
平成３０年１２月吉日 

 

各  位 

岐阜大学大学院教育学研究科長 

別 府  哲【公印省略】 

 

岐阜大学シンポジウム 「学校管理職養成実習の開発と成果」の開催について 

独立行政法人教職員支援機構 平成３０年度教員の資質向上のための研修プログラム開発支援事業 

「教職大学院と教育委員会・学校の協働による学校管理職養成実習のモデル開発」 

 

拝啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。 

平素より、本研究科の教育・研究にご理解・ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

このたび、本研究科教職実践開発専攻（教職大学院）において、独立行政法人教職員支援機構の平成 

３０年度教員の資質向上のための研修プログラム開発支援事業「教職大学院と教育委員会・学校の協働に

よる学校管理職養成実習のモデル開発」に取り組みました。その一環として、研究成果を報告するシンポ

ジウムを下記のとおり開催いたします。 

つきましては、関係者の皆様に、ぜひご出席を賜りたく、ご案内申し上げます。 

敬 具 

記 

 

１ 日  時   平成３１年２月５日（火）１３時～１７時 

２ 場  所   岐阜大学サテライトキャンパス 

（岐阜市吉野町 6 丁目 31 番地 岐阜スカイウイング 37 東棟 4 階） 

３ 内  容 

  開会挨拶 森脇 久隆  （岐阜大学長）              １３：００ 

  来賓挨拶 髙岡 信也 氏（独立行政法人教職員支援機構理事長） 

       服部 和也 氏（岐阜県教育委員会義務教育総括監） 

第１部  基調講演 「学校管理職の養成と教職大学院の役割」    １３：１５～１４：１５ 

柳澤 好治 氏（文部科学省総合教育政策局教育人材政策課長） 

第２部  実習報告                                                １４：２０～１５：２０ 

岐阜大学教職大学院 棚野 勝文・平澤 紀子・竹市 安彦・出口 和宏 

学校経営実習    M２ 小：長屋 中：矢野 高：鹿野 特：河田 



第３部   ラウンドテーブル「学校管理職養成実習の開発と成果」   １５：２５～１６：５５ 

柳澤 好治 氏（文部科学省総合教育政策局教育人材政策課長） 

実習担当者   山田 茂樹 氏（岐阜県教育委員会教職員課長補佐） 

学校経営実習１ 桑原 利光 氏（岐阜市立青山中学校長） 

学校経営実習Ⅱ 森   透 氏（岐阜市立加納小学校長） 

松澤  朗 氏（多治見市立小泉中学校長） 

園部 栄子 氏（岐阜県立岐山高等学校長） 

水野 慎治 氏（岐阜県立岐阜本巣特別支援学校長） 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ    篠原 清昭  （岐阜大学教職大学院） 

  閉会挨拶 別府  哲  （岐阜大学大学院教育学研究科長） 

 

情報交換会（希望者） ラ・ローゼ・プロヴァンス          １７：３０～１９：００ 

           （岐阜市橋本町 1 丁目 10 番地 11 じゅうろくプラザ） 

 

４ 定  員     ８０名（先着順） 

     ※参加ご希望の方は、同封の申込用紙によりE-mailまたはFAXでお申し込み願います。 

 

        平成３１年１月１６日（水）必着 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当：岐阜大学教育学部総務係 奥村 

                                          TEL:058-293-2202   FAX:058-293-2207 

                                             E-mail:gjed00003@jim.gifu-u.ac.jp 



天空の城・郡上八幡城

日 時 会 場平成 31 年２月５日（火）
１３：００〜１７：００

岐阜大学サテライトキャンパス
岐阜スカイウイング 37 東棟 4 階

（JR 岐阜駅から徒歩５分・名鉄岐阜駅から徒歩８分）

■ 定員８０名（先着順）　■ 参加費 無料

本シンポジウムでは、岐阜大学教職大学院で開発した学校管理職を養成するための学校経営
実習の成果を検証する。
第１部では、学校管理職養成における教職大学院の役割を政策的に論じると同時に全国的な
動向を述べる。第２部では、学校経営実習のシステムとコンテンツを紹介し、そこで学んだ
院生の成果報告を受ける。第３部のラウンドテーブルでは、行政・学校管理職・実習担当者
の意見交換から学校経営実習の方向性を探り、フロアとともに考えを共有する。

申込先：岐阜大学教育学部総務係　電話：058-293-2202

第１部　基調講演　13：15～14：15　■ 文部科学省総合教育政策局教育人材政策課長　柳澤 好治 氏
　　　　「学校管理職の養成と教職大学院の役割」
第２部　実習報告　14：20～15：20　■ 岐阜大学教職大学院　棚野 勝文・平澤 紀子・竹市 安彦・出口 和宏

実習生：長屋 和宏（小学校）・矢野 隆彦（中学校）・鹿野 知幸（高等学校）・河田 覚（特別支援学校）

第３部　ラウンドテーブル　15：25～16：55
　　　　「学校管理職養成実習の開発と成果」

閉会挨拶 別府 哲（岐阜大学大学院教育学研究科長）

情報交換会（希望者）　17：30～ 19：00　【場所：ラ・ローゼ・プロヴァンス（じゅうろくプラザ１階）】

開会挨拶 森脇 久隆（岐阜大学長） 来賓挨拶
髙岡 信也 氏（独立行政法人教職員支援機構理事長）
服部 和也 氏（岐阜県教育委員会義務教育総括監）

開　会　13：00

■ 篠原 清昭
岐阜大学
教職大学院

【コーディネーター】

■ 園部 栄子 氏
岐阜県立
岐山高等学校長

■ 森 透 氏
岐阜市立
加納小学校長

■ 松澤 朗 氏
多治見市立
小泉中学校長

■ 水野 慎治 氏
岐阜県立
岐阜本巣特別
支援学校長

■ 桑原 利光 氏
岐阜市立
青山中学校長

■ 柳澤 好治 氏
文部科学省
総合教育政策局
教育人材政策課長

■ 山田 茂樹 氏
岐阜県教育委員会
教職員課長補佐

プ ロ グ ラ ム 総合司会　吉澤 寛之（岐阜大学教職大学院）

●主催 岐阜大学
●後援 日本教職大学院協会 岐阜県教育委員会 岐阜市教育委員会

独立行政法人教職員支援機構「平成30年度教員の資質向上のための研修プログラム開発支援事業」

岐阜大学シンポジウム

教職大学院と教育委員会・学校の協働による学校管理職養成実習のモデル開発

学校管理職養成実習の開発と成果



〒　　　　　　　　　　　

ご住所：

お名前（フリガナ）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　）

ＴＥＬ：

FAX：

E-mail：

E-mail

FAX 058-293-2207

gjed00003@jim.gifu-u.ac.jp

申込締切

情報交換会について、ご参加いただける場合は会費を当日頂戴いたします。（6,000円を予定）

参加　　・　　不参加

058-293-2202TEL

申込受付の確認として受付完了後
こちらよりご連絡致します。
1週間を過ぎて連絡が無い場合に
ついては、お手数ですが
左記までご連絡願います。

日　時　　平成３１年２月５日（火）１３：００～１７：００

場　所　　岐阜大学サテライトキャンパス

平成３１年１月１６日（水）
定員　８０名

（先着順、定員になり次第締切
とさせていただきます）

[送付先] 岐阜大学教育学部総務係　奥村

所属・役職

参加　　・　　不参加

独立行政法人教職員支援機構 平成３０年度教員の資質向上のための研修プログラム開発支援事業

岐阜大学シンポジウム『学校管理職養成実習の開発と成果』

参加申込用紙

[申込者]
ご住所
お名前

ご連絡先

参加者

フリガナ

氏　　名
情報交換会の参加有無

参加　　・　　不参加

参加　　・　　不参加

参加　　・　　不参加


