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センターの概要 

当センターは、全学教職課程の企画・運営、教職支援活動を通して岡山大学における教員養成の

質を保証するとともに、学校支援・現職教員研修等の教師教育の研究開発と事業推進を目的として

平成22年4月に設置された。センターは教師教育開発部門、教職支援部門、教職コラボレーション

部門、理数系教員養成事業部門の４部門から成り、全学教職コア・カリキュラムの研究開発、教職

指導（教職支援・相談業務）、県下の協力校、教育学部附属学校園、教育委員会等、関連諸機関と

の連携協力事業、理数系教員養成事業等を実施している。 

学内での年間活動状況 

a)センター主催・共催の研究会・研修会 

①センター企画講座「教師力養成講座」の開催

【概要】 

教職志望学生の「生徒指導力」「授業力」「教師力」「学校力」を高めることを目的として開講。 

現役の校長等を講師として迎え、学校現場が直面している問題について基調提案をしてもらい、 



それを踏まえて学生同士で議論をしていく。 

(1)第 1回講座(2017 年 5月 24日実施) 参加者 61名 

テーマ：「授業これだけは！」 

講 師：岡山市教育委員会指導課 課長補佐 松岡 和俊 先生 

(2)第 2回講座(2017 年 6月 28日実施) 参加者 39名 

テーマ：「特別の教科道徳の授業づくり」  

講 師：岡山市立大野小学校長 深井 守 先生 

(3)第 3回講座(2017 年 7月 12日実施) 参加者 40名 

テーマ：「子ども理解を基盤にした学級づくり」 

    ～子どもと教師、子ども同士のつながりから～ 

講 師：吉備中央町立円城小学校長 越宗 勇 先生 

(4)第 4回講座(2017 年 7月 26日実施) 参加者 43名 

テーマ：「教師になるための根っこの話」 

講 師：赤磐市立山陽東小学校長 石原 順子 先生  

(5)第 5回講座(2017 年 12 月 13日実施) 参加者 22名 

テーマ：「子どもを理解し、子どもを導く」 

    ～特別支援教育の視点から～ 

講 師：岡山県教育庁特別支援教育課 指導主事 小寺 展代 先生

(6)第 6回講座(2018 年 1月 24日実施) 参加者 35名 

テーマ：「小中の連携について考える」 

    ～｢つながる｣をキーワードにして～ 

講 師：岡山市立足守中学校長 藤原 孝憲 先生

(7)第 7回講座(2018 年 1月 31日実施) 参加者 39名 

テーマ：「アクティブ・ラーニングを実現させるために」 

講 師：岡山市立岡山中央中学校 指導教諭 稲田 智恵 先生

b)センター専任教員の全学教職課程・大学院教育への授業担当状況 

①全学教職課程への授業担当状況

○教育実習 I（観察・参加実習）○養護実習Ｉ（観察・参加実習）○教育実習Ⅱ（幼稚園教育実

習基礎研究）○教育実習Ⅱ（小学校教育実習基礎研究）○教育実習Ⅱ（中学校教育実習基礎研

究）○養護実習Ⅱ（養護実習基礎研究）○教育実習Ⅱ（教育実習基礎研究）○教育実習Ⅲ（附

属幼稚園実習）○教育実習Ⅲ（附属小学校実習）○教育実習Ⅲ（附属中学校実習）○養護実習

Ⅲ（附属・公立学校実習）○教育実習 IV（中学校）○教育実習Ｖ（高等学校）○教育の制度と

社会Ｃ○生徒指導論ＣⅡ○教職論Ｃ○教職実践演習（中・高）○特別活動論Ｃ○フィールド・

チャレンジＡ、Ｂ 

②大学院教育への授業担当状況

○特別活動とキャリア教育の実際○授業実践におけるプレゼンテーション力○教師の職能成長

とコーチング

c)教職支援部門･･･教員志望学生に対する教員採用試験受験のための相談・指導業務 

教職相談室利用者数(平成 29年 2月 1日～30年 1月 31日) 

学部 大学院 その他 
合計

4年生 3年生 2年生 1年生 2年生 1年生 別科/OB 

利用者総数 3277 849 3 13 106 131 809 5188

新規利用者数 303 81 2 2 18 5 35 446 

対外的な教育・研究活動状況 

a)岡山県教育委員会との連携協力事業 

①教員養成に関する事項



・岡山県総合教育センターにおける研修講座及び研究発表大会の学生・大学教員への公開 

・「教師への道」インターンシップ事業 

・学生による学力向上支援への協力 

・岡山県北地域教育プログラム 

②教員研修に関する事項

・家庭科授業への提案 

・授業力パワーアップセミナー 

・小学校プログラミング教育 

③学校教育上の諸課題への対応に関する事項

・子どもほっとライン事業（子ども電話相談） 

・教職員のメンタルヘルス対策 

④その他、両者が必要と認める事項

・附属学校園を活用した研修講座の開催 

b)岡山市教育委員会との連携協力事業 

①教員養成に関する事項

・岡山市の教育施設における学校支援ボランティア事業 

②教員研修に関する事項

・『岡山っ子』学力向上推進事業 

・岡山市教育研究研修センターにおける教育研究・研修講座の指導・助言 

③学校教育上の諸課題への対応に関する事項

・ＥＳＤ推進事業 

・大学生・大学院生との連携 

・スクールボランティア支援システムＶＡＬＥＯの開発と運用 

c)岡山県教育委員会・岡山市教育委員会等との合同による連携協力事業 

・教職実践インターンシップ 

・理数系教員（ＣＳＴ）養成拠点構築事業 

・教師力養成講座における学校長等の講演 

・初任者等メンタルケア事業 

d) 全国研究会への参加

① 第 91回国立大学教育実践研究関連センター協議会

・開催日：平成 29年 9月 15日（金） 

・場 所：島根県産業交流センターくにびきメッセ 

・内 容：総会、発表、報告、意見交換 

② 平成 29年度日本教育大学協会全国教育実習研究部門 第 31回総会・研究協議会

・開催日：平成 29年 10 月 13日（金） 

・場 所：愛知教育大学 

・内 容：総会、研究協議会 

③ 平成 29年度日本教育大学協会研究集会

・開催日：平成 29年 10 月 14日（土） 

・場 所：刈谷市総合文化センター（アイリス） 

・内 容：全体会、基調講演、シンポジウム、分科会 



・研究発表： 全学教職課程における「教育実践演習の取組」（２） 

－60分授業・4学期制導入に伴う授業改善の成果と課題の検討－ 

・発表者：三島知剛講師 

④ 第 92回国立大学教育実践研究関連センター協議会

・開催日：平成 30年 2月 16日（金） 

・場 所：東京学芸大学 

・内 容：総会、報告、意見交換 

外部資金導入状況 

a)センター専任教員が研究代表もしくは研究分担者の科研費受給状況 

①科学研究費補助金 基盤研究（Ｂ）「中等国語科における批判的読解力の診断評価」髙旗浩志

（分担）

②科学研究費補助金 基盤研究（Ｂ）「総合大学における汎用ポートフォリオ評価システムの開

発による教職カリキュラムの改善」髙旗浩志（分担）

③科学研究費補助金 基盤研究（Ｂ）「協働学習支援ツールによる活用型授業とブレンディッド

ラーニングによる教員研修の開発」 荒尾真一（分担）

b)センター専任教員あるいはセンターとして受給した学内科研･･･なし 

c)センター専任教員あるいはセンターとして受給した外部資金導入･･･なし 

d)センター(専任教員)が他のセンター(専任教員)と連携して申請した科研費受給状況･･･なし 

e)GP 等採択状況･･･なし 




