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東京学芸大学
教員養成開発連携センター通信 ■HATOプロジェクト関連会議

■各部門・プロジェクトの報告
■他大学主催プロジェクトに参加して

TOPICS

H A T O プロジェクト

HATOプロジェクト関連会議　たくさん開催されています

各部門・プロジェクトの報告

HATOをつなぐ

▲第２回　機構会議及び運営会議の様子
　（図書館会議室）

▲情報基盤課による学内テレビ会議システム使用説明会の様子（学長応接室）

▲第４回　センター運営委員会の様子
　（第３会議室）

▲附属学校間連携 PJ シンポジウムの様子
　（東京学芸大学　南講義棟）

H A T O

IR部門

　HATOプロジェクトに関連する会議は「機構会議」から「先導的実践プログラム会議」までなんと15以上の会議が
同時進行で開催されています。これまで「機構会議及び運営会議」は３回開催され、本学の「東京学芸大学教員養成
開発連携センター運営委員会」は11回の開催状況となっています。第３回機構会議及び運営会議はテレビ会議システ
ムを使って開催され、平成25年度国立大学改革強化推進補助金「HATOプロジェクト」実績報告のまとめ方等につい
て審議されました。先導的実践プログラム部門「附属学校間連携プロジェクト」では大規模なシンポジウムを開催し、
HATO４大学各附属学校の研究報告等がなされました。

　昨年７月にテレビ会議システムの機械搬入設置が完了し、８月からHATO
４大学をつなぎテレビ会議が行える環境が整備されました。テレビ会議システ
ムは本部棟３階学長応接室に52インチ画面、附属図書館３階図書館会議室に80
インチ画面が設置され、HATO４大学をむすびHATOプロジェクトにかかわ
る各部門会議・プロジェクト会議等での活用ができるようになっています。

　IR部門の当面の活動としては、①日本の教員養成系大学の抱える課題と、その改善の
ためのデータ収集・分析について四大学共通の認識を育むこと、およびこれに関わって②
国内外の高等教育機関におけるIR、中でも教育機能の向上を企図するものについての動向を

つかむこと、の二点がある。①については、四大学合同のIR部門会議（2013/11/20・東京）
を開催し、各大学のデータの状況を共有するとともに、次年度の新入生から共通の意識調査を行

う方向で検討を行っている。②については、国内の各大学の動向に関する資料収集を行うとともに、オー
ストラリアのシドニー大学ほかへの訪問調査（研修）を行っている（2013/10/28〜11/2：佐藤千津、早坂め
ぐみ、勝山浩司、中庭雅行、井上真実、松岡晃代。以下の記事を参照されたい）。�
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「シドニー大学における教育改善支援とIR」

▲教員養成課程の授業風景

IR部門　兼任教員　佐藤　千津
　南半球では初夏にさしかかった10月下旬にIR部門の調査でシドニーを
訪問した。近年はアジア系住民が急増していると聞くが、シドニーでもそ
の姿が目立ち、多文化主義国家オーストラリアの多様性を感じる。こうし
た変化の背景にはグローバル化への即応をめざすオーストラリアの教育改
革がある。グローバルな視野から国内の教育を捉え直すだけでなく、人口
流出入によって生じる国際関係の変化を見据え、教育においても積極的な
国際展開がめざされている。高等教育についていえば、学生のニーズを的
確に把握し、教育を改善し、優れた人材を確保することが大学に求められ
ている。そのため、オーストラリアの大学では教育改善支援がIR担当部署
の主要な業務になりつつあるとともに、IR機能が強化される傾向にある。�
　1850年創立のシドニー大学は、オーストラリアの「8大学グルー
プ（Group�of�Eight）」に数えられる大規模総合大学であるが、その
教育改善の中心的役割を担う部署が「教育・学習研究所（Institute�for�
Teaching�and�Learning:�以下、ITL）」である。今回の訪問では、主に「学
部教育基準協定（Faculty�Teaching�Standard�Compact）」に基づく教
育改善策について調査を行った。「学部教育基準協定」は、シドニー大学
の16のすべての学部と大学執行部との間で交わされた教育改善に関する
「契約」である。もちろん学部教育の改善内容は学部によって異なるため、
学部の自律性は担保されているが、個々の課題や改善策を全学的に共有・
検討する体制づくりのための「契約」が、この協定である。その第１期
（2012年〜2013年の18か月）では、学生対象の「科目満足度調査（Unit�of�Study�Evaluation）」などをもとに、
満足度の低い授業科目を減らす取り組みを行った。今や授業改善のためのアンケート調査は珍しいものではない
が、全学部の合意に基づく「協定」方式を導入したことで、調査結果などの活用がより効果的に行えるようになっ
たという。第2期（2014〜2015年）においては、学生の定着率やeラーニングの活用状況などを含め、より広
くデータを収集して分析する計画である。�
　オーストラリアでも学生に対する様々な調査が、国、州、機関レベルでそれぞれに実施されており、学生の「調
査疲れ（survey�fatigue）」の問題が指摘されている。そのため、シドニー大学では教育改善のプロセスに参加
しているという意識を学生が明確に持てるような工夫が随所に見られ、調査の意義が強調されている。そうした
「文化」を醸成するための仕掛けといってもよい。�
　また、教職員対象の研修プログラムも充実している。注目すべきは「教育学修了証（高等教育）（Graduate�
Certificate�in�Educational�Studies�[Higher�Education]）」の１年制学卒後課程である。これは教育・ソーシャ
ルワーク学部に設置され、ITLの教員が授業を担当するコースで、大学教員に必要な知識・スキルの修得をめざ
すものである。コースで学んだ者が学部に戻り、学部組織の「変化エージェント」として機能するという。FD
によって教育改善の意識や方法を個々の取り組みに確実に浸透させ、変化を促すのである。16学部のうちの3学

部はコースの履修を教員の任用条件にしており、大学コミュニティへの参
加とFDが組み合わされていることも興味深い。�
　紙幅の都合により他の調査内容については割愛するが、オーストラリア
で得た多くの出会いとともに、この有意義な経験を大切にして、今後の研
究活動に活かしていきたい。�

オーストラリア調査日程

▲

10月28日（月）成田→シドニー▲

10月29日（火）〜10月31日（木）
◦�シドニー大学教育・学習研究所訪問
◦�シドニー大学初等教員養成課程授業視察・
教育実習校訪問

◦�連邦政府教育省学習・教育局訪問　等

▲

11月1日（金）キャンベラ
◦�連邦政府教育省、中等学校訪問　等

▲

11月2日（土）シドニー→成田
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IR部門　事務職員プロジェクト
　現在HATOIR部門では、４大学IRコンソーシアムの設置を含む、教員養成系のIRネットワーク構築による教員
養成機能の強化に向けて取り組みが進められています。しかしながら、４大学IRを構築するためにまず自学のIR
をつくりあげていくことが必要という考えから、学務部を中心にIR部門（事務職員）プロジェクトチームが設置
されました。� 　　
　これまでプロジェクトチームでは研修会への参加や先進地視察等を行い、今後は学内の蓄積データの洗い出し
を行い、本学IRイメージの共有化の推進を図っていくこととしています。�
　■「今後のIR活動に向けて」
� 学務部学生課　学生生活係　横堀　稚奈
　8月7日北海道大学で行われた「2013年度IRシンポジウム」に参加し、
IR取り組み実績等を学んで来ました。発表のあった北海道大学ほか主催8
大学は全て総合大学でした。�
　この点から総合大学でIR事業が発展している一つの要因は自学生への
大規模調査が可能という点であると考えます。各学部の独自カリキュラ
ムや異なる教学課題の存在によって、学内だけで比較調査や分析が可能
であることは総合大学の強みではないでしょうか。�
　本学は教員養成系単科大学ですが、各専攻ごとに異なる特色があり、
教育の総合大学と言われています。こうした点では総合大学にも引けを取らない調査分析が本学でも可能である
と考えます。今後本学IRを進めるにあたり、既存のデータの有効活用並びに捕捉すべきデータを収集し、そこか
ら本学の特徴を見出し、改善のための具体的・現実的な手段へいち早く結び付けていくことが重要となるでしょ
う。私は日常業務において、相談をしてきた学生にしか寄り添えていない現状にもどかしさを感じています。IR
活動により教職員が学生の変化を早期に発見し、問題が大きくなる前に手を差し伸べることのできる体制を作っ
ていきたいと考えます。�
　■「佐賀大学・九州大学の取り組みを聞いて」
� 総務部総務課　法規係　矢澤　昌輝
　IR（Institutional�Research）とは、日本では「機関研究」・「大学機
関研究」などと訳されることが多いというが、大学における具体的な取
り組みとしてのIRとはどのようなものか。今回訪問した佐賀大学では「本
学運営のための計画策定、政策決定、意思決定を支援すること」と定義し、
そのために各種データの収集・分析・提供を行っている。また九州大学
では、自己点検・評価及び外部評価の際にIRが活かされている。各大学
によってIR部門の目的に多少の差はあるようだが、様々な情報を収集し、
数値化・可視化することで自大学の現状把握、他大学との比較をすると
いう活動内容は共通している。�
　今回の訪問視察を通して感じたことは、IRの重要性は大学の規模に関係なく等しくあり、自大学の特徴・強み
を見出し、対外的にアピールしていく上で必要なものだということである。本学においても、IR活動を通したデー
タによる客観的な自大学の現状把握及び他大学との比較により、教員養成系大学としての生き残りを模索し、「良
い教育者」の育成に貢献する大学に発展していくことが求められると感じた。�

　私は本学大学院で教育社会学を学び、昨年10月にIR部門の専門研究員として着任しました。IR
（Institutional Research）の役割は、データ分析に基づく大学の改善、意志決定支援を行うことです。
大学間競争の激しい昨今、IRは重要視されています。本学では、職員の方々がIR勉強会を開いており、
私も参加させていただいています。当面の課題は、教学データの収集、分析、提示という一連の仕組
みの基盤を作ることです。教員養成系大学としての特色を盛り込んだ本学のIRの基盤を、学生として
の経験を生かしながら、職員の方々とともに作り上げていきたいです。よろしくお願いいたします。

◦IR部門　専門研究員の自己紹介� 早坂　めぐみ
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ＦＤに関するアンケート結果概要

H A T O

研修・交流支援部門

≪IR事務職員参加研修一覧≫
日　程 内　容 場　所 参　加　者

8月2日（金） 私学活性化勉強会 日本私立学校振興会・
共済事業団本部

七条（学務部入試課）
星名（学務部教育企画課）

8月7日（水） 2013年度IRシンポジウム 北海道大学
横堀（学務部学生課）
矢澤（総務部総務課）
大原（学務部入試課）

8月22日（木）
〜23日（金） 大学評価担当者集会2013 神戸大学

武田（教育研究支援部情報基盤課）
井上（学務部学務課大学院室）
周藤（学務部学務課）

9月1日（日）
〜3日（火）

大学情報・機関調査研究集会
（MJIR） 島根県松江市

七条（学務部入試課）
岩澤（学務部国際課）
三上（財務施設部財務課）
泉（学務部教育企画課）

10月7日（月）
〜8日（火） 佐賀大学・九州大学視察 佐賀大学・九州大学

武田（教育研究支援部情報基盤課）
矢澤（総務部総務課）
内山（学務部学務課）

10月28日（月）
〜11月2日（土） オーストラリア調査研究 シドニー大学等 井上（学務部学務課大学院室）

11月26日（火） 大学教務課／
IR推進室向けセミナー ＪＪＫ会館 武田（教育研究支援部情報基盤課）

中濱（学務部教育企画課）
月に１、２回程度事務職員が集まって、IR研修報告会等学習会を行っています。ご興味ご関心のある方がいらっ
しゃいましたら、どなたでも参加可能ですので教育企画課までご連絡ください。

　今年度、本部門では、FD／SDの取り組み動向とその可能性と課題を明確にするために、調査・研究機能を発
揮することに力を入れました。調査結果をみると、いくつかの機関で積極的に発信しながら、連携・交流してい
る姿が見えてきました。全国の取り組み状況の調査結果は報告書としてまとめる予定ですので、ここではFDに
関しての調査結果に焦点を当てて、紹介します。�
　1　アンケート調査計画の概要�
　本アンケート調査の目的は、教員養成系大学・学部が取り組むFDの特徴と、その取り組みの特徴・到達点と
課題を明らかにすることです。教員養成系大学・学部でFD／SDのあり方を探るために、今年度は全国の教員養
成系国立大学法人47校へのアンケート調査を計画・実施しました。本学の教員養成開発連携センター研修・交
流支援部門が呼びかけ、他の3大学と連携しながら全国47大学に調査票を配布し、38部の回答を得ることがで
きました。改めて、ご協力いただいた、関連機関にはお礼を申し上げます。後日、概要報告をお送りしたいと考
えています。�
　2　アンケート調査についての分析�
　調査から分かったことの一つは、教員養成系大学・学部におけるFD支援組織の多様性です。38大学のうち、機構、

　本部門では、昨年6月に今年度の研究活動指針を作成し、
主に調査・研究等の情報収集とそのまとめを行ってきまし

た。調査・研究に重点をおいたのは、現時点では、取り組みの現状やその活動の基盤（規程や
組織、人員、活動形態等）がほとんど明らかではなく、交流も進んでいないと思われたからです。

調査・研究では、国立大学法人で教員養成系大学・学部47機関にFD／SDに関するアンケート調査を実
施し、その分析を行いました。その中で先駆的な国私立の大学6機関に聞き取りを実施すると共に、海外の取り
組みについても訪問調査を実施しました。今後、学内のFD／SDの機関等との連携を強化し、次年度の活動計画
報告書を作成する予定です。�
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先導的実践プログラム部門会議
H A T O

先導的実践プログラム部門

センター、室及びFD委員会などの組織を設置し、FD活動を行っている大学は36校となっており、一定の広がり
を見せていることが分かります。その多様なFD支援組織の現状から、５つの類型を見いだすことができます。�
　Ⅰタイプは、機構を設置している大学で2大学（5％）、Ⅱタイプは各種のセンターを設置している場合で14
大学（37％）、Ⅲタイプは○○室を設置している5大学（13％）、ⅣタイプはFD委員会を設置している15大学
（40％）、Ⅴタイプは、まだ明確な組織設置に至っていないと思われる機関（2大学（5％））です。各大学にお
けるFD組織については、必ずしも全体像が明らかにはなっていませんが、センター等への専任教員あるいは職
員を配置している場合、実質的には兼任教員が配置されている場合、等がありました。�
　２つ目には、上述のようなFD支援組織の学部・大学内での位置づけについては規程等で確認しているのですが、
全体としてFD支援組織を設置する大学では、FD支援に関する規程・基本方針を明確に作成し、大学全体として
のFDの企画・推進・主導という形となっており、各学部等での活動は個々に任されているという状況だという
ことです。規程等の整備という点から回答を見ると、大学教育全体の質的改善を図る活動ではあっても、まだ、
教員養成系大学・学部としての独自な取り組みとはなり得ていない状況とも見えます。�
　しかし、教員養成系を自覚しながら独自に進めているFD／SD活動の有無については38校のうち37校が「有り」
としています。その実施活動（上位5項目）は、①学内・外の講師による研修会や②学生評価の実施、③初任教
員向けのFD研修の独自開催や④授業公開などでの交流、そして⑤資料や冊子・報告書・年報等の刊行等、が主
な企画となっています。そこでは、大学でのFD研修を全国に公開して合宿形式で実施した試みや、教職員での
FD／SD研修会をほぼ毎月行っている事例、情報発信・共有するコンソーシアム型のFD／SDを実施している事
例、大学祭期間に授業を市民に公開している事例等、工夫した取り組みが行われてもいることが分かってきまし
た。つまり、３つ目には、規定等には明記されてはいないが、様々な形でFD／SDに対応する研修活動が行われ
てもいると言うことです。�
　訪問調査からは、「発信型」「コンソーシアム型」「学生参加型」のFD／SD活動も見えました。教師教育のコ
ンテンツと方法論等を試行錯誤・開発・研究しながら、構成員による内発的活動啓発型システムを見いだしたい
と考えています。�

　大学院生時代、私は教員養成・高等教育と国際比較教育の専門研究に取り組んできました。10月
16日に、東京学芸大学教員養成開発連携センター研究・交流支援部門の専門研究員として着任して
から、早くも２ヶ月が経ちました。この間、部門会議に参加し、東北大学高等教育開発推進センター
を訪問調査し、アメリカにおけるFD／SD活動の推進状況に関する情報収集と「教員養成系大学・学
部でのFD／SDに関する取組み」アンケート調査についての分析を行いました。これまでの調査結果
を踏まえ、教員養成系大学・学部におけるFD／SDの現状と課題を把握し、将来に期待される教師教
育に関する基本理念の再構築に努めたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。

◦研修・交流支援部門　専門研究員の自己紹介� 張　揚

　先導的実践プログラム部門の4つのプロジェクトは、初年度の基礎的な取り組みを着実に進めており、年度
末から来年度にかけてさらに取り組みが加速していくと思われます。すべての取り組みにおいて、他大学との共
同の研究会がすでに1回以上開催されており、今後、4大学の連携した取り組みとして活動が広げ深められること
になります。特に、附属学校間の連携プロジェクトでは、100名を超える各大学の附属学校教員が集まり、意見
と情報の交流を図っています。教員養成大学が直面する現代的な課題に対して、先進的な取り組みを進め実質化
するエネルギーが溢れ始めてきたように感じています。�
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▲放課後「オフスクール」試行の様子

教育支援人材プロジェクト概念図
幼・小・中・高・特支

（実践現場、教育・研究のフィールド）
教員養成系大学教育研究機能

（人材養成・資格付与、研修、研究）

教員養成系大学地域支援機能（資格付与、研修　ex.「子ども支援士」）

（社）教育支援
人材認証協会

2・3）エビデンス・レベルの担保

2-1）人材ニーズ

2-2）養成と協働

教諭教諭免許
課程学生

養護免許
課程学生

SSW資格
課程学生

SC資格
課程学生 社会教育

課程学生

学校外教育課程
学生

チームアプローチ チームアプローチ

SC

SA SSW

養護教諭

環境
支援者

学習
支援者

学芸員・美術館
・企業研究所等

社教主事・
公民館主事
等

情報
支援者

部活
指導者 地域コー

ディネーター

3）モデル開発と評価
4）大学教育課程の改革

　■教育支援人材養成プロジェクト　責任者　松田　恵示
　プロジェクトでは、①「チームアプローチによる学校教育」
に関する研究とモデルの開発、②学校における「人材ニーズ」
と「教育支援に対する評価」に関する調査、③事例を通した
モデル評価、④大学カリキュラムの研究・改善の４つの柱を
立てて研究・実践的活動を進めている。特に調査活動では、1）
学校教員に対する「教科指導に関する意識」調査、2）教育
委員会に対する「教育支援人材」活動実態調査、3）社会教
育関係者に対する意識調査、が先行して進んでおり、これま
であまりデータのない内容に関して前提的な資料を先導的に
確保しようとしている。また、来年度以降、東京都と大阪府
で事例校との共同作業を通してモデル評価を行なう準備を進
めており、円滑な関係者のコミュニケーション・システムの
開発を含む、思い切った取り組みを次年度以降進めるための準備を進めている。学校教育の「チームアプローチ」
を進めるためのモデル構築や、それを支える教員の養成や研修のあり方を具体的に検討し、先導的な取り組みの
成果を明確に示していきたいと考えている。�

　■教育環境支援（教育困難校支援）プロジェクト　責任者　鉄矢　悦朗
　本プロジェクトは、総合的な教育アプローチによる「学習多様性（進学
的学力のみでない学びの価値付け）」を実現することで、教育困難地域に
ある小学校・中学校の一体的なサポートモデルを構築することを目的とし
ている。墨田区教育委員会すみだ教育研究所と連携し、Aブロック（１中
学校、３小学校、８保育園）の校区にて、墨田区立桜堤中学校を中心とし
た教育環境を実践フィールドとしている。今年度は、地域の教育基盤の
確立を目指し①実態把握調査�②授業進行支援�③幼小、小中連携基盤形成�
④「学習多様性」モデル試行（放課後活動「オフスクール」）に取り組ん
でいる。具体的には、24年３月末より当該校内に「学校支援室」を設置。
専任研究員が在室し、教員と連携しながら教育環境把握と即応支援を図り、学生TA・SA体制を実現した。TA・
SAは、生徒理解・学習への意欲づけを目的としたコミュニケーションで環境改善に取り組むとともに実践的なト
レーニングを重ねている。さらに10月以降、放課後「オフスクール」を開始し、プログラムの開発・実施を通じて、
「学習多様性」の機会を検証している。�
　なお、４大学の部門会議は平成25年９月４日（水）９時30分〜12時30分、墨田区立桜堤中学校1�階会議室にて
開催した。議題は①教育環境支援（教育困難校支援）プロジェクトの概要説明�②すみだ教育研究所からの地域特
性紹介�③桜堤中学校からの教育環境説明�④事業に関する協議�⑤校内見学�等である。�

　■附属学校間連携プロジェクト　責任者　新田　英雄
　本プロジェクトは、附属学校運営参事２名と附属学校の副校長等６名で構成するワーキングを中心に事業を進
めている。本年度は、昨年度予算からの繰越しで附属学校の理科実験台の整備と電子黒板の導入、情報教育教室
のパソコンの更新など、本事業を進める上での環境整備を行っている。また、各附属学校から連携事業を募り12
本を採択し、連携大学に提案した。今後、各附属学校において連携を希望する学校と協議を進めていくこととし
ている。� �

　私はデザイン事務所を構え、都市計画の視点から地域活用とコミュニティデザインの実務を行いな
がら、東京藝術大学の教育研究助手を務めておりました。その後、東京学芸大こども未来研究所にて
文部科学省の地域の教育力強化事業を担当し、本部門の専門研究員となりました。本部門では教育環
境支援プログラムの担当として、墨田区の中学校を研究フィールドとし、学芸大学生ボランティアに
よる即応的な支援や、校内外の課題抽出を行っています。家庭、学校、地域などの教育環境のリアル
な諸課題を通じて、教員養成機能の強化、外部連携につなげたいと考えております。どうぞよろしく
お願いいたします。

◦先導的実践プログラム部門�　専門研究員の自己紹介� 柏原　寛
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先導的実践プログラム　他大学プロジェクトに参加して

▲シンポジウムの個別協議の様子

▲教材用放射能鉱物と
　ハンディーサーベイメーター

　連携大学の附属学校との交流を深めるため、また、連携事業の協議を
行うことを目的として、連携大学の公開研究会等に延べ49名の本学附属
学校教員を参加させることとした。さらに、連携大学附属学校の研究・教
育活動を共有・理解し、相互理解を深めることで今後の連携強化を進める
ことを目的として、12月21日（土）に本学を会場として、シンポジウムを
開催した。連携大学の附属学校教員など100名を超える参加があり、各大
学の附属学校の研究の紹介と具体的かつ活発な連携協議を行い、有意義
なシンポジウムとなった。�

　■放射線教育プロジェクト　責任者　鎌田　正裕
　現在、２年生対象の授業科目「放射線教育Ⅰ」と「放射線教育Ⅱ」の開設に向けて
準備を進めています。これらの科目は、平成26年度に開講される予定で、「放射線教
育Ⅰ」は春学期の集中講義として、「放射線教育Ⅱ」は、秋学期の木曜日１限に開かれ
ます。前者では、２日間の講義に加え、放射線をテーマとした実験実習を４日間行う
ため、その実験環境の準備も合わせて進めているところです。この授業では、今まで
放射線など見たことも扱ったこともない学生に対し、放射線の性質や利用方法につい
て、実体験に基づき理解を深めてもらうために、核種同定が可能な半導体式ガンマー
線検出器に加え、アルファ線やベータ線の測定用のサーベイメーター、放射線の分布
を可視化できるイメージングプレートなど種々の機器をそろえているところです。ま
た、受講学生には、秋学期に開講する「放射線教育Ⅱ」の中で、実際に中学生を対象
とした放射線教育の授業を設計・試行してもらうため、それまでにどのような内容をこれら２つの授業の中で取
り上げておくべきか、現在、授業担当者から成るタスクグループで検討を重ねています。�

　東京学芸大学と同様に他３大学でも現在４大学が連携して行うプロジェクトが動いています。本頁では本学か
ら12月までに開催された第１回説明会に参加くださいました先生方からプロジェクトの概要を簡単に教えていた
だきました。�

【北海道教育大学（ H）主催プロジェクト】
　■小学校英語の指導力向上プロジェクト

人文社会科学系 外国語・外国文化研究講座　英語科教育学分野　粕谷　恭子教授
　高度な小学校英語教育の専門家を大学院レベルにおいて養成するためプロジェクトです。具体的には、
小学校外国語活動の授業分析力・指導力を向上させるため、VODCASTを利用し、学生がそれぞれの大
学から同一の授業ビデオを視聴しながら、課題や解決法について議論を深めます。また、共有教材とし
て授業を教材バンクとして活用するとともに、メンバーの講義映像を提供しあいカリキュラムの充実も
図っていきます。�

　■へき地・小規模教育に関するプロジェクト
芸術・スポーツ科学系　美術・書道講座　美術分野　鉄矢　悦朗准教授

　このプロジェクトの目的は「学生のへき地・小規模校教育への理解を深め、実践現場を体験させるこ
とで、地域に生きる教育としての意識を喚起し、もって、北海道の約半数を占めるへき地・小規模校で
実践的な教育指導ができる教員の養成を行う。さらに、学生教育の成果やへき地・小規模教育に関わる
研究の成果を生かし、へき地・小規模校教育に携わる現職教員の支援につながる取り組みを行う。」です。
第一回目の会議2013/9/24は情報交換を行いました。�

※�その他北海道教育大学主催プロジェクトには「演劇的手法による教員養成課程の学生並びに現職教員のコミュニ
ケーション能力育成プロジェクト」がありますが、説明会が１月22日に開催のため本稿では省略させていただいて
おります。
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【愛知教育大学（ A）主催プロジェクト】
　■理科離れ克服の科学・ものづくり教育の推進プロジェクト

理科教員高度支援センター　吉原　伸敏准教授
芸術・スポーツ科学系 美術・書道講座　美術分野　石井　壽郎准教授

　これまで愛知教育大学で実施してきた「科学・ものづくり教育推進に関する拠点づくりの取り組み」
について、訪問科学実験、ものづくり教室、天文教室講座、科学・ものづくりフェスタ、教材開発工房
等解説があった。プロジェクトの取り組みとしては、理科生、非理科生ともに自主的に参加・活動して
いる「訪問科学実験」の実施を通じて、子どもの理科離れの解消や学生の教育現場の理解等に役立てたい。

　■特別支援教育の多面的・総合的支援プロジェクト
総合教育科学系　特別支援科学講座　発達障害学分野　澤　隆史教授

　現在我が国では「障害者の権利条約」の批准に向けて、教育の場における「合理的配慮」に基づく支
援が求められている。そこで、わが国におけるインクルーシブ教育システムの構築について、教員養成
大学という立場から検討するものです。本プロジェクトでは、大学での障害学生支援の実状や、教育実
習等における支援の課題等を中心に検討し、インクルーシブ時代の教育養成カリキュラムの構築に向け
た取り組みを行う予定です。�

【大阪教育大学（ O）主催プロジェクト】
　■安全・防災教育のプログラム開発プロジェクト

芸術・スポーツ科学系　養護教育講座 養護教育分野　渡邉　正樹教授
総合教育科学系 教育学講座　学校教育学分野　林　尚示准教授

　大阪教育大学学校危機メンタルサポートセンターが開発、推進している安全教育e−learningシステム
を生かし、4大学によって「外傷からの安全」、「災害からの安全」等のコンテンツを開発して、附属学校
における実践を通じてその成果を順次公開していく。このプロジェクトの成果は、教員養成大学におけ
る安全教育プログラムの推進に寄与するものであり、結果として学校における児童生徒の安全態度、安
全行動の形成につながるものである。�

　■教職基礎体力を備え国際感覚に優れた教員の養成充実に向けた改革プロジェクト
研修・交流支援部門　兼任教員　下田　誠准教授（代理出席）

　本プロジェクトは教員養成の国際化の動きに対応し、HATO４大学が連携しTOEFL等外部テストの活
用により学生の英語力を測定し、その向上をはかることを目標としている。第１回説明会では、議論を
通じ４大学内でこうした方向性が共有された。大阪教育大学・愛知教育大学ではすでにTOEICの全学生
受験を実施しているということである。�
　そのほか、海外の小中学校における英語等による教育実習も紹介され、新たな教員養成システムの構
築に関する議論もかわされた。�

※�その他愛知教育大学主催プロジェクトには「外国人児童生徒学習支援プロジェクト」がありますが、説明会が今年
度中に開催予定のため、本稿では省略させていただいております。


