
 

 

平成２７年１１月１６日  

報道機関各位 

                             熊 本 大 学 

平成 27 年度 熊本大学教育学研究科 

教員養成機能充実シンポジウム（第４弾）を開催 

 

 熊本大学教育学研究科は、平成２９年度に教職大学院を設置し従来の教育学研究科修士

課程と教職大学院を併設した新たな教育学研究科を構想中です。 
 今回、教職大学院について文部科学省及び先行大学の長崎大学からご講演いただくとと

もに、本研究科に平成２９年度開設予定の教職大学院概要及び本研究科修士課程の改革を

紹介し、ご意見をいただき今後の開設と改革に活かすべく「平成２７年度 教員養成機能

充実シンポジウム（第４弾）」を開催いたします。つきましては、当日の取材方、よろし

くお願いいたします。 
 

記 

 

【日 時】平成２７年１２月５日（土）１３：００～１７：００ 

【場 所】熊本大学教育学部４－Ａ講義室 

（熊本市中央区黒髪 2丁目 40 番 1 号） 

【対 象】熊本県内の国・公・私立学校教員、教育委員会、大学の教職員・大学院生・学

部学生など 

 

※ 「平成 27 年度 教員養成機能充実シンポジウム（第４弾）実施要項」及びチラシを

添付いたします。 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

熊本大学教育学部事務ユニット 

担当：チームリーダー 五十嵐孝一 

TEL：096-342-2529 FAX：096-342-2510 

E-mail kyo-somu@jimu.kumamoto-u.ac.jp 

 

 

国立大学法人熊本大学 



平成２７年度 教員養成機能充実シンポジウム（第４弾） 

熊本大学 教育学研究科「教職大学院・修士課程」の創造と挑戦 
 

１．趣 旨 

 熊本大学大学院教育学研究科は、平成２９年度に教職大学院を設置し従来の教育学研究科修士
課程と教職大学院を併設した新たな教育学研究科を構想中です。 

  今回、教職大学院について文部科学省及び先行大学の長崎大学からご講演いただくとともに、
本研究科に平成２９年度開設予定の教職大学院概要及び本研究科修士課程の改革を紹介し、ご意
見をいただき今後の開設と改革に活かすべく「平成２７年度 教員養成機能充実シンポジウム（第
４弾）」を開催するものです。 

 

２．主 催 熊本大学大学院教育学研究科 

３．後 援 熊本県教育委員会、熊本市教育委員会 

４．日 時 平成２７年１２月５日（土） （受付１２時３０分）１３時～１７時 

５．会 場 熊本大学教育学部４－Ａ講義室（講義棟４階） 

      （熊本市中央区黒髪２丁目４０番１号 熊本大学黒髪北地区キャンパス内） 

６．対 象 熊本県内の国・公・私立学校教職員、教育委員会、大学の教職員・大学院生・学部学生など 

７．定員等 ２５０名（定員に達し次第締切）、参加費無料 

８．プログラム 

12:30～13:00 受  付 

13:00～13:25 開  会（進行：教育学部附属教育実践総合センター長 古賀 倫嗣） 

主催者挨拶：熊本大学大学院教育学研究科長 登田 龍彦 

挨  拶 ：熊本大学長           原田 信志 

      熊本県教育理事        金子 徳政 

      熊本市教育長          岡  昭二 

13:25～14:15 基調講演 「教職大学院を主軸とした大学院段階における教員養成改革」 

    文部科学省 高等教育局大学振興課教員養成企画室 室長補佐  森  次郎 

(14:15～14:25 休  憩) 

14:25～16:25 提  案（総合司会：教育学部附属教育実践総合センター長  古賀 倫嗣） 

①熊本大学教職大学院の概要について 

  教育学部 副学部長  堀畑 正臣 

②熊本大学教職大学院のカリキュラムと教育実践研究について 

                   教育学部 教授  藤中 隆久 

③熊本大学教職大学院に期待すること 

教育学部附属教育実践総合センター 特任教授  長濱 茂喜 

④熊本大学教職大学院に期待すること 

教育学部附属教育実践総合センター 客員教授  杉原 哲郎 

⑤教育学研究科修士課程の改革 

教育学部 教授  八幡 英幸 

(15:45～15:55 休  憩) 

⑥先行する教職大学院からの提言 

              長崎大学大学院教育学研究科長  藤木  卓 

16:25～16:50 質疑応答 

16:50～17:00 閉  会 

挨  拶：教育学部 副学部長  福島 和洋 



 

        

 平成２７年度 ☆第４弾☆ 

教員養成機能充実シンポジウム 
熊本大学 教育学研究科「教職大学院・修士課程」の創造と挑戦 

 

 日時 平成２７年１２月５日（土）13:00～17:00 

 場所 熊本大学教育学部 ４－Ａ講義室 

 対象 熊本県内の国･公･私立学校の教職員、 

    教育委員会関係者、学生など 

 定員 ２５０名 ※ 定員になり次第締め切ります。  

 申込方法 １２月２日（水）までに裏面の申込書をＦＡＸ 
        で送信又は、必要事項を記載したメールにて 

        お申し込みください。 
 

 主催 熊本大学大学院教育学研究科 

 後援 熊本県教育委員会・熊本市教育委員会 
 

 プログラム 
   12:30～13:00 受  付 

   13:00～13:25 開  会 （進行 熊本大学教育学部附属教育実践総合センター長 古賀 倫嗣） 

                主催者挨拶 熊本大学大学院教育学研究科長 登田 龍彦 

                挨   拶 熊本大学長          原田 信志 

                      熊本県教育理事        金子 徳政 

                      熊本市教育長         岡  昭二 

   13:25～14:15 基調講演 「教職大学院を主軸とした大学院段階における教員養成改革」 

                   文部科学省 高等教育局大学振興課教員養成企画室 室長補佐  森  次郎 

  （14:15～14:25  休憩） 

   14:25～16:25 提  案 （総合司会 熊本大学教育学部附属教育実践総合センター長 古賀 倫嗣） 

           提案１ 熊本大学教職大学院の概要について 

                                 熊本大学教育学部 副学部長  堀畑 正臣 

           提案２ 熊本大学教職大学院のカリキュラムと教育実践研究について 

                                   熊本大学教育学部 教授  藤中 隆久 

           提案３ 熊本大学教職大学院に期待すること 

                      熊本大学教育学部附属教育実践総合センター 特任教授  長濱 茂喜 

           提案４ 熊本大学教職大学院に期待すること 

                      熊本大学教育学部附属教育実践総合センター 客員教授  杉原 哲郎 

           提案５ 教育学研究科修士課程の改革 

                                   熊本大学教育学部 教授  八幡 英幸 

   （15:45～15:55 休憩） 

           提案６ 先行する教職大学院からの提言 

                                長崎大学大学院教育学研究科長  藤木  卓 

   16:25～16:50 質疑応答 
 

   16:50～17:00 閉  会 挨  拶 熊本大学教育学部 副学部長 福島 和洋 

 

 

 

 

 

 

 

参加費無料 

 熊本大学教育学部事務ユニット シンポジウム担当（五十嵐・森田） 

〒860-8555 熊本市中央区黒髪２丁目40-1 

 TEL 096-342-2529  FAX 096-342-2510 

 E-mail  kyo-somu@jimu.kumamoto-u.ac.jp 



 

 

 

                               ★交通アクセス 
                                ◎ＪＲ熊本駅から 

                                 産交バス：楠団地、武蔵ヶ丘等（子飼橋経由） 

                                 「熊本大学前」下車 

 

                                ◎ＪＲ上熊本駅から 

                                 都市バス：第一環状線、昭和町線（子飼橋経由） 

「子飼橋」下車、徒歩１０分 

 

                                ◎ＪＲ竜田口駅から 

                                 産交バス：交通センター行き「熊本大学前」下車 

 

                                ◎交通センターから（16番のりば） 

                                 産交バス：楠団地、武蔵ヶ丘、大津行き等（子飼橋経由） 

                                 「熊本大学前」下車 

 

 

 

 

 

 

 

                          定員に達しましたら教育学部ホームページでお知らせします。 

                          教育学部ホームページのＵＲＬ 

                          http://www.educ.kumamoto-u.ac.jp/web/ 
 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 切り取らずにこのままＦＡＸしてください ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

平成２７年度 ☆第４弾☆ 教員養成機能充実シンポジウム 
 

                                       １２月２日（水）までにＦＡＸまたは 

                                       メールにてお申し込みください 

 

 

 勤務先等：                                ＴＥＬ：    （    ）        

 

 

 所 在 地：                                ＦＡＸ：    （    ）        

 

 

 氏  名：                                                      

 

※ 複数名で参加される場合は、余白に全員の氏名をご記入ください。 

 ※ お申し込みいただいた方には特にご連絡いたしませんので、直接会場へお越しください。 

 ※ ご記入いただいた個人情報は、当シンポジウムのお申し込み受付、今後のご案内を行う目的のみに使用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 場 の ご 案 内 

熊本大学教育学部４－Ａ講義室（講義棟４階） 

熊本市中央区黒髪2丁目40-1（黒髪北キャンパス） 

黒髪北地区 

黒髪南地区 
定員２５０名になり次第締め切らせていただきます 

駐車場には限りがありますので、できるだけ公共交通機関 

をご利用ください 

参加費無料 

参 加 申 込 書 

送 信 先 

熊本大学教育学部事務ユニット シンポジウム担当（五十嵐・森田） 

ＦＡＸ番号     ０９６－３４２－２５１０ 

メールアドレス   kyo-somu@jimu.kumamoto-u.ac.jp 

熊本大学前バス停 


