
岡山大学教師教育開発センター 
 
所在地： 

住  所：〒700-8530 岡山市北区津島中 3-1-1(津島キャンパス) 

〒703-8281 岡山市中区東山 2-17-4 (教師教育開発センター東山ブランチ) 

電話/FAX：086-251-7728/086-251-7586(いずれも津島キャンパス) 

URL： http://www.okayama-u.ac.jp/user/cted/ 

 

構成員：(令和 3年 1月 31日現在) 

センター長(併) 教授 三村 由香里 

副センター長 教授 髙旗 浩志 

 教授（特任） 橋本 拓治 

教師教育開発部門 教授 

准教授 

講師 

髙旗 浩志（再掲） 

才野 博紀 

三島 知剛 

教職支援部門 教授（特任） 

教授（特任） 

教授（特任） 

教授（特任） 

山内 隆彦 

國府島 知子 

近藤 弘行 

小林 清太郎 

教職コラボレーション部門 教授（特任） 

教授（特任） 

教授（特任） 

橋本 拓治（再掲） 

近藤 弘行（再掲） 

小林 清太郎（再掲） 

理数系教員養成事業部門 教授 

教授（特任） 

教授（特任） 

山﨑 光洋 

荒尾 真一 

平野 和司 

事務職員 中新 朗久 

金本 睦未 

小谷 馨 

吉岡 史織 

 

 

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ＤⅠ○教職入門ＤⅠ・ＤⅡ○教職実践演習（中・高）○特別活動論Ｃ〇教育心理学概説

Ｄ○工業化教育法（基礎Ⅰ・Ⅱ）○職業指導概説Ⅰ・Ⅱ○総合的な学習の時間の指導法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○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(令和 2年 2月 1日～令和 3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 1884 1137 1 0 18 80 257 3377 

新規利用者数 60 91 1 0 4 9 37 202 

 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(令和 2年 6月 17日実施) 参加者 18名 

テーマ：「授業これだけは！2020」 

講 師：岡山市教育委員会指導課 指導副主査 河原 大輔 先生  

(2)第 3回演習(令和 2年 7月 1日実施) 参加者 18名 

テーマ：「困難さのある子供の理解支援」  

講 師：岡山県総合教育センター 教育支援部 部長 木下 聡子 先生 

(3)第 4回演習(令和 2年 7月 8日実施) 参加者 16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 

(4)第 5回演習 (令和 2年 12月 9日実施) 参加者 20名 

テーマ：「教育の情報化推進と情報モラル教育」 

講 師：岡山県総合教育センター 研修部 指導主事 浅野 雄一 先生 

(5)第 6回演習（令和 2年 12月 23日実施) 参加者 18名 

テーマ：「アクティブ・ラーニングの視点からの授業づくり」 

講 師：岡山市教育研究研修センター 指導主査 戸川 倫通 先生 
(6)第 7回演習 (令和 3年 1月 20日実施) 参加者 18名 

テーマ：「教師と児童生徒の信頼関係づくり」 

講 師：岡山県総合教育センター 教育支援部 教育支援班 指導主事（班長）小田 哲也 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 97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 2年 9月 11日（金） 

 ・場 所：オンライン開催 

 ・内 容：総会、報告、意見交換 

 

② 令和 2年度日本教育大学協会全国教育実習研究部門 第 34回総会・研究協議会 

・開催日：令和 2年 10月 9日（金） 

・場 所：オンライン開催 

・内 容：総会、研究協議会（発表） 

 

③ 令和 2年度日本教育大学協会研究集会 

・開催日：令和 2年 10月 10日（土）～10月 31日（金） 

・場 所：オンライン開催 

・内 容：招待講演資料・研究発表資料等の公開、質疑応答 

  

④ 第 98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 3年 3月 4日（木） 

・場 所：オンライン開催 

・内 容：総会、報告、意見交換 
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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（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 

①教職員支援機構「教員の資質向上のための研修プログラム開発支援事業」若手教員授業力向上

研修会「授業力パワーアップセミナー」 髙旗浩志 
 

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 

 




