2017 年度定期総会
第 37 回研究大会
プ ロ グ ラ ム
開催期日・会場 2017 年５月 20 日（土）：玉川大学
2017 年５月 21 日（日）：玉川大学
午

前

昼休み

19 日
（金）

午

後

18：00～20：00
■2016 年度第 5 回理事会

20 日 9：30 受付開始
（土）
10：30～12：00
定期総会

12：30～13：30
◆打ち合わせ
特別講演・シンポジウム
関係者
■2017 年度
第１回編集委員会

13：30～16：45
研究大会
Ⅰ：特別講演
Ⅱ：シンポジウム

17：15～19：15
情報交換会

◆分科会関係者打ち合わせ
21 日 9：00 受付開始
（日）

12：30～13：30
■2017 年度第１回理事会
分 科 会

分 科 会

9：30～12：30 【午前の部】
第１分科会
第２分科会
第３分科会
第４分科会
第５分科会
第６分科会

■2017 年度第１回
教職課程カリキュラム部会
■2017 年度第１回
教職課程運営部会
■2017 年度第 1 回
教員養成制度部会
◆分科会関係者打ち合わせ

13：30～16：30 【午後の部】
第７分科会
第８分科会
第９分科会
第１０分科会
第１１分科会

一般社団法人全国私立大学教職課程協会
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会場案内

◆5 月 19 日（金）理事会

会場 玉川大学 経塚オフィス棟

◆5 月 20 日（土）第 1 日 会場 玉川大学
定期総会・研究大会 特別講演・シンポジウム
・第 1 日 会場

University Concert Hall 2016 大ホール

※大ホールの定員を超えた場合は、106 教室、109 教室、
323 教室に中継。
情報交換会 Cafeteria Sakufu 2 階

◆5 月 21 日（日）第 2 日 分科会
・第 2 日 会場 玉川大学 大学教育棟 2014

交通案内・アクセスマップは、15-16 頁をご覧ください。

キャンパス見学(教育博物館)ツアーについて(予定)
玉川大学教育博物館を下記のとおりに開館します。
【博物館開館時間】
5 月 20 日(土) 11：30～13:30
自由見学も可能ですが、キャンパス見学ツアーを実施し、教育博物館までご案内いたします。
ご希望の方は、指定の場所・時間に集合してください。(予約不要)
[ツアーの集合時間・場所]
5 月 20 日(土) 12:15 ELF センター前
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参加申込要領
１．定期総会への出欠…同封「はがき」のご投函
（1）同封の「はがき」に定期総会の出欠をご記入のうえ5月10日（水）までにご投函ください。
※お手数ですが52円切手を貼付願います。
(宛先…一般社団法人全国私立大学教職課程協会事務局)
（2）議決権行使者氏名…定期総会にご出席される方のご氏名(複数出席される場合は代表者
名)をご記入ください。

２．委任状
定期総会ご欠席の会員大学は、同封の「はがき」の委任状部分に必要事項をご記入いただき、
5月10日（水）までにご投函ください。
※定期総会成立のために委任状も必要となりますので、定期総会にご欠席の会員大学は、委
任状(１大学１通)をご提出いただきますようご協力をお願いいたします。
※委任状の中の「代表者氏名」は学長名ではなく、全私教協からの書類の受領、全私教協へ
書類等を提出される代表者名で結構です。

３．研究大会／情報交換会の参加申込方法

全私教協のＷＥＢサイト（http://www.zenshikyo.org/）トップページの「一般社団法人全国
私立大学教職課程協会 2017年度定期総会・第37回研究大会」「お申し込み・ご案内はこ
ちら」の「お申し込みフォーム」から、各事項をご記入の上送信していただきます。
5月10日（水）までにお申込みください（期限厳守）。
配付資料は事前申込者数で準備しますので、期限内にお申込みいただけますようご協力を
お願いします。

４．参加費

（1）研究大会…1名 5,000円

情報交換会…1名 5,000円

（2）参加申込を確認後、2日以内にメールで参加費の振込方法をご案内します。
※参加申込をされてから2日以内に参加費振込方法のご案内のメールが届かない場合は、
4頁の問い合せ先までご連絡ください。
（3）振込手数料のご負担をお願いいたします。
（4）ご入金後の返金は理由の如何を問わずいたしません。
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５．定期総会出欠(委任状)「はがき」投函期限及び研究大会・情報交換会参加申込締切

２０１７年５月１０ 日（水）
【開催事務局からお願い】
近年、申込期限後に多数の参加申込があり、開催の準備に過大なご負担をおかけしています。
参加申込の厳守に重ねて皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

６．お問い合わせ先
○定期総会出欠・委任状の記載等に関するお問い合わせ先
一般社団法人全国私立大学教職課程協会事務局
東京薬科大学生命科学部内
電話&FAX：042-676-5634
E-mail:info@zenshikyo.org
(電話は研究室直通です。電子メールのご利用にご協力ください。)
○研究大会、情報交換会への参加申込、参加費振込に関するお問い合わせ先
玉川大学教師教育リサーチセンター 教員研修室
電話：042-739-7097 FAX：042-739-8857 平日9:00-17:00
E-mail：t-kenshu@tamagawa.ac.jp
○その他のお問い合せ先
玉川大学教師教育リサーチセンター 教員研修室
電話：042-739-7097 FAX：042-739-8857 平日9:00-17:00
E-mail：t-kenshu@tamagawa.ac.jp

７．両日の昼食について
両日とも学内食堂（Cafeteria Sakufu 2階）の利用が可能です。
営業時間 12：00～13：30
5月20日（土）は総会・研究大会会場から、徒歩５分程度かかります。
5月21日（日）は分科会会場に隣接しております。
※第１日、第２日ともお弁当を注文できます。
ＨＰから申し込みが可能です。必ず5月10日までに事前の申込みをお願いします。
当日の申込みは受付できません。

■各分科会の会場、
各分科会打ち合わせの会場、
2017年度第1回研究委員会各部会会場・
第１回理事会会場について、当日受付にてご案内いたします。

８．キャンパス見学（教育博物館）ツアー・・・2 頁をご覧ください。
９．分科会発表の方にご案内・・・14 頁をご覧ください。
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第 １ 日
2017 年 5 月 20 日（土）

■受 付 開 始…９：３０
◆受付場所・会場…玉川大学 University Concert Hall 2016

◆定期総会

１０：３０ ～ １２：００

◆研究大会

１３：３０ ～ １6：４５

特別講演・シンポジウム

◆情報交換会

１７：１５ ～ １９：１５
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２ ０ １ 7 年 度

定

期

総

会

１０：３０ ～ １２：００

《 次

第 》

１．開会のことば
２．会長挨拶
３．運営校代表挨拶
４．議長団選出
５．議

事

(1) 2016 年度活動報告
会務報告
各地区協議会活動報告
特別委員会・部会報告
(2) 2016 年度決算報告
(3) 会計監査報告
(4) 2017 年度活動方針（案）
(5) 2017 年度予算（案）
(6) 2017 年度「教職課程運営に関する研究交流集会」及び
2018 年度定期総会・第 38 回研究大会 会場大学 報告・紹介
(7) その他

６．新加入大学の紹介
７．2017 年度：教職課程運営に関する研究交流集会
８．2018 年度定期総会・第 38 回研究大会

会場大学 代表挨拶

９．閉会のことば

昼 休 み

１２：００ ～ １３：３０
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会場大学

代表挨拶

１３：３０ ～ １６：４５

第 ３ ７ 回

研

究

大

会

教育職員免許法改正後の私立大学における教員養成
１３：３０－１４：1０ Ⅰ：特 別 講 演： 教育職員免許法改正後の教員育成施策の展開
-大学における教員養成の在り方を中心に‐

講師： 藤 原
１４：１０－１４：３０

誠 氏 (文部科学省初等中等教育局長)

休 憩

１４：３０－１６：４５ Ⅱ：シンポジウム ： 教員育成制度の一環としての教職課程教育
－新カリキュラム編成の課題ー

報告１： 高 岡 信 也 氏

(独立行政法人教職員支援機構 理事長)

報告２： 佐 藤 光 次 郎 氏

(文部科学省初等中等教育局 教職員課長)

報告３： 坂 越 正 樹 氏

(広島大学大学院教育学研究科 教授)

報告４： 八 尾 坂 修 氏

(開智国際大学教育学部教育学科 教授、九州大学名誉教授)

司 会

森 山 賢 一 (玉川大学大学院教育学研究科 教授、教師教育リサーチセンター長)
中 村 喜 久 江 (福山平成大学福祉健康学部 教授)

本大会のテーマは「教育職員免許法改正後の大学における教員養成」である。2016 年 11 月、数年
来の教員制度改革の動きは、関係法の改正に結実した。
「教育公務員特例法等の一部改正」において、
2019 年度に開始される新教職課程カリキュラムの全体像が明らかとなった。
地域における教員育成協
議会を中心とした教員育成コミュニティがよりよく機能すれば、新たな教員養成・研修の仕組みが生
まれる可能性がある。また教職課程コアカリキュラムについても検討が進んでいる。今年 6 月までに
は最終的に公表されることとなっており、2017 年度末に行う再課程認定申請との関係が、大学にとっ
て重要な課題となる。
「全国の教職課程で共通的に修得する教育内容」
（教職課程コアカリキュラム）
と大学それぞれが考案する「大学の自主性や独自性を発揮する教育内容」「地域や採用者のニーズに
対応した教育内容」との組み合わせで一つの科目（教職に関する科目）を成立させる考え方である。
教員育成制度構築の大きな課題のなかで、私立大学はどのように新教職課程カリキュラムを編成して
いくのか。特別講演とシンポジウムにより深く考えてみたい。

１７：１５ ～１９：１５

情報交換会 玉川大学 Cafeteria Sakufu 2 階
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第 ２ 日
2017 年 5 月 21 日（日）

■受付開始…９：００
◆会

場…玉川大学 大学教育棟 2014

※各分科会会場は、当日受付にてお知らせいたします。

◆午前の部

９ ：３０ ～ １２：３０

◆午後の部

１３：３０ ～ １６：３０
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【午前の部】９：３0～12：30

第１分科会

〔企画：北海道地区協議会〕

「チーム学校」に対応した教員養成の課題と展望
○趣旨：

平成 26 年の夏から中教審で「チーム学校」に関する協議がスタートし、平成 27 年 12 月に
「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について（答申）」が出された。複雑化多
様化する今日の子どもに関わる教育課題に応えるために、この「チーム学校」という多職種
連携を強化した学校教育へのシフトに対応した教員養成はどのようになされていくべきなの
か。本分科会は今年度より「チーム学校」に焦点を当てた研究を行っていく。
今年度は、以下の４つの発表で構成する。①この答申についての共通理解を図る。その上
で、②・③専門職としてスクールカウンセラーを取り上げて、この連携事業の到達点と課題
についての検討、④多職種連携を進めている学校の事例検討を行う。「チーム学校」のイメ
ージの共有と検討すべき論点を参加者とともに確認していきたい。

○司会者：安宅仁人（酪農学園大学）／西村貴之（北翔大学）
○記録者：堂徳将人（北海商科大学）
○発表者：①「チーム学校」の政策アイデアとその課題点
･･･････････貞広斎子（千葉大学）
②スクールカウンセラーから見える子ども・学校の素顔と「チーム学校」に向けた課題
･･････二通藤乃（東京都公立学校スクールカウンセラー・同愛記念病院カウンセラー）
③「チーム学校」の展開におけるスクールカウンセラーの役割と課題
･･･河岸由里子（北海道公立学校スクールカウンセラー・かうんせりんぐるうむかかし）
④多職種連携を推進している学校づくりの現状と課題 ･･･････････西村貴之（北翔大学）

第２分科会

〔企画：東北地区協議会〕

教師の資質向上、教員養成のあり方について
―大学における教員養成と教育委員会の求める教員像―

○趣旨：

教員に求められている資質や能力は、グローバル化や情報化、少子高齢化等の社会の変化
に伴い、学校教育に携わるための基礎的・基本的知識・技能の習得に加え、思考力・判断力・
表現力等の育成や学習意欲の向上、多様な人間関係を結んでいく力の養成が一段と重視され
ている。
これらのことを踏まえると、学校現場での実習や児童生徒との関わる体験が一層重要視さ
れる。本分科会では、教育現場で求められている教員の資質、実践研修、実習や体験活動に
関わる取組みについて検討、検証することにより、教職を目指す学生の資質向上の手立てに
ついて検討していきたい。

○司会者：笹原英史 (石巻専修大学)
○記録者：末永精悦 (仙台大学)
○発表者：①大学における教員養成と教育委員会の求める教員像（その①）‐東北地区を中心に‐
･･････････････紺野 祐（東北学院大学）
②大学における教員養成と教育委員会の求める教員像（その②）‐東北地区を中心に‐
･･････大迫章史（仙台白百合女子大学）
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第３分科会

〔企画：京都地区協議会〕

「新たな教育課題」に対応した教職課程のあり方
○趣旨：

平成 27 年 12 月 21 日付の中教審答申「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上に
ついて～学び合い、高め合う教員育成コミュニティの構築に向けて～」では、アクティブ・
ラーニングの視点からの授業改善，道徳教育の充実、小学校における外国語教育の早期化・
教科化、ICT の活用、発達障害を含む特別な支援を必要とする児童生徒への対応が挙げられ
ている。
このようなことから，京私教協では昨年度より上記テーマを掲げて研究を進めてきた。昨
年度は、前段の「アクティブ・ラーニングの視点からの授業改善」を取り上げた。今年度は
後段の「道徳教育の充実、小学校における外国語教育の早期化・教科化、ICT の活用、発達
障害を含む特別な支援を必要とする児童生徒への対応」を取り上げ、シラバスや実際の授業
レベルで提案する。

○司会者：奥山研司（花園大学）
○記録者：小林 隆（佛教大学）
○発表者：①ICT を用いた指導法
②道徳教育の充実
③小学校英語教育
④特別支援教育

････････････････････････ 反田 任（同志社中学校・高等学校）
･････････････････････････････････ 柴原弘志（京都産業大学）
･････････････････････････････････ 杉本義美（京都外国語大学）
･････････････････････････････････ 渡邉照美（佛教大学）

第４分科会

〔企画：中国・四国地区協議会〕

教員養成カリキュラムの課題と展望
○趣旨：

私立大学の教員養成カリキュラムは、教育職員免許法の改正や学習指導要領の改訂を背
景にした教員養成カリキュラム再編動向に大きく影響を受けている。同時に、各大学にお
ける教職課程の再課程認定作業に連動する課題ともなっている。ところで、私立大学にお
ける教員養成は「開放制の原則」を前提に構築されたものであり、各大学での教育（学士
教育）の高度化を前提にした多様な教員養成カリキュラムが展開されてきた。しかし、個
別大学の独自性を希薄化するような教職課程カリキュラムの追求や構築は、本来的な私立
大学の特徴的な教員養成カリキュラムを崩壊させる危険がある。その意味で、各大学の学
士教育の理念と実践を踏まえた教員養成カリキュラムの創造こそが真摯に考えられるべ
きである。少なくとも各大学での学士教育に連動する教員養成カリキュラムの構築は追求
され展開されるべきであろう。本分科会はそうした視点を踏まえながら、教員養成カリキ
ュラムの喫緊の課題を中心に議論を深めていきたいと考えている。

○司会者：会沢 勲（四国学院大学）／元井一郎（四国学院大学）
○記録者：藤本 駿（四国学院大学）
○発表者：①教員養成制度と教職課程カリキュラム･････････････････佐野通夫
（こども教育宝仙大学）
②教職課程と教員養成カリキュラム再編の課題････････････････元井一郎（四国学院大学）
③これからの英語教育を担う教員養成カリキュラム･････川上典子（鹿児島純心女子大学）
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第５分科会

〔企画：九州地区協議会〕

主体的な学習者を育てる
―協同学習による教員養成―
○趣旨：

次期学習指導要領では小学校から高等学校まで「主体的・対話的で深い学び」ができる児
童生徒の育成が求められている。当然ながら、教職課程には、主体的学習者の育成ができる
知識･技能･態度を兼ね備えた教員の養成が求められている。指導にあたる教師が主体的学習
者でなければ、児童生徒の指導にあたることもできない。そこで問題となるのが、これまで
の教職課程のカリキュラムが必ずしも主体的学習者の育成に適した内容と構成になっていな
かったという点である。そもそも主体的学習者の本質についての議論と、その育成方法につ
いての検討が、これまでの教職課程において十分になされてきたとはいえない。本分科会で
は、このような問題意識に立ち、協同学習（cooperative learning）の理論と技法に基づく、
主体的学習者の育成にむけた教職課程での取組について、実践例をあげながら検討を加える。

○司会者：藤 勝宣（九州国際大学）
○記録者：薮内聰和（日本文理大学）
○発表者：① 協同による活動性を高める授業づくり – LTD 基盤型授業モデルの提案 –
････････････････････････安永 悟（久留米大学）
② LTD 基盤型授業「討議法」の授業展開 –教員採用試験合格を意図して････････････････････････須藤 文（久留米大学）

第６分科会

〔企画：研究委員会・教職課程運営部会〕

教員免許法改正に伴う再課程認定の申請手続きについて
○趣旨：

2016 年 11 月に国会にて審議決定された教育職員免許法改正にともなって 2018 年度に実施
される予定の再課程認定に関して、全私教協会員大学の教職課程担当者の理解を深めるとと
もに、会員大学相互の連携を図る。
具体的には、文部科学省初等中等教育局教職員課専門官から、再課程認定申請手続きにお
ける主要な注意事項に関して説明を受け理解を深める。また、昨年度末に会員大学を対象に
実施した「教職課程運営に関するアンケート」の分析結果に基づいて、再課程認定に対応す
る会員大学の状況を理解する。

○司会者：神永典郎（白百合女子大学）／松宮慎治（神戸学院大学）
○記録者：渡邊篤（大正大学）／涌井敏貴（中部大学）
○発表者：①再課程認定申請手続きについて ･･･････････未定
（文部科学省初等中等教育局教職員課）
②「教職課程運営に関するアンケート」から ････････････････田中 泉（広島経済大学）
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【午後の部】13：30～16：３0

第７分科会

〔企画：関東地区協議会〕

大学における教員採用試験への取り組み
〜「大学における教員採用試験に向けた取り組み調査」をもとに〜
○趣旨：

大学教育の質保証が求められるのに応じて，教職課程は免許状を取得できるだけでなく，
実際に教員になるものを送り出すことが求められている。このようななかで，教職課程担当
者は教職課程運営という本来業務に加えて，教員採用試験対策にも関与せざるを得なくなっ
てきているが，多くの大学において，見えない業務（いわば「シャドーワーク」）であるに
もかかわらず，教員になるものを増やすために様々な努力を行っているという実態がある。
こうした現状を明らかにするために，関私教協第 5 部会（教員採用部会）では，2016 年 6
月に関私教協会員校を対象として「大学における教員採用試験に向けた取り組み調査」を実
施した（調査対象：154，回答数：76）。本分科会は，この調査結果を報告するとともに，特
色ある取り組みを行っている大学の報告をもとにミニ・シンポジウムを行うこととしたい。

○司会者：板垣文彦（亜細亜大学）
○記録者：手島陽介（杉野服飾大学）
○発表者：①「大学における教員採用試験に向けた取り組み調査」の趣旨と概要
･･････････････････････････････走井洋一（東京家政大学）
②「大学における教員採用試験に向けた取り組み調査」の分析結果
･･･････････････････････････････････大嶺智子（杏林大学）
③大学における教員採用試験への取り組み（ミニ・シンポジウム）
･････････････コーディネーター・菱田隆昭（和洋女子大学）

第８分科会

〔企画：東海・北陸地区協議会〕

「主体的・対話的で深い学び」を指導できる教員の養成
―教えから学びへの転換―
○趣旨：

文科省の新指導要領を待つまでもなく、学習者の学力の質保障とそれを実現するための学
習指導論の整合性の追究は教師教育の重要な課題である。わが事としての主体的な学び、仲
間と教材とに対話的に向かう学び、そして理解から創造に向かう学びを促す授業をつくるこ
とのできる教師を、どのような内容をもって、どのような方法で育成するかについては、教
師教育の課題として残されたところが多いと考えられる。この分科会では、教師教育が、こ
れまでの教え授ける教育という教師主導の文化の再生産から大きく抜け出すための実践的挑
戦事例を紹介するとともに、教育現場の実情からも、追究すべき課題を明確にしていきたい。

○司会者：杉江修治（中京大学）／宮川充司（椙山女学園大学）
○記録者：加島大輔（愛知大学）
○発表者：①アクティブ・ラーニングの基盤としての学級づくり
－教員養成で学級経営の方法をどのように修得させるか
････････････････伊藤大輔（金沢工業大学）
②教職課程の授業を通して学ぶアクティブな学びの進め方
････････････････水野正朗（東海学園大学）
③生徒が育つ授業づくりのできる教員の資質・能力の開発
････････香山真一（岡山県立和気閑谷高校）
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第９分科会

〔企画：阪神地区協議会〕

教師教育実践交流Ⅹ 〔小学校英語・道徳・特別支援・生徒指導〕
― 教員免許法の改正と学習指導要領の改訂を見据えて ―
○趣旨：

教員免許法改正と学習指導要領改訂に伴い、教員養成の体制は大きな改革が求められる
こととなった。本年度末の再課程認定申請に向け、シラバスの修正や授業スタイルの刷新
などの検討が各大学で進められているところである。
このたびの分科会では、小学校英語、特別支援、道徳理論、生徒・進路指導に関わる授
業に焦点を当て、現在の改革動向をふまえた教師教育実践の将来を議論したい。いずれ新
しい内容が求められながら社会的期待も高いため、各大学でその検討は手探りの状態では
ないだろうか。各発表者の取り組みをきっかけに、参加者の方々には各大学の検討状況も
ご紹介いただくことで、私立大学における教員養成の一層の充実に向かえれば幸いである。

○司会者：冨江英俊（関西学院大学）／梅田和子（近畿大学）
○記録者：白銀夏樹（関西学院大学）
○発表者：①小学校英語教育の導入に対応するための教員養成の実際
･････････伊藤静香 (帝京平成大学)
②教職科目「道徳の指導法」の実践報告 ―新聞記事を利用した話し合いの授業―
･･･････塩見剛一（大阪産業大学）
③特別支援教育の理念をより深めた教師教育のあり方････････丹羽 登（関西学院大学）
④生徒・進路指導に関する教職科目の実践例････････････････川口 厚（桃山学院大学）

第 10 分科会

〔企画：研究委員会・教職課程カリキュラム部会〕

教育実習・現場体験活動の実態・効果について考える
―2016 年度全国調査の集計・分析結果を踏まえて―
○趣旨：

本部会は、前身である「学校インターンシップ等検討委員会」が、2014 年度に実施した「教
育実習及び現場体験活動に関する実態調査」について、第 35 回研究大会分科会で報告を行っ
ているが、2016 年度にはさらに規模を拡大した本調査を実施した（73 大学、約 7400 サンプ
ル）。本分科会では、その集計・分析結果を踏まえ、教育実習・現場体験活動それぞれの実
態や効果ならびに両者の相乗効果等についての全国的な傾向、各地区の特徴を報告する。先
の報告での主題となった現場体験活動と教員採用との関係性や、2018 年度予定の再課程認定
におけるポイントの 1 つとなる「学校インターンシップの導入」といった問題について、フ
ロアの方々との活発な意見交換を交え、議論を深めることができれば幸いである。

○司会者： 佐藤 手織（八戸工業大学）
○記録者： 荒井 眞一（札幌大谷大学）
○発表者：①調査の概要と全国の傾向……佐藤 手織（八戸工業大学）
②各地区の特徴……北海道…荒井 眞一（札幌大谷大学）、東北…佐藤 手織（八戸工業大
学）、関東…滝沢 和彦（大正大学）、原田 恵理子（東京情報大学）、東海北陸…加島
大輔（愛知大学）、京都…原 清治（佛教大学）、森田 真樹（立命館大学）、阪神…朝
日 素明（摂南大学）、中国四国…三橋 謙一郎（徳島文理大学）、九州…櫻田 裕美子
（宮崎産業経営大学）、松原 岳行（九州産業大学）
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第１１分科会

〔企画：研究委員会教員養成制度部会〕

教員養成施策の動向と対応
―科目の大くくり化、教職課程コアカリキュラムを中心に―
○趣旨： 周知のように教育職員免許法改正をはじめ教員養成改革が大きく進んでいるが、教職課程
の運営を行ううえで、教職課程における科目の大くくり化は重要な課題となっている。さら
に教職課程において扱うべき全国共通の内容を定める教職課程コアカリキュラムの策定につ
いても今後パブリックコメントを経て、６月には示される見通しとなっている。この教職課
程コアカリキュラムの導入は各大学において構想する教職課程カリキュラムに大きな影響を
及ぼすものと考えられる。
本分科会では近年の教員養成改革動向について整理し、そこでの要点を提示し、特に教職
課程コアカリキュラムと科目の大くくり化として先導的に取り組んでいる教科内容構成学の
意味とそのカリキュラム上の特徴等について議論を深めたい。
○司会者： 安井一郎（獨協大学）／藤本敦夫（大阪音楽大学）
○記録者： 安宅仁人（酪農学園大学）
○発表者： ①近年の教員養成改革の動向

･･････････････････････森山賢一
（玉川大学）

②教職課程コアカリキュラムの意義と課題 ････････････牛渡 淳(仙台白百合女子大学)
③科目の大くくり化と教科内容構成学

････････････････････未定

分科会発表の方にご案内
資料の送付先
下記あてに 5 月 16 日（火）必着でお送りください。分科会参加申込者数は、受付終了後、
主催地区理事ないし部会の責任者あてにご連絡します。この数に 20 を加えた数をお送り
ください。当日ご持参でも構いません。なお、期間中の大学内での印刷はできません。
〒194-8610 東京都町田市玉川学園 6-1-1
玉川大学教師教育リサーチセンター 教員研修室 大会準備担当
【必ず分科会名を記入のこと】 TEL：042-739-7097

PC ご持参のお願い
各分科会会場とも、プロジェクター使用が可能ですが、PC はご持参ください。
ノートパソコンを持参いただく場合、本学の映像機器は原則的に Windows OS に最適化
されています。
Apple 社製の製品（Macbook、iPad 等）につきましては、各自変換アダプタをお持ち
ください。 映像出力に関しては、VGA・HDMI ともに可能です。 なお、Windows 対応の
PC でも、タブレットタイプや一部薄型のノートパソコンについては変換アダプタが必要に
なります。 その点につきましてもご了承ください。
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玉川大学までの交通案内
小田急線「玉川学園前」駅下車
小田急線「玉川学園前」駅 北口より、新宿方面へ進み、正門へ（徒歩 3 分）

■新宿より
〈快速急行〉〈急行〉に乗車し、「新百合ヶ丘」にて〈各停〉〈区間準急〉〈準急〉に乗り換え（約30分～４５分）
■小田原より
〈快速急行〉〈急行〉に乗車し、「町田」にて〈各停〉〈区間準急〉〈準急〉に乗り換え（約60分～７０分）
■横浜より
JR横浜線「町田」にて小田急線〈各停〉〈区間準急〉〈準急〉に乗り換え（約45分）
■八王子より
JR横浜線「町田」にて小田急線〈各停〉〈区間準急〉〈準急〉に乗り換え（約40分）
■羽田空港より
京急空港線に乗車し、「京急蒲田」で京急本線に乗り換え「横浜」へ。JR横浜線に乗り換え、「町田」で
小田急線〈各停〉〈区間準急〉〈準急〉に乗り換え（約90分）
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玉川学園前駅周辺マップ

所在地:〒194-8610 東京都町田市玉川学園6-1-1
http://www.tamagawa.jp/
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