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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（幼



稚園実習）○教育実習Ⅲ（小学校実習）○教育実習Ⅲ（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(1)(2)○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〇教育心理学概説 D 

②大学院教育への授業担当状況 

○教材開発と授業デザイン○授業アセスメント技術とその応用○生徒指導と発達支援教育○ア

クティブラーニングの理論と実践○学校におけるＩＣＴ活用○ＣＳＴ教育の理論と実践○生徒

指導特論○学校社会学特論 
 
b)教職支援部門 

①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 31年 2月 1日～令和 2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/他学部 

利用者総数 3207 1243 7 2 45 27 550 5081

新規利用者数 59 129 5 2 4 7 37 243 

 ②高年次教養科目「教師力養成演習」の実施 

【概要】 

本授業では、学校教育における現代的な課題を取り上げ、学校で活躍する先生方、教育委員会

などで教育行政に携わる方々の講話と、各学生同士のグループ演習や意見交換により、学校教育

の様々な課題の現状や対策などを学ぶ。 

  ○外部講師を招聘した授業 

(1)第 2回演習(2019 年 5月 29日実施) 参加者 72名 

テーマ：「「子どもの問題行動」を考える」 

講 師：岡山市立浦安小学校 校長 服部 道明 先生  

(2)第 3回演習(2019 年 6月 19日実施) 参加者 58名 

テーマ：「授業これだけは！2019」  

講 師：岡山市教育委員会指導課 指導副主査 梶原 健介 先生 

(3)第 4回演習(2019 年 7月 10日実施) 参加者 53名 

テーマ：「信頼される教師になろう」 

講 師：岡山県総合教育センター 生徒指導部 指導主事 松浦 孝昭 先生 

(4)第 5回演習 (2019 年 12月 11日実施) 参加者 41名 

テーマ：「学校現場で生かせる学校教育相談」 

講 師：岡山っ子育成局こども福祉課・岡山市教育委員会指導課 子ども相談主事 

三上 政誉志 先生  

(5)第 6回演習(2020 年 1月 8日実施) 参加者 35名 

テーマ：「困難さのある子供の理解と指導・支援の在り方について」 

講 師：岡山県総合教育センター 特別支援教育部 指導主事 仲 哲宏 先生 
(6)第 7回演習 (2020 年 1月 22日実施) 参加者 39名 

テーマ：「教師力について考える」 

講 師：岡山市立京山中学校 校長 天野 和弘 先生 
 

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よ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 

②教員研修に関する事項 

・授業力パワーアップセミナー 

 

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 

・学力向上推進プロジェクト 

・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 

・岡山市教育研究研修センターによる研修講座の学生・大学教員への公開 

③学校教育上の諸課題への対応に関する事項 

・スクールボランティア支援システムＶＡＬＥＯの運用 

 

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 

・教師力養成演習における教育委員会指導主事・学校長等の講演 

・教職ガイダンス 

・岡大サテライト研修 

 

d) 全国研究会への参加 

① 第 95回国立大学教育実践研究関連センター協議会 

 ・開催日：令和元年9月 6日（金） 

 ・場 所：岐阜大学 

 ・内 容：総会、報告、意見交換 

 

② 令和元年度日本教育大学協会全国教育実習研究部門 第 33回総会・研究協議会 

・開催日：令和元年 10月 4日（金） 

・場 所：岡山大学 

・内 容：総会、研究協議会（発表） 

 

③ 令和元年度日本教育大学協会研究集会 

・開催日：令和元年 10月 5日（土） 

・場 所：岡山大学 

・内 容：全体会、分科会 

  

④ 第 96回国立大学教育実践研究関連センター協議会（新型コロナウィルス対応のため中止） 

・開催日：令和 2年 3月 6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）「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） 

②科学研究費補助金 基盤研究（Ｃ）「実習指導教員の学習を促す教育実習指導モデルの開発研

究」 三島知剛（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 

 

 

 

 

 

 




