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第 3 9 回 研 究 大 会 

プ ロ グ ラ ム 

開催期日・会場 2019年５月25日（土）：大阪ガーデンパレス 

2019年５月26日（日）：近畿大学 

(後援・申請中) 

一般社団法人全国私立大学教職課程協会 

午   前 昼休み 午   後 

24日

（金） 

18：00～19：30 

■2018年度第 5回理事会

〔大阪ガーデンパレス〕 

25日

（土） 

研定 

究時 

大社 

会員 

・総

第会

１

日

10：00 受付開始 

〔会場：大阪ガーデンパレス〕 

10：30～12：00 

 定時社員総会 

〔会場：大阪ガーデンパレス〕 

12：20～13：30 

◆打ち合わせ

特別講演・シンポジウム 

関係者 

■2019年度

第１回編集委員会

◆分科会関係者打ち合わせ

13：30～17：00 

研究大会 

Ⅰ：特別講演 

Ⅱ：シンポジウム 

〔会場：大阪ガーデンパレス〕 

17：30～19：30 

情報交換会 

〔会場：大阪ガーデンパレス〕 

26日

（日） 

研 

究 

大 

会 

・ 

第 

２ 

日 

9：00  受付開始 

〔会場：近畿大学〕 

9：30～12：30 【午前の部】 

会場：近畿大学 

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 

12：30～13：30 

■2019年度第１回理事会

■2019年度第１回研究委員会

◆分科会関係者打ち合わせ 13：30～16：30  【午後の部】 

会場：近畿大学 

第６分科会 

第７分科会  

第８分科会  

第９分科会  

第１０分科会 

分 科 会 分 科 会 
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◆5月24日（金）理事会 会場 大阪ガーデンパレス 

◆5月25日（土）第1日 定時社員総会・研究大会特別講演とシンポジウム

会場 大阪ガーデンパレス  芙蓉の間 

〒532-0004  大阪府大阪市淀川区西宮原1-3-35 

電話：06-6396-6211（代表番号） 

情報交換会 

会場 大阪ガーデンパレス  芙蓉の間 

〒532-0004  大阪府大阪市淀川区西宮原1-3-35 

電話：06-6721-2332 

◆5月26日（日）第 2日 研究大会分科会 

会場 近畿大学（東大阪キャンパス）  ３号館５階５０２教室 

〒577-8502 大阪府東大阪市小若江3-4-1 

電話：06-6721-2332 

アクセスマップは、１４－１７頁をご覧ください。 

会場案内 
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１．定時社員総会への出欠…同封「はがき」のご投函 

（1）同封の「はがき」に定時社員総会の出欠をご記入のうえ５月１０日（金）までにご投函ください。 

※お手数ですが62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…定時社員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 

定時社員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（金）までにご投函ください。 

※定時社員総会成立のために委任状も必要となりますので、定時社員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 2019年度定時社員総会・第39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（金）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き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 7,000円  情報交換会…１名 5,000円 

（2）参加申込を確認後、折り返し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頁の問合

せ先までお問い合わせください。

※振込の際、受付確認メールに記載された受付番号を大学名・申込人名の前に必ず記してください。

（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。 

参加申込要領 
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５．定時社員総会出欠(委任状)「はがき」投函期限 

２０１９年５月１０日（金） 

研究大会・情報交換会参加申込締切 

２０１９年５月１０日（金） 

 

 

【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、運営校の準備に過大なご負担をおかけしています。 

参加申込の期限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 

 

○定時社員総会出欠・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 

    関西大学 教職支援センター 

担当者：松浦・阿蘇 

     電話:06-6368-0889  FAX：06-6368-0083  E-mail: hanshin@ml.kandai.jp 

（できる限り電子メールにてお問い合わせください。平日〔月～金〕のみ対応となりますので 

ご了承ください。) 

 

７．両日の昼食について 

 

第１日、第２日ともお弁当をご利用ください。 

※ＨＰから申し込みが可能です。必ず５月１０日（金）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。 

 

１日目 1000円（お茶付） 

２日目 1000円（お茶付） 

 

 

■各分科会の会場、各分科会打ち合わせの会場、2019年度第１回研究委員会会場 

 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。 

 

 



5 

■受付開始…１０：００

◆会場・・・大阪ガーデンパレス 芙蓉の間

第 １ 日 

2019年5月25日（土） 

◆定時社員総会 １０：３０ ～ １２：００

◆特別講演・シンポジウム  １３：３０ ～ １７：００

◆情報交換会 １７：３０ ～ １９：３０
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２ ０ １ ９ 年 度  定時社員総会 

 

１０：３０－１２：００ 

 次   第   

 １．開会のことば 

 ２．会長挨拶 

 ３．実行委員会委員長挨拶 

 ４．議長団選出 

 

 ５ ． 議   事 

 (1) ２０１８年度活動報告 

会務報告 

特別委員会・研究委員会報告 

【教職課程質保証評価に関する文部科学省委託研究に関する報告を含む】 

各地区協議会活動報告 

(2) ２０１８年度決算報告  

 (3) 会計監査報告 

 (4) ２０１９年度活動方針（案） 

 (5) ２０１９年度予算（案） 

     

     ６．新加入大学の紹介 

 ７． ２０１９年度教職課程運営に関する研究交流集会  会場大学 代表挨拶 

 ８. ２０２０年度定時社員総会・第 40 回研究大会  会場大学 代表挨拶 

 ９. 閉会のことば 

 

 

 

 

 

昼 休 み  １２：２０ ～ １３：３０ 
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１３：３０ ～ １７：００ 第 ３ ９ 回 研 究 大 会 

新教職課程運営の課題 

－「社会に開かれた教育課程」の担い手を育てる－ 

１３：３０－１４：1０ Ⅰ：特 別 講 演： 新教職課程運営の課題 

－「社会に開かれた教育課程」の担い手を育てる－ 

  講師： 高岡 信也 氏 (独立行政法人教職員支援機構理事長) 

１４：１０－１４：３０ 休 憩 

１４：３０－１７：００ Ⅱ：シンポジウム ： 新教職課程カリキュラム運営の課題－現在と将来見通し－ 

報告１： 柳 澤 好 治 氏 (文部科学省総合教育政策局教育人材政策課長) 

報告２： 西 田 恵 二 氏 (大阪府立泉北高等学校長、前大阪府教育庁教育振興室高校教育課参事) 

報告３： 森 山 賢 一 氏 (玉川大学大学院教育学研究科教授、全私教協特別委員会主査) 

報告４： 牛 渡 淳 氏 （仙台白百合女子大学教授、全私教協研究委員会委員長） 

報告 5： 山 本 博 資 氏 （四天王寺大学教育学部長・教授、教職教育推進センター長） 

司 会  田 中 保 和 氏　(大阪人間科学大学学長・教授) 

森 田 真 樹 氏 （立命館大学大学院教職研究科教授） 

今年度から新たな教職課程カリキュラムによる教育がいよいよスタートする。また、2020年度からの新学習指

導要領の完全実施を控え、まさに「社会に開かれた教育課程」の担い手を育てる新教職課程への期待は大きな

ものがある。教科、教職の 2 大区分を統合した教職課程カリキュラムのもと、「教職課程コアカリキュラム」

を土台としたシラバスによる授業、教育実習への新たな取り組みなど、着実な第一歩を踏み出す時期にあるが、

いずれも初めての取組であり、その考え方を再度深めておきたい。また教職課程運営として、移行措置への対

応など、実務的な課題もある。特別講演とシンポジウムによって、これからへの準備を確実なものとしたい。 

１７：３０ ～１９：３０  情報交換会 大阪ガーデンパレス 
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研究大会分科会 

 

 

■受付開始…９：００ 

◆受付場所…近畿大学 ３号館５階５０２教室 

 

※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 

第 ２ 日 

2019年5月26日（日） 
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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： 近年「次世代の学校」として体制整備が進められている「チーム学校」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 2017年度に「チーム学校」の政策やスクールカウンセ 

ラー事業の検討を行った。そして 2018年度は福祉と教育の連携・協働に関する理論的検討や事例研 

究（スクールソーシャルワーカーや行政保健師）を行った。今年度は、以下の３つの発表で構成する。 

①校外の専門職との協働によって営まれる学校教育に関する理論的検討、②「さっぽろ子ども・ 

若者支援地域協議会」で若者向け総合相談を担当する支援機関による高校との連携・協働実践に関す 

る事例報告、③困難を抱える生徒を支援するために校外の若者支援機関に積極的に学校を開いてきた 

高校の学校づくりの事例報告、である。高校と若者支援機関との連携・協働実践に注目しながら「チ 

ーム学校」のあり方をめぐる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：西村貴之（北翔大学） 

○記録者：大矢一人（藤女子大学） 

○発表者：① 学校における多職種連携の考察－ジョン・デューイのコミュニケーションの視点を踏まえて－ 

                    ................................... 齋藤眞宏（旭川大学） 

     ② ユースワークと学校の連携 

－札幌における現場の実践をもとに－ .. 松田 考(公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会) 

③ 困難を抱える生徒を支援するために、校外の若者支援機関に 

  積極的に学校を開いてきた高校の学校づくり ...........  池田吉利（市立札幌大通高等学校） 

 

第２分科会                   〔企画：東北地区協議会〕 

大学における教員養成と教員育成指標・教職課程コアカリキュラム 

 

○趣旨： 東北地区協議会では、一昨年の分科会において、大学における教員養成のあり方を教員育成指標と 

の関係で発表した。そこで今年度の分科会では、教員育成指標に加え大学での教員養成に影響を与え

ると考えられる教職課程コアカリキュラムにも焦点をあて発表する。 

平成29年11月、文部科学省に設けられた教職課程コアカリキュラムの在り方に関する検討会は「教

職課程コアカリキュラム」を公表した。そして、大学等における教員養成では、文部科学省により本

カリキュラムにもとづいた課程認定が進められた。今年度からは実際にこの教職課程カリキュラムに

もとづく養成教育が実施されるが、教員育成指標との関係を含め、その検証が十分におこなわれてき

たとはいいがたい。 

そこで、本発表は、教育行政の観点から教職課程コアカリキュラムに対する教育行政機関の認識、ま 

た実際の大学における教職課程コアカリキュラムの受け止め方、あるいはこれらと深く関わる教員育 

成指標の受け止め方を検討することで、大学における教員養成と教員育成指標そして教職課程コアカ 

リキュラムのあり方を検討していくこととしたい。 

 

○司会者：荒尾貞一（北里大学） 

○記録者：平野幹雄（東北学院大学） 

○発表者：① 大学における教員養成と教員育成指標 .......................... 泉山靖人（東北学院大学） 

     ② 教職課程コアカリキュラムに大学の教職員はどのように対応したのか 

：地方小規模私立大学の事例 ................................... 中島夏子（東北工業大学） 

③ 教職課程コアカリキュラムと教員育成指標への教育行政機関の認識 

                .................................. 大迫章史（東北学院大学）  

【午前の部】9：30～12：30 
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第３分科会                    〔企画：関東地区協議会〕 
 

新カリキュラム「特別の支援を必要とする幼児、 

児童及び生徒に対する理解」に対応した課題と展望 

 

○趣旨： 「障害者の権利に関する条約」の批准、及びそれに伴う「障害を理由とする差別の解消の推進に関 

する法律」の制定により、インクルーシブ教育システムの構築がより一層教育現場においても求めら 

れています。教職課程新カリキュラムにおいても「特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対 

する理解」を扱う科目の設置が求められており、全ての教員志望学生に対し、特別な支援を必要とす 

る子どもに関する知識や支援方法を教授することが必要となります。 

日本におけるインクルーシブ教育の実践はまだ端緒についたばかりであり、特別支援学校以外の学校 

の教員が特別の支援を必要とする子どもの教育に携わるにあたり、何を学び、何を身につけるべきか 

についても模索の途上にあります。関東地区協議会では、昨年末の第2回研究懇話会においてこの点 

について問題意識を共有しました。本分科会ではそこでの議論の蓄積を踏まえ、発表者とともにさら 

に議論を深めていきたいと思います。 

 

○司会者：吉國陽一（田園調布学園大学） 

○記録者：藤原隆紘（田園調布学園大学） 

○発表者：① 特別支援教育について教員を目指す学生に学んでほしいこと ........ 上田征三(東京未来大学) 

② 教職課程における対話・支援･支援体制に関する学習 

  ～インクルーシブな学校づくり～ .................................. 中田正敏（明星大学） 

 

第４分科会                    〔企画：九州地区協議会〕 

 

特別支援教育に対応した教員養成の試み 

 

○趣旨： 社会環境の急速な変化、教員の大量退職・大量採用、学校教育課題の多様化・複雑化の中、学校教

育を担う教員の資質能力の向上は最も重要な課題とされてきた。この点につき、中央教育審議会の答

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～」（平成 27年12月21日）では、これからの時代の教員に求められる資質能

力が提示され、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等への対

応などの新たな課題に対応できる力が強調されている。そこで、本分科会では、この新たな課題の中

で特別支援教育に注目し、それに係わる教員養成の様々な試みを報告してもらい、率直な意見交換に

より議論を深めたい。 

 

○司会者：竹熊 真波（筑紫女学園大学）／藤 勝宣（九州国際大学） 

○記録者：出雲 俊江（筑紫女学園大学） 

○発表者： ① ハンディキャップオリエンテーリングの試み ................... 酒井 均（筑紫女学園大学） 

② 大学生に対する障害理解学習の試み 

   －関連付けを重視したLTD話し合い学習法の工夫－ .................石丸文敏（久留米大学） 

      ③ ノートパソコンを活用した特別支援教育関連科目（「障害児保育」・「特別支援教育概論」） 

の演習・講義資料 ～発達障害児の科学的理解の促進と支援のための基礎能力の育成を 

目指して～ ................................................ 安東末廣（宮崎国際大学） 
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第５分科会                  〔企画：研究委員会（運営部会）〕 
 

教職課程運営における今後の課題 

 

○趣旨： 教育職員免許法の改正に基づいた新たな教員育成制度は、教員養成カリキュラムの改訂、「教職課程

コアカリキュラム」の提起、教員育成指標と教員育成協議会等、教員養成の一翼を担う私立大学教職

課程には果たすべき大きな役割がある。こうした私立大学教職課程への期待をも受けながら、2018年

度の再課程認定を経て、2019年度からの新教職課程がスタートした。そこで、再課程認定を終えた時

点での教職課程運営の今後の課題について考えたい。 

 

○司会者：田中 泉（広島経済大学）／松山隆志（九州女子大学） 

○記録者：三尾真琴（帝京科学大学） 

○発表者： ① 「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） 

② 再課程認定と今後の課題 

 .......... 長谷浩之氏（文部科学省総合教育政策局教育人材政策課室長）（予定） 

        ........ 尾白泰次氏（文部科学省総合教育政策局教育人材政策課専門官）（予定） 

   

 

 

  

 

 

 

第６分科会                  〔企画：東海・北陸地区協議会〕 

実践に生きる授業づくり（２） 

－気づきや発見・創造的思考を活性化する大学授業の工夫－ 

○趣旨： 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、どのような教育内容をもって、どのような方法によっ 

て育成するかについては、教師教育の課題であり続けている。教職教科・教職専門科目を担当する教 

員が、自らの授業の中に教育実践に生きる有効な工夫を組み込み、受講生の気づきや発見を通して、 

教職や教科についての創造的思考を刺激することは、教師教育の課題に対して効果的であると考えら 

れる。では、どのような工夫が可能であるか。学生のアクティブな学びを引き出す工夫を加えた実践 

事例を出し合い、意見交流することを通して、教職担当教員個々が、受講生に向けた実践に生きる学 

びを生み出すための新しいアイデアをつくり出す機会としたい。 

 

○司会者：水野正朗（東海学園大学） 

○記録者：加島大輔（愛知大学） 

○発表者：① 「考える道徳」について考える 

       －歴史的事例学習を通した道徳教育の試み－ ................................... 原口友輝（中京大学） 

     ② 協同の原理に基づいた授業を通して学生の教師力を養う 

       －主体的で対話的な学びを通して気づきを深める－ ............................. 水谷 茂（中京大学） 

     ③ 生きた「教育課程」を学ぶ 

       －オープンエンドの課題と議論を取り入れた授業の試み－ ....................... 町  岳（静岡大学）  

【午後の部】13：30～16：30 
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第７分科会                    〔企画：京都地区協議会〕 

大学教職課程における研究と教育のはざま 

－その本質と実務－ 

○趣旨： 平成27年12月の中教審答申を受け、大学の教員養成は新たなステージに入ったが、本協議会は教 

員養成のキーワードを「本質と実務」とした。「コアカリ」や「教員育成指標」は、確かに今日の学 

校教育現場から求められる要素を多分に含んでいる。しかし、これら実務的な点にばかり目をとらわ 

れると教育の「不易」の部分を見失うのではないか。そもそも「教育とは何か」「人を育てるとはど 

ういうことか」等の哲学的命題なしに教員養成は語れない。そのような課題意識のもと、昨年からの 

研究は、実務や教育委員会との連携に加え、教育の原理的・本質的な部分も視野に入れることとした。 

研究と教育のバランス、不易と流行のバランス、本質と実務のバランスは常に意識しなければならな 

いと考える。 

 

○司会者：黒澤寛己（びわこ成蹊スポーツ大学） 

○記録者：多賀谷智子（びわこ成蹊スポーツ大学） 

○発表者：① 校長の選び方が意味するもの ～ブラジル校長直接選挙からの示唆～ 

                .................................. 田村徳子（びわこ成蹊スポーツ大学） 

② 対話としての学びの哲学的基底 .................... 田中裕喜（京都ノートルダム女子大学） 

③「実践的指導力」と教員養成教育 ～教科教育研究の立場から～ 

              ....................... 森田真樹（立命館大学大学院教職研究科） 

④ 大学教職課程における研究と教育のはざま ～その不易と流行～ 

              ......................................... 原 清治（佛教大学） 
 

 

第８分科会                             〔企画：阪神地区協議会〕 

 

変化する社会のなかでの教師教育実践の今日的課題 

－多様性と公平性についての課題への取り組み－ 

 
○趣旨： 学校現場には社会の変化のなかで次々と新しい課題が生まれ、それに教員養成の立場からどのよう 

に取り組んでいくかが問われている。この分科会では、新カリキュラムのなかで設置が義務付けられ 

た特別支援教育についての指導法と学校現場で対応が求められている LGBTやジェンダーを巡る問題 

への取り組み、さらに地方の活性化のために、教員という職業の特徴が、大都市圏か否かによって異 

なるという地域的な特徴にも目を向け、教員養成に求められている多様性と公平性について考えてい 

きたい。 

 

○司会者：山本冬彦（関西大学）／ 池上 徹（関西福祉科学大学） 

○記録者：若槻 健（関西大学） 

○発表者：① 非大都市圏の教員が持つ特徴―兵庫県但馬地域を事例とした志望理由や 

       社会的地位等からの考察 .................................. 冨江英俊（関西学院大学） 

      ② 性の多様性とジェンダー平等の視点に立った教師教育をめざして 

                  ....................................... 多賀 太（関西大学） 

     ③ これからの教員に求められる特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解と 

      はなにかー特別支援教育の現状と課題から考える ........ 中島康明（大阪人間科学大学） 
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第９分科会                 〔企画：中国・四国地区協議会〕 

新たな教育課題に対応した教員の養成・研修 

○趣旨： アクティブ・ラーニングの視点からの授業改善、ＩＣＴを用いた指導法、道徳教育、英語教育、特 

別支援教育、さらにカリキュラム・マネジメント等、新たな教育課題に対応するために教員にどのよ 

うな資質能力が求められるか。教育公務員特例法が一部改正され、育成協議会における協議を経て任 

命権者が育成指標を策定することには、教員養成の役割を担う大学と採用・研修の役割を担う教育委 

員会とが共通認識の下、養成・採用・研修を進めるために教員が身に付けるべき資質を明確化するこ 

とが期待されている。そこで、この問題に関して、教育公務員特例法の一部改正を中心とした今日の 

教員養成改革下での大学の課題、広島県における「学びの変革」を推進するための教員育成の取組、 

および私立学校における教員採用・研修について紹介することにより、新たな教育課題に対応した教 

員の養成・研修をどのように進めるべきか検討したい。 

 

○司会者：立上良典（広島工業大学）／渡邉 満（広島文化学園大学） 

○記録者：曽我部敦介（聖カタリナ大学） 

○発表者：① 今日の教員養成改革と大学 ―教育公務員特例法の一部を改正する法律を中心に― 

                    ............................... 岡本 徹（広島修道大学） 

② 児童生徒の育成及び教員等の資質向上に係る広島県教育委員会の取組 

               ........................... 部屋 聡（広島県教育委員会） 

③ 私立学校における採用・研修の事例から見えてくる課題 ....... 角島 誠（広島工業大学） 

 

第10分科会                〔企画：研究委員会（制度部会）〕 

教職課程コアカリキュラムに関する私立大学教職課程担当者の意識と今後の課題 

− 全私教協加盟大学対象アンケート調査結果の分析 − 

○趣旨：  この度の再課程認定において導入された「教職課程コアカリキュラム」について、本年 3月に、全

私教協研究委員会が加盟校を対象に実施したアンケート調査の結果の概要を紹介する。「教職課程コ

アカリキュラム」は、きわめて短期間に再課程認定に合わせて導入されたことから、再課程認定を受

けた大学側にも混乱が見られた。また、コアカリキュラム自体についても、その評価は分かれており、

教員養成を行う私立大学にとっても課題が多い。そこで、まず、コアカリキュラムの作成経緯・ねら

いと構造・課題について整理した後に、全私教協加盟大学の科目担当者からのアンケート結果をもと

に、一般目標や到達目標等のコアカリキュラムの内容、各大学での受け止め方や対応、そして、コア

カリキュラムに対する評価と今後の在り方の三点について、私立大学関係者の意識と実態を明らかに

したい。 

 

○司会者：佐藤手織（八戸工業大学） 

○記録者：須甲理生（日本女子体育大学） 

○発表者：① 「教職課程コアカリキュラム」－作成経緯・ねらい・構造・課題－ 

                    ........................... 牛渡淳（仙台白百合女子大学） 

 ② コアカリキュラムの内容構成に関する科目担当者の意識構造 

 ............................. 波多江俊介（熊本学園大学） 

 ③ シラバスとする際の科目担当者の対応と今後に関する意見 

 .................................. 武者一弘（中部大学） 

 ④ 「教職課程コアカリキュラム」改善への科目担当者の意見 

                    ............................... 藤本敦夫（大阪音楽大学） 
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〇1日目 定時社員総会・研究大会会場のご案内 

 

所在地 大阪ガーデンパレス 

      〒532-0004  大阪府大阪市淀川区西宮原 1-3-35/電話：06-6396-6211 

 

【ホテルまでのアクセス】 

 

 

〇1日目 情報交換会会場のご案内 

 

所在地 大阪ガーデンパレス 

      〒532-0004  大阪府大阪市淀川区西宮原 1-3-35/電話：06-6396-6211 

会 場 芙蓉の間 

時 間 17:30～19:30 

＊シンポジウムと同じ会場を使用のため、準備に若干時間を要する場合があります。 

会 費 5,000円 （※予定） 

＊当日受付も可能ですので、ご参加の方は受付にてお申し込みください。 
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〇２日目 近畿大学へのアクセス（交通機関のご案内） 
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交通機関 

（１）JR 新大阪駅から 

（A）JR おおさか東線 JR 新大阪→JR 俊徳道(徒歩２分)近鉄大阪線・俊徳道→長瀬 

（B）JR 京都線 JR 新大阪→JR 大阪（乗り換えすぐ）JR 環状線外回り・JR 大阪→JR 鶴橋（乗り換

えすぐ）近鉄大阪線・近鉄鶴橋→長瀬  

＊（A）をおすすめします。 

（２）JR 大阪駅から 

   JR 新大阪→JR 大阪（乗り換えすぐ）JR 環状線外回り・JR 大阪→JR 鶴橋（乗り換えすぐ）近鉄

大阪線・近鉄鶴橋→長瀬 

（３）大阪空港から 

  大阪モノレール 大阪空港→蛍池 阪急宝塚線梅田行・蛍池→梅田（徒歩５分）JR 大阪（乗り換え

すぐ）JR 環状線外回り・JR 大阪→JR 鶴橋（乗り換えすぐ）近鉄大阪線・近鉄鶴橋→長瀬 

（４）関西空港から 

 （A）JR 特急はるか 関西空港→天王寺 JR 環状線内回り・天王寺→鶴橋（乗り換えすぐ）近鉄大阪

線・近鉄鶴橋→長瀬 

 （B）南海特急ラピート 関西空港→新今宮 JR 環状線内回り・新今宮→鶴橋（乗り換えすぐ）近鉄

大阪線・近鉄鶴橋→長瀬 
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〇２日目 最寄り JR駅・バス停から近畿大学受付会場までのご案内 

 

 

 


