
【お問い合わせ先】
福岡教育大学教職大学院事務室
〒 福岡県宗像市赤間文教町
TEL:0940-72-6012FAX:0940-35-1746
E-mail grdsptch@fukuoka-edu.ac.jp

会場

令和年度福岡教育大学
教職大学院研究報告会

スクールリーダーシップ開発コース

日程

福岡教育大学共通講義棟
及びオンラインZoom

令和年月14日火13001700

【年生修了報告会 年生中間報告会】

スクールリーダーシップ開発コース報告会《現職教員院生》

教育実践力開発コース報告会《学部卒等院生》

【参加申込み
はこちら】

日程

【2/14火日程】
12:40受付
13:0013:25 開会行事
13:3014:30 中間報告会
14:3014:45 休憩
14:4516:40 中間報告会・修了報告会
16:4017:00 閉会行事※新型コロナウイルス感染防止のため、学外からの

参加につきましては、オンラインのみとさせていた
だく場合があります。

令和年月13日月 後日オンデマンドで配信

主催福岡教育大学
後援福岡県教育委員会・福岡市教育委員会・北九州市教育委員会

第二次案内

【オンデマンド配信
希望は、こちら】

参加申込みホームページ及び下記QRコードよりお申し込みく
ださい。お申し込み期限月日月

後日、オンデマンド配信も行います



特Ⅰ教室 特Ⅱ教室 108教室 109教室 110教室 111教室

13:30 西村 幸治 吉丸 一樹 松尾 章子 佐藤 司 星下 久美 三苫 由美子

14:00 学校運営福岡 学校適応福岡 特別支援福岡市 学校運営豊中市 特別支援南筑後 学校適応高校

14:00 神代 純子 粟ヶ窪 幸乃 船津 吉統 井上 鷹 田中 裕輝 山田 雅人

14:30 学校運営福岡 学校適応福岡 学校運営福岡市 学校適応北九州市 学校適応南筑後 教科教育高校

14:45 宮本 錦 矢内 遥平 大出 功友 山口 耕平 塩足 和代 横山 笛美

15:20 学校運営福岡 特別支援福岡 学校運営福岡市 学校運営北九州市 学校運営北筑後 教科教育高校

15:25 鵜口 真規子 原 慎右 清水 恵 有吉 由紀子 猶崎 葉子 宮原 優子

16:00 学校運営福岡 特別支援福岡 学校適応福岡市 学校適応京築 特別支援北九州 教科教育高校

16:05 荒木 恵理 澤山 愛 権藤 耕司

16:40 学校運営福岡 学校適応福岡 学校適応北筑後

1年生
2年生

スクールリーダーシップ開発コース 1年生中間報告会、2年生最終報告会



令和年2月14日(火)

時間 学年 氏名 地区名 主題・副主題

13:30 年生 西村 幸治 福岡地区
学校経営感覚をもつミドルリーダーの育成

WHDCAサイクルによる重点達成プロジェクトを通して

14:00 年生 神代 純子 福岡地区
学年のチーム力を育てる組織運営に関する研究

学年協働体制の仕組みを生かした学年運営のマネジメントを通して

14:45 年生 宮本 錦 福岡地区
若年層教員の人材育成に関する研究

プロアクティブ行動を促進する若年研修会の在り方に着目して

15:25 年生 鵜口 真規子 福岡地区
自立した・年目教員を育てる人材育成に関する研究

「若年メンタリング」立ち上げ期におけるマネジメントを通して

16:05 年生 荒木 恵理 福岡地区
学園小中一貫コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進に関する研究

「日の里学園CS推進本部」のマネジメントを通して

時間 学年 氏名 地区名 主題・副主題

13:30 年生 吉丸 一樹 福岡地区
児童の学校適応感を高める若年教員の学級経営力の向上

自発的、自治的活動の充実に向けたコンサルテーションを通して

14:00 年生 粟ヶ窪 幸乃 福岡地区
児童の学級適応感の向上を目指す予防教育

―試行版Choose Loveプログラムを取り入れたカリキュラム・マネジメントを通して―

14:45 年生 矢内 遥平 福岡地区
通常の学級における特別な教育的支援を要する児童へのチームによる支援に関する研究

ケース会議の活用・校内支援体制の整備を通して

15:25 年生 原 慎右 福岡地区
個別の教育支援計画•指導計画のPDCAサイクルによる効果的な運用に関する研究

校内支援体制の整備と校内研修の充実化に着目して

16:05 年生 澤山 愛 福岡地区
児童の学校適応感を高める係活動

児童が自発的、自治的に企画・運営する活動を通して

時間 学年 氏名 地区名 主題・副主題

13:30 年生 松尾 章子 福岡市
特別支援学級を担う教師の専門性向上に向けた実践的研究

キャリアステージ基礎期の教師に焦点をあてた情報リソースガイドの提案

14:00 年生 船津 吉統 福岡市
小規模校における自律的な組織運営に関する研究
「校務運営部会」のマネジメントを通して

14:45 年生 大出 功友 福岡市
学び続ける若年層教員の育成に関する研究

インプットとアウトプットを循環させる研修のマネジメントを通して

15:20 年生 清水 恵 福岡市
不登校及び不登校傾向生徒の社会的自立を目指したキャリア発達の促進

教育相談コーディネーターが中心となるオンラインを活用した支援を通して

スクールリーダーシップ開発コース発表グループ一覧

グループ特Ⅰ教室

グループ特Ⅱ教室

グループ教室



時間 学年 氏名 地区名 主題・副主題

13:30 年生 佐藤 司 豊中市
メンター育成プログラムの開発に関する研究
若年層教員の授業改善に着目して

14:00 年生 井上 鷹 北九州市
中学生の自己有用感を高める社会性と情動の学習「SEL8S」の実践に関する研究

社会的能力の般化と強化に向けた支援に焦点をあてた取組を通して

14:45 年生 山口 耕平 北九州市
若年教員の人材育成の在り方についての研究

「学年メンタリング」を中心としたOJTの充実を通して

15:25 年生 有吉 由紀子 京築地区
中学生の「主体的に学習に取り組む態度」の育成に関する研究
社会性と情動の学習プログラム「SEL8S」の実践を通して

時間 学年 氏名 地区名 主題・副主題

13:30 年生 星下 久美 南筑後地区
特別な支援を必要とする児童に対する個に応じた指導の充実

―個別の指導計画の補助シート(MIZシート)を活用した校内支援体制の工夫改善―

14:00 年生 田中 裕輝 南筑後地区
児童の学校適応感を高める異年齢集団活動の創造

―児童が自発的、自治的に企画・運営する委員会活動を通して―

14:45 年生 塩足 和代 北筑後地区
学年の協働性を高める組織運営の研究

メッシュ型組織による学年の取組を通して

15:25 年生 猶崎 葉子 北九州地区
通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童を含む集団への学習の参加や理解を促す取組

―サポートヒントシート追補版を活かした授業づくりを通して

16:05 年生 権藤 耕司 北筑後地区
生徒の学校適応感の向上を目指す学校コンサルテーションの教師自己効力感への効果

ー心理教育プログラム「Choose Love」の試行的実践を通して―

時間 学年 氏名 地区名 主題・副主題

13:30 年生 三苫 由美子 高等学校
生徒の社会的自立を促進する組織的なキャリア・カウンセリングの検討

主体的なキャリア発達のための自己理解・自己分析能力、適切な援助要請力の育成

14:00 年生 山田 雅人 高等学校
高等学校における組織的な授業力向上の一考察

パフォーマンス課題と評価法の作成・活用を通して

14:45 年生 横山 笛美 高等学校
高等学校英語スピーキングテスト導入期における実践的研究
「主体的に学習に取り組む態度」の育成を目指して

15:25 年生 宮原 優子 高等学校
高等学校におけるキャリアデザイン力の育成に関する研究
普通科におけるカリキュラム開発に焦点を当てて

グループ教室

グループ教室

グループ教室


