合意形成を目指す
～支持的な風土を基に、自己肯定感が高まる学びを通して～

(2) ICTを活用した生徒会活動や学校行事の実践事例について
談話題

(1)新型コロナウイルスの影響に対する行事等の工夫について
(2)学級や学年、全校自治会（生徒会）の組織について
(3)コロナ禍における特別活動の在り方
(4)生徒会役員と文化祭の関わりについて
(5)各委員会の相互の関わり、生徒会執行部との関わり
(6)行事の意義について
(7)話合いの活動について

13 



◎ 評議員会（または代議員会）

◎ 学部長等連絡協議会

令和3年度　関東地区会事業報告

期　　日 ： 令和3年７月2日（金）
場　　所 ：　Web会議（Zoom）〔筑波大学主催〕
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報告について
（２）令和3年度事業計画の基本方針について
（３）令和3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

期　　日 ： 令和3年11月5日　（金）
場　　所 ：　Web会議（Zoom）〔横浜国立大学主催〕
出席者 ：  18名
主な議事・内容 ：

（1）コロナ禍の環境下における教育実習・介護等体験の実習方法について（承合事項）
（2）教員就職率向上のための方策について（承合事項）
（3）その他
（4）文部科学省への要望について（要望事項）

　その他
（１）令和3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

期　　日 ： 令和4年３月4日（金）
場　　所 ：　Web会議（Zoom）〔筑波大学主催〕
出席者 ：  ２4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3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4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3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4年度日本教育大学協会関東地区会の開催日について
（２）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
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◎ 地区会研究部門等の活動

〇数学研究部門
関東地区数学教育研究談話会（第１回）
期　　日 ： 令和3年6月6日（日）
場　　所 ： オンライン開催
出席者 ： ２０　名
主な議事・内容 ：

・数学教育学の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

関東地区数学教育研究談話会（第2回）
期　　日 ： 令和4年2月27日（日）
場　　所 ： オンライン開催
出席者 ： ３０　名
主な議事・内容 ：

・教職大学院における数学教育学研究について
・講演「遠い未来の算数・数学教育を設計する」

〇音楽研究部門
音楽部門関東地区総会
期　　日 ： 令和3年8月31日（火）
場　　所 ： 書面審議
出席者 ： 58　名
主な議事・内容 ：

・研究助成について
・令和2年度会計報告
・次期地区代表の選出

〇美術研究部門
令和3年度日本教育大学協会全国美術部門関東地区会
期　　日 ： 令和3年7月18日（日）
場　　所 ： オンライン開催（千葉大学主催）
出席者 ： 3０　名
主な議事・内容 ：
　（地区総会）

・令和２年度関東地区会収支決算報告
・令和２年度関東地区会会計監査報告
・令和３-４年度全国美術部門地区会全国委員選出
・令和３-４年度全国美術部門地区会全国理事選出
・令和４年度地区総会・協議会の開催について
・令和３年度会計大学、監査大学について
・その他

（協議会）
・承合事項
・協議事項
１）R3年度、教大協関東地区会への補助金申請の要無、申請時の使途
２）『美術教育の理論と実践第2号』の発刊について

・その他

〇社会科研究部門
その他（調査等）
　日本社会科教育学会ダイバーシティ委員会による会員に対する
　「教員養成におけるダイバーシティに関する調査」の実施
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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4年３月1日（火）
場　　所 ： Web会議
出席者 ： 16　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
コロナ禍における実習・授業等大学運営調査の打合せ
期　　日 ： 令和3年11月17日（水）
場　　所 ： オンライン開催
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
・特別支援学校教諭の教職課程コアカリキュラムに関して
・アンケート項目の策定に関して

〇保健体育・保健研究部門
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3年7月28日（水）
場　　所 ： オンライン開催
出席者 ： 10　名
主な議事・内容 ：

（1）令和2年度教大協部門関連活動報告について
（2）令和3年度　全国理事会・総会について
（3）令和3年度　予算案について
（4）卒業・修士論文集の発行について

・２０２1年９月6日に2020年度分の論集を発行した。

〇書道教育研究部門
第三回書道教員による鑑賞教材のための書作展
期　　日 ： 令和4年３月4日（金）～6日(日)
場　　所 ： 東京芸術劇場
出席者 ： ２０　名
主な議事・内容 ：

・日本教育大学協会全国書道教育部門主催の上記書作展の運営は会場のある関東地区会員が
中心となって行っている。展示計画や準備を行い図録を制作した。

・令和3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。

〇技術教育研究部門
2021年度日本教育大学協会技術教育部門関東地区協議会
期　　日 ： 令和3年12月12日（日）
場　　所 ： オンライン開催（横浜国立大学教育学部）
出席者 ： 13　名
主な議事・内容 ：
　報告事項１．2020年度日本教育大学協会関東地区協議会決算報告及び監査報告
　報告事項2．各大学の現状調査の報告
　審議事項１．日本教育大学協会全国技術教育部門規程（令和4年改正案）について
　確認事項1．令和４年度当番大学について
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〇学校種別部門
関東地区研究集会並びに総会
期　　日 ： 令和3年10月29日（金）
場　　所 ： オンライン開催

　（日本教育大学協会関東地区会、全国国立大学附属学校PTA連絡会、
　　　関東地区国立大学附属学校PTA連絡会、横浜国立大学教育学部附属学校PTA）

出席者 ： 400　名
主な議事・内容 ：

・校園長・副校延長　関附連の輪番について、次年度の開催について
・PTA会長会　令和4年度関附P連、全附P連の役員について、次年度の開催について
・各分科会　各校種・教科の提案発表と協議
・PTA講演会　講師：宇宙飛行士 山崎直子氏「宇宙、人、夢をつなぐ」

〇養護研究部門
第１３回関東養護教諭学生交流会
期　　日 ： 令和3年12月12日（日）
場　　所 ： オンライン開催（東京学芸大学主催）
出席者 ： 224　名
主な議事・内容 ：

　「居場所と希望をつむぐ学校～教育困難校の取り組みから～」と題し、フリー
ライターの朝比奈なを氏を講師に教育困難校の実態と養護教諭に期待する
ことについてご講義いただいた。その後、各校の混ざったグループで、オンラインで
グループワークを行い、ご講義いただいた内容について、議論した。
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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）

◎ 地区会研究部門等の活動

令和３年度　北陸地区会事業報告

期　　日 ：　令和3年６月2日～18日
場　　所 ：　書面審議　（担当：富山大学）
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2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3年度北陸地区会事業計画（案）について
（４）令和3年度北陸地区会収支予算（案）について

　【承合事項】
（１）令和３年３月２９日付：文部科学省総合教育局教育人材政策課教員養成企画室発出された事務連絡

「「第４期中期目標・中期計画」の策定に向けた各教員養成大学・学部おける構想に関する調書の作成
及び意見交換について（依頼）」における、「教員養成大学・学部等における第４期中期目標・中期計画
の構想についての確認事項」に関する情報共有について

　【その他】
（１）学長・副学長・学部長・学部教員合同会議の開催について
（２）次期当番大学について

期　　日 ：　令和3年10月8日（金）締切
場　　所 ：　オンライン開催　（担当：富山大学人間発達科学部附属小学校）
出席者 ：  85　名
主な議事・内容 ：
　【審議事項（会務報告等）】
(1)教育活動参観　※オンライン開催のため実施しなかった。
(2)正副校園長会、ＰＴＡ会長会
(3)大会テーマ「新しく変わりゆく社会環境の中で附属学校園として進むべき方向性について～新型コロナ

ウイルス対策、働き方改革、ＩＣＴ教育への取り組み～」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

※年度当初は、教育活動参観を行わず、各学校園から正副校園長・ＰＴＡ会長・ＩＣＴ担当者の３名
のみ来ていただいて対面での開催を予定していたが、感染状況に鑑み、オンライン開催とした。

○数学部門研究協議会
期　　日 ：　令和3年１１月１2日　（金）
場　　所 ：　オンライン（Zoom）開催　（担当：富山大学）
出席者 ：  １2　名
主な議事・内容 ：
　【協議題】

(1)今後の当研究協議会の開催について
今後５校のローテーションで開催し、当番校が対面、遠隔、メール等の開催方法を決めることとなった。

　【承合事項】
(1)データサイエンス・AI教育への対応について

各大学から、資料に基づき、データサイエンス・AI教育への対応について報告された。
(2)各大学の数学授業における授業形態（対面・非対面など）について

各大学から、資料に基づき、コロナ禍での授業（対面・非対面など）の対応について報告された。
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○美術教育部門研究協議会
期　　日 ：　令和3年6月30日（水）
場　　所 ：　オンライン（Zoom）開催　（担当：信州大学）
出席者 ：  21　名
主な議事・内容 ：
　【協議事項】

(1)令和3年度 事業計画と会計予算
 (2)年会費について
 (3)大学改革の今後について
 (4)承合事項と協議事項で扱う内容について

（両事項の違いを明確にし、審議すべき事項を十分に協議したいため）
 (5)今後の協議会の在り方について（遠隔での会議開催等を含めて）

　【承合事項】
(1)コロナ禍におけるオンライン授業について

 (2)GIGAスクール
  (3)大学改革(4)入試

○教育実践研究指導部門研究協議会
期　　日 ：　令和3年11月２5日（木）
場　　所 ：　オンライン開催　（担当：金沢大学）
出席者 ：  7　名
主な議事・内容 ：

コロナ渦における、教育実習・ボランティア等、教育現場での実習の現状と課題について協議を行った。
また、金沢大学と富山大学については、次年度から開始される共同教育課程における

　実践センターの位置づけについても情報の共有が図られた。

○外国語部門研究協議会
期　　日 ：　令和3年10月24日（日）
場　　所 ：　オンライン開催　（担当：信州大学）
出席者 ：  １1　名
主な議事・内容 ：
　【承合事項】

(1)進路状況・教員採用試験について
(2)入試について
(3)学生の状況について
(4)新型コロナ対策について
(5)教育課程について

○国語科・書道科合同研究協議会
期　　日 ：　令和３年9月10日（金）
場　　所 ：　オンライン開催（WebEx をツールとしたリアルタイム型／担当：金沢大学）
出席者 ：  9　名
主な議事・内容 ：
　　　まず、金沢大学の大野順子准教授による研究発表「『明月記』天福元年十一月十一日条に
　ついて」を行い、古典文学の研究や教育について討論した。
　　　その後、「昨今の情勢における北陸地域の国語教育の現状について」という議題のもと、
　来年 2022 年度から始まる金沢大学・富山大学の共同教員養成課程の授業形態・内容
　についての質問が参加した教員の多くから示され、それを金沢大学・富山大学の教員が答えて
 議論することとなった。

　　　また、昨年の 2020 年度や今年の 2021 年度のコロナ禍での教育実習が制限されることが
 多かったこともあり、更に学生が現場の教員から直に学ぶ機会として、対面の重要性を確認した。
    そして、この研究協議会が一昨年・昨年と延期されたのを受け、今回のようなオンライン開催も
 非常時の手段として考慮するものの、対面開催をすることが望ましいという意見が出た。
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○音楽部門研究協議会
期　　日 ：　令和3年１０月２2日（金）
場　　所 ：　オンライン開催　（担当：新潟大学）
出席者 ：  19　名
主な議事・内容 ：

　承合事項として、下記の３点について各大学より説明と意見交換がなされた。
・コロナ禍における授業の工夫（オンライン授業のメリット，デメリットなど）（信州大学）
・「2種免許の単位数について」（福井大学）
・「教職大学院生の専門の学びについて」（福井大学）

○家庭科部門研究協議会
期　　日 ：　令和3年11月24日　（水）
場　　所 ：　オンライン開催　（担当：福井大学）
出席者 ： 9　名
主な議事・内容 ：
　【承合事項】

（１）2020年度卒業生の進路・教員採用数について
（２）入試・学部の状況について

　【協議事項】
（１）教大協地区選出運営委員について

○保健体育部門研究協議会
期　　日 ：　令和3年１１月4日（木）
場　　所 ：　オンライン開催　（担当：上越教育大学）
出席者 ： １4　名
主な議事・内容 ：
　【承合事項】

（１）学部入学定員確保に向けた取り組みについて
（２）新型コロナウィルス感染状況における保健体育授業の授業形態や実施方法について
（３）新型コロナウィルス感染状況における課外活動の活動指針について
（4）金沢大学と富山大学による共同教員養成課程について

　以上について、各大学の取り組みについて情報交換を行った。

○技術教育部門研究協議会
期　　日 ：　令和3年6月9日　（水）
場　　所 ：　オンライン開催　（担当：上越教育大学）
出席者 ： 13　名
主な議事・内容 ：
　【協議題】

（１）第４期中期目標・中期計画の構想について
（２）高等学校一種免許状（情報）の取得状況について
（３）推薦入試での学力保証の考え方と実施方法について
（4）教員採用試験での異学校種と複数教科免許取得見込み者のポイント加算について

　【承合事項】
（１）教育研究教員経費と外部資金の獲得状況について
（２）教職大学院の受験者数、合格者数、入学者数について
（３）COVID-19感染予防対策について
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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３年度　東海地区会事業報告

期　　日 ：　令和3年9月6日（月）
場　　所 ：　遠隔会議（Web会議）による開催
出席者 ：  １9名
主な議事・内容 ：
　　協議題
　＜審議事項＞

　１．令和２年度日本教育大学協会東海地区会評議会議事要録について
　２．令和３年度協会評議員・役員等について
　３．令和２年度事業報告について
　４．令和２年度決算報告について
　５．令和３年度事業計画（案）について
　６．令和３年度予算案について
　７．その他

　＜報告事項＞
　１．日本教育大学協会理事会（書面会議）等の議事について
　２．その他

（１）附属学校における大学運営経費の減少や児童生徒数の減少による
寄附金収入の減収に伴う対応措置について

（２）第４期中期目標・中期計画への対応について
（３）その他
（４）次回評議員会の会場大学について

期　　日 ：　令和4年３月16日　（水）
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3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３年度日本教育大学協会全国美術部門東海地区会
期　　日 ：　令和3年９月12日（日）　１０：００～１２：００
場　　所 ：　Zoomによる遠隔会議
出席者 ：  23名
主な議事・内容 ：
　協議事項

１.令和３年度部門・学会地区委員について
２．次年度（令和４年度）開催地について

　報告事項
１.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
２．志願者数の動向（入試情報）について
３．卒業生・修了生の動向（進路情報）について
４．各大学学部・大学院における改革・改組等の状況について

　その他
１. 昨年度の卒業制作展の開催状況及び今年度の計画等
２．全国大会（山形）のご案内
３．その他

〇日本教育大学協会家庭科部門東海地区総会
期　　日 ：　令和3年７月22日（木)
場　　所 ：　静岡大学（メール会議）
主な議事・内容 ：
　総会次第

１.会員・役員紹介
２．庶務報告
３．会計報告
４．令和３年度東海地区役員紹介
５．各大学におけるオンライン授業と教育実習の実施状況と課題
６．その他

〇日本教育大学協会技術教育部門2021年東海地区春期研究会
期　　日 ：　令和3年6月１2日（土)
場　　所 ：　オンライン
出席者 ：  14名
主な議事・内容 ：

　１．各大学からの現状調査に基づく報告
　２．コロナ禍における各大学の授業・実習（教育実習含む）の実施状況とその影響について
　３．その他
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○令和３年度日本教育大学協会東海地区会理科部門会研究集会
期　　日 ：　令和3年12月11日（土）
場　　所 ：　名古屋女子大学（オンライン開催）
出席者 ：  １6名
主な議事・内容 ：
　研究発表５３件（うち会員発表２５件）
　理科部門会議

　議題
　１．令和３年度　部門会員について
　２．各大学におけるコロナウィルス感染対策と授業実施状況について
　３．教職大学院の運営、準備状況について
　４．その他

○令和３年度日本教育大学協会第１４回生活科・総合的学習部門会議・研修会
期　　日 ：　令和4年2月18日（金）
場　　所 ：　Zoomによる遠隔会議
出席者 ：  21名
主な議事・内容 ：
　議題

　１．各大学・附属学校における取組の情報交換
（１）大学における授業に関する取組
（２）附属小学校との連携による実践等の取組

　２．部門運営に関する協議、審議、報告、諸連絡
（１）大学改革下における授業形態の変化について
（２）会費運営の充実について
（３）「総合的な学習の指導法」の充実に関するプロジェクトについて

○令和３年度日本教育大学協会全国音楽部門東海地区例会
期　　日 ：　令和4年2月13日（日）
場　　所 ：　オンラインによる遠隔開催
出席者 ：  １4名
主な議事・内容 ：
　議題

　1．令和４年度日本教育大学協会全国音楽部門第47回全国大会（岐阜）について
　２．各大学の状況について情報交換
　３．志願者の動向、入試情報について
　４．学生の卒業後の進路について
　５．次年度の地区代表、地区例会について
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◎ その他

○養護教諭部会　全附連養護教諭部会共催　第５６回研究協議会並びに総会
期　　日 ：　令和3年8月5日（木）
場　　所 ：　愛知教育大学及び遠隔会議（Ｗｅｂ会議）による開催
出席者 ：  １76名
主な議事・内容 ：
　１．開会式

（１）部会長挨拶
（２）開催地区挨拶
（３）来賓祝辞
（４）来賓紹介

　２．研究発表
（１）健康教育実践による感染症予防－習慣化のための実践事例を通して－
（２）アサーション授業による中学生のコミュニケーションに対する意識
（３）コロナ禍の保健教育と心のケア－休校中における子供たちのストレス反応の考察－
（４）質疑応答
（５）指導助言

　３．特別講演
　「養護教諭が実践する保健教育の考え方」

　　　講師：愛知教育大学養護教諭講座准教授　山田　浩平先生
　４．閉会式

○令和３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3年8月20日（金）
場　　所 ：　オンライン開催
出席者 ：  １20名
主な議事・内容 ：

（１）総会
Ⅰ開会の辞　１０：００
　名古屋大学教育学部附属中・高等学校副校長　三小田　博昭

　Ⅱ主管校あいさつ
　名古屋大学教育学部部長　松下　晴彦
　名古屋大学教育学部附属中・高等学校校長　辻　浩
　名古屋大学教育学部附属中・高等学校PTA会長　石丸　泰雄

　Ⅲ来賓祝辞　１０：２０
　全国国立大学附属学校連盟理事長　池田　全之　様

　　（一社）全国国立大学附属学校PTA連合会 会長　大竹　昌士　様
　Ⅳ全附連からの連絡　１０：３０
　　全国国立大学附属学校連盟副理事長　太田　千佳子　様

　Ⅴ次年度主管校メッセージ　１０：４０
　　三重大学教育学部附属小学校副校長　西村　哲二　様

　Ⅵ閉会の辞
　名古屋大学教育学部附属中・高等学校副校長　三小田　博昭
（２）研究協議会　１１：００～

（教員部会）部会発表：午前１本、午後１本（発表２０分、討議３０分）
（PTA部会）午前：全体会（後援会）、午後：部会発表
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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3年度　近畿地区会事業報告

期　　日 ：　令和3年６月10日（木）
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）令和3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3年度日本教育大学協会近畿地区会評議員について
（３）令和3年度日本教育大学協会近畿地区会役員について
（４）令和3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
（５）令和2年度事業報告について
（６）令和2年度決算（案）について
（７）令和3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
（８）令和３年度予算（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３年度日本教育大学協会理事会について

期　　日 ：　令和4年２月14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）令和４・５年度日本教育大学協会近畿地区会役員の選出について
（２）令和４・５年度日本教育大学協会近畿地区会評議員及び理事の選出について
（３）その他
報告
（１）令和３年度日本教育大学協会理事会について
意見交換
（１）附属学校での教員の勤務管理について
（２）教員免許更新制廃止後の各大学の役割等を踏まえた研修、講習の提供の在り方について

教科等別研究部門　数学
期　　日 ：　令和3年11月24日（水）
場　　所 ：　オンライン会議（Zoomにより開催）
出席者 ：  １1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

25



教科等別研究部門　教育
期　　日 ：　令和３年11月２6日（金）
場　　所 ：　オンライン会議（Zoomにより開催）
出席者 ：  13名
主な議事・内容：

（１）各大学の近況報告（コロナ禍における各大学の対応、改組、就職状況等）
（２）事務連絡（次期当番校の確認、来年度開催に向けた連絡の窓口担当者の確認、その他）

教科等別研究部門　音楽
期　　日 ：　令和3年4月17日（土）
場　　所 ：　オンライン会議（Zoomにより開催）
出席者 ：  6名
主な議事・内容：

(1)全国大会準備状況について
(2)全国大会における全体会２の準備について
(3)規約改正について
(4)地区委員および総会会場ローテーションについて
(5)会計について
(6)会員動向について

教科等別研究部門　美術
期　　日 ：　令和3年6月5日（土）
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）会員数、入退会の確認所属会員の確認
（２）昨年度の全国大会の報告
（３）今年度の大会について
（４）新規全国理事の選出
（５）地区会の会計事務について
（６）各大学より報告(コロナ禍の各大学の苦労・工夫の共有、

　　　卒業生入学生在校生の動向、大学の動向)

教科等別研究部門　養護
期　　日 ：　令和4年2月7日（月）
場　　所 ：　大阪教育大学C4-304講義室
出席者 ：  5名
主な議事・内容：

（１）令和3年度養護部門における研究について
（2）教職実践演習について
（3）その他

教科等別研究部門　幼児教育
期　　日 ：　令和４年３月１０日　（木）
場　　所 ：　オンライン会議（Zoomにより開催）
出席者 ：  18名
主な議事・内容：

（1）養成教育・実践の質の維持・向上にかかわる研究動向について
（２）令和3年度幼児部門における各大学の情報交換等について
（3）その他

教科等別研究部門　家庭
期　　日 ：　令和３年5月24日（月）～6月19日（土）
場　　所 ：　電子メールによる書面審議
出席者 ：  ４２名（電子メール送信者）
主な議事・内容：

（1）令和3年度近畿地区会会長及び副会長について
（２）令和2年度近畿地区会決算報告について
（３）令和3年度近畿地区会予算計画について
（４）次期（令和4・５年度）運営委員の選出について
（５）令和4年度当番校について
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◎ その他（研究分科会活動）

附属学校園部門　副校園長校種別部会（特別支援学校）
期　　日 ：　令和3年12月24日（金）
場　　所 ：　オンライン会議（Zoomにより開催）
出席者 ：  5名
主な議事・内容：

（１）基調報告
（２）研究発表及び指導助言
（３）事務連絡

附属学校園部門　特別部会（給食）
期　　日 ：　令和3年12月17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）食育の取り組みについて（発表）
（２）情報交流

附属学校園部門　副校園長校種別部会（幼稚園）
期　　日 ：　令和4年1月17日（月）
場　　所 ：　オンライン会議（Zoomにより開催）
出席者 ：  7名
主な議事・内容：

（１）全附連　委託研究について
（２）近附連・全附連関係当番表について
（３）その他（情報交換）

附属学校園部門　特別部会（幼稚園）
期　　日 ：　令和3年12月22日（水）
場　　所 ：　オンライン会議（Zoomにより開催）
出席者 ：  44名
主な議事・内容：

（１）園の取り組み紹介
（２）校務分掌別協議会(ブレイクアウトセッション）

附属学校園部門　特別部会（特別支援教育）
期　　日 ：　令和3年12月24日（金）
場　　所 ：　オンライン会議（Zoomにより開催）
出席者 ：  20名
主な議事・内容：

（１）基調報告
（２）研究発表及び指導助言
（３）事務連絡

附属学校園部門　特別部会（養護教諭）
期　　日 ：　令和3年11月19日（金）
場　　所 ：　オンライン会議（Zoomにより開催）
出席者 ：  31名
主な議事・内容：

（１）養護に関する教育講演会
（２）研究分科会
（３）情報共有・意見交換会
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◎ 評議員会（または代議員会）

◎ 全国大会研究部門等の活動

◎ 地区会研究部門等の活動

期　　日 ：　令和3年７月14日（水）～７月28日（水）
場　　所 ：　メール会議
出席者 ：  15名
主な議事・内容 ：
　１　令和2年度地区会事業及び決算（案）について
　２　令和3年度地区会事業計画（案）について
　３　令和3年度地区会予算（案）について
　４　令和4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３年度 中国地区会事業報告　

〇令和3年度日本教育大学協会中国地区音楽部門
期　　日 ：　令和3年９月7日（火）
場　　所 ：　オンライン開催
出席者 ：  22名
主な議事・内容 ：
　1　理事会
　２　総会
　３　協議会

〇令和3年度第33回日本教育大学協会全国家庭科部門大会
期　　日 ：　令和3年8月20日（金）
場　　所 ：　オンライン開催
出席者 ：  137名
主な議事・内容 ：
　１　基調講演
　２　定例総会

〇令和3年度日本教育大学協会中国地区理科研究部門協議会
期　　日 ：　令和3年12月17日（金）
場　　所 ：　オンライン開催
出席者 ：  40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6回研究大会
期　　日 ：　令和4年１月9日（日）
場　　所 ：　オンライン開催
出席者 ：  109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56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3年7月28日（水）

　　  動画配信　　　　 令和3年7月7日（水）～7月12日（月）
場　　所 ：　オンラインでの代表者による総会及び研究発表の動画配信
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3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　（福山大会）

期　　日 ：　令和3年１1月13日（土）
場　　所 ：　オンライン開催と、広島大学附属福山中・高等学校での対面開催
出席者 ：  263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3年度中国四国教育学会（第７3回大会）
期　　日 ：　令和3年１1月27日（土）、令和3年１１月28日（日）
場　　所 ：　オンライン開催
出席者 ：  250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

〇【後援】第40回日本家庭科教育学会中国地区会研究発表会
期　　日 ：　令和3年8月28日（土）
場　　所 ：　オンライン開催
出席者 ：  31名
主な議事・内容 ：
　1　総会
　２　研究発表
　３　講演会

〇【後援】日本理科教育学会中国支部大会（第７0回大会）
期　　日 ：　令和3年12月18日（土）
場　　所 ：　オンライン開催
出席者 ：  80名
主な議事・内容 ：
　1　研究発表
　２　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3年７月27日（火）
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 ：  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）その他

　協議事項
（１）令和2年度事業及び決算報告について
（２）令和3年度事業計画及び予算について
（３）令和3年度四国地区会役員について
（４）第４期中期計画の策定について
（５）新型コロナウィルス感染症拡大状況における教員養成カリキュラムについて
（６）その他

期　　日 ：　令和4年２月１7日（木）
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3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3年度日本教育大学協会理事会等の報告について
（２）令和4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

期　　日 ：　令和3年12月１0日（金）
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 ：  93名（録画視聴のみ参加の14名を含む）
主な議事・内容 ：
　令和3年度日本教育大学協会四国地区研究集会「高知集会」
　講演会

テーマ：教員の資質能力の向上等について

　研究発表
テーマ：自由課題

（１）教職課程における教師のICT活用指導力充実に向けた取組
（２）附属中学校と取り組む英語を読んで話し合う活動
（３）主体的に学習に取り組む態度の育成－自己調整に着目した取組を通して－
（４）生徒の主体的な学びを創造する共創型探究学習CANの取り組みについて
（５）学校現場におけるジェンダー平等・性的多様性の実現に向けての基礎研究

―高知大学教育学部附属中学校の取り組みを中心に―
（６）異分野の大学教員が協働で担当する講座：「松茂町STEAM学び隊」への取り組み
（７）とくしんピック2020の取組について―附属校園の連携・協働を通して－
（８）高知大学教育学部附属小学校「通級指導教室」の取り組みについて

令和3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3年４月２3日（金）
場　　所 ：　Web会議
出席者 ：  ２5名
主な議事・内容 ：

（１）令和2年度事業報告及び決算報告について
（２）令和3年度事業計画及び予算案について
（３）コロナ禍における教員養成系大学・学部の教育課程の教育の質や学生生活の質を

保証する取組みと課題について
（４）実技・実習系教科の共同による教職課程認定について

（秋季）
期　　日 ：　令和3年１１月5日（金）
場　　所 ：　Web会議
出席者 ：  ２４名
主な議事・内容 ：

（１）教職課程コアカリキュラム新設科目「情報通信技術を活用した教育に関する理論および
方法（仮称）」への対応について

（２）「第４期中期目標期間に向けた教員養成大学・学部等の構想についての確認事項」への
対応およびその後について

（３）教職課程に係る大学間の連携について
（４）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

令和3年度　九州地区会事業報告　

社会部門研究協議会
期　　日 ：　令和3年１２月10日（金）
場　　所 ：　Web会議
出席者 ：  15名
主な議事・内容 ：

（１）教員数削減の状況下における教育態勢の維持策について
（２）大学教員の新規採用や昇任の抑制が行われているなか、特に高校・地理歴史や

公民の免許に必要な科目を、各大学ではどのように措置しているか
（３）社会科における小・中の教員免許、高校教員免許に関する科目提供体制の現状と課題について

国語部門研究協議会
期　　日 ：　令和３年12月11日（土）
場　　所 ：　Web会議
出席者 ：  11名
主な議事・内容 ：

（１）複数の教員免許状の取得（例：小学校一種＋中学校二種）を卒業要件とすることについて
（２）オンライン授業を実施する場合、成績評価をどのように行うべきか

数学部門研究協議会
期　　日 ：　令和３年11月5日（金）
場　　所 ：　Web会議
出席者 ：  9名
主な議事・内容 ：

（１）今後の数学科カリキュラムの在り方について
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音楽部門研究協議会
期　　日 ：　令和3年１2月9日（木）～10日（金）
場　　所 ：　Web会議
出席者 ：  27名
主な議事・内容 ：

（１）各大学において、他の実技系講座との横断的な授業を実施していたらその利点や問題点について
（２）教職大学院で新たに可能となった教科別教育の音楽科専攻（コース、領域、プログラム等）

を設置もしくは検討している大学において、専任教員の教職大学院への移籍や学部との
兼務等に係る状況や課題について

理科部門研究協議会
期　　日 ：　令和３年11月
場　　所 ：　書面会議
主な議事・内容 ：

（１）ICT活用に関する内容の教育プログラムやカリキュラムについて
（２)特別入試（推薦入試、AO入試など）にかかる各大学の状況及び今後について
（３）化学物質の管理体制及びシステム導入状況について

外国語部門研究協議会
期　　日 ：　令和3年11月19日（金）
場　　所 ：　Web会議
出席者 ：  13名
主な議事・内容 ：

（１）教員養成における高大接続の取組について
（２）教員削減・経費削減の現状と教育・研究の質の維持について

美術部門研究協議会
期　　日 ：　令和３年７月８日（木）
場　　所 ：　Web会議
出席者 ：  23名
主な議事・内容 ：

（１）今後の免許制度のあり方について

書道部門研究協議会
期　　日 ：　令和３年12月3日（金）
場　　所 ：　鹿児島市（鹿児島大学郡元キャンパス）
出席者 ：  5名
主な議事・内容 ：

（１）文化庁主催事業「芸術系教科等担当教員等研修会」について
（２）教職課程の学部間連携、大学間連携の準備状況について

保健体育部門研究協議会
期　　日 ：　令和4年3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

家庭科部門研究協議会
期　　日 ：　令和３年10月9日（土）
場　　所 ：　Web会議
出席者 ：  14名
主な議事・内容 ：

（１）各大学における家庭科の教員養成の体制について
（２）共同教育課程への対応について
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技術教育部門研究協議会
期　　日 ：　令和３年6月11日（金）
場　　所 ：　Web会議
出席者 ：  21名
主な議事・内容 ：

（１）文科省が提言する学部の「数理・データサイエンス・AI」に、技術科としてどのように関わるべきか
（２）複数大学間での教職課程の可能性と課題について

教育学部門研究協議会
期　　日 ：　令和3年12月
場　　所 ：　書面会議
主な議事・内容 ：

（１）「情報通信技術を活用した教育に関する理論及び方法（仮称）」の開設義務化への対応について
（２）大学間の連携・統合や学部間の連携の検討状況について
（３）学部学生が教員採用で希望する学校種の傾向について
（４）教育学講座（類する専攻、コース等）所属学生の直近３年程の進路状況について
（５）課程認定上必要なポストの維持について
（６）教育学系教員の配置状況について
（７）教職科目（「教育の基礎的理解に関する科目」、「道徳、総合的な学習の時間等の指導法

および生徒指導、教育相談等に関する科目」）を教員何名で担当しているか、そのうち
非常勤講師の割合がどれくらいかについて

（８）本年度のコロナ禍における教育実習等の受け入れ状況について

心理学部門研究協議会
期　　日 ：　令和３年11月26日（金）
場　　所 ：　Web会議
出席者 ：  11名
主な議事・内容 ：

（１）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

特別支援教育部門研究協議会
期　　日 ：　令和３年12月17日（金）
場　　所 ：　Web会議
出席者 ：  21名
主な議事・内容 ：

（１）特別支援教育専修・コース以外の学生の「特別な支援を必要とする児童生徒」の
知識の習得について
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教育実践研究協議会
期　　日 ：　令和4年２月4日（金）
場　　所 ：　Web会議
出席者 ： 16名
主な議事・内容 ：

（１）全学的に教職課程を実施する組織体制とセンターの関わりについて
（２）コロナ禍２年目における教育実践総合センターの行事や業務の工夫点等について
（３）教育学部および他学部、教職大学院等への教育実践総合センターの関わりについて

教育実習部門研究協議会
期　　日 ：　令和3年12月
場　　所 ：　書面会議
主な議事・内容 ：

（１）教育実習に参加する学生に対する服装・身なりについてどのような指導をされているか
（２）教育実習における履修基準の特例措置について

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4年3月5日（土）
場　　所 ：　Web会議
出席者 ：  9名
主な議事・内容 ：

（１）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」への対応状況ならびに
「領域及び保育内容の指導法に関する科目」の具体的な科目展開イメージについて

（２）ポストコロナを見据えた、これからの教育実習のあり方について

教務・学生支援部門研究協議会
期　　日 ：令和３年12月3日（金）
場　　所 ：　Web会議
出席者 ： 16名
主な議事・内容 ：

（１）新型コロナウィルスへの対応について
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◎ その他（附属学校教科等研究集会）

国語
期　　日 ：　令和3年7月29日（木）
場　　所 ：　Web会議
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）

社会
期　　日 ：　令和3年7月29日（木）
場　　所 ：　Web会議
主な議事・内容 ：

（１）研修Ⅰ：小・中各部会
（２）講演会

算数・数学
期　　日 ：　令和3年7月29日（木）
場　　所 ：　Web会議
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

理科
期　　日 ：　令和3年7月28日（水）
場　　所 ：　Web会議
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（講演会）

体育
期　　日 ：　令和3年8月4日（水）
場　　所 ：　書面会議
主な議事・内容 ：

（１）情報交換

保健・養護
期　　日 ：　令和3年7月29日（木）
場　　所 ：　書面会議
主な議事・内容 ：

（１）情報交換
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道徳
期　　日 ：　令和3年7月29日（木）
場　　所 ：　Web会議
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

特別支援教育
期　　日 ：　令和3年7月29日（木）
場　　所 ：　Web会議
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

幼稚園
期　　日 ：　令和3年7月27日（火）
場　　所 ：　Web会議
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

研究主任会
期　　日 ：　令和3年7月29日（木）
場　　所 ：　Web会議
主な議事・内容 ：

（１）開会行事
（２）研修
（３）情報交換

栄養教諭部会
期　　日 ：　令和3年7月29日（木）
場　　所 ：　Web会議
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

校園長会
教頭会(夏季)
生活・総合
音楽
図画工作・美術
技術・家庭
英語・外国語活動
特別活動

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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