


 ごあいさつ 

 

１ ごあいさつ 

 
 教育実践総合センターレポート第38号をお届けします。 
本号は，項目の刷新やデータの詳細化などを行い，前号まで 

から大きく変更した内容になっています。こうしたリニューア 
ルは，古賀精治教育学部長のご指示をきっかけにしていますが， 
結果として，本センターの特徴的な取り組みなどをまとめた活 
動記録としての役割が，明確化できたように思っています。 
 
 本レポート刊行には，多くの方々からのご支援・ご協力を忘れることができません。 
附属四校園の先生方には，業務多忙のところ，ご寄稿いただきました。また，附属四校園の

園長先生・校長先生及び学部選出の先生方には，お時間の限られた中，編集会議にご出席くだ

さり，本レポートの内容をご審議いただきました。 
また，表紙については，『人材バンク』と同様，教育学部の廣瀬剛先生に，教育研究所長等で

ご多用のところ，端正なデザインの表紙を作成たまわりました。 
こうしたご支援・ご協力のもと，本センター教職員が他の要務のある中，各項目の執筆に携

わりました。特に渡邊和志先生には，『人材バンク』や「Edu-ta!」といった諸事業と並行して，

レポート刷新に係る発案の段階から，多大な尽力をしていただきました。また，事務補佐員の

辻本富士江さんには，繁務の最中，本レポートを編集してくださいました。以上 2 名は，「身

内」とはいえ，並大抵の能力・努力ではないことから，あえて特記させていただいた次第です。 
上掲の方々をはじめ，本センターに連携・協力いただいている各機関・各位に，心より厚く

御礼申し上げます。 
 
話題は変わりまして，現在，全国各地で教育実践研究関連センターの廃止や他センターとの

統合が進んでいます。その動きに危機感を抱かないわけにはいきませんが，浮き足立つことを

何よりも回避したいと認識しています。その理由は，本センターの教員が，歴代のセンター教

員の実績や関係各位との連携をもとに，「まなびんぐサポート」事業の実施，「Edu-ta!」による

広報活動，「教師育成サポート推進室」に基づく教員採用試験対応等において，過去と対比して

も，他大学と比較しても，高い水準で実績を上げてきたために他なりません。 
その一方で，本センターの教員は，上記の実績を反映させながら，個々の研究・教育におけ

る多様な成果を継続的に公にしています。このような広汎にわたる業務に励みながら，自らの

研究等の質向上を果たすという本センター教員の活動は，「学び続ける教師」の実践例であり，

新しいタイプの大学教員として評価される面があるものと考えます。 
 
以上述べてきた内容が反映されたこのレポートをご高覧くださった方には，ご意見・ご助言

をいただければ，たいへん嬉しいです。また，本センターへの益々のご支援及びご協力をよろ

しくお願い申し上げます。 
大分大学教育学部附属教育実践総合センター 

                               センター長 甘利 弘樹
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２ 教育実践総合センターと私                        

あの頃のこと－思い出すままに－ 

 

堀 泰樹（2002年度～2007年度 実践センター長） 

 

私がセンター長を務めたのは，平成14年度から平成19年度にわたる三期6カ年でした。

その頃のセンターは附小の「ヤギ小屋」，附中の部室の間を通り，玄関へ。そして，二階に上

がると，専任教官の一部屋がありました。これは今でも同じだと思います。ただ，西側に使用

されない職員会館がありました。また，センターの外壁はツタが這い上がり，見た目にも廃屋

化していました。（着任した年に，これは取り除きましたが。） 

最初の年は，センター専任教官は，衛藤裕司先生，渡邉亘先生，郷司義明先生，そして私

の四人でセンターの業務を開始しなければなりませんでした。スタッフの人数が不足している

中での出発でした。 

センターでは，毎週月曜日，13時過ぎから17時近くまで「デザイン検討会」がありまし

た。これは大分県教育委員会から推薦を受けて派遣された現職の教員がセンターで一年間の研

修のため，各自の教育課題（テーマ）に沿っての研究の報告と助言を，主な内容として実施し

ていました。当初は，北側の会議室で行っていました。この「検討会」には，専任教官以外に

も，非常勤講師としてあるいは客員教授として来ていただいた先生方のご助力をいただき，運

営することができました。 

 県から派遣された現職教員の人数は，平成15年度において，100名を超えることとなり，

それを記念して，いわゆる「教育実践研究指導センターレポート紀要」（第1号～第3号），

「教育実践研究指導センターレポート」（平成13年度より「教育実践総合センターレポート」

と改題）（第3号～第23号）に掲載された報告（全76編）の中から，評価の高い研究報告

を，郷司先生に選んでいただき，『生きる力を育む学習指導の充実－教育研究・実践の集積と

展開－』（平成15年9月）として発行できました。また，学部と地域との連携協力の実績とし

て，大分大学教育福祉科学部と地域との連携協力（報告書）』（平成15年9月）も，これを機

にまとめました。ともに，当時の大嶋学部長のご理解とご配慮によるものでした。客員研究員

が廃止となった今，これをまとめておいてよかったと思います。 

 また，着任した年から，大分市教育委員会の「10年経験者研修」へ関わることとなりまし

た。それまでのセンター事業にはなかった，新たな展開がここから始まりました。 

 さらに，懸案となっていたセンター一階の〈コンピュータの並んだ部屋〉についても，「教

育臨床的対応力育成のための『教育臨床実習』プロジェクト－心と発達の問題に対応できる資

質能力の確実な養成－」という概算要求事項のもと，センター一階部分を改修し，多目的演習

室として設置し，また，その他の部屋もこの事業のために改修し，現在に至っています。 

 これらは，学部が「教育福祉科学部」で三課程が併存する中で，教員養成・研究機能の充実

のため，学外にある「センター」だからこそ取り組めたものだったと思います。 

 この間，センターの経営にあっては，事務補佐員の萩原るみ子さん，清永利江さんに助けら

れました。センターの事業展開では，専任教官はじめ客員教授の諸先生，全ての客員研究員と

ともに学ぶことができました。皆様方への感謝の念は今も続いています。 
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  センターと私 

 
 

 

 

教員研修の思い出 

 

  松本 正（2008年度～2009年度 実践センター長) 

 

私がセンター長を務めたのは，平成20年度から21年度にかけてである。実践センターの

業務は，教育相談，教員研修，教育実習等，多岐にわたっている。それぞれに思い出がある

が，なかでも私の記憶に強く残っているのは，教員研修である。 

センターでは，大分県から派遣された現職の教員を客員研究員として1年間受け入れてき

た。20年度には6名，21年度には4名を受け入れた。センターで行う研修の中心は，1年か

けて取り組む教育実践研究である。教員自らが抱える現場での課題をテーマに設定し，仮説を

立て，授業実践を通して検証し，その成果を教育研究論文としてまとめる。それを討議する場

として，火曜日の午前中にデザイン検討会議が設定されていた。朝9時に始まり，研究員たち

が順に発表していく。そこでの議論や意見交換，指導は白熱し，お昼の終了時間をオーバーす

ることがたびたびであった。それを毎週，積み重ねていく。その回数は，1年後には，40回近

くに及んだ。その数もさることながら，彼らがセンターで過ごした多くの時間が，研究に費や

された。時には堂々巡りをしたり，無駄に思える時間を過ごしたりすることもあったであろ

う。しかし，それに見合うだけのものを彼らは得たはずである。物事の本質や真の姿は，何よ

りも1つのことに時間をかけ，徹底的に追究していくことによって見えてくる。そこで費やさ

れた時間は，そのために不可欠な時間であったように思う。 

教員研修でもう1つ思い出されるのは，スタッフも加わって行われた体験学習である。セ

ンターでは，研修の特色として，教育実践研究とは別に，筍ほり，菊づくり，大根ほり，研修

旅行等の体験学習を重視していた。体験からの学びは，大きな感動や驚き，喜びをもたらして

くれる。筍ほりでは，私も参加して，額に汗し，収穫の喜びを味わった。菊づくりでは，植え

付けから芽摘み，新芽の誘引と，丹精込めて育てた結果として，素晴らしいできばえの懸崖仕

立ての菊が完成し，教育実践研究の中間発表会を飾った。日田から北九州を巡った研修旅行で

は，ソーセージづくりを体験したが，できたての美味しさは，今でも忘れられない。 

そして，何より印象的だったのは，研修を修了した客員研究員たちの姿が，1年前とは大き

く違っていたことである。その姿は，輝きに溢れていた。 

豊かな心と感性をもった子どもたちを育てるためには，教員自らが物事に感動できる豊か

な心とみずみずしい感性をもっておく必要がある。これは，いつの時代も変わることのない，

教員に求められる資質であろう。実践センターでは，それが実現できていたように思う。 
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デザイン検の思い出 

      

 久間 清喜（2010年度～2011年度 実践センター長) 

 

 私の任期は2010から2011年度でした。なんだか遠い昔のことのよう思われます。久しぶりに

昔の手帳を探し出してページをめくり，パソコンの写真データを探しながら少しずつ記憶を辿

ってみました。 

 1年目は右も左も分からないまま佐藤先生にいわれるままに右往左往していた記憶だけがの

こっています。センターの業務範囲は多岐にわたっており，県，市教委との連絡会議や打ち合

わせ関連，教育実習，附属四校園関係，その他さまざまな協議会など，絵画専門の私にとって

はそれまで縁のない別世界に突き出されたように感じたことを覚えています。「きょういくじ

っせんそうごうせんたー」と，ひっかからずに発音できるまで1ヶ月くらいかかりました。 

 そういったいわば抽象的で実感のないふわふわとした記憶の中で唯一，手ざわりのある体験

と感じられたのが「デザイン検」でした。最初はここでデザインの研究？と驚いたのを覚えて

います。 

 毎週月曜日の朝，広い多目的演習室の中央にコの字にセッティングされたテーブルを囲んで

4名の客員研究員（長期派遣研修生），センター教員4名，非常勤講師の先生方2名が揃います。

毎回各客員研究員の発表から始まり，それに対して全員参加の質疑応答がおこなわれます。あ

いまいな点や検討不足と思われる部分が容赦なく指摘され一つの言葉に対して時間をかけて討

論します。センター教員それぞれのコメントには専門分野や個性も相まってスリリングな時間

が流れていました。非常勤のお二人の先生方の講評では長い教育現場の経験に裏打ちされた言

葉の端々に迫力が感じられました。なにより参加者全員の教育に対する情熱といったものがひ

しひしと感じられる濃密な時間であったように思います。そういった中でセンター長の私の役

割は雰囲気を和らげることくらい。最後に一言もそもそと印象を述べるという感じで，今思い

出すだけでも冷や汗がでるようです。それまで論文指導など経験のない私にとって極めて印象

深い体験であり，またよい勉強になりました。私は毎週家内にお願いして手作りのパンやケー

キを休憩時間に提供することでささやかながら「なごみんぐタイム」を担当させていただきま

した。「お茶をにごす」といったところでしょうか。 

 個別のテーマを深く掘り下げる一方で，幅広い体験を持つことでより豊かなこころを養う目

的で菊の栽培も研修の一環として取り入れられていました。センター2階の屋上テラスにたく

さんの菊鉢が置かれ，秋には見事な花を咲かせていたのも強く印象に残っています。1年間の

忙しいスケジュールの中にこのような体験実習が取り入れられた経緯は知りませんが，密度の

高い研修が継続して行われてきた時期であったと思います。 

私は唯一美術専門の持ち味を生かすべく，センター長研修と称して多目的演習室の床一面

にひろげた長さ7メートルの障子紙にみんなでペインティングした作品を研究発表会の折に壁

画のように展示してみたり，大分市美術館にお願いして作品収蔵庫など普段見られない裏側を

見学する研修を企画させていただいたこともありました。現在，センターをたまに訪れる時，

客員研究員室の静かさがことさら寂しく感じられます。中学校のグランドを望む窓際に立ち，

誰もいない広いガランとした部屋に並べられたデスクを見ていると，あの頃の研究員の方々が 
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３ 教育実践総合センター概要(2017年度･2018年度) 

 
 大分大学教育学部附属教育実践総合センターは，昭和

54 年に教育実践研究指導センターとして開設以来，教育

実践に関する理論的・実践的研究を行うとともに，教育実

践の指導力を身に付けた教員の育成を担ってきた。 

平成 11 年度に，大分大学教育福祉科学部附属教育実

践総合センターに改称。その後，平成28年度の学部改組

にともない，大分大学教育学部教育実践総合センターと

なった。  

現在，教育実践開発部門(教育実践研究，教員養成支援，教師教育実践)と発達教育臨床部門

(発達障害臨床)の2部門で，学部附属校園との共同研究，そだちと学びの相談，教育実習，教

師育成サポート推進室，まなびんぐサポート，地域の教育委員会との連携などの事業を展開し

ている。 
 

１ 所在地 

  住所 〒870-0819 大分県大分市王子新町1番1号 

  ℡097-543-4933 Fax097-543-4936 URL http://www.ed.oita-u.ac.jp/shisetsu/center/ 

 

２ 構成員               (2017年度・2018年度） 

  センター長      教授     甘利 弘樹 2018年度～ 

            （教授     田中 修二 2016年度～2017年度） 

  発達教育臨床部門   教授     佐藤 晋治(発達障害臨床) 

             非常勤講師  高山 美津子(教育臨床実践の指導) 

  教育実践開発部門   准教授    麻生 良太(教育実践研究) 

             准教授    森下  覚(教員養成支援) 

             准教授    渡邊 和志(教師教育実践) 

             講 師(准教授)清水 良彦(教員養成支援) (2018年10月より) 

 非常勤講師  中野 正倫（教育実践指導） 

             事務補佐員  辻本 富士江   (2018年12月より加藤 禎子) 

 

            

 
 
 
 
 
 
 

授業分析指導室(昭和59年) 

職員写真 
撮影清水）

(森下)(麻生)(辻本)(渡邊)(清水) 
(中野)(甘利)(佐藤)(高山) 
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  センター概要 

 
 

３ 組織および概要 

発達教育臨床部門 

【Ⅰ 発達障害臨床】                            

１ 発達教育相談 
 ・教育相談 ・心と発達の訪問相談 

  ２ 相談ネットワーク基地 
・県下の幼稚園，小学校，中学校，高等学校への短期的専門的支援 

３ 特別支援教育の推進 
 ・授業研究の講師，指導・助言 

 ４ 現職教員，学部生・大学院生の教育臨床実践的研究 
   ・教師のための教育臨床セミナー ・教育臨床講座 
                                   

教育実践開発部門 

【Ⅰ 教育実践研究】 

１ 教育実習開発研究 
 ・教育実習ワーキンググループの支援，協力 
２ 授業体験開発研究 
 ・教育支援実践研究Ⅰ ・教育支援実践研究Ⅱ 

 ３ 現職教員，院生の実践的研修 
 ・県教育センター長期研修生の指導・助言 ・市教育センター研修講座の指導・助言 

【Ⅱ 教員養成支援】 

１ 教員養成支援 
・事前事後指導の企画・運営  

２ 教育実習の指導及び管理 
 ・授業計画・実施における指導・助言 
３ まなびんぐサポート事業の運営 
 ・市教委との連携・推進 
４ 教師育成サポート推進室の運営 

  ・教師をめざす学生のための授業力育成講座等 
【Ⅲ 教師教育実践】 

１ 授業研究 
 ・校内研究会等の研修の指導・助言 
２ 授業分析・評価 
 ・授業分析データの活用による事後研究の指導・助言 
３ カリキュラム開発 

   ・授業評価に基づくカリキュラム開発 
  附属四校園連携・支援部門 

１ 授業・研究連携支援（人材バンク） 
 ・教育学部・附属四校園の協同研究の推進・調整 
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４ 教育実践総合センターの機能と取組 

発達教育臨床部門 【Ⅰ 発達障害臨床】 

１ 発達教育相談 

 発達教育相談は，教育実践総合センター，教育学研究科心理教育相談室等において行なった。

その内訳および相談件数は以下の通りであった。 

 

発達教育臨床部門（発達障害臨床）における教育相談件数 

2017年度 相 談 内 容       

相談者 不登校 
親子・友人

関係 
発達障害 SV 計 

本人のみ O(0) 14(2) O(0) O(0) 14(2) 

保護者のみ O(0) 66(4) 51(4) O(0) 117(8) 

本人と 

保護者 
O(0) 102(5) O(0) O(0) 102(5) 

教師 O(0) 12(2) O(0) O(0) 12(2) 

臨床心理士 O(0) O(0) O(0) 33(15) 33(15) 

その他 O(0) 1(1) O(0) O(0) 1(1) 

計 O(0) 195(14) 51(4) 33(15) 279(33) 

（注）相談件数は延べ件数（実件数）で記載。 

 
２ 相談ネットワーク基地および特別支援教育の推進 

 相談ネットワークの基地としての機能強化および特別支援教育の指導・充実のため，以下の

活動を行なった。 

2017年度              内     容 

１ 大分県スクールカウンセラー（大分市立城南中学校） 

２ 竹田市子ども特別支援ネットワーク委員（SV） 

３ A市教育支援委員会委員 

４ 大分市教育委員会教育相談・特別支援教育推進協議会委員 

５ 青少年教育施設を活用したネット依存対策推進事業に係る「マインドクエストキャン

プ」SV 
６ 不登校児童・生徒図書館活用推進事業「サポートキャンプ」SV 
７ B高等学校いじめ調査委員会委員 
８ 県立爽風館高等学校通級による指導の設置に関する委員 

９ 社会福祉法人九州キリスト教社会福祉事業団中津総合ケアセンターいずみの園SV 
10 大分K-ABC研究会会長 
11 萌葱の郷社会福祉研究会顧問 
12 大分県発達障害研究会理事 
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３ 現職教員，学部生，大学院生の教育臨床実践的研修 

 現職教員や教員を目指す学部生，臨床心理士や臨床心理士を目指す大学院生に対して，教育

臨床的対応力に関する研修の充実のため，以下の通り開催した。 

13 社会福祉法人萌葱の郷評議員 
14 社会福祉法人大分いのちの電話SV 
15 大分県臨床心理士会会長 
16 大分県学校心理士会事務局 
17 大分CBTセミナー運営委員（幹事） 
18  津久見市イルカふれあい体験SV 
2018年度               内    容 

１ 大分県スクールカウンセラー（大分市立松岡小学校） 

２ 竹田市子ども特別支援ネットワーク委員（SV） 

３ A市教育支援委員会委員 

４ 大分市教育委員会教育相談・特別支援教育推進協議会委員 

５ 青少年教育施設を活用したネット依存対策推進事業に係る「マインドクエストキャン

プ」SV 
６ 不登校児童・生徒図書館活用推進事業「サポートキャンプ」SV 
７ 社会福祉法人九州キリスト教社会福祉事業団中津総合ケアセンターいずみの園SV 
８ 大分K-ABC研究会会長 
９ 萌葱の郷社会福祉研究会顧問 
10  大分県発達障害研究会理事 
11  社会福祉法人萌葱の郷評議員 
12  大分県学校心理士会事務局 
13  大分メンタルヘルスネットワーク運営委員（幹事） 
14  津久見市イルカふれあい体験SV 
15  社会福祉法人大分いのちの電話SV 

2017年度 実 施 内 容 

5月〜11月

（7回） 

教師のための教育臨床セミナー【第七期】（ベーシックコース）（16人） 

12月〜3月

（4回） 

教師のための教育臨床セミナー【第七期】（アドバンスドコース）（9人） 

5 月〜3 月

（8回） 

教師を目指す学生ための教育臨床講座（7人） 

5 月〜3 月

（6回） 

特別支援教育におけるアセスメント研究会（教員，臨床心理士20名） 

6 月〜3 月

（6回） 

臨床心理士のためのアセスメント研究会（とうふの会）（8名） 
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【Ⅱ 教員養成支援】 

１ 教育実習の指導および管理 

 教育実習をより効果的に実施するために，学部3年次に教育実習Ａの事前指導・事後指導を

企画している。2017年度と2018年度で大きく異なることとして，2018年度から教育学部に改

組後の学部生が実習に行くこと，それに伴いこれまで教育実習Ａでは附属四校園（幼稚園・小

学校・中学校・特別支援学校）で行っていた実習が小学校と特別支援学校のみになり，さらに

公立の小学校で約半数が実習を行うということが挙げられる。 

教育実習事前・事後指導では，実習先で学ぶ内容が実習校で大きく異なることのないように，

各実習校の実習担当者と打ち合わせを行い，計画を立てるよう配慮を行った。その際，各実習

校の実習担当者の先生方，特に附属小学校の先生方には実習直前の事前指導において，授業記

録の取り方や授業の見方等の講義を担当していただいた。大学側においても，事前指導案を作

成する時間を4コマ事前指導において確保し，各教科の先生方に指導・助言をいただく時間を

取ることで，実習へ向けての準備がさらに充実する取組となった。 

 

 
２ まなびんぐサポート事業の運営 

「まなびんぐサポート」事業（以下，本事業）は，2004年3月に開催された「大分市現職教

員教育等連携推進会議」において，大分市教育長と大分大学教育福祉科学部長との間で学生ボ

ランティア派遣事業について合意したことを受け，同年 10 月から開始し，平成 30 年度で 15

年目を迎える取り組みである。本事業では学校現場からの支援要請に応える形で，地域の幼稚

園，小学校，中学校に大学生を派遣し，授業補助や個々の子どもの学習を支援する活動を実施

してきた。また，本事業への参加は「教育支援実践研究Ⅰ・Ⅱ」（2016 度教育学部入学生以降

は「教育支援実践研究Ⅱ」）の単位修得の条件としてカリキュラム上位置付けられている。 
本事業の目的は，教職志望学生が学校現場において教師の仕事を観る，あるいは実際に子ど

2017年度 実 施 内 容 対象・人数 

 教育実習A 事前・事後指導 学部 3 年生

100人 
 教育実習B 事前指導 学部 4 年生

100人 
 教職展開ゼミ 事前・事後指導 学部 2 年生

145人 

2018年度 実 施 内 容 対象・人数 

 教育実習A 事前・事後指導 学部 3 年生

145人 

 教育実習B 事前指導 学部 4 年生

100人 

 教職展開ゼミ 事前・事後指導 学部 2 年生

145人 
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もを支援することで学び，自身の教育観・子ども観・授業観などを育むとともに「実践的指導

力」を身につけることである。主に附属学校園で1ヶ月程度行う教育実習とは異なり，本事業

では地域の公立校園において最長6ヶ月間にわたって定期的活動を行うため，長期的な子ども

の変化や成長，子どもが抱える気持ちや考え，課題などを理解する姿勢を学ぶことができる。

また，授業中の学習支援や休み時間に子どもと交流することで，その成長を促すための学習指

導のあり方，生徒指導のあり方を体験的に学ぶことができる。以上のように本事業をとおして，

参加学生は教育実習での学びを補完する形で「実践的指導力」を身につけることが期待されて

いる。 
(1)2017年度・2018年度まなびんぐサポート事業参加者数 
2017年度は52名（3年生49名・4年生3名）が本事業に参加した。また，2018年度は28名

（3年生28名）が参加予定である。以下，2017年度および2018年度の派遣（予定）校を表に

示す。 

 
 
 
 
 

2017 年度派遣校園（17 校園）

●幼稚園（４園）

城南が丘幼稚園 舞鶴幼稚園 明治幼稚園 敷戸幼稚園

●小学校（13 校）

長浜小学校 大道小学校 城南小学校 八幡小学校 滝尾小学校

明野西小学校 判田小学校 稙田小学校 鴛野小学校 宗方小学校

小佐井小学校 坂ノ市小学校 野津原東部小学校

●中学校（１校）

判田中学校

●義務教育学校（１校）

碩田学園

2018 年度派遣予定校園（13 校園）

●小学校（11 校）

長浜小学校 大道小学校 八幡小学校 明野西小学校 竹中小学校

判田小学校 東稙田小学校 稙田小学校 賀来小学校 鴛野小学校

小佐井小学校

●中学校（１校）

判田中学校

●義務教育学校（１校）

碩田学園
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6月12日 園内研 指導・助言 永田 誠・大野 歩 
6月12日 子どものみとり(子ども理解) 大野 歩 
6月22日 園内研 指導・助言 田中 洋 
6月29日 保育を語る会 講師 永田 誠 
7月13日 園内研 指導・助言 田中 洋 
7月20日 園内研 指導・助言 田中 洋 

8月 3日 九附連幼稚園部会大分大会 指導・助言 
古賀 精治・川嵜 道広 
田中 洋・永田 誠 
大野 歩 

8月 4日 保育を語る会 講師 田中 洋 
8月23日 園内研 指導・助言 大野 歩 
9月28日 子どものみとり(子ども理解) 大野 歩 
9月29日 子どものみとり(子ども理解) 大野 歩 
10月12日 園内研 指導・助言 田中 洋 
11月 2日 園内研 指導・助言 田中 洋 
11月 3日 保育を語る会 講師 大野 歩 
11月 7日 保育観察 永田 誠 
11月10日 保育観察 永田 誠 
11月16日 園内研 指導・助言 田中 洋 
11月30日 園内研 指導・助言 田中 洋 
12月 7日 園内研 指導・助言 田中 洋 
12月21日 園内研 指導・助言 永田 誠 
1月11日 園内研 指導・助言 田中 洋 
1月18日 園内研 指導・助言 永田 誠 
1月25日 園内研 指導・助言 田中 洋 
 

1月27日 
公開研・3歳児クラス分科会での助言 大野 歩 
公開研・4歳児クラス分科会での助言 永田 誠 
公開研・5歳児クラス分科会での助言 田中 洋 

2月 1日 園内研 指導・助言 田中 洋 
3月 5日 園内研 指導・助言 田中 洋 
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２ 附属小学校(2017･2018年度) 

 

＜大学―附属小学校との連携の実際＞ 

2017年度 実 施 内 容 大学教員名 

4月21日 算数科の理論研究 川嵜 道広 

4月29日 学級開き 新任者の悩み 長谷川 祐介・大島 崇 
麻生 良太・森下 覚 

5月 2日 算数科の理論研究 川嵜 道広 
5月11日 道徳の授業づくりと指導助言 黒川 勲・鈴木 篤 
6月 8日 算数科の授業づくりと指導助言 川嵜 道広・中川 裕之 

6月 9日 総合的な学習の時間のゲストティーチャーに関わ 
る事前打合せ 

土居 晴洋 
川田 菜穂子 

6月10日 外国語活動を中心とした低学年の授業づくり 
新任者の悩み 長谷川 祐介・大島 崇 

6月13日 算数科の授業参観と事後指導 川嵜 道広・中川 裕之 
6月21日 道徳の授業参観と事後指導 黒川 勲・鈴木 篤 
6月23日 

総合的な学習の時間のゲストティーチャー 土居 晴洋 
川田 菜穂子 

6月29日 算数科の授業づくりと指導助言  川嵜 道広・中川 裕之 
7月 3日 国語科の授業づくりと指導助言 堀 泰樹 
7月 5日 国語科の授業参観と事後指導 堀 泰樹・渡邊 早苗 
7月 5日 算数科の授業参観 川嵜 道広・中川 裕之 
7月 6日 算数科の授業の事後指導 川嵜 道広・中川 裕之 
7月31日 算数科の授業づくりと指導助言 川嵜 道広・中川 裕之 
8月28日 総合的な学習の時間のゲストティーチャーに関わ 

る事前打合せ 
土居 晴洋・小山 拓志 

１ 教育目標 
 「グローバル社会を生きる力」を身につけた子どもの育成 
２ 研究テーマ 
  活用的なコミュニケーション能力を育てる授業 
３ 研究内容 
(1) コミュニケーションの土台を育む人間関係づくり 

→フリートーク，ほめ言葉のシャワー，成長ノートを中心に共感的人間関係や自己肯定感

を養う   

(2) 積極的に英語を使おうとする児童を育てる外国語授業の推進 

→モジュール学習を活用し，日常的にClassroom Englishでの授業を行う 

(3) 付けたい力が明確な問題解決型の授業の推進 

→付けたい力と評価規準を明確にし，総合的な学習の時間を中核に問題解決型授業を行う 
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2017年度 実 施 内 容 大学教員名 

9月14日 特別活動授業づくりと指導助言 長谷川 祐介 
10月12日 道徳の授業づくりと指導助言 黒川 勲・鈴木 篤 
11月 1日 保健の授業参観と事後研での指導助言 住田 実 
11月16日 道徳の授業づくりと指導助言 黒川 勲・鈴木 篤 
11月20日 

総合的な学習の時間のゲストティーチャー 土居 晴洋 
川田 菜穂子 

11月25日 

 

 
小中連携セミナー授業参観，指導助言 

堀 泰樹・川嵜 道広 
中川 裕之・田端 真弓 
黒川 勲・鈴木 篤 

12月 6日 算数科の授業参観と事後指導 川嵜 道広・中川 裕之 
12月 9日 褒め方・叱り方 新任者の悩み 長谷川 祐介・森下 覚 
12月15日 道徳の授業参観 黒川 勲・鈴木 篤 
12月18日 道徳の授業の事後指導 黒川 勲・鈴木 篤 
1月22日 道徳の授業づくりについて指導 黒川 勲・鈴木 篤 
2月 3日 学級開きで大事にすること 体育科の授業づくり 長谷川 祐介・森下 覚 
2月 9日 

総合的な学習の時間のゲストティーチャー 土居 晴洋 
川田 菜穂子 

2月21日 道徳の授業参観 黒川 勲・鈴木 篤 
2月21日 

 
小中連携について指導助言 山﨑 清男・有定 裕雅 

川嵜 道広・土谷 陽史 
2月22日 道徳の授業の事後指導 黒川 勲・鈴木 篤 
2月23日 

総合的な学習の時間のゲストティーチャー 土居 晴洋 
川田 菜穂子 

3月 8日 算数科の授業参観と事後指導 川嵜 道広 
3月15日 

総合的な学習の時間の振返り 土居 晴洋 
川田 菜穂子 

3月15日 道徳の理論研究 黒川 勲・鈴木 篤 
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３ 附属中学校(2017･2018年度) 

 

＜大学―附属中学校との連携の実際＞ 

2017年度 実 施 内 容 大学教員名 

4月26日 数学部会の指導・助言 川嵜 道広・中川 裕之 

5月24日 数学部会の指導・助言 川嵜 道広・中川 裕之 

6月16日 数学部会の指導・助言 川嵜 道広・中川 裕之 
6月20日 これからの道徳教育について 黒川 勲・鈴木 篤 
7月18日 これからの道徳教育について 黒川 勲・鈴木 篤 
7月19日 数学部会の指導・助言 川嵜 道広・中川 裕之 
8月18日 新学習指導要領について(家庭科) 財津 庸子 

都甲 由紀子 
9月20日 数学部会の指導・助言 川嵜 道広・中川 裕之 
9月20日 1年理科の授業参加及び指導 三次 徳二 
9月29日 評価について(道徳) 黒川 勲・鈴木 篤 
10月12日 評価について(道徳) 黒川 勲・鈴木 篤 
10月18日 数学部会の指導・助言 川嵜 道広・中川 裕之 
10月20日 1年国語科の授業参観及び指導 堀 泰樹 
10月24日 1年数学科の授業参観及び指導 川嵜 道広・中川 裕之 
11月 7日 1年理科の野外観察における講師 化石の学習 三次 徳二 
11月 9日 数学部会の指導・助言 川嵜 道広・中川 裕之 

11月25日 2年国語科の授業参観  

事後研究会における指導講評 
堀 泰樹 

11月25日 1年社会科の授業参観 

事後研究会における指導講評 
森 才三 

11月25日 1年数学科の授業参観 

事後研究会における指導講評 
川嵜 道広・中川 裕之 

11月25日 3年理科の授業参観 

事後研究会における指導講評 
三次 徳二 

１ 教育目標 

  豊かな学びを基盤とし，高い志と広い視野を持つ実践力に富んだ生徒の育成を図る 

２ 研究テーマ 

資質・能力を育成する「深い学び」について 

３ 研究内容 

(1) 小中連携した研究体制の確立 

(2) 新学習指導要領の理解 

(3) 六期ステップと生徒会活動  
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  センターの機能と取組 

 
 

 

 

４ 附属特別支援学校(2017･2018年度) 

＜大学―附属特別支援学校との連携の実際＞ 

11月25日 

 
2年体育科の授業参観 

事後研究会における指導講評 
田端 真弓 

11月30日 合唱コンクールの審査および指導 栗栖 由美子 
12月 1日 保健の授業参観および指導講評 住田 実 
12月16日 数学部会の指導・助言 川嵜 道広・中川 裕之 
1月24日 数学部会の指導・助言 川嵜 道広・中川 裕之 
2月21日 数学部会の指導・助言 川嵜 道広・中川 裕之 
2月22日 平成30年の取組について(道徳) 黒川 勲・鈴木 篤 
2月22日 県教委主催フォローアップ研修の助言 財津 庸子 

都甲 由紀子 

2017年度 実 施 内 容 大学教員名 

8月 1日 講義「特別支援教育の教授に関する専門的技術」 衛藤 裕司 

9月12日 講義「事例から考える発達障害のある子どもに寄り

添う指導」 佐藤 晋治 

１ 教育目標 

  個人の尊厳を重んじ，児童生徒一人ひとりの心身の発達に応じて，小学部，中学部並び 

に高等部の各課程を通して，調和のある一貫した教育を行い，自己の持つ能力や可能性を 

最大限に伸ばし，身辺生活の確立をはじめ，集団生活，社会生活，職業生活への適応性を 

高め，自立的，主体的な生活ができる人間を育成する。 

２ 研究テーマ 

児童生徒が活動に意欲的に取り組むための授業づくり 

―授業構想チェックシートを活用して― 

３ 研究内容 

(1) 本校の『意欲的な姿』の設定 

(2) 縦割りグループによる文献研究をはじめとする意欲的に取り組む姿を引き出す要素の

検討 

(3) 意欲的に取り組む姿の発現プロセスの検討 

(4) 本校のこれまでの授業づくりで大切にしてきたことに加え新たに『意欲』にかかわる

視点をまとめた授業構想チェックシートの作成 

(5) 授業実践を通して授業構想チェックシートの視点の整理 

(6) 授業づくりのＰＤＣＡサイクル図 

(7) 授業構想チェックシート等を活用した授業実践 

(8) 授業構想シートと振り返りシートを活用した，授業構想と授業改善の取り組み 

(9) 研究のまとめ 
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大分県・大分市との連携  

１ 大分県教育センターから依頼された教職員研修 

 
２ 大分県教育センターから依頼された調査・研究 

 

2017年度 実 施 内 容 大学教員名 

4月28日 新任主幹教諭研修 福本 昌之 
6月23日 フォローアップ研修「コミュニケーション力向上研修」 池永 恵美 
8月21日 新聞活用教育研修 堀 泰樹 
9月内 不登校対応対策教員研修 今村 裕 
9月内 不登校対応対策教員研修 武内 珠美 
9月内 不登校対応対策教員研修 溝口 剛 
10月18日 心理アセスメント研修（KABC－Ⅱ） 佐藤 晋治 
10月27日 不登校の子どもの理解研修 清田 晃生 
11月9日 初任研「総合的な学習の時間・保健教育」(小) 住田 実 
11月14日 通級指導教室担当教員研修 佐藤 晋治 
11月16日 初任研「総合的な学習の時間・保健教育」(中) 住田 実 
11月30日 初任研「総合的な学習の時間・保健教育」(高) 住田 実 
2018年度 実 施 内 容 大学教員名 

4月20日 新任指導教諭研修 渡邊 和志 

5月9日 新任主幹教諭研修 福本 昌之 
6月21日 不登校対応対策教員研修 今村 裕 
8月20日 新聞活用教育研修 堀 泰樹 
9月11日 不登校対応対策教員研修 今村 裕 
9月18日 不登校対応対策教員研修 溝口 剛 
10月16日 心理アセスメント研修（KABC－Ⅱ） 佐藤 晋治 
10月18日 初任者研修「特別活動・幼小接続・保健教育」(小)他 住田 実 
10月25日 初任者研修「総合的な学習の時間・保健教育」(高) 住田 実 
10月29日 不登校の子どもの理解と支援研修 清田 晃生 
11月 1日 初任者研修「保健教育・教科指導4」(中) 住田 実 
11月13日 通級指導教室担当教員研修 今村 裕 

実 施 内 容(2018年度) 大学教員名 

学習評価の改善に関する調査研究 堀 泰樹 

小・中学校の特別支援学級における授業改善をめざした個別の指導計画の質

向上に関する調査研究 

衛藤 裕司 

「チーム学校」における教育相談体制の充実 佐藤 晋治 

「学力」と「体力・体格・運動時間」とのクロス分析 藤田 敦 
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５ 教育実践総合センター主担当教員の活動状況 

１ 学部への参与状況(2017年度) 

項目 内   容 実践センター教員名 

教員免許関係 教員免許状更新講習支援室次長 

教員免許状更新講習企画作業部会座長 

田中 修二 

教育実習運営協 

議会 

教育実習運営協議会 田中 修二・麻生 良太 

 

教育実習関係 

教育実習事前・事後指導の企画・運営 麻生 良太 

教育実習ワーキンググループ委員 
田中 修二・麻生 良太

渡邊 和志 

各種委員会 

教師育成サポート推進室運営委員 

田中 修二(室長) 

森下 覚・清水 良彦 

麻生 良太・渡邊 和志

佐藤 晋治 

 

まなびんぐサポート事業運営委員 

田中 修二（委員長） 

清水 良彦・森下 覚 

麻生 良太・渡邊 和志 

教育実習委員会 麻生 良太・渡邊 和志 

清水 良彦 

就職・進路委員会委員長 佐藤 晋治 

人事運営協議会委員 佐藤 晋治 

自己評価・点検委員会委員 佐藤 晋治 

企画委員会委員 田中 修二・佐藤 晋治 

担当授業科目 

教師学 
麻生 良太・渡邊 和志 

中野 正倫 

教育支援実践研究Ⅰ 渡邊 和志・佐藤 晋治 

教育支援実践研究Ⅱ 
清水 良彦・森下 覚 

麻生 良太・渡邊 和志 

生活科指導法 麻生 良太 

生活(小) 麻生 良太 

教職展開ゼミ事前指導・事後指導 清水 良彦 

知的障害児の発達検査法  佐藤 晋治 

知的障害児の心理アセスメント 佐藤 晋治 

福祉健康科学部：行動分析学 佐藤 晋治 

医学部：ライフサイクル医学「発達障害児の

教育概論」（1） 

佐藤 晋治 

全学共通科目：男女共同参画入門（担当委員）

(2) 

佐藤 晋治 
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  広報・研究活動および施設利用状況 

 
 

６ 教育実践総合センターの広報・研究活動および施設利用状況 

１ Edu-ta! センターニュース 

 「教育実践総合センター・ニュース Edu-ta!」は，本センターの取組を本学および大分県の

教育における一種の「プラットフォーム」となる刊行物をめざし公刊している。 

主な内容は次のとおりである。 

・広く学部・大学院や附属四校園における先進的・意欲的な内容 

・大分県内の教育の連携・推進を図る内容 

・新たな教育活動を創出する内容 

 なお，刊行物は，学内，大分県教育委員会，県内市町村教育委員会，教育関係者等に配布し

ている。また，紙面の一部はHPにも掲載し，本学の取組を他大学，学生・保護者，高校にも

紹介し，広く周知を図っている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(2016年度 創刊号 A3 8ページ)      (2017年度 第2号 A3 12ページ) 

 
２ 教育実践総合センター紀要 

 原稿締め切りは，11月 30日とし，年 1回 2月 1日に発行している。投稿資格者は，教育学

部および大学院教育学研究科主担当の教員または附属四校園教員とし，共著の場合は，筆頭著

者または連名著者が投稿資格者に該当していることが必須となる。 
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 2017年度 第35号 掲載論文 執筆者 

《発達教育臨床分野》 

原著 青年後期のPDD者の就労場面での困りに対する支援とその経過

について－就労支援職員の語りから－ 

有澤 美怜 

武内 珠美 

《教育実践開発分野》 

原著 

 

外国史・世界史授業のアクティブラーニング化への試み(2) 

―中国史と日本史の邂逅を視野に入れて― 

甘利 弘樹 

原著 外国史・世界史授業の新しい視点への試み(1) 

 

青柳 かおり 

甘利 弘樹 

原著 大学における西洋史概説の授業改善に関する研究 

 

青柳 かおり 

原著 高等学校における授業改善推進の方策 

―大分県立高等学校管理職アンケートの分析を通して 

 

有定 裕雅 

竹中 真希子 

戸上 健治 

三浦 一雄 

資料 輪ゴムによるゴム縄を使用した側方倒立回転の指導について 

 

麻生 和江 

原著 小学生の話合いの能力と学級経営の関連 

―担任教師の指導態度に着目したマルチレベルモデルによる分析

の試み― 

長谷川 祐介 

原著 歌唱指導における脊椎のボディ・マッピング 

 

栗栖 由美子 

松本 正 

原著 初級者の逆上がりにおける振り上げ足の速度 

―低い鉄棒では遅くなる― 

 

村江 史年 

松元 隆秀 

石橋 健司 

原著 大分市内における砂鉄の存在とその自然体験教材としての価値 

―住宅団地やその中の児童公園における自然体験― 

三次 徳二 

山崎 夏帆 

原著 工業高校「プログラミング技術」における実習用教材開発 

 

杉山 昇太郎 

大塚 一史 

中原 久志 

谷野 勝敏 

資料 J.ハーバーマスのコミュニケーション的行為の理論から見た学級

活動における「話合い」の教育的意義 

鈴木 篤 

杉原 薫 

資料 ドイツ新教育運動における教科横断的学習の主体的・協働的性格

ならびに探究的・総合的側面に関するメモランダム 

鈴木 篤 

杉原 薫 

原著 教育実習における実習生の教職への意識の変容に関する研究 

―実習前・中・後の調査を通して― 

渡邊 和志 

麻生 良太 

原著 自ら学ぶ意欲を高める中学校における指導の実際 

―学力向上のための指導方法の探究― 

渡邊 早苗 
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12月 9日 13:00～17:00 「保育を語る会」（幼稚園・保育所教員研修会）

（附属幼稚園） 
多目的演習室 

12月17日 9:00～18:00 第110回大分K-ABC研究会 多目的演習室 
12月17日 13:00～14:00 2017年度第2回教育実践総合センター紀要編集

委員会 
多目的演習室 

12月19日 18:00～21:00 大分県臨床心理士会災害支援研究会 多目的演習室 
1月20日 13:00～18:00 大分県学校心理士会第3回研修会 多目的演習室 
2月 4日 9:00～18:00 第111回大分K-ABC研究会 多目的演習室 
2月 6日 15:00～17:00 2017年度第2回教育実践総合センター運営委員

会 
多目的演習室 

 

 

2018年度 利用時間 利用目的 利用室名 

随時 随時 教育相談 教育相談室 

4月21日 10:00～15:00 附属幼稚園 研修のため 多目的演習室 

4月28日 12:00～17:00 学級づくりや授業づくりの実践知の継承を目的

とした研究会「ブンカフェ」の開催 

多目的演習室 

5月12日 14:00～18:00 大分県学校心理士会平成 30 年度総会及び第 1

回研修会 
多目的演習室 

5月17日 12:00～14:00 教育実習を見学する3年生が待機するため 多目的演習室 
5月18日 12:00～14:00 教育実習を見学する3年生が待機するため 多目的演習室 
5月21日 12:00～14:00 教育実習を見学する3年生が待機するため 多目的演習室 
5月22日 12:00～14:00 教育実習を見学する3年生が待機するため 多目的演習室 
5月23日 12:00～14:00 教育実習を見学する3年生が待機するため 多目的演習室 
5月24日 12:00～14:00 教育実習を見学する3年生が待機するため 多目的演習室 
5月25日 12:00～14:00 教育実習を見学する3年生が待機するため 多目的演習室 
5月28日 12:00～14:00 教育実習を見学する3年生が待機するため 多目的演習室 
5月29日 12:00～14:00 教育実習を見学する3年生が待機するため 多目的演習室 
5月30日 12:00～14:00 教育実習を見学する3年生が待機するため 多目的演習室 
5月31日 12:00～14:00 教育実習を見学する3年生が待機するため 多目的演習室 
6月 1日 12:00～14:00 教育実習を見学する3年生が待機するため 多目的演習室 
6月 1日 16:00～17:00 第１回附属四校園協働研究推進委員会 多目的演習室 
6月20日 9:00～13:00 王子キャンパス会議，附属四校園長会議 多目的演習室 
6月24日 9:00～18:00 第 112 回大分 K-ABC 研究会＆平成 30 年度総

会 
多目的演習室 

6月30日 10:00～13:00 学級づくりや授業づくりの実践知の継承を目的

とした研究会「ブンカフェ」の開催 
多目的演習室 

（4月～6月）
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  附属四校園の特色ある教育活動 

 
 

７ 附属四校園の特色ある教育活動（2017年度）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（附属幼稚園）     異年齢交流  なかよし集会 

三浦 ゆみ 
 

友だちや先生と一緒に体操やフォークダンスをしたり行進をしたりして，十分に体を

動かすことを楽しみ，異年齢の友だちの世話をしたり真似をしたりしながら，親しみを

もって，一緒に遊ぶことをねらいに，週一回の交流活動をしている。 

１学期はクラスで，２学期から異年齢で構成されたなかよしグループで，体操やリ 

ズムを楽しみ，運動会の内容にも結び付け 

ている。 

２学期後半からは年長児を中心に相談し 

て決めたふれあい遊びをしたり，一緒に弁 

当を食べたりしている。 

 なかよし集会の交流活動を通して，みん 

なで体を動かす心地よさを味わい，相手を 

思いやる言葉や姿が見られ，よりかかわり 

が深まっている。 

（附属小学校）         外国語活動 

築城 幸司 
 

先進的・先導的なモデル校として，実年齢よりマイナス５歳の活動と簡単な英語，わ 
かる英語（Classroom English）の繰り返しが使える英語の力になるという知見や外国 
語活動，外国語科の中核をなすだけでなく，教育活動全体に関わる４R（下図参照） 
という教育課題解決への知見も創出することができた。 
また，外国語セミナーでは，小学校の 

全学年における短時間学習（モジュー 
ル）や小中が連携して作り上げた４Ｒを 
はじめ，子どもたちの意欲的な姿や指導 
内容の工夫と充実に対して県内外の有識 
者や優れた実践者に高い評価を受けるこ 
とができた。 
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（附属中学校）     六期ステップと生徒会活動 

                  佐藤 秀典 

 

 本校では，年間を節目となる行事を柱に６期に分け，短期のPDCA サイクルで評価改善

を進めています。2017 年度は，ともすれば消化するに留まりがちな行事の意義を再確認

し，その行事で育成できる資質・能力をマトリックスで整理し，学校教育目標に必要な資

質・能力を系統的に指導しました。 

 その際，教員サイドの指導に留めず，生徒会執行部の活動をリンクさせ，それぞれの時

期に高めるべき資質・能力をつけるのに効果的な生徒会活動や専門委員会の取組を計画さ

せ，生徒と共に教育目標の実現を目指しました。また，各学年の課題に応じた指導事項は

生徒指導委員会で確認し，学年生徒会の取組として実施することも2018 年度から進めて

おり，指導の柔軟性を高めています。 

 なお，この実践は2017年度の大分県教育委員会主催「学びに向かう学校づくり中核校

生徒連絡協議会」にて発表しました。 

（附属特別支援学校） 

児童生徒が活動に意欲的に取り組むための授業づくり 

                      高倉 光一郎 

○小学部の実践事例 
教科等を合わせた指導：遊びの指導 
『ペアの友だちを誘ってゲームコーナーに行ったり，教え合ったりしてうめ組フレンド

パークで遊ぼう』  
友だちとかかわり合って遊ぶ姿を引き出すため 
のゲームコーナー遊びで，見ただけで遊び方が 
分かる遊び道具を設置し，ペアで遊ぶと得点が 
高くなるルール，友だち同士で遊び方を教え合 
ったり，遊びに誘ったりするための教師の働き 
かけの工夫をした。子ども同士で誘い合ったり 
教え合ったりして遊ぶようになった。 
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８ センター規程，紀要執筆要項，教育実践研究会規約  

１ 大分大学教育学部附属教育実践総合センター規程  

 

                            平成２８年４月１日制定 
平成２８年教育学部規程第１２号 

 
（趣旨） 

第１条 この規程は，大分大学学則（平成１６年規則第８号）第４条第４項の規定により，大

分大学教育学部附属教育実践総合センター（以下「センター」という。）の組織及び運営に関

し必要な事項を定める。 
 
（目的） 

第２条 センターは，教育指導及び教育臨床に関する理論的及び実践的研究を行うとともに，

実践力ある教員の養成，現職教員の資質向上のための研修プログラムの開発，教育学部及

び附属学校園との連携の推進並びに地域の教育委員会との連携の推進を図ることを目的と

する。 
 
 （業務） 
第３条 センターは，次の各号に掲げる業務を行う。 
 （１） 教育実践に関する理論的及び実践的研究 
 （２） 教育相談及び教育臨床に関する研究及び臨床研修の指導 
 （３） 教育実習の指導及び管理 
 （４） 学生の教育実践に対する補完プログラム及び発展プログラムの提供 
 （５） 学習支援ボランティアの指導体制の充実 
 （６） 教師育成サポート推進室に係る業務 
 （７） 現職教員の研修プログラムの開発 
 （８） 教育学部と附属学校園の共同研究の推進及び調整 
 （９） 地域の教育委員会との連携推進 
 （１０）その他センターの目的を達成するために必要な事項  
 
 （職員） 
第４条 センターに，次の各号に掲げる職員を置く。 
 （１） センター長 
 （２） 主担当の教員 
（３） その他必要な職員 
 

 （センター長） 
第５条 センター長は，センターの業務を掌理する。 
２ センター長の選考は，大分大学教育学部役職者選考に関する規程（平成２８年教育学部規
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程第９号）に基づき行う。 
３ センター長の任期は２年とする。ただし，再任を妨げない。 
４ 欠員が生じた場合の後任のセンター長の任期は，前任者の残任期間とする。 
 
 （主担当の教員） 
第６条 主担当の教員は，教育研究に従事するとともにセンターの業務を行う。 
 
（運営委員会） 

第７条 センターの円滑な運営を図るため，センターに大分大学教育学部附属教育実践総合セ

ンター運営委員会（以下「運営委員会」という。）を置く。 
２ 運営委員会に関し必要な事項は，別に定める。 
 
（客員研究員） 

第８条 センターに，客員研究員を置くことができる。 
２ 客員研究員は，センターの事業に関する研究に従事する。 
３ 客員研究員は，運営委員会の推薦に基づき，教育学部長が委嘱する。 
４ 客員研究員の任期は，１年又は６月とする。 
５ 客員研究員に関し必要な事項は，別に定める。 
 
 （事務） 
第９条 センターの事務は，教育学部事務部において処理する。 
 
 （雑則） 
第１０条 この規程に定めるもののほか，センターに関し必要な事項は，教育学部長が別に定

める。 
 
   附 則 
この規程は，平成２８年４月１日から施行する。 
 

   附 則（平成２８年教育学部規程第２３号） 
 この規程は，平成２９年１月１日から施行する。 
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２ 教育学部附属教育実践総合センター紀要執筆要項 

                                   1994.7.10  

     

                                   2010.6.21一部改正  

                               2013.2.7 一部改正 

[総説] 

１ 原著論文ならびに資料は，原則として問題（目的），方法，結果，考察（結論）， 

 引用文献から成ることが望ましい。 

２  投稿論文は，ワープロを使用し，要旨（アブストラクト），図表等を含めて刷り上が

りの体裁に作成された完成原稿とする。 

３  ページ数は，アブストラクト，図表等を含め，原則として刷り上がり16ページを限度

とする。 

４  編集の都合上，刷り上がりのべ一ジ数が偶数になるよう，配慮することが望まし 

 い。（刷り上がりのページ数が奇数の場合は，最後のページは白紙となる。） 

５  日本文の表記は，常用漢字，現代仮名づかいを用いる。また，送り仮名，外来語 

 の表記も現行の国語施策の示すところによる。 

 

 

[原稿の書式] 

６ 横書きの場合 

 (1) B5版（縦置き）の用紙に，1ページ42字×40行で作成する。 

 (2) 論文の１ページ目に，原著，キーワード（3～5語句，1行以内），日本文表 

   題，著書名，受理年月日（日付は入れない），要旨の順に書き，本文はその次か 

   ら書き始める。詳細は見本を参照のこと。 

 (3)  論文の１ページ目の最下段に脚注として，著者の所属教室名を記す。 

   なお，その研究が口頭発表済みの場合は，その学会名，開催地，発表年月を記す。 

 

 

７  縦書きの場合 

 (1) B5版（縦置き）の用紙に，1ページ31字×27行の2段組みで作成する。 

 (2)  論文の１ページ目に，日本文表題，著者名，所属教室名（括弧書き），要旨の 

   順に書き，本文はその次から書き始める。 

 (3) 本文のあと（参考支献の後）に，著者のひらがな氏名，受理年月日（日付は入 

   れない）を記す。なお，その研究が口頭発表済みの場合は，その学会名，開催地， 

   発表年月を記す。詳細は見本を参照のこと。 

 

 

８ 欧文の場合 

 (1)  B5版（縦置き）の用紙に，1ページ84ストローク×40行で作成する。 

 (2)  論文の１ページ目に，原著，key word（3～5語，1行以内），欧文表題，著 
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   者名，受理年月日（日付は入れない），要旨の順に書き，本文はその次から書き始 

める。 

 (3)  文の終わりのピリオドの後は，2スペースあけて次の文を始める。行を改める 

   場合は，文頭を5スペースあける。 

 (4)  論文の１ページ目の最下段に，脚注として，著者の所属教室名を記す。 

   なお，その研究が口頭発表済みの場合は，その学会名，開催地，発表年月を記す。 

 

 [見出し] 

９ 見出しの位置 

 (1)  横書きの場合 

  ① 大見出しは，3行分をとり，その2行目の中央に書く。 

  ②  中見出しは，2行分をとり，左端に寄せる。 

  ③  大見出し，中見出しの字体はゴチック体とする。 

 (2)  縦書きの場合 

   大見出しをやや上部に置くほかは，縦書きの場合に準ずる。 

 

[字体] 

10  字体の指定 

 (1) 字体については，原則として本文は明朝体とし，ゴチック体は，大見出し 

  （Abstract，注，引用文献などの文字を含む），中見出しに限る。 

 (2) 数式は，原則としてイタリックとする。立体にする文字は，その文字の下に下線を

   引き，立体と朱書きする。 

 (3) 英文表題は，冠詞，前置詞，接続詞を除く，すべての語の頭文字を大文字とする。

   その他の外国語による表題については，それぞれの言語の習慣に従う。 

 (4) ローマ字による著者名は，名姓の順に書く。 

   なお，名は小文字で，姓はラージキャピタルで書き，名姓ともに語の頭文字は大文

字とする。 

     例     Taro YAMADA 

 

[句読点] 

11  日本文の場合 

 (1)  横書きでは，コンマ（, ）と句点（。）を使用する。 

 (2)  縦書きでは，読点（，）と句点（。）を使用する。 

 

 

[注・引用文献] 

12  注や引用文献等は，原則として本文中に出てくる順序に肩付き数字で示し，本文 

 末に一括してあげる。 

 ただし，分野の習慣に従って，本文中に（著者名，年号）の様に示し，本文末に 

 著者名をアルファベット順に一括して示すことも認める。 
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 (1)  横書きの場合には，１)，２)，３)，････と書く。 

 (2)  縦書きの場合には，１，２，３，･･･と書く。 

 

 

[要旨（アブストラクト）] 

13  投稿論文には，日本文による要旨と欧文のアブストラクトを付ける。欧文のアブ 

ストラクトにはその日本語訳を添付するものとする。 

 

 

14  日本文横書きの場合 

 (1)   日本文の要旨 

  ①  要旨の位置は，論文１ページ目で，著者名，受理年月日の下に置く。 

  ②  書式は，受理年月日と２行あけ，文頭に【要 旨】と書き，2字あけの後 

    に文を続ける。 

  ③  文量は，脚注を含めて１ページ以内とする。 

 

 (2)   欧文アブストラクト 

  ①  位置は，巻末の著者名の下に置く。 

  ②  書式は，著者名と１行あけ，Abstractと書き，１行あけて文章を書く。 

  ③  文量は，１ページ以内とする。 

 

 

15  日本文縦書きの場合 

 (1)  日本文の要旨 

  ① 要旨の位置は，論文１ページ目で，著者名，所属教室の次に置く。 

  ②  書式は，所属教室名（括弧書き）と2行あけ，文頭に【要 旨】と書き， 

    2字あけの後に文を続ける。 

  ③  文量は，１ページ以内とする。 

 

 (2)   欧文アブストラクト 

  ①  位置は，巻末の著者名の下に置く。 

  ②  書式は，著者名と１行あけ，Abstractと書き，１行あけて文章を書く。 

  ③  文量は，１ページ以内とする。 

 

 

16  欧文の場合 

 (1) 欧文アブストラクト 

  ① 要旨の位置は，論文１ページ目で，著者名，受理年月日の下に置く。 

  ② 書式は，受理年月日と１行あけ，Abstractと書き，１行あけて文章を書く。 

  ③  文量は，脚注を含めて１ページ以内とする。 
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 (2)  日本文要旨 

  ①  位置は，巻末の著者名の下に置く。 

  ②  書式は，著者名と2行あけ，文頭に【要 旨】と書き，2字あけの後に文を続け

る。 

  ③  文量は，1ページ以内とする。 

 

 

[個人情報] 

17 個人情報の記載 

 (1) 実践事例について記載する場合は，個人が特定されることのないよう配慮する。 

 (2) 対象者の氏名，住所，所属学校等の属性などを記す場合は，イニシャルで記載せ

ず，A，B，C，・・・，のように記す。 

 (3) 対象者（未成年の場合は保護者など）や関係者に，掲載に関する事前の許可をえて

いることが望ましい。 

 

 

[図表，写真] 

 18  図表などの作成 

 (1) 図表は原稿中に原寸大で挿入・貼付する。 

  (2) 写真は鮮明なものに限る。白色厚手の台紙に添付するか，または写真ブックにいれ

   ておく。 

  (3) 図表には，図1，図2，･･･，表1，表2，･･･，のように通し番号を付す。 

  (4) 図・写真の題は下部に，表の題は上部に書く。説明文はいずれも下部に記す。 

 

 

[提出書類] 

19  論文の投稿時に，投稿カードを添付する。投稿カードには，分野，著者名，表題，抜

き刷り部数，欄外見出し等を記入する。 
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３ 大分大学教育学部附属教育実践総合センター教育実践研究会規約 

 

第１条（名称） 本会は，大分大学教育学部附属教育実践総合センター教育実践研究会と

称する。         

第２条（目的） 本会は，会員相互の研修と情報交換ならびに親睦をはかることを目的と

する。          

  第３条（事業）  前条の目的を達成するため，次の事業を行う。 

                １ 研修会ならびに親睦会の開催。 

                ２  その他，本会の目的達成に必要な事業。 

 

 第４条（会員）  本会は，次の会員で構成する。 

                １  大分大学教育学部，ならびに教育福祉科学部附属教育実践研究指導セン

ターの教職員であった者及び教育実践総合センターの教職員であった

者，ならびに現主担当教員及び職員。 

                ２  大分大学教育学部，ならびに教育福祉科学部附属教育実践研究指導セン

ターの客員研究員であった者，及び教育実践総合センターの客員研究

員であった者，ならびに現客員研究員。 

                ３  その他会長の認めた者。 

 

  第５条（役員）  本会に，次の役員を置く。 

                １  会長１名。 

                ２  幹事２名（内１名は，教育実践総合センター主担当教員とする） 

 

  第６条（役員の任務）  役員の任務は次のとおりとし，事務局を教育実践総合センターに置

く。 

                １  会長は，会務を総括し，会を代表する。 

                ２  幹事は，事業の計画・立案・庶務・会計にあたる。 

 

  第７条（役員の選出・任期）  役員の選出と任期は次のとおりとする。 

                １  会長は，会員の互選で選出する。 

                ２  幹事は，会長が指名する。 

                ３  役員の任期は２年とする。ただし，再任をさまたげない。 

 

  第８条（会議） 総会は，年１回とする。ただし，会長が必要と認めた場合は，臨時に総会

を開催することができる。 

 

  第９条（会計）  本会の会計は次のとおりとする。 

                １  会費は，終身会費として５千円を入会時に前納し，第３条の事業実施時

は，その都度必要額を徴収するものとする。 

                ２  本会の経費は，会費をもってあてる。 
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                ３  会長は，会の予算執行の権限をもつ。 

                ４  会計の年度は，４月１日から翌年の３月３１日までとする。 

 

  第１０条（改正）  本会の規約は，総会の出席者の過半数の同意により改正することができ

る。 

 

                            付      則 

    

１  この規約は，平成１８年２月６日から効力を発する。 

２ この規約は，平成２３年２月１５日から効力を発する。 

３ この規約は，平成２９年２月２４日から効力を発する。 
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平成29年度 
教育実践総合センター運営委員会委員 

 
田中 修二（センター長）御手洗 靖   藤井 康子   伊藤 安浩 
藤田  敦       川嵜 道広   石川 照代   河野 雄二 

     三代 俊也       児玉 修一   佐藤 晋治   麻生 良太 
          森下  覚       渡邊 和志   清水 良彦 
 
 

平成30年度 
教育実践総合センター運営委員会委員 

 
甘利 弘樹（センター長）御手洗 靖   藤田  敦   中原 久志 
石川 照代       河野 雄二   三代 俊也   児玉 修一 

     佐藤 晋治       麻生 良太   森下  覚   渡邊 和志 
          清水 良彦 
 
 

 
教育実践総合センターレポート第38号 

 
平成30年12月 

編集発行  大分大学教育学部附属教育実践総合センター 
 

代 表 者   甘利 弘樹 
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ＴＥＬ      097-543-4933 
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