
岡山大学教育学部附属教育実践総合センター

平成14年度の活動状況の概要

【所在地】

[本部】 〒700-8530 岡山市津島中 3-1-1/

[支所】 〒703-8281 岡山市東山 2-17-4

TEL&FAX O86125117728 (本部事務室)

URL http://toshi-pc.ed.okayama-u.ac.jp/rdcenter/index.htm

【構成旦 (平成15年1月31日現在)】

センター長 大橋 美勝 ohashi@cc.okayama-u.ac.jp

【専任教官】

□教育実地部門

□教育臨床部門
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I.三部門合同の事集と将来の方向性

1.センター ･県教育庁との共催事業

｢教育実践総合センター夏期研修講座｣

【時 期1平成14年8月26日 (月)

【場 所】岡山大学教育学部 ･講義棟

【対 象]学部教官,附属教官,教育委員会指導主

事,現職教員等,

【参加者】約 400人

【プログラム】

(1) 基調講演 [10:00-12:00]

｢基礎 ･基本の徹底と目標に準拠した評価｣

梶田叡-先生 (京都ノー トルダム女子大学)

(2) 部門ごとの分科会 【13:00-15:30]

･教育実地部門

｢評価基準に基づく教育改善を求めて｣

志水 磨 ･梅沢 実 ･金子丈夫,他

･教育臨床部門

｢教育臨床における見立てと評価｣

西山久子 ･赤沢,也

･教育情報部門

｢各教科における情報教育のあり方と学校情報

化の未来｣

arico@cc･okayam?-u.ac･jp
kurosaki@ccokayam a-u･ac.jp

tsutomy@cc.okayama-u.ac.jp

tsukamo@cc.okayama-u.ac.jp

hyam agut@cc.okayam a-u.ac.jp

kasai@cc.okayama-u.ac.jp

rdcenter@cc.okayama-Ⅶ.ac.jp

higashi@cc.okayama-u.ac.jp

25ト7665

251_7733

25ト7732

251-7744

251-7742

251-7727

251-7643

251-7728

273-8127

中西 崇 ･関和 久,他

2.県教育委員会と岡山大学教育学部との連携協力事

莱 (22事業)推進の窓口業務

概要:平成13年度からの継続事業15に7つの新規事業

を加えた｡

[平成14年度の重点事業]

○夏期センター研修講座の共同開催

○教員希望学生の学校インターンシップ事業

○教員メンタル-ルスに係わる支援-の協力

○情報化教育推進連携協力プロジェクト

3.教育実践総合センター紀要 (第3巻)の発行

4.センターの将来の方向性

センターの将来構想は独法化問題及び学部の改

組 ･建物改築等の問題 と不離不可分で,今後の状況

を見極めつつ検討をしている段階である｡

大きな方向性 としては各々の部門が有する機能

をさらに充実発展させ,教員養成,教員研修,そし

て連携協力等の中核施設としての役割を遂行 してい

く｡また,学部と附属の共同研究を進めていくこと,

教育現場-の各種支援を拡充していくこと,教育臨

床に係わる養成 ･研修,研究を拡充 ･発展させるこ

となどがある｡
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Ⅱ.教育実地研究指導部門

1.大学の担当授業

《学部》

｢1年次観察 ･参加実習事前 ･事後指導｣

｢2年次特殊教育諸学校観察 ･参加実習事前

･事後指導｣ (有吉 ･黒崎)

｢幼稚園教育実習基礎研究｣ (黒崎)

｢幼稚園教育実習事前 ･事後指導｣ (黒崎)

｢ノJ､学校教育実習基礎研究｣ (黒崎)

｢小学校教育実習事前 ･事後指導｣ (黒崎)

｢中学校教育実習基礎研究｣ (有害)

｢中学校教育実習事前 ･事後指導｣ (有吉)

｢他学部教育実習基礎研究｣ (有吉)

｢障害児教育実習基礎研究｣ (黒崎)

｢障害児教育実習事前 ･事後指導｣ (黒崎)

｢養護実習基礎研究｣ (有吉)

｢特別別科養護実習基礎研究｣ (有吉)

｢養護実習事前 ･事後指導｣ (有吉)

｢保健教育実習基礎研究｣ (有吉)

｢4年次応用実習事前 ･事後指導｣ (有吉 ･黒崎)

｢総合演習｣ (有吉 ･黒崎)

｢算数授業研究｣ (黒崎)

｢インターンシップ事前事後指導｣ (有吉 ･黒崎)

《大学院》

｢学校教育行政特論｣ (有吉)

｢学校教育行政特論演習｣ (有吉)

2.ゼミ学生の研究指導

･卒論 6名 (3年生)

･修論 なし

3.教育実習に係わる研究会

･ ｢幼稚園教育実習研究会｣,時期 ;10月24B,ll

月28日,対象 ;学部教官 ･学部学生,回数 ;2回,

参加者数 ;のべ60人

･ ｢小学校教育実習研究会｣,時期 ;10月12日,10

月24日,11月15日,11月28日,対象 ;教官 ･学生,

回数 ;4回,参加者数 ;のべ450人

･｢中学校教育実習研究会｣,時期 ;10月23,24日,

対象 ;教官 ･学生,回数 ;2【乱 参加者数 ;のべ

150人

･ ｢障害児教育実習研究会｣,時期 ;6月9日,11月

20日,対象 ;教官 ･学生,回数 ;2臥 参加者数 ;

のべ80人

･ ｢附属学校インターンシップ事業｣研免 対象 ;

主免教育実習履修済みの学生,3年次後期 (1週に

2回以上参加)

･｢授業実践研修会｣,時期 ;毎月1回,対象 ;附属

教官,教育委員会指導主事,教員,参加者,のべ

400人

･ ｢教員希望学生の学校インターンシップ事業｣,

概要 :教師となって日常的な学校教育活動体験 ,

対象 ;4年次30人

Ⅱ.教育臨床研究指導部門

1.大学の担当授業

《教養》

｢喪失と悲哀の心理臨床｣(山本)

《学部》

｢生徒指導論②｣(塚本 ･山本)

｢生徒指導論③｣(塚本 ･山本)

｢教育相談B｣(山本)

｢生涯発達とカウンセ リング｣(山本)

｢精神保健｣(塚本)

《大学院》

｢教育相談特論｣(山本)

｢心理査定Ⅱ｣(塚本)

｢心理臨床応用実習 Ⅰ｣(山本 ･塚本)

｢心理臨床応用実習Ⅱ｣(山本 ･塚本)

《連合》

｢学校教育相談特別研究｣(山本)

2.ゼ ミ学生の研究指導

･卒論 4名 (3年生)

･･修論 7名 (Ml&M2)

3.教育臨床に係わる ｢研究会｣

教育相談研究会 ｢教育臨床家の集い｣の開催

対 象 :教育相談 ･生徒指導に関心の深い教員

日 程 :第 2&4水曜 日 夜間開催 (年間 16回)

登録者 :43人

【外来講師】

･10/9 本田恵子 (玉川大学)

･12/11 難波 愛 (総社市 sc)

･2/12 菅野信夫 (広島大学)

4.｢心理教育相談室｣の活動状況

[特 色]

1. 学校教育臨床専攻の院生,及び修了生による相

談員の臨床実習施設として機能している｡

2. 夕刻6時以降の ｢夜間教育相談｣の実施

3. ケース ･カンファレンスの開催 (毎週;月曜 日

毎月;第-土曜)

4. オン ･ディマンド方式でのスーパービジョン

5. 教師のカウンセ リングサービスの実施 :専任教
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官による現職教員に対するカウンセリング,及

びコンサルテーションの支援

【活動実績1

① インテイク件数 (面接相談のみ)

実人数 :39ケース,延べ223回

[内 訳】 不登校 (20件),対人関係 (3件),抑萄 (2

件),乱暴 (1件),いじめ (1件),ADHD/落ち着き

がない (1件),精神的不安定 (1件),親子関係 (1

件)進路問題 (1件),場面織黙 (2件), 境界例

(1件),その他 (5件)

② 学校教職員に対するコンサルテーション件数実

人数 :21ケース,延べ74回

③ 教育委員会 ･公立学校-の臨床活動

･ 岡山県赤磐郡山陽町の教育臨床的支援 (年間

10回 ･講演会 ･連絡会議 ･カウンセ リングなど

の複合的支援)

･ 公立中学校のスクールカウンセリング (毎週4

時間×35週 ･対象 :教員/保護者/子ども)

Ⅳ.教育情報研究開発部門

1.大学の担当授業

《学部》

｢視聴覚教育メディア論｣(山口)

｢教育情報科学｣(山口･笠井)

｢情報科学概論｣(山口･笠井)

｢情報教育実習｣(山口･笠井)

｢教育ネットワーク論｣(山口･笠井)

｢授業の設計と_評価｣(山口) 14年度は開講せず

《大学院》

｢教育ネットワーク特論｣(山口)

｢教育ネットワーク特論演習｣(山口)

2.ゼミ学生の研究指導

･卒論 なし

･修論 3名

3.共同研究に係わる研究会

教育情報部門では,県情報教育センター,′及び県

庁指導課,県教育センターとそれぞれ2つの研究グ

ループを立ち上げ,共同研究を行っている｡

1) 高等学校各教科における情報教育に関する研

究会 (岡山県下の各科教員 32名)

(県側 :中西崇指導主事,関和久指導主事)

H15年度から設置される必修教科 ｢情報｣の各

教科における指導方法を創案し,その指導評価の

あり方を提示した研究資料を作成し岡山県の全

ての高等学校に配布する｡

･立ち上げ打ち合わせ会 6月 10日

･第 1回研究会 6月 28日

･第2回研究会 9月 5日

･第3回研究会 10月24日

･第4回研究会 11月 18日

2) 情報教育の小中高各学校間接続に関する研究

会 (岡山県下の教員 13名)

(県側 :自神意一課長補佐,佐々木弘紀指導主事)

小学校,中学校,高等学校における情報教育の

あり方について各学校教員にアンケー ト調査

を行い,その結果を分析 して各学校に報告する｡

･立ち上げ打ち合わせ会 8月 10日

･第 1回研究会 9月28日

･第2回研究会 10月 18日

4.学外関係のイベント

8月6日 倉敷市で講演会開催 (山口晴久)

12月27日 永野和男氏講演会

(rrフォーラム2002) 受講者60人

1月7･8日 宮本三郎氏講演会 受講者 100人

1月27日 附属養護学校-の情報教育推進協議

2月 13日 附属小学校における研究授業指導
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