
学 術 情 報センター
Library and Information Resource Center

　図書館は、図書・雑誌その他の学術情報を収集管理し、本
学の学生および教職員の利用に供するとともに、図書館サー
ビスを提供することを目的としています。
　学外の方の利用もでき、資料の閲覧や貸出、複写のほか、
子ども図書室の利用など、地域社会にも開かれています。併
せて、学習の場としてグループ学習室、研究個室、ラーニング
コモンズなどが設置されているほか、明治時代から現在使用中
のものに至るまでの小・中学校の教科書類を保存している貴
重書庫があります。

The university library is in charge of managing academic 
information, such as books and scholarly journals, which the 
students and teachers are permitted to use. The library is also 
open to the public, who are allowed to view, borrow, and 
photocopy documents and use the children’s library.

In addition, the Learning Commons, Private Study Room 
and Group Study Room have been created as study spaces. 
Meanwhile, the Rare Book Room holds textbooks of elemen-
tary and junior high schools from the Meiji period to the 
present.

　学術情報センターは、図書や雑誌などの学術資料及び情
報基盤システムの利用提供を行うとともに、学術情報に関す
る研究を推進することにより、福岡教育大学における教育・研
究の活性化と、大学運営の効率化を支援すること、また、併
せて地域社会への学術情報の提供・公開によって社会貢献
を行うことを目的としています。

The Library and Information Resource Center provides 
books, scholarly journals and an information infrastructure, 
and also stimulates education and research within our uni-
versity to support the management of the promotion of 
research using academic information. The center also con-
tributes to the local community by providing academic infor-
mation.

図書館 University Library

学術情報センター南側入口
South entrance to the library and Information Resource Center

学術情報センター図書館（開架閲覧室）
Library and Information Resource Center (open access reading room)

図書館の利用について
Information on the use of the library

■開館時間

平日（月～金）
Monday - Friday

土曜・日曜・祝日
Saturday, Sunday

and National Holidays

通常期
Every day 8：30～21：30 10：30～17：00

休業期
（春季・夏季・冬季
の授業のない期間）
Spring, Summer and
Winter Vacations

8：30～17：00 閉館
Closed

休館日
Closed

大学の夏季一斉休業期間、年末年始
（12月29日～1月3日）、蔵書点検など
臨時休館する場合あり

図書館のサービス状況（令和3年度）  User Services (2021)

入館者総数
Number of Users

貸出冊数
Volumes Lent

文献複写
Photocopying

図書館間相互貸借
Interlibrary Loans

79,209 26,481

他大学から
の受付

他大学への
依頼

他大学への
貸出

他大学から
の借受

427 335 187 195

図書館資料  Books

区分
Classification

和書
Japanese

洋書
Foreign Languages

計
Total

蔵書冊数
Book Holdings 416,735 113,267 530,002

雑誌種類数
Journals 6,092 2,060 8,152

（令和４.5.1現在）
(As of May 1, 2022)

センター長、副センター長2名
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　パソコン教室の管理･運用を始めとして、情報システム・情
報ネットワークを本学の学生・教職員等の利用に供することに
より、教育・研究の活性化を促進するためのサービス提供を
行っています。計算機システムやネットワーク、及び情報処理
システムの運営・管理に関する業務を行います。

The Library and Information Resource Center promotes 
education and research by providing information systems, 
networks and computer rooms to both students and teach-
ers.

施設  Facilities

室名
Room

延面積（㎡）
Total Area

設備
Facilities

図書館２Fパソコン教室
Computer class, Library 75 PC31台

多目的CALL教室
Multipurpose CALL Room 113 PC51台

ものづくり創造教育センター B棟２Fパソコン教室
Monozukuri Creativity Education Center, Building B ■■■■■■■■ 154 PC51台

パソコン教室A･B･C
Computer Room A・B・C 54 PC各25台・全75台

パソコン教室D
Computer Room D 81 PC41台

PC教室の利用について  Information on using computer rooms

　PCについては、利用者（本学教職員・学生）にユーザIDを
発行し、利用に供しています。各種利用規程に基づき、情報
機器の利用者への啓発・指導を行うなど、適正な運用に努め
ています。

Teachers and students need to apply for a User ID to use a 
PC. We regularly provide guidance about the hardware based 
on our Library and Information Resource Center regulations 
in order to manage the Center properly.

情報システム利用 Information System Service

■PC教室開室時間

開室時間
Opening hours

平日（月～金）　8：40～17：00
※図書館内のパソコン教室は図書館の開館時間に準じます。

閉室日
Closed days

土曜・日曜・祝日、大学の夏季・冬季・春季休業期間
※図書館内のパソコン教室は図書館の開館日に準じます。

※PC教室の利用可能時間については、HP等でご確認下さい。

図書館1階 マルチメディアラボ
library first floor multimedia lab

図書館2階 パソコン教室
library second floor computer room
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　健康科学センターは、本学における学生及び教職員の健
康管理を行い、心身の健康保持増進を図ることを目的としてい
ます。そのために医療部門とカウンセリング部門を置き、医師、
看護師、カウンセラーが常駐しています。

The aim of the Center for Health Science is to maintain and 
promote mental and physical health for students and faculty 
at the university.  A doctor, nurses, and counselors are avail-
able to support visitors at any time.

◦ 医療部門
病気やけがの対応、健康診断や健康相談等の医療サービスを提供しています。

◦ Medical Section
This section provides services including basic treatment of the sick and injured, physical checkups, and health consultations.

◦ カウンセリング部門
学生へのカウンセリング、教職員のコンサルテーションを行っています。

◦ Counseling Section
This section conducts counseling for students and consulting for faculty.

施設  Facilities

室名
Room

延面積（㎡）
Total Area

設備
Facilities

診察室･処置室
Consulting and Treatment Room 18.0 心電計

Electrocardiogram

相談室１･２･３
Counseling Room 1･2･3 18.0･14.0･14.0

休養室１・２
Recovery Room 1･2 16.0･21.0 ベッド２台、ベッド３台

2 beds, 3 beds

ヘルス・ホール
Health Hall 51.0 プロジェクター、コピーボード

Projector, Copy Board

リラクセーションルーム
Relaxation Room 14.0 ボディソニック機、ジョーバ

Body Sonic Chair, Joba

応接室
Reception Room 20.0 高速印刷機

High Speed printer

ホール
Entrance Hall and Lounge 37.0

自動血圧計、自動視力計、マッサージ機、AED
Automatic Blood Pressure Machine,
Automatic Visual Acuity Tester, Massage Chair, AED

センター長室
Director’s Office 24.0

副センター長室
Vice-Director’s Office 20.0

事務室
Office 24.0 コピー ･ファックス複合機

Multifunction copier

利用について  Introduction

受付時間
Open

平日（月～金） Monday-Friday
8：30～12：15　13：00～17：00

（緊急の場合は、昼休みも受け付けます）
In an emergency, we accept patients
during the lunch break

休館日
Closed

土曜日、日曜日及び祝日
Saturday, Sunday, and National Holidays

年末年始（12月29日～1月3日）
Year End and New Year’s Holidays
(December 29 - January 3)

健 康 科 学センター
Center for Health Science

健康科学センター（ホール）  Center for Health Science (hall)

センター長、副センター長（専任教員）
看護師2名、カウンセラー3名

診察の様子
Status of medical consultations

カウンセリングの様子
Status of counseling
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　障害のある子どもに関する基礎的・実践的研究、教育方法の開発
等を行い、学生の実践教育に役立て、主に西日本地区の大学の研究
者等との共同研究を深め、地域社会に貢献することを目的としていま
す。障害のある子どもに関する支援のための種々の指導室及び実態
把握・評価のための検査機器・用具等を設置しています。

　This Special Needs Education Center aims to conduct fundamental 
and practical research on issues concerning children with disabilities and 
develop educational methods for such children that can be used in prac-
tical education for students. Furthermore, the Center aims to deepen 
collaborative research with university researchers in the West Japan re-
gion and to contribute to the local community. The Center is equipped 
with a variety of instruction rooms to provide support for children with 
disabilities, and testing equipment and tools for assessment and evalua-
tion.

教育研究部会と指導回数（令和３年）  Education Research Subcommittee and Number of Consultations (2021)

Ⅰ.   知的障害
Intellectual disabilities

Ⅱ.   行動障害
Behavioral disorders

Ⅲ.   運動障害
Physical / motor disabilities

Ⅳ.   聴覚・言語障害
Hearing impairments・

Speech and language disorders

Ⅴ.   視覚障害
Visual impairments

１５ 44 2 102 42

研究プロジェクト  Research Projects 

　本研究所では、教育実践研究部門、高等教育研究部門、特別支援
教育研究部門など６つの研究部門を設置しており、令和３年度は17の研
究プロジェクトを実施してきました。これらの研究部門のうち「九州教育研
究連携・共同部門」は、教員養成における九州の広域拠点という本学
の役割を果たすために設置された部門で、昨年度に引き続き次のような
研究プロジェクトを実施しました。

①非認知能力等に係るデータ分析
② 福岡県教育センターとの連携による動画コンテンツを活用した

教員研修支援プロジェクト

　①は、委託を受けた研究で、福岡県による「学習到達度診断シート『未
来への一歩』」を活用した学力向上の取り組みの結果データ等に基づき、
各データどうしの関係を分析することで、学力向上にむけた効果的な取り
組み、非認知能力と学力との相関、効果的な取り組みとするための視点
等を明らかにしました。
　②は、初任者研修等で活用できる動画コンテンツを開発し、その成果
や課題を明らかにしようというものです。令和２年度までに国語科、算数
科、数学科の動画コンテンツを、令和３年度には社会科の動画コンテン
ツを開発しました。これらの動画コンテンツの一部は教育総合研究所の
ホームページで閲覧することができます。
　他の研究部門においても、以下のような研究プロジェクトを実施し、い
じめ防止支援、特別支援教育、新型コロナウイルス感染拡大への対応
に資する研究を進めています。

③いじめ防止支援アクションプログラム（BPプロジェクト）
（４大学（宮城教育大学、上越教育大学、鳴門教育大学及
び福岡教育大学）協働参加型プロジェクト）
 〈人権・同和教育研究部門〉

④ 小中学校において難聴児に指導を行う教員のニーズに関す
る研究

 〈特別支援教育研究部門〉
⑤新型コロナウイルス感染症の教育実習への影響
 〈高等教育研究部門〉

The Institute has six research departments, including Educational 
Practice Research, Higher Education Research, and Special Needs Educa-
tion Research, and implemented 17 research projects in academic year 
2021. This year, the Department of Research Collaboration/Joint Venture 
in Education in Kyushu, which was set up to fulfill the University’s role as 
a base for teacher training in the Kyushu area, implemented the follow-
ing research projects, continuing from last year.

(1)  Analysis of data related to non-cognitive skills
(2)  Collaborative project with the Fukuoka Prefectural Education 

Center for supporting teacher training by using videos

(1) is a commissioned project that involved analyzing the relationship 
between different pieces of data, such as data on the results of academic 
performance improvement programs utilizing Step to the Future, a learn-
ing achievement check sheet designed by the Fukuoka Prefectural Gov-
ernment. The Department showed what kinds of programs are effective 
for improving academic performance, the correlation between non-cog-
nitive skills and academic performance, and some perspectives for mak-
ing programs more effective.

(2) involves the creation of videos that can be used for training new 
teachers and aims to identify the outcomes and issues of such content. 
The Department created videos for Japanese language education and 
mathematics education by academic year 2020, and created videos for 
social studies education in academic year 2021. Some of the videos can 
be viewed on the website of the Institute for Advanced Studies in Educa-
tion.

Other research departments are engaged in research projects such as 
those listed below, furthering research to help eliminate bullying, con-
duct special needs education, and respond to the COVID-19 pandemic.

(3) Action Program to Root Out Bullying (BP Project)(a collaborative 
and participatory project with four universities:Miyagi University 
of Education, Joetsu University of Education, Naruto University 
of Education, and University of Teacher Education Fukuoka)

　(Human Rights/Dowa Education Research)
(4)  Research on the needs of teachers teaching elementary and 

junior high school students with hearing difficulties
(5)  Impact of the COVID-19 pandemic on teaching practice

　教育総合研究所は、九州唯一の国立教員養成単科大学に
置かれる教育に関する総合研究所です。現職教育を含めて本
学の教員養成機能の格段の充実を図るとともに、今日的な教
育課題や重点・融合領域等、教育に関する総合的な研究を推
進し、我が国の教育の発展に寄与することを目的としています。

　The Institute for Advanced Studies in Education is a comprehensive re-
search institute on education, and is housed in the only national univer-
sity in Kyushu dedicated to teacher training. It aims to enhance the uni-
versity’s teacher training, including continuous training for teachers, as 
well as to contribute to the development of education in Japan by pro-
moting comprehensive research on education that addresses, for in-
stance, contemporary challenges in education, as well as focused disci-
plines and interdisciplinary fields.

附属特別支援教育センター Special Needs Education Center

教 育 総 合 研 究 所
Institute for Advanced Studies in Education

教育総合研究所／所長、副所長1名、専任教員1名

附属特別支援教育センター／センター長
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　ものづくり創造教育センターは、その効果的な場と機能を生かして授業等を実施するとともに、教員養成機能の充実、教育の発展
と質の向上に資することを目的としています。また、研究プロジェクトを実施するための効果的な場と機能を提供することにより、今日
的な教育課題や重点・融合領域等、教育に関する総合的な研究の推進に寄与しています。

The Monozukuri Creativit y Education Center 
enhances teacher training, develops education, and 
improves the overall quality of education by offering 
classes in an effective functional space. We also contrib-
ute to promoting current educational issues, integrat-
ing areas, and research into comprehensive education 
by providing opportunities to implement research 
projects.

施設  Facilities

■ものづくり創造教育センターＡ棟
Monozukuri Creativity Education Center, Building A

木材加工機械室　木質材料保管室　材料・加工系実習室Ａ　木材加工実験室
木質材料試験室　創造・工芸系実習室Ａ　準備室　創造・工芸系実習室Ｂ
鉱石硝子加工室　材料・加工系実習室Ｂ　データ解析室　材料試験室
試料作製室　教材作製室　ものづくり教材開発室　創造・工芸系実習室Ｃ
準備室　環境・エネルギー系実習室Ａ　照明実験室　教材保管室
共用スペースＡ　共用スペースB　ライフサイエンス実習室　暗室
環境・エネルギー系実習室Ｂ　動態解析室　機械加工室　機械設計室

■ものづくり創造教育センターＢ棟
Monozukuri Creativity Education Center, Building B

技術２番教室、技術３番教室、技術４番教室、実習材料
管理室、多目的室、パソコン教室

※令和３年度改修

利用について  Introduction

　本センターには、競争的スペースとして「共用スペースＡ」
「共用スペースＢ」を設けています。これらは、共同研究や研究
プロジェクト等を行う場であり、教育・研究の活性化のため、
大いに活用していただければと考えています。
　教育・研究の支援として、ものづくり創造教育センターが所
有する物品（工作機械、機器、工具、教具等）及び教材の
使用・貸出を行っています。

This center has Share Space A and Share Space B, which 

can be rented for collaborative research or project work. We 

encourage our students to take full advantage of these areas 

to stimulate education and research.

In addition, we lend materials (machine tools, devices, 

tools and teaching equipment, etc.) to assist education and 

research at the Monozukuri Creativity Education Center.

事業実績  Project performance

　令和3年度にものづくり創造教育センターで実施された事業は以下のとおりです。

実施事業 事業名

教員免許状更新講習 「木のさじをつくろう」

オープンキャンパス 美術科アトリエ見学ツアー  コロナで中止

物品及び教材の使用・貸出 学外者に対する，工作機械の使用許諾  コロナで中止

連携事業 福岡県中学校技術・家庭科研究会との共催「第12回木工チャレンジコンテスト福岡県中学生大会」の実施

連携事業 福岡教育事務所連携事業「授業力アップ講座（中学校）【技術】」の実施

連携事業 「ESDが目指す価値観形成のためのものづくり教育プラットホームの創出」の実施（科学研究費補助金・基
盤研究C）

連携事業 生物育成学習のエキスパート教員の養成を核としたリカレント教育システムの開発（科学研究費補助金・ 基
盤研究B）

連携事業 「農家の知恵」を学校の栽培学習に活かすための科学的実証研究（科学研究費補助金・ 挑戦的研究（萌芽））

連携事業 企業（（株）丸善製薬）・農水省関連研究機関（国研：農研機構次世代作物開発研究センター）との共同
研究「天然植物由来有機肥料によるイネの収量ポテンシャル向上に関する研究」

ものづくり創 造 教 育センター
Monozukuri Creativity Education Center

センター長、副センター長、センター設備管理員

電気工事実習の様子
Electrical work practice

ものづくり創造教育センター
Monozukuri Creativity Education Center
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施設  Facilities

室名
Room

延面積（㎡）
Total Area

設備
Facilities

キャリア支援センター  Career Support Center 255 会議室、面接室Ａ・Ｂ、資料コーナー、パソコンコーナー

令和３年度実施講座等
Courses/Seminars in 2021

■教員採用試験のための特別講座
Special courses for the teachers’ examinations

２年生特別講座（10月～２月）
教員採用試験に向けての情報収集、過去問分析
◦Special courses for second-year students (October-February)
◦ Information gathering in preparation for the teachers’ examination and analysis of past papers

３年生特別講座（10月～２月）
１次の筆記試験対策講座
◦Special courses for third-year students (October-February)
◦ Classes to prepare for the first-round written exam

４年生特別講座（４月～９月）
２次の面接試験対策と直前対策の講座
◦Special course for fourth-year students (April-September)
◦ Classes to prepare for the second-round interviews and last-minute preparation 
令和３年度は新型コロナウイルス感染拡大防止対策により、対面とオンライン（講座内容や
資料の配信等）を併用して実施しました。
In academic year 2021, we held both in-person and online (distribution of course content, 
materials, etc.) special courses because of the COVID-19 pandemic.

■就職対策講座
Preparation courses

公務員対策講座、就活スタート講座、夏休み緊急企画就活準備講座、パネルディスカッション
（教員・公務員・企業に合格した先輩から学ぶ）、キャリアアップセミナー（全８回）
※例年開講している「メイクアップ購座」は令和３年度は中止
◦ Civil servant exam course, job-hunting beginner course, summer break special course for job-

hunting preparation, panel discussion (learning from graduates who have become teachers, 
civil servants, and company employees), and career enhancement seminar (8 times)

◦ The annual makeup course was canceled in academic year 2021.

令和３年度は新型コロナウイルス感染拡大防止対策により、一部オンラインで実施しました。
Some of the events in academic year 2021 were held online because of the COVID-19 pandemic.

キャリア支 援センター
Career Support Center

　キャリア支援センターは、全学的な立場から本学学生のキャ
リア形成支援及び就職支援を推進することを目的としています。
　主な支援として、個別の就職支援や進路・就職相談、就
職関連情報の提供の他、教員志望者を対象として2年次から
４年次の教員採用試験が終わるまで「教員採用試験のため
の特別講座」を学内で開講しています。特に、特別講座は
教員採用試験に向けて２年次から４年次まで連続発展的に
学ぶことができる内容となっており、筆記試験、面接、集団
討論、模擬授業対策に至るまで、きめ細かい指導を行ってい
ます。

UTEF established the Career Support Center to provide 
university-wide employment and career support for stu-
dents.

The Career Support Center mainly provides students with 
individualized employment support, career advice, and 
employment-related information. It also holds a special 
course for the teachers’ examination for students aspiring to 
become a teacher; the course is provided from the second to 
fourth years, when the teacher employment examination fin-
ishes. The contents of the special course are designed to be 
learned continuously and extensively from the second to 
fourth years in preparation for the teacher employment 
examination. It features highly detailed guidance, including 
written examinations, interviews, group discussions, and 
mock lessons.

センター長、就職支援アドバイザー5名
就職支援コーディネーター1名

キャリア支援センター
Career Support Center

進路・就職相談
Career and employment consultation

教員採用試験のための特別講座
Special courses for the teachers’ examination

パネルディスカッション
Panel discussion
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　障害学生支援センターでは、障害のある学生への教育及び
学生生活の支援を行っています。また、「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、「日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク

（PEPNet-Japan）」の参加校として、修学支援に関する情
報提供を行っています。

The Center for Students with Disabilities provides a range 
of services to support the education and daily lives of stu-
dents with disabilities.

The Center also provides information on learning support, 
utilizing its position as the Kyushu and Okinawa area hub 
school of JASSO’s Learning Support Network for Students 
with Disabilities, and as an affiliate of the Postsecondary Edu-
cation Programs Network of Japan for students with hearing 
disabilities (PEPNet-Japan).

主な支援内容  Main Support Services

◦障害のある学生が履修する授業内での情報保障
（※パソコンテイカー等派遣）

◦授業で使用する視聴覚教材への字幕挿入
◦行事や式典での情報保障（※パソコンテイカー派遣）

◦ 視覚障害学生が履修する授業に関する拡大資料、テキスト
データ作成

◦教育実習時における支援　など
※ パソコンテイカーとは、パソコンを用いて授業中の音声情報を入力し伝達する

サポートスタッフのことです。（本学では、主に障害学生支援センターの支援学生
が担っています。）

主な取り組み内容
Main Undertakings

◦パソコンテイク入門講座
◦字幕挿入入門講座
◦ 学生によるバリアフリー状況の調査、バリアフリーマップ作成
◦各種マニュアル作成
◦障害のある学生による交流会

主な講習会等
Seminars and other Events

◦ 九州地区国立大学法人 障害者支援に関する大学間連携
プログラム

　平成30年度パソコンノートテイク基礎研修
　（主催：福岡教育大学）
◦ 九州国立大学法人　障害者支援に関する大学間連携情

報交換会
　令和３年度　オンライン開催

障 害 学 生 支 援センター
Center for Students with Disabilities

センター長、副センター長、支援担当教員1名
障害学生支援コーディネーター2名

バリアフリー状況調査の様子
Conducting a survey on wheelchair accessibility

式典での情報保障の様子
Guaranteeing information accessibility during a ceremony

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九州・沖縄地区拠点校
JASSO, Kyushu and Okinawa area

　障害学生への支援実施状況の把握や相談受付、視察受
け入れなどを積極的に行う体制を整えています。

◦視察受け入れ 令和3年度 1件
◦拠点校相談受付 令和3年度 5件

研究実績・成果
Research outcomes/results

　平成28年11月に、センターに専任の支援担当教員を配置
し、以下の実績、成果を上げています。
◦ 平成28年度教育総合研究所研究プロジェクト「教育実習

時における聴覚障害学生のサポートニーズの検討」が採択
され（配分額：2年総額100万円）、福岡県内すべての小
中学校に対して、障害のある教育実習生の受け入れ状況
や受け入れる際に必要な支援内容について調査を行いまし
た。調査結果を踏まえて、「障害学生修学支援ミニガイド
―教育実習のサポートマニュアル― 」を他大学と連携して
作成し、附属学校園や近隣の学校へ配布しました。

◦ 学内教員が障害のある学生をより理解するために「障害学
生修学支援ミニガイド― 場面別配慮点― 」を作成し、学
内のすべての教員に配布しました。複数の教員から潜在的
なニーズを抱える学生に関する相談が寄せられており、助言
を行っています。
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教員研 修 支 援センター
Teacher Development Support Center

設置の趣旨  Goals of the Network

　学校現場では、ベテラン教員の大量退職と新規採用者の増
加に伴い、指導技術の継承が図りづらい状況にある中で、働き
方改革やプログラミング教育等の新しい教育課題などへの対応
も求められています。こうした中、九州・沖縄の教育委員会と大
学とが連携して、教員研修に関する情報の提供・共有を図り、
教員研修の充実に向けて恒常的に取り組む体制を整備するた
めに、平成３１年３月に発足しました。

As large numbers of veteran teachers leave the profession 
and the number of new recruits increases, schools are finding it 
difficult to ensure continuity of teaching skills. Furthermore, 
schools are required to respond to work style reforms and 
address new educational challenges, such as programming 
education. The network was formed in March 2019 against this 
backdrop, with the aim of enabling boards of education and 
universities in Kyushu and Okinawa to collaborate, and to pro-
vide and share information about teacher training as well as 
the aim of establishing a permanent organization for improv-
ing teacher training.

　本センターは、教育委員会や教員養成に携わる大学と連携を
図り、現職教員の研修が効果的・効率的に実施できるよう、支
援することを目的としています。そのために、教員研修について
の情報の収集・提供や調査研究、研修プログラムの開発等に
関する業務を行い、教員研修の質的向上を目指す「九州教員
研修支援ネットワーク」の事務局機能の役割を担っています。

The purpose of the Center is to collaborate with boards of 
education and universities that train teachers and to help enable 
effective and efficient training for in-service teachers. To this 
end, the Center gathers and provides information, conducts 
studies on teacher training, engages in tasks related to the 
development of training programs, and plays a role in the secre-
tariat function for the Kyushu Teacher Development Support 
Network, which aims to improve the quality of teacher training.

九州教員研修支援ネットワーク The Kyushu Teacher Development Support Network

センター長、副センター長２名、専任教員１名
研修支援コーディネーター１名

主な取組  Main initiatives

■九州教員研修支援ネットワーク協議会
　教員研修に係る時宜に応じたテーマを設定し、テーマに関す
る講演や先進事例等の報告、参加者間での協議などを行って
います。令和３年度は、下記をテーマにオンライン会議にて２回
開催しました。
・ GIGAスクール構想の実現に向けたICT活用指導力の向上に

ついて
・『令和の日本型学校教育』を担う新たな教師の学びについて

■研修動画コンテンツの開発
　各県等に共通する教育課題に関する研修プログラムの充実
に向けて、各大学が有するリソースを生かしながら、研修動画コ
ンテンツの開発に取り組んでいます。令和元年度以降、ネット
ワークに参画する各県・市の教育委員会と大学が参加・協力し、
小学校外国語等の新学習指導要領や、特別支援教育、初任
者を対象としたものなど、17テーマの研修動画コンテンツを開発
し、各県等の研修での利用の促進を図ることとしています。

Kyushu Teacher Development Support Network　
The Network chooses appropriate themes related to teacher 
training, delivering talks on the themes, presentations on 
advanced examples, and discussions among participants. In 
academic year 2021, the Network organized two online con-
ferences around the following themes:
⃝�Improvement of ICT utilization guidance skills toward real-

izing the GIGA school concept
⃝�New forms of learning for teachers providing the “Japa-

nese-Style School Education in the Reiwa Era”

Creation of Training Videos
Aiming at developing teacher training programs tailored to 

the educational challenges shared across Kyushu and Okinawa, 
the Network taps into the resources of each university to create 
training videos. Since academic year 2019, prefectures and 
municipal boards of education and universities participating in 
the Network have worked together to create videos on 17 dif-
ferent topics, including the New Educational Guidelines for ele-
mentary school English education, special needs education, 
and training for new teachers, with the goal of encouraging 
use of the videos in teacher training in Kyushu and Okinawa.

九州教員研修支援ネット
ワーク協議会（オンライン
会議）での講演の様子
Talk at the Kyushu Teacher 
Development Support 
Network (online 
conference)

九州教員研修支援ネット
ワークで開発した初任者
向け教員研修動画コンテ
ンツ
Training videos for new 
teachers created by The 
Kyushu Teacher 
Development Support 
Network

九州教員研修支援ネットワークの体制及び取組（https://www.kyuken-net.jp）
Organization and Initiatives of the Kyushu Teacher Development Support Network
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