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■JOYAMA通信第22号をお届けいたします。発行にご協力いただきまし
た皆様に感謝申し上げます。今号から編集に学生委員会が参加する
ことになりました。特集2の「学長と語ろうもん」は学生委員会の担当で
す。今後ともこれまで以上に学生生活の様子や学生の声を紹介してい
ければと思っています。
また今号では研究プロジェクトについて特集いたしました。このプロジェ
クト以外にも大学では様々な研究が進められています。今号で紹介した
ような教育に関する研究はもちろん、各教科内容に関する専門分野で
も、各教員がオリジナリティにあふれる研究を行っています。こうした教
員の研究活動や地域と連携した研究プロジェクトについては、次号以
降も紹介していく予定です。
今後もJOYAMA通信の内容をより充実させたいと思っていますので、
ぜひともアンケートにご協力いただき、皆様の声をお寄せください。
（広報編集部） 
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福岡教育大学
イメージキャラクター

今、研究開発
プロジェクトが熱い！

学長と語ろうもん！！
オープンキャンパス２０１１を開催！
被災地各地での学校支援ボランティアに参加しました！
福岡県立鞍手高等学校との高大連携事業「理数科サマーセミナー」を実施
好評につき第二弾！「講座むなかた！ ムナカタ！宗像！ Ⅱ ～今語る宗像・沖ノ島～」を開講
「社会科教育セミナー ～来年度から中学校地理的分野はこのように教える！～」を開催
「障害のあるかたへの支援技術講習会」を開催



01特集　 今、研究開発プロジェクトが熱い！

　本学では、法人化第２期（平成22年度～27年度）の研究に関する目標を達成するため、「教育を中心とした現代的諸問題の解決に向
けて、研究活動を活性化し、その成果を積極的に社会に還元する」こと、並びに、「学校、教育委員会及びその他の機関・団体との共同研
究や研究連携を推進し、その成果を積極的に社会に還元する」ことを掲げています。
　法人化第２期に新設された研究開発推進室では、昨年度１年間をかけて、九州地区唯一の教員養成系大学として今期の研究をどのよ
うに推進していくか、鋭意検討を重ねて参りました。その結果、「現代的教育課題」の一つには、学習指導要領の改訂で「充実すべき重要
事項」の第一に掲げられた「各教科等における言語活動の充実」があげられることを確認し、大学を挙げてのプロジェクトを立ち上げました。
このプロジェクトの最大の特色は、本学のパートナーとなる県内小学校を学校単位で募り、ともに協力して研究を推進していくことにありま
す。期間については、平成23年度から24年度の２年間を予定しております。
　本学といたしましては、各教科等において、福岡教育大学と福岡県内の公立小学校による真の意味での「共同研究」が推進されること
を切に願いますとともに、その研究成果につきましても、学界及び教育界の双方に資する研究を展開して参りたいと考えております。どうか、
温かい目で見守っていただきますようお願い申し上げます。
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各教科・領域の共同研究の紹介
研究開発プロジェクトの趣旨及び挨拶

　本プロジェクトでは、教科･領域を横断して取り組むことのできる現代的教育課題として、言語活動の充
実に注目することにしました。言うまでもなく、言語は、思考のための道具であり、コミュニケーションのための
道具でもあります。その意味において、すべての教科･領域における授業は、言語を中心に据えながら展開
されるといっても過言ではありません。最近では、2004年2月の文化審議会答申において、「国語力の重
要性」が指摘されています。その後、PISAをはじめとする各種学力調査の結果分析をとおして、言語力の
向上は、教育界が取り組むべき重要課題の一つとして位置づけられてきています。
　このような動きの中で、2008年1月に示された中央教育審議会答申では、「言語は知的活動（論理や
思考）の基盤であるとともに、コミュニケーションや感性･情緒の基盤でもあり、豊かな心を育む上で
も、言語に関する能力を高めていくことが重要」であることが指摘されました。そして、2008年3
月に示された小学校学習指導要領では、各教科等の指導において、言語に対する関心や理
解を深め、言語に関する能力の育成を図る上で必要な言語環境を整えていくことが強く要請さ
れてきています。
　そこで、本プロジェクトでは、国語、社会、算数、理科、生活･総合、外国語活動のそれぞれに
おいて、県内の小学校との共同研究を推進し、「言語活動の充実」の実現に向けた取り組み
を行っていきたいと考えています。

プロジェクトの概要

　説明的文章教材の授業研究を通して、国語科における「言
語活動の充実」を追究しています。国語科は言語を直接取り
あげる教科ですから、すべてが言語活動である、といえる面もあ
るのですが、身につけさせる力や設定する学習活動があいま
いなものにならないよう、８月に時間をかけて授業を計画し、２
学期に実践を通した検証を進めていく予定です。

前田　眞證 教　授
山元　悦子 教　授
河野　智文 准教授

特集　 今、研究開発
プロジェクトが
熱い！

森藤 義孝 教授（研究開発プロジェクト統括担当･理科担当）

小川 亜弥子 副理事（研究プロジェクト担当）

　学習指導要領での活用、社会形成及び新観点「思考・判
断・表現」を踏まえ、社会科学力としての見方や考え方を育む
言語活動のあり方を、実践的に追究します。 
　平成23年11月4日(金)に、共同研究校である岡垣町立内
浦小学校において、「子どもが地域・社会とのかかわりを実感す
る生活科・社会科学習指導－『ひと・もの・こと』を活かした学習
指導の工夫を通して－」とのテーマで研究発表会が行われま

す。そこで、それまで
の研究成果が示され
る予定です。 

豊嶌　啓司 教　授
小田　泰司 准教授

社会科教育講座

大学側共同研究者

共同研究校

国語教育講座

国語 社会

　算数科における言語活動例や新教科書の学習活動の具
体化を通して、知識・理解の確実な定着や思考力・表現力なら
びに活用力の育成
を目指す算数科教
育のあり方を、理論
的・実践的に追究し
ます。

清水　紀宏 教　授
数学教育講座

算数

　外国語活動における「言語活動の充実」にはコミュニケー
ション活動の充実のみならず、「日本と外国の言語や文化に
ついての体験的理解」という側面があります。今回の宇美町
立原田小学校との共同研究においてはこの点を重視し、児童
による「書き言葉」の実体験を試みます。具体的には英語を話
す人々からの簡単なお手紙のお返事として、自らもアルファ

ベットを綴ってみるという体
験です。中学校への有効
な橋渡しとなることも期待
できます。

森　　千鶴 教　授
中島　　亨 准教授

英語教育講座

　生活科・総合的な学習の時間の本質に迫ることができる教
材開発・学習活動の工夫と、その指導のあり方を学習指導要
領の趣旨をふまえて
実践を通して追究し
ます。

津川　　裕 教　授
生活総合教育講座

生活・総合

外国語活動

　観察、実験をいくら積み重ねても、科学的な見方や考え方を
構築することはできず、それを構築している者のみが、観察、実
験の内容を科学的に捉えることができます。このことを踏まえ
ながら、30年以上に及ぶ理科教育実践校としての伝統を持
つ大城小学校の先生方とともに、言葉と体験を表裏一体の
関係として捉え、個々の言葉が適用される事例の最適化を視

点としつつ、理科学習を通
した言葉の充実に取り組
んでいきたいと思います。

理科

森藤　義孝 教　授
坂本　憲明 教　授
甲斐　初美 講　師

理科教育講座

久留米市立北野小学校 岡垣町立内浦小学校

糸島市立波多江小学校 春日市立春日東小学校

大野城市立大城小学校 宇美町立原田小学校
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01特集　 今、研究開発プロジェクトが熱い！

　平成23年8月19日（金）、各教科等の本質をふまえた言語活動のあり方を実践的に追求する「研
究開発プロジェクト」の一環として実施しました。会場は、本学キャンパスで最大のキャパシティーを
誇る附属教育実践総合センター大Ⅰ教室。300人程度が収容可能なこの会場は、福岡県内外の現
職教員、教育委員会・教育事務所・教育センター等の指導主事、並びに関係の研究者らの参加で溢
れんばかりの活況を呈しました。
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学校教育の今もっともホットな課題

「言語活動の充実」
に関するパネルディスカッション・講演会を開催

第１部　パネルディスカッション 第２部　講演会 

　第１部パネルディスカッションの前半では、共同研究推進メンバーのうち大
学側のメンバーにより四つの柱、即ち、各教科・領域における言語活動、その
具体例（実践例）、小学校との共同研究の視点、及び取り組む上での課題
に関する報告がなされました。後半では、参加者から募った質問票をもとに大
学側メンバーが議論を展開するなど、活発な討議が繰り広げられました。
　具体的には、充実した言語活動を成り立たせるためには、体験と言葉を
結びつけること（生活科）がまず必要であることや、言語活動を行うための資
源となる教科それぞれに獲得させたい語彙があること、言語活動の根幹に
は比較・推論等の思考力が必要であることなどが確認されました。大学と小
学校との共同研究がこれからさらに発展していくための共通基盤になる考え
方が明らかになったパネルディスカッションでした。

　このような学びの場が、このように身近なところで、しかも福教大で提供されることに、たいへん感激しました。学会とも違う、附属

学校や公立学校の研究発表会とも違う、はたまた指導主事の研修会とも違う、それらが融合した大学ならではの新たな学びの

場・・・という感じです。大学の先生方が現場に対して、「一緒に子どもを育てましょう」という熱いメッセージを送って下さったと、私

なりに受けとめました。会場にいた皆さんもそう感じられたのではないでしょうか。

　また、心地よい刺激をいただき、私なりに言語活動の充実に関する整理がついたとともに、新たな疑問や課題をもち、学ぶ意欲

を喚起させていただきました。是非、第２弾、第３弾を ！　楽しみにしています。

　第２部では、水戸部修治先生に、「各教科等の本質を踏まえた言語活動
の充実のために」と題したご講演をいただきました。
　「今、目の前の子どもたちに付けるべき力とは」から説き起こされ、「言語活
動の充実」を各教科でめざす意味や、授業づくりとその検討の視点など、体
系的にお話しくださいました。
　また、「G.P.S（Grade,Process,Style）」という明解な視点をお示しいただ
いたこと、学習評価の進め方について詳しくふれていただいたこと、第１部の
パネルディスカッションでの論点を取りあげ意味づけていただいたことなどに
より、実践的な理解を深めることができました。さらに、研究成果の集約につ
いてのご助言は、本プロジェクトの今後の展開についての大きな示唆となり
ました。
　水戸部先生からは、本学が全学を挙げて取り組むこのプロジェクトの新
規性、独自性、並びに有用性について、高い評価をいただきました。
　水戸部先生の本プロジェクトへの期待にお応えできる成果を挙げるべく、
取り組みを進めて参りたいと思います。

コーディネーター： 

パネリスト： 

コーディネーターの山元  悦子 教授

満員の会場

第1部 パネルディスカッションの様子

第2部 講演会の様子

講談する水戸部教科調査官

河野　智文 准教授
小田   泰司 准教授
清水   紀宏 教　授
森藤　義孝 教　授
津川      裕 教　授
森　　千鶴 教　授

国語

社会

算数

理科

生活・総合

外国語活動

山元　悦子 教　授 演題： 

講師： 水戸部 修治（みとべ しゅうじ）
文部科学省 初等中等教育局 教育課程課 教科調査官
国立教育政策研究所 教育課程研究センター 総括研究官・教育課程調査官・学力調査官

「各教科等の本質をふまえた言語活動の充実のために」

筑前町教育委員会 宮崎 敏宏 指導主事

　パネルディスカッションにおける議論の様子が示していたとおり、各教科等の取り組みは、それぞれの理論的･実践的伝統の中

で独自に展開されているといって良いでしょう。しかし、各教科等の主張の中には緩やかな類似点を見いだすことができたように

思います。それは、言語活動の充実を、言語力、表現力、あるいはコミュニケーション力の育成といった「脱文脈化された世界」の

話にとどめるのではなく、各教科等の具体的かつ実り豊かな学習内容を有する「文脈化された世界」の話として検討しようとして

いる点だと思います。このことが、水戸部先生に評価していただいた本プロジェクトの最大の特徴であり、大切にしていかなけれ

ばならない点であると考えています。当面は、各教科等の独自性を損なうことなく、研究を推進していきたいと思います。そして、プ

ロジェクトの最終段階で、個別的に得られた各教科等の研究成果を、鳥瞰的に眺めたときに、ある種の一般法則が見えてくること

を期待したいと思います。

森藤 義孝 教授（研究開発プロジェクト統括担当･理科担当）

参 加 者 か ら の 声 ま と め
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７月３０日（土）、夏の恒例行事となっているオープンキャンパスを開催しました。
来場者数は昨年を超える２８５０人となりました。暑い中ご来場いただき、誠にありがとうございました。

意外に好評だったのが、この「オー
プンキャンパス特製うちわ」です。青
いうちわを持った高校生の姿が爽
やかで、清 し々い一日となりました。 来場者数が急激に伸びた昨年度より、さらに多くの方々にご参加

いただき、スタッフとして嬉しい限りです。今年度のオープンキャンパ
スは、本学学長による「高校生へのメッ
セージ」や、板書講義の公開といった新た
な取り組みもあって、充実した内容になった
のではないかと思います。来年度以降、さら
に進化した福教大オープンキャンパスにで
きるよう、スタッフ一同尽力いたします。ご参
加ありがとうございました。

本学は教員養成単科大学
でありながら、総合大学に引
けを取らない、幅広い分野
のコース等があります。オー
プンキャンパスでも、自然科
学教棟では理科の実験、音
楽教棟では室内合奏の演
奏と、魅力あるイベントが目
白押しで、見逃さないように
足早に会場に向かう姿も見
受けられました。

当日が絶好の晴天だった
こともあり、高校生、保護
者の皆さんなど、朝早くか
ら多くの方にお越しいただ
きました。

プログラムの一環として同
時開催した大学説明会で
は、寺尾学長による「高校
生へのメッセージ」と題した
特別企画を実施しました。

本学が特に力を入れている
「板書講義」。将来、教員に
なるために必要な、板書の
チョーク技法を学ぶ授業で
す。その一部を、高校生の
皆さんにも体験していただき
ました。

サークル活動の練習も公開
しました。中庭で演奏やダン
スを披露するサークルもあ
り、大いに盛り上がりました。

オープンキャンパス２０１１を開催！

スタッフから一言

被災地各地での学校支援ボランティアに
参加しました！

福教大NEWS 2

　福岡教育大学は、宮城教育大学が東日本大震災で被害を被った教育現場の復興に向けた支援を行うため６月に設置した「宮城教育大学教
育復興支援センター」と連携し、８月１７日～２０日の日程で、被災地の小中学生を対象とした教育支援ボランティアとして、自学自習への支援に本
学から学生５名（内訳：４年男子１名、１年男子１名、１年女子３名）を派遣しました。本活動には、本学以外にも、他の教員養成系大学から多数の
学生が派遣されていました。

　学生の表情もこのボランティアに参加する前と後では、はっきり違いが分かるほど成長して福岡へ戻ってきました。この経験は、これからの大学
生活に大きな影響を与えたに違いありません。
　福岡教育大学では、今後も学生の積極的なボランティア活動を応援し、継続的な被災地支援を可能な限り行っていきます。

　今回のボランティア活動では、たくさんの生徒たちと関わることができました。その中で、津波によって祖母が
亡くなってしまったと話してくれた生徒がいました。そのとき、ただ頷いて話を聞くことしかできず、自分の無力さ
を痛感しました。その反面、自分にできることは他にないのかと考えを深めるきっかけにもなりました。活動を通し
て、たくさんの人に出会い、 たくさんのことを学ばせてもらったことに感謝しています。

　僕は今回のボランティアに参加して、「心の強さ」というものを実感しました。
　実際被災地へと足を運んでみると、想像以上の愕然とする光景ばかりが広がっていて言葉を失いました。そん
な中、現地の小中学生と２日間学習を通して関わり、彼らの素直さや明るさに触れることができました。被災者と
は思えない彼らの心の強さに、自分自身多くのことを学ばされました。当日震度５の余震を体験したのですが、僕
たち以上に落ち着いた表情をしていた事は言うまでもありません。
　勉強のことを上手く教えられたかどうかは分かりませんが、充実した日々を過ごせて本当に行って良かったで
す。またこのような機会があれば参加したいです。

津波により破壊された建物気仙沼市立松岩中学校で子どもたちに勉強を教えている様子

参加した学生からの

福祉社会教育課程
1年　與田 くららさん

（福岡県立筑前高等学校出身）

初等教育教員養成課程数学選修

1年　畑 勇気さん
（高知県立高知西高等学校出身）

声
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参加した学生からの

福祉社会教育課程
1年　與田 くららさん

（福岡県立筑前高等学校出身）

初等教育教員養成課程数学選修

1年　畑 勇気さん
（高知県立高知西高等学校出身）
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　９月１０日（土）に「講座 むなかた！ムナカタ！宗像！Ⅱ」を開催しました。本学の所在地、宗像市及び近隣の
福津市にある「宗像・沖ノ島と関連遺産群」がユネスコ世界遺産の暫定リストに掲載されたことに伴い、
今年の１月から３月までに３回にわたって第Ⅰ期の講座を実施したところ、多くの皆様にご参加いただき、大
盛況のうちに終了いたしました。前回ご参加いだいた方々から講座再開の強いご要望が寄せられ、この度
これにお応えする形で、第Ⅱ期講座を９月から１２月にかけて４回にわたり実施するものです。
　第１回目の今回は、野洲市教育委員会文化財保護課の花田勝広氏から「宮地嶽古墳と胸形君」、本
学名誉教授の板坂耀子氏から「江戸時代の紀行と宗像」のテーマで講演が行われました。花田氏の講
演では、宮地嶽古墳の被葬者について、これまでも胸形君徳善とする考えが強かったが、古墳構造およ
び遺物の出土状況の詳細な追跡調査を行い、考古学的に徳善の墓と断定するのは難しいが、徳善の
墓であることを否定することはさらに困難である、との見解が示されました。板坂氏の講演では、近世の紀
行文学のなかで宗像が触れられている代表的な紀行文を取り上げ、今に伝わる地名や失われた地名、石
炭の使用など、近世宗像の一面が身近なものとして紹介されました。また、沖ノ島以外の女人禁制の事例も示され、歴史的かつ今日的な話題が提供されま
した。さらに、失われつつある変体仮名の持つ重要性についても指摘がありました。会場には、予想を遙かに超える約３３０名の参加があり、大盛況のうちに
終了いたしました。
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　８月７日（日）、来年度から中学校で新学習指導要領が全面実施されることに伴い、中学校社会科の先生を対象に、社会科セミナーを開催しました。
　このセミナーは、中学校社会科の中でも大きく内容が変わる地理的分野について、参加者の問題解決や不安解消を図ることを目的としています。
　まず、太宰府市立太宰府西中学校長の木村千代治氏から今回の学習指導要領の改訂における問題提起があり、それを受け、文部科学省初等
中等教育局教育課程課教科調査官濵野清氏から、今回の改訂のポイントや授業展開等について、本学社会科教育講座の石丸哲史教授からは、
教材化への視点から、それぞれ具体的な事例
を交えながらの説明がありました。
　セミナー参加者からは、「全面実施前年の
適切な時期に開催していただき、不安解消に
なった」「次年度からの授業のあり方が見えて
きた」等の意見を多数いただきました。

「社会科教育セミナー～来年度から中学校
  地理的分野はこのように教える！～」を開催

福教大NEWS 5

セミナーの様子濵野教科調査官の講演

「OCRソフトを利用した視覚障害のあるかたへの支援」の様子

「視聴覚教材への字幕挿入」の様子

板坂氏の講演の様子

満員の会場

　８月２６日（金）、障害学生支援室主催により「障害のあるかたへの支援技術講習会」を開催し
ました。教育機関における支援の導入を目的として、九州地区大学の教職員や大学生など計１７
名の参加がありました。
　今回の講習会では、日頃より学内で支援活動を行っている学生１１名が講師役を務め、「パソ
コンテイク」「視聴覚教材への字幕挿入」「音声認識ソフトを利用した支援」「OCRソフトを利用
した視覚障害のあるかたへの支援」の４つのグループごとに支援方法を紹介しました。
　参加者からは、「新しい支援方法を学べてよかった」「支援をする際に工夫していることなど、実
際に支援を行っている学生さんから直接話を聞けてよかった」「流れをとても丁寧に教えてもらえ
たのでよかった」等の感想が聞かれました。また、「他大学との交流の機会をもっとつくってほし
い」「スキルアップについても聞きたい」「サポート体制をどのようにつくっていくか知りたい」「支援
技術の必要性をアピールしてほしい」など、本学障害学生支援室へ期待する声も聞かれました。
　本学障害学生支援室では、独立行政法人日本学生支援機構障害学生修学支援ネットワー
クの九州・沖縄地区拠点校として、障害のある学生の修学支援に関するさまざまな情報提供を
行っており、今後も一層の充実に努めていく方針です。

　障害学生支援室では、障害のある学生のかたへの修学支援を行っています。
相談・お問い合わせは『障害学生支援室』まで。電話やメールによるご相談も受け
付けています。

「障害のあるかたへの
 支援技術講習会」を開催

福岡教育大学障害学生支援室
佐田　茂氏（佐賀大学名誉教授）
弓場　紀知氏（京都橘大学教授）
松本　肇氏（日本考古学協会員）
コーディネーター：亀井　輝一郎（福岡教育大学教授）　　　

最終講座（第４回）ではシンポジウムを開催します！

福教大NEWS 6

福教大NEWS 4
「講座むなかた！ムナカタ！宗像！Ⅱ
～今語る宗像・沖ノ島～」を開講

好評につき第二弾！

障害学生支援室　附属特別支援教育センター１階

TEL： 0940-72-6062   FAX： 0940-35-1458
e-mail： havefun@fukuoka-edu.ac.jp

（月～木　10:00～17:00　　金　10:00～16:00）

　理科教育講座では、８月１日（月）、２日（火）の２日間、高大連携事業として本学自然科学教棟で
「理数科サマーセミナ－」を実施しました。この事業は、従来から連携協力関係にある鞍手高等学
校（直方市）を協力校に、理科への興味・関心を一層高めてもらうために、理数科１年生を対象とし
て年間を通して科学的思考力、表現力、創造力を養成することを目的としています。
　８月１日は宮崎義信教授の「酸化還元反応を利用したビタミンCの濃度測定」、山﨑聖司准教
授の「植物細胞の観察とDNAの抽出実験」、８月２日は伊藤克治教授の「蛍光と化学発光」、長
澤五十六教授の「分子の構造決定－その理論と実験－」をテーマに、実体験を重視した専門性
の高いプログラムを実施しました。生徒たちは、熱心に講師の話を聞きながら、大学の先端機器を
用いた観察や実験を行っていました。今回のセミナーで身につけた、科学的思考力と問題解決能
力を定着させるために、今後高校において補足実験・追加実験を行い、１２月に生徒による課題研
究発表会を開催する予定です。

「理数科サマーセミナー」を実施
福岡県立鞍手高等学校との高大連携事業
福教大NEWS 3

うがい薬でビタミンCの濃度を測定する様子

X線解析装置を使った実験の様子

平成２３年１２月１０日（土）13:30-16:30
シンポジウム「今語る宗像・沖ノ島」

「沖ノ島の発掘と遺跡」
「出土品から見る古代の日本と百済 －沖ノ島と竹幕洞遺跡－」
「原始神道から社殿祭祀への移行」

シンポジスト

参加無料！事前申し込
みも不要です。
詳細は本学ホームペー
ジの「イベント情報」を
ご覧ください。
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02特集　 学長と語ろうもん！！

学長と語ろうもん
－学生と学長との懇談会－
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特集

　平成23年3月16日（水）、本学において「学生と学長との懇談会」を開催しました。年に一度開催しているこの懇談会も今年で6回目と
なり、今回は『「学生生活に関する調査」を基に福岡教育大学について語ろう！』と題し、各講座から選出された学生と寺尾学長をはじめ大
学役員及び事務職員とが、出席する学生に事前に提出してもらったアンケートを基に、今後の本学の運営に反映させるための意見交換を
行い、当日は、本学のカリキュラムや教育実習、課外活動等について、学生から多くの意見が出されました。
　懇談は寺尾学長から「福岡教育大学の今後のさらなる教育の質的向上を実現するため、みなさんの意見やアイディア等をお聴きし、一
緒に考えていきたい」とのあいさつに始まり、活発な意見交換がなされました。最後に、高梨理事・副学長から「これからもみなさんには自
立性、自己実現の力を身につけるよう意識して大学生活を過ごしてほしい」とのあいさつがありました。
　懇談会終了後のアンケートによると、参加した学生から「好意的に学生の意見を聴いてくださって嬉しかった」「学生生活における意識
を向上することができた」「またこのような会を設けて欲しい」等の意見が出されました。

【意見・要望】
・留学に関する情報について、ホームページで分か
りやすく公開して欲しい。

・本学のホームページの情報が分かりづらい。

他にも以下のような意見・要望がありました。

！！

本学のホームページを
見ていますか

本学の公式ホームページは、全面リニューアル後、すでに５年以上が経過しています。そこで、サイト訪問者に対し
て、より情報を見やすく探しやすくすると同時に、本学の特徴を前面に出し、魅力的で情報発信能力の高いホーム
ページとすること等を目的に、公式ホームページのデザイン・機能の全面リニューアルを実施予定です。
本学では、情報公開及び広報活動を進めるためにホームページの更なる充実に取り組んでいます。
来年４月には、リニューアルした公式ホームページを公開する予定です。

VOICEには、これまでも様々な意見要望が投稿されています。
投稿された意見・要望として修学や課外活動、福利厚生施設に関することなどがあり、平成22年度に投稿された
「駐輪場の増設」については、13ページにもあるとおり、今年度野球場南側に駐輪場を設置しました。

「学長と語ろうもん!！～学生と学長との懇談会～」に参加できなかった
学生が、大学に意見や要望を伝える機会はありますか？

大学では、「学長と語ろうもん」だけではなく、いろいろな方法で学生
の声を収集しています。

学生の修学、就職・進路、課外活動、経済面などあらゆる相談に応えるための「学生なんでも相談窓口」の一環として、要望、悩み、相談等な
んでも書いて投稿することができる「VOICE」を学内に設置しています。
なお、いただいた意見等については、大学内で検討し、回答を学生センター掲示板に掲載しています。
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▼ 懇談会にて発言する学生 ▼ 学生からの意見に丁寧に答える寺尾学長（左から３人目）

▲ 学内に設置されているVOICE

「VOICE」

今回実施した「学生と学長との懇談会」でも話題となった本学公式ホームページに関して、本学学生を対象に３年に一度実施している「学
生生活に関する調査報告書」の結果をまとめたものです。（図１参照）
この調査報告書で出された意見・要望は、以下のとおり反映されています。
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学長と語ろうもん
－学生と学長との懇談会－
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02特集　 学長と語ろうもん！！

学生から出された意見を
ピックアップしました
「学生と学長との懇談会」へ参加した感想

「学生と学長との懇談会」での意見・要望

思ったよりも和やかな場で、自分の意見が大学レベルでどのような解釈がされる
のかを直に感じることができ、また、普段あまり接点の無い課程や専攻の学生のそ
れぞれの意見を聞くこともできて、有意義な時間でした。固い名前とは裏腹に、み
んなリラックスして、自由に意見を出せていたところが、好印象でした。

就職関係のことです。教師になろうと決めた方でもやはり民間企業のこと、経済の
ことを知ることは大変重要なことだと考えています。企業とコラボして地域活性化
の策略を練ったり、商品開発や経営戦略などを考える経験ができれば教員として社
会人として大きなプラスになると思います。
学校現場のみならず、もっともっと日本全体、流れを意識させることが重要かなと
考えています。

中等教育教員養成課程英語専攻
３年　本田 祥太郎さん 
※現在キャンベラ大学に留学中
（福岡県立朝倉高等学校出身）

本学は、自動二輪車が駐輪できる駐輪場が
２箇所のみであり、私が授業を受けている
技術科教棟や自然科学教棟、美術・書道教
棟、家政教棟は駐輪場から遠いため、近く
に駐輪場を設置して欲しい。

中等教育教員養成課程技術専攻
4年　富田 匡斐さん 
（鹿児島市立鹿児島玉龍高等学校出身）

寺尾学長の福岡教育大学をより良くしていこう、変わっていこうというお気持ち
が伝わりとても嬉しかったです。また、他の学生さんも同じことを考えているのだ
なぁと少し安心感を持ちました。今後入学してくる後輩のためにも、よりよい大学
になっていってくれれば嬉しいなと思います。

中等教育教員養成課程美術専攻
４年　前田 由真さん

（佐賀県立唐津西高等学校出身）

12 Joyama News vol.22

本学は教員養成を主たる目的としている大学ですから、総合大学や理系の大
学に比べ共同研究等による民間企業等との連携が弱いことは否めません。 
ただし、インターンシップ制度を利用することや各種ボランティアに参加する
ことにより、官公庁や企業での業務を体験し、その活動の一端を知ることは可
能です。 
インターンシップについては、平成２２年度は５３機関に７３名が参加しており、
多くの参加者から有意義だったとの感想を得ています。それらを積極的に活
用してほしいと思います。 
ご意見を参考に、今後もより多くの官公庁、企業等と連携し、学生のみなさん
の将来に役立つような支援体制の充実を図っていきたいと考えています。 

懇談会で出された意見については、大学として検討し、可能な範囲で実施・改善していくことにしています。また、「学生と学長との
懇談会」は今後も引き続き実施していく予定です。
懇談会の他、学生から意見・要望等を出してもらうために、「ＶＯＩＣＥ」という意見箱を学内に設置しています。さらに、
ホームページからも「福岡教育大学長への提案」ができるようになっています。
学生のみなさんは、ぜひ活用してください！

【大学からの回答】

要望を受け、技術教棟近くの野球
場南側に新たに自動二輪車も駐輪
可能な駐輪場を設置し、９月８日
（木）から利用可能となりました。

【大学からの回答】

野球場の前に駐輪場ができたことで、日々の練習にもいきやす
くなり、とても助かっています。以前は、定年坂（西門付近）の駐
輪場にバイクを停めて、グランドにも遠くとても不便な思いを
していました。この駐輪場ができ、移動距離が短くなり、時間も
短縮され、駐輪場ができたことに日々感謝しています。
ありがとうございました！

ま  と  め

野球場南側駐輪場への入り口 新しくできた駐輪場

実際に駐輪場を利用している、練習帰りの準硬式野球部の学生に、新しくできた駐輪場について感想を聞きました。

初等教育教員養成課程社会科選修
２年 田中健太さん（福岡県立福岡中央高等学校出身）
初等教育教員養成課程社会科選修
２年 出光亮輔さん（福岡県立香住丘高等学校出身）
初等教育教員養成課程生活・総合選修
２年 上杉高広さん（福岡県立福岡中央高等学校出身）

（  右  ）

（  左  ）

（中央）

！
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　「木材加工実習A」は１年生後期に開設さ
れている授業です。主に、技術教育講座（初
等教育教員養成課程技術ものづくり選修
（選択）、中等教育教員養成課程技術専攻
（必修））の学生が受講していますが、その他
の講座の学生もこれまでに受講しています。
　本講座では、『「技」をもった教員』、『ものづ
くり力』を生かした授業を実践できる教員の育
成を目指していますので、木材加工実習Aで
は、そのために必要となる基礎的な加工技術
を身に付けることを主な目的としています。
　本学に入学して、学生生活に慣れてきた頃
の１年生が受講しますが、これまでの生活経
験が個々で大きく異なっており、全く工具に触
れたことがない学生、既にある程度工具の使
い方を知っている学生など様々で、これに対
応するのに本当に苦労しますが、お互い助け
合いながら楽しい実習を行っています。

　木材を加工する木工具は、皆さんもご存知
のようにたくさんあります。その中でも最も代表
的な木工具といえば、木材の表面を削る「か
んな」です。木材加工実習Aでは、このかんな
の中でも「平かんな」の手入れから使用方法
までを中心に実習します。
　一般的な平かんなは、かんな身、裏金、かん

な台から構成されています（写真1）。まず、よく
削れるようにするためには、かんな身を研がな
ければなりません。研ぐためには、砥石が必要
になります。そうです、かんな身を研ぐ前には、
必ず砥石を研ぎます。学生のほとんどが驚きま
す。季節的にも寒くなり冷たい中での作業に
なりますが、これまで受講した学生はよく頑
張っています（写真2）。次に、かんな身の研ぎ
に入ります（写真3）。指先が砥石にあたり、指
紋が無くなるまで研ぐ学生もいます。とにかく
雑念を捨て、集中し、無心でかんな身を研ぎま
す。その時、研ぎの音、かんな身の刃先の指
触りなど、五感を通して体得してもらいます。こ
の頃になると「職人」になったかのように錯覚
する学生も出てきますが、まだまだ粘り強く手
入れを続けます。かんな身に続いて、裏金、か
んな台の手入れが終了すると、今度は、実際
にかんな削りをします。ここでは、いかに薄く、
透けるような削り屑（削り華）を出すかを競いま
す。最終的に、削り方、刃出し量、材料の吟
味、研ぎ直しなどを繰り返して、いわゆる「技」
を習得します。このように、伝統的な木工具で
ある「かんな」を実際に活用できるようになるこ
とは、本実習の魅力の一つだと思います。

　平かんなの他にも、各種木工具の実習を
行います。そして、各自が使用目的を決め、そ

れに応じた機能を備えた作品を構想・設計し、
製作します。木材加工実習Aでは、主に木工
具に関する内容が中心ですので、複雑な構
造を要する作品の製作までには到りません
が、同実習Bでは、高度な加工法を駆使し、構
造を考えた作品を製作します。
　全体的に木屑にまみれ、汗臭い作業が多
いですが、その分、想いがかたちになるので充
実感があると思います。

木材加工実習Aについて

「かんな」の手入れから

　実習協力校において週１日以上継続的に
副担任の視点に立って、実践的に学びます。
子どもとのかかわり合いを大切にしながら子ど
も理解や学級経営など「教室の事実」から学
びます。ティーチング・アシスタントをしながら、
授業実践をはじめ、学級指導、部活指導、昼
食指導、学校行事にも参加します。

「教室の事実」から学ぶ

教育実践力開発コース１年 今村 尚貴さん
本学 障害児教育教員養成課程（現：特別支援教
育教員養成課程）卒業

　実習校ごとに、大学院教員２名と実習協力
校教員の指導や助言を受け、学級経営や授
業づくりの視点を具体的に学びます。また、
日々の学びを実習ノートにまとめ、最終的に実
習協力校でプレゼンテーションを行います。
「学部時代に比べ、講義内容と実習の内容
が近く感じるようになった。学部での学びの上
に教職大学院で学ぶことにより、より深化した
授業理論が得られ、実習での実践的な知識
も深まった」という声を聞きました。学部での学
びを基盤とし、実習と大学院での授業とが「つ
ながる」ものになっています。

　実習中、院生たちは、大学院の院生室に
戻って授業を考えます。時折、学級や授業に
ついて、真剣に語り合う場面に出くわします。
実習前には知らなかったことが、実習の終わり
には、分かり、できるようになるという自己変革
を、院生仲間と「ともに希望を語ること」で実
感し、未来の若い教師たちは希望を見出して
います。

１年間「教室の事実」から学ぶ

教職大学院・教育実践力開発コース

院生の感想

木材加工実習A
技術教育講座 准教授　大内　毅　　　

授業紹介

九州大学大学院生物資源環境科学研究
科博士後期課程修了（博士（農学））、専
門は木材加工学。九州大学大学院農学
研究院助手を経て、2007年４月より福岡
教育大学に赴任。

大内　毅（おおうち　たけし）

最後に

想いをかたちに

教員プロフィール

教員プロフィール（写真左から）
段　　裕明（だん　ひろあき）
青木　晃司（あおき　こうじ）
京極　邦明（きょうごく　くにあき） 
東　　和男（ひがし　かずお）
若木　常佳（わかき　つねか）
吉田　茂孝（よしだ　しげたか）
教育実践力開発コースの教員６名全員が担当しています。

数学科教育
道徳教育
数学科教育
国語科教育
国語科教育
教育方法学

ＴＡ実践インターンシップ実習Ⅰ・Ⅱ
教職実践講座　　

（写真2） 砥石の調整の様子 （写真3） かんな身の研ぎの様子

（写真1） 一般的な平かんな

ティーチング・アシスタントから学ぶ

教育実践力開発コース１年 橋本 彩加さん
本学　初等教育教員養成課程家庭選修卒業

授業後に学級担任の先生から学ぶ
学級担任の先生から指導・助言を頂きます。

　本専攻は通常、教職大学院と呼ばれており、高度な専門家養成を目的とした専門職学位課程の１つです。教育実践力開発コースは、主に現職
教員を対象とした他の２つのコースと異なり、教員免許状をもつ学部卒業者及び社会人を対象としています。２年間で、学校現場の即戦力となる新
人教員を育成します。また、専修免許状と教職修士（専門職）の学位が取得できます。今年も昨年に引き続き、高い教員就職率を目指しています。

実際の授業から学ぶ
教職大学院の授業や課題演習で模擬授業や指導
案の検討を行った上で、授業を実践します。

授業後のリフレクションから学ぶ
（小学校の控え室）

授業を参観された教職大学院の青木先生から指
導・助言を頂いています。

学期毎のプレゼンテーションから学ぶ
実践現場で学んだ内容を「児童理解」、「学級づく
り」、「授業づくり」、「教師間の協働」から分析・発表
しました。校長先生をはじめ先生方からたくさんのア
ドバイスを頂いています。
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Track and field CLUB
　私たち陸上競技部は、部員31名、マネージャー1名、トレー
ナー1名の総勢33名で、日本インカレ入賞、九州インカレ優
勝、自己ベストの更新という目標に向けて、週5日の練習に取
り組んでいます。部員はみな個性豊かで、時には厳しく時には
楽しく、メリハリのついた活動を行っています。陸上競技は個
人競技ですが、切磋琢磨しながら自分の技術を向上させたり、
モチベーションを高め合ったりする上で仲間の存在はとても大
切です。真剣にスポーツに取り組むということは楽しいことばか
りではありませんが、苦楽を共にすることで仲間との絆が生ま
れ、先輩後輩の関係もかけがえのないものになっています。
　また、昨年度までは日本インカレ出場が続いていましたが、

今年度は標準記録を突破した者がおらず、連続出場記録が
途絶えてしまうという非常に悔しい思いをしました。他の大学に
比べて少数精鋭ではありますが、常に一人ひとりが向上心を
持って練習に励み、強豪校に引けを取らない戦いができるよう
努力していきます。
　陸上競技部は、心から陸上競技が好きで一生懸命な熱い部
員ばかりです。本気で陸上競技を楽しみたい方、そんな部員を
陰ながら支え、力になりたいというマネージャー志望の方、いつで
も見学にお越しください。マルチグラウンドでお待ちしています。

　私たちオアシスは、福岡教育大学特別支援教育教員養成課程の学生によって
構成され、9年前より活動しているボランティアサークルです。LDやADHD、アスペ
ルガー症候群、高機能自閉症、その周辺の障害と診断されたまたは疑いのある子ど
もや、そのきょうだいを対象としています。現在、小学生2名、中学生7名と大学生15
名で元気に楽しく活動しています。年に6回、様々な行事を行っています。
　オアシスでは様々な行事を子ども同士の交流の場や自立の場と考え、基本的に
は学生と子どものみの活動を行っています。子ども一人ひとりに担当学生をつけ十
分な対応を取るため、学生会員以外からも参加者を募っています。自立を促す活動
としては、指定の駅に子どもを迎えに行き、公共の交通機関などで移動するというも
のがあります。また、各行事では、毎回子どもにめあてを考えてもらったり、係の仕事を
してもらったりしています。
　将来、教職に就くことを目指している学生にとって、LDやADHD、アスペルガー症
候群、高機能自閉症、その周辺の障害のある子どもと関わっておくことは重要なこと
です。そのため、オアシスでは、各行事前に学習会を開き、障害に関することや子ども
の様子などについて学習しています。
　興味がある人はぜひ一度、行事に参加してみませんか？みなさんの参加をお待ちし
ています！

「平成22年度ボランティア助成事業」採択により，受賞式
で表彰されるオアシス代表の清水さん（中央）と髙梨理事・
副学長（右から４人目）

活動の様子

陸上競技部

オアシス 財団法人学生サポートセンター　
平成22年度「学生ボランティア助成事業」採択

C I R C L E  I N F O R M A T I O N
サ ー ク ル 紹 介

特別支援教育教員養成課程 3年　山中 詩織

初等教育教員養成課程 幼児教育コース 4年　林 鮎里
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研 究 室 ・ 講 座 紹 介

中国史の視点から東アジア世界を見る。
　本研究室では中国の歴史を専門に学んでいます。中
国史というと、なんだかマニアックなイメージがするかもし
れませんが、日本の政治制度や習俗・文化の多くは、中
国の歴史の中にその起源があります。中国史を学ぶこと
は、私たち日本の文化の起源を学ぶことにもなります。ま
た最近では、日本史分野でも中国大陸との交流を重視
する傾向にあることから、中国を中心とした東アジア世界
の文化交流史にも対応できるようにしています。

歴史的思考法と表現力を身につける。
　ゼミ生は、三年時には漢文史料の講読と、概説的な
研究論文を読み、卒業論文執筆のためのスキルを習得
するとともに、自分の研究テーマを決めていきます。漢文
講読では古代の歴史書である『史記』を読んでいます。
漢文訓読を通じて漢字に対する知識と伝統的な日本語
も身につき、卒業するころには国語学習にも自信がつい
たというゼミ生もいました。
　四年生になると卒業論文に向けた研究発表を中心に
演習を行います。これまでは、皇帝政治についての研究、
中世の女性観や都市生活など文化面に着目した研究、
隋唐の国際交流や明の倭寇といったテーマが取り上げ
られてきました。卒業論文での研究内容が、卒業後すぐ
に役に立つというわけではありませんが、歴史的な考え方
や文章表現力を身につけることは、社会人としてとても大
事なことだと思っています。

　社会科教育講座には現在１２名の教員が所属しており、初等教育教員
養成課程社会科選修（初社）と、中等教育教員養成課程社会科専攻（中
社）を中心とした学生の教育にたずさわっています。初社は「社会科に強い
小学校の先生」を、中社は「中学校社会や高校の地理歴史・公民の先生」
をめざす人材を養成しています。
　社会科に関係する学問の専門分野の範囲は広く、文学部で学ぶ歴史
学や哲学、経済学部で学ぶ経済学、法学部で学ぶ政治学や法律学、社
会学部で学ぶ社会学、文学部や理学部で学ぶ地理学があります。範囲が
広いため各分野を担当する教員数は少なめですが、複数の学部の専門を
関連づけて学んでもらえる点が、社会科教育講座の強みです。
　さらに、それらを「社会科」という教科の教育に生かすよう、社会科教育学
はもとより、各専門分野でもそれぞれの教員が、教育との結びつきを意識し
た教育・研究を進めています。この点も、社会科教育講座の特色です。

中国の歴史を中心に、日本を含めた東アジアの歴史を学ぶ。

社会科教育講座  杉村 伸二 研究室

社会科教育講座
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　図書館システムの更新により、蔵書検索（OPAC）画面で、図書
の表紙画像や館内の配置場所、請求ラベルの確認などができるよ
うになりました！
　Webサイトや携帯OPACから各人の貸出・予約・購入の状況確
認ができるほか、貸出期間の延長も可能になりました。
（学内利用者限定サービス）

図書館
図書館システムが変わりました！

キャンパスからの 便 りCampus letter

情報処理教育用パソコン教室

基幹サーバー、高速ネットワーク機器

① 表紙画像 をクリックすると、Amazonの詳細ページを表示

② 配置場所 をクリックすると、館内図が表示され、どのあたりの
　　　　　  書架にあるかを表示

③ 請求記号 にカーソルをあてると、図書の請求ラベルを表示        

①

②

③

後援会事務局
TEL・FAX： 0940-33-8070
e-mail: kouenkai@eos.ocn.ne.jp

同窓会城山会事務局
TEL・FAX： 0940-33-2211
e-mail： jouyamakai@able.ocn.ne.jp

平成２３年　４月２９日（金） 第３６回城山会定期総会　
   ５月～９月 各地区支部・支会総会
　　　　　７月３１日（日） 研修会　
   講師 ： 数学教育講座教授　櫻井　孝俊 先生
 　　　　  １０～１１月 各地区　拡大支会長会
 　　　　 １２月１１日（日） 役員会・大学支援委員会
 　　 　　 １２月初旬 城山会会報４２号発行
平成２４年 　２月  ４日（土） 新年の会　ホテルクラウンパレス小小倉

平成24年2月19日（日） 13：30開場（14：00開演）
あいれふホール
（福岡市中央区舞鶴2丁目5番1号　福岡市健康づくりセンター10階）
500円（全席自由）

後援会
｢後援会だより｣第63号発行のお知らせ

　今年も情報処理センター夏の公開講座を5講座開講しま
した。画像処理、無償版Office、3D入門、教員のための
PowerPoint講座等、内容も充実した講座でした。

情報処理センター
恒例！ 情報処理センター夏の公開講座終了 平成２３年度の主な行事

 今回の内容は、「読むだけで体力がつく
話」、４人の非常勤カウンセラーによる
「違いを認める」、「坂についての小話」、
「新しい発見」、「豊かさとは」、３人の看
護師による「ひとりごと60」、「最近のお
産事情」、「はじめまして」、７人の養護教
諭の紹介、防災対策ミニマニュアルやお
知らせなど盛りだくさんです。是非、手に
とってご覧ください。

保健管理センター
MESSAGE No.102
2011. 秋号発行のお知らせ

　生涯スポーツ芸術課程芸術コース音楽領域４年生１４名による、自主企画の卒業演奏会です。これまで、ユ
リックスのロビーコンサート、オペレッタなど、協力して様々なステージを作り上げてきましたが、今回をその集大成と
して、企画から演奏まで全て学生の手で作り上げました。それぞれの専攻を生かし、ピアノ、ヴァイオリン、フルート、
声楽、作曲といった、多彩なプログラムがお楽しみ頂けます。演奏会はまだ寒い2月の時期ですが、若さあふれる
エネルギッシュな演奏を聴いて、一足先に春の匂いを感じませんか？皆様のご来場を心よりお待ちしております。

お知らせ
音楽科学生による卒業記念演奏会を開催します！

同窓会 城山会

　「後援会だより」第６３号を７月２０日に発行し、保護者の
皆様に送付していますが、お手元に届きましたでしょうか。
　第６３号は、会長・学長・理事・運営委員の先生が日頃
感じておられることや、後援会からのお知らせや、写真を掲
載しています。どうぞご覧になって下さい。
　皆様の後援会に対するご意見・ご要望をお待ちしています。

お問い合わせ： 080-3956-0743(松坂) 090-3739-2773(壱岐) 

日  時

会  場

チケット料金

撮影場所は、音楽教棟の一室。お二人の息
もぴったりの素晴らしいハーモニーに聞き惚
れてしまいした。誌面では歌声をお聞かせで
きないのが残念です。お二人の今後の活躍
を期待しています！

田北 りえさん
　幼いころから歌うことが大好きで、歌の勉強を続けてきました。中学生のころには「学校の先生になりたい」という気
持ちが芽生え、専門的な音楽の勉強ができ、なおかつ教育について深く学ぶことができる本校の生涯スポーツ芸術課
程を目指しました。毎日、熱心にご指導してくださる先生方、先輩や友人たちに囲まれ、たくさんの刺激を受けながら日々
を送っています。また、アウトリーチの一環として中学校に演奏に赴き、演奏活動の場も広げています。１０月の末には、
先生方にもご協力いただき、私の地元である大分にて、大分出身者による演奏会も行われるなど、生徒主体の活動も
盛んです。これから卒業まで、今だからできる沢山のことに積極的に取り組み、成長していきたいと思っています。

古賀 弘行さん
　この度、ＪＯＹＡＭＡ通信に私ども声楽科をとりあげていただき、本当にうれしく思います。
　私たちは声楽を専攻しており、期末の実技試験や学内、学外で行う演奏会に向けて日々練習を重ねています。練習
は主に音楽教棟のため、運動部とは違い日ごろの練習や演奏会を目にする機会はほとんどないと思います。私たち声
楽科は、年に一度宗像ユリックスにおいて「声楽専攻生によるホールコンサート」を行っています。日ごろ見ることのな
い私たちの姿を見ていただけたらと思っています。是非お越しください。

田北　りえさん（左）

本人からのメッセージ

生涯スポーツ芸術課程
音楽コース　声楽専攻２年
（大分県立大分豊府高等学校出身）

古賀　弘行さん（右）
生涯スポーツ芸術課程
音楽コース　声楽専攻３年
（佐賀県立佐賀北高等学校出身）

　今回は１０５名の皆様から回答をいただきました。たくさんの貴重なご
意見をお寄せいただき、ありがとうございました。

　ＪＯＹＡＭＡ通信２１号では、特集１で「福教大生の一日」を取り上げま
したところご好評をいただき、「もっと学生の様子を知りたい」といった内
容の要望が多く寄せられました。学生生活や大学の様子が伝わるよう
な誌面作りに努めてまいります。これからも、アンケートへのご協力を、よ
ろしくお願いいたします。

第１位　　特集１｢これが福岡教育大学だ！｣
第２位　　特集2｢福教大発！ボランティア｣
第３位　　授業紹介

73票
59票
53票

・学食のメニュー　・学生の食生活　・就職状況　・福教大生の抱く夢
・卒業生の各界における活躍　・環境問題への取り組み
・保健管理センターや図書館の様子　　

良かった記事について　（複数回答）

今後取りあげてほしいテーマについて

T O P I C S

　去る２０１１年２月、福岡教育大学「教育・研究用計算機システム」を４年ぶりに更新しました。この
システムは、電子メールやインターネット等を中心とした基幹サーバー機能、情報処理教育用パソコ
ン、学術情報としての図書館機能、高速キャンパスネットワーク機能、学生に対する教育支援機能
等を提供し、教育・研究のみならず大学の情報基盤としての役割を担っています。
　中でも情報処理教育で使用される教育用パソコン（7教室250台）は、Windows7を搭載し、最
新のMS-Office2010、ビデオ編集ソフト、画像処理ソフトウェア等を使用できます。
　また、福岡教育大学で厳選したフリーソフトウェア（78本）をすべてのパソコンにインストールし、
ICTを活用した授業に活かせるように整備しています。
　主な利用は、本学学生および教職員になりますが、公開講座や教員免許状更新講習等でも利
用されることがあります。

情報通信技術の進歩によって、私たちの生活や仕事は大きく変わりましたし、これからも
変わり続けていくことでしょう。こうした変化に対応し続ける基本技能の習得において、今
回のシステム更新が１つの機会となることをお祈りします。

情報処理センター長　大坪 靖直 教授
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声楽、作曲といった、多彩なプログラムがお楽しみ頂けます。演奏会はまだ寒い2月の時期ですが、若さあふれる
エネルギッシュな演奏を聴いて、一足先に春の匂いを感じませんか？皆様のご来場を心よりお待ちしております。

お知らせ
音楽科学生による卒業記念演奏会を開催します！

同窓会 城山会

　「後援会だより」第６３号を７月２０日に発行し、保護者の
皆様に送付していますが、お手元に届きましたでしょうか。
　第６３号は、会長・学長・理事・運営委員の先生が日頃
感じておられることや、後援会からのお知らせや、写真を掲
載しています。どうぞご覧になって下さい。
　皆様の後援会に対するご意見・ご要望をお待ちしています。

お問い合わせ： 080-3956-0743(松坂) 090-3739-2773(壱岐) 

日  時

会  場

チケット料金

撮影場所は、音楽教棟の一室。お二人の息
もぴったりの素晴らしいハーモニーに聞き惚
れてしまいした。誌面では歌声をお聞かせで
きないのが残念です。お二人の今後の活躍
を期待しています！

田北 りえさん
　幼いころから歌うことが大好きで、歌の勉強を続けてきました。中学生のころには「学校の先生になりたい」という気
持ちが芽生え、専門的な音楽の勉強ができ、なおかつ教育について深く学ぶことができる本校の生涯スポーツ芸術課
程を目指しました。毎日、熱心にご指導してくださる先生方、先輩や友人たちに囲まれ、たくさんの刺激を受けながら日々
を送っています。また、アウトリーチの一環として中学校に演奏に赴き、演奏活動の場も広げています。１０月の末には、
先生方にもご協力いただき、私の地元である大分にて、大分出身者による演奏会も行われるなど、生徒主体の活動も
盛んです。これから卒業まで、今だからできる沢山のことに積極的に取り組み、成長していきたいと思っています。

古賀 弘行さん
　この度、ＪＯＹＡＭＡ通信に私ども声楽科をとりあげていただき、本当にうれしく思います。
　私たちは声楽を専攻しており、期末の実技試験や学内、学外で行う演奏会に向けて日々練習を重ねています。練習
は主に音楽教棟のため、運動部とは違い日ごろの練習や演奏会を目にする機会はほとんどないと思います。私たち声
楽科は、年に一度宗像ユリックスにおいて「声楽専攻生によるホールコンサート」を行っています。日ごろ見ることのな
い私たちの姿を見ていただけたらと思っています。是非お越しください。

田北　りえさん（左）

本人からのメッセージ

生涯スポーツ芸術課程
音楽コース　声楽専攻２年
（大分県立大分豊府高等学校出身）

古賀　弘行さん（右）
生涯スポーツ芸術課程
音楽コース　声楽専攻３年
（佐賀県立佐賀北高等学校出身）

　今回は１０５名の皆様から回答をいただきました。たくさんの貴重なご
意見をお寄せいただき、ありがとうございました。

　ＪＯＹＡＭＡ通信２１号では、特集１で「福教大生の一日」を取り上げま
したところご好評をいただき、「もっと学生の様子を知りたい」といった内
容の要望が多く寄せられました。学生生活や大学の様子が伝わるよう
な誌面作りに努めてまいります。これからも、アンケートへのご協力を、よ
ろしくお願いいたします。

第１位　　特集１｢これが福岡教育大学だ！｣
第２位　　特集2｢福教大発！ボランティア｣
第３位　　授業紹介

73票
59票
53票

・学食のメニュー　・学生の食生活　・就職状況　・福教大生の抱く夢
・卒業生の各界における活躍　・環境問題への取り組み
・保健管理センターや図書館の様子　　

良かった記事について　（複数回答）

今後取りあげてほしいテーマについて

T O P I C S

　去る２０１１年２月、福岡教育大学「教育・研究用計算機システム」を４年ぶりに更新しました。この
システムは、電子メールやインターネット等を中心とした基幹サーバー機能、情報処理教育用パソコ
ン、学術情報としての図書館機能、高速キャンパスネットワーク機能、学生に対する教育支援機能
等を提供し、教育・研究のみならず大学の情報基盤としての役割を担っています。
　中でも情報処理教育で使用される教育用パソコン（7教室250台）は、Windows7を搭載し、最
新のMS-Office2010、ビデオ編集ソフト、画像処理ソフトウェア等を使用できます。
　また、福岡教育大学で厳選したフリーソフトウェア（78本）をすべてのパソコンにインストールし、
ICTを活用した授業に活かせるように整備しています。
　主な利用は、本学学生および教職員になりますが、公開講座や教員免許状更新講習等でも利
用されることがあります。

情報通信技術の進歩によって、私たちの生活や仕事は大きく変わりましたし、これからも
変わり続けていくことでしょう。こうした変化に対応し続ける基本技能の習得において、今
回のシステム更新が１つの機会となることをお祈りします。

情報処理センター長　大坪 靖直 教授
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特集１： 今、研究開発プロジェクトが熱い！
ＮＥＷＳ： 
　　　　 

特集２： 学長と語ろうもん！！
授業紹介： 木材加工実習A（技術教育講座　大内毅准教授）
　　　　  ＴＡ実践インターンシップ実習Ⅰ・Ⅱ（教職実践講座）
研究室・講座紹介： 社会科教育講座　杉村研究室／社会科教育講座
サークル紹介： 陸上競技部／オアシス
TOPICS： 福岡教育大学「教育・研究用計算機システム」を更新しました!
　　　　　表紙モデルの福岡教大生
キャンパスからの便り

C O N T E N T S

福岡教育大学
豊かな教養と高い専門性をつちかう

特集

特集

01

02
編集後記
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■JOYAMA通信第22号をお届けいたします。発行にご協力いただきまし
た皆様に感謝申し上げます。今号から編集に学生委員会が参加する
ことになりました。特集2の「学長と語ろうもん」は学生委員会の担当で
す。今後ともこれまで以上に学生生活の様子や学生の声を紹介してい
ければと思っています。
また今号では研究プロジェクトについて特集いたしました。このプロジェ
クト以外にも大学では様々な研究が進められています。今号で紹介した
ような教育に関する研究はもちろん、各教科内容に関する専門分野で
も、各教員がオリジナリティにあふれる研究を行っています。こうした教
員の研究活動や地域と連携した研究プロジェクトについては、次号以
降も紹介していく予定です。
今後もJOYAMA通信の内容をより充実させたいと思っていますので、
ぜひともアンケートにご協力いただき、皆様の声をお寄せください。
（広報編集部） 

Joyama vol.通信 

福岡教育大学
イメージキャラクター

今、研究開発
プロジェクトが熱い！

学長と語ろうもん！！
オープンキャンパス２０１１を開催！
被災地各地での学校支援ボランティアに参加しました！
福岡県立鞍手高等学校との高大連携事業「理数科サマーセミナー」を実施
好評につき第二弾！「講座むなかた！ ムナカタ！宗像！ Ⅱ ～今語る宗像・沖ノ島～」を開講
「社会科教育セミナー ～来年度から中学校地理的分野はこのように教える！～」を開催
「障害のあるかたへの支援技術講習会」を開催


