
学外との連携   Outside Cooperation

　社会連携の精神に立ち、本学が有する知的・物的・人的
資源を生かしながら地域の様々な活動に寄与することを目的と
して、教職員の学外派遣等を行っています。

We endeavor to foster strong community-based coopera-
tion by sending our faculty into the local community in order 
to contribute locally through academic and university-related 
activities focusing on human resources.

自治体・教育委員会との連携協力協定  Cooperative Agreements with Cities and Boards of Education

　市や教育委員会と連携協力協定を締結し、教員養成・教
員研修・人事交流・連携事業及び調査研究などを検討・推進
しています。平成25年7月の福岡県市町村教育委員会連絡
協議会との連携協力協定締結に伴い、県内すべての教育委
員会との連携協力体制が構築されました。

Through agreements with cities and boards of education, 
we promote teacher training, personnel exchanges, collabor-
ative projects, and research projects. Because of this, we 
established a cooperative system with the Board of Educa-
tion of Fukuoka Prefecture in July 2013.

連携協力協定先
Cooperating Institutions

締結年月日
Date of concluding cooperative agreement

宗像市  Munakata City
平成13年4月

令和3年４月更新
Renewed April 2021

福岡県教育委員会  Fukuoka Prefecture Board of Education 平成17年3月
March 2005

福岡市教育委員会  Fukuoka City Board of Education 平成17年11月
November 2005

北九州市教育委員会  Kitakyushu City Board of Education 平成17年11月
November 2005

福岡県市町村教育委員会連絡協議会  Liaison Council of Boards of Education in Fukuoka Prefecture 平成25年7月
July 2013

※ 春日市教育委員会（平成18年7月締結）、福津市教育委員会（同19年
7月締結）、粕屋地区（1市7町）教育委員会（同22年12月締結）、久留
米市教育委員会（同23年11月締結）との連携協力協定については、平
成26年3月31日をもって福岡県市町村教育委員会連絡協議会との連携
協力協定に移行しました。

※ Cooperative Agreements with Kasuga City of Board of Education (July, 
2006), Fukutsu City Board of Education (July, 2007), Kasuya Area Board 
of Education (December, 2010), and Kurume City Board of Education 
(November, 2011) shifted to the agreements with Fukuoka Prefecture 
and the City Board of Education.

広域連携による教育活性化プロジェクト －福岡教育大学COC事業－
-Fukuoka University of Education COC project- for wide area cooperation to enhance education

　文部科学省から公表された大学改革実行プランの中では、
「地域再生の核となる大学づくりCOC（Center of Communit y）
構想の推進」が示されています。福岡教育大学では、本学のミッ
ションに掲げる「広域の拠点的役割を目指すこと」と「実践型教
員養成への転換を図ること」を目的として、本学独自のCOC事業
に平成26年度下半期から取り組んでいます。これにより、教育を
切り口とした本学独自の地方創生事業を展開します。

The National University Reform Plan formulated by the 
MEXT positions the Center of Community (COC) as the core 
of regional revitalization. We have been working on our origi-
nal COC project to fulfill an important role as a major univer-
sity, and emphasize a practical training program to help raise 
the quality of teachers since the second half of 2014. We will 
ensure that our local area develops in a unique way.

主な事業項目
Projects

概要
Outline

「持続可能な開発のための教育（ESD）」
推進事業
Promotion of the “Education for Sustainable 
Development (ESD)” project

九州各地の教育委員会・学校等と連携し、講演等実施。
令和３年度は、「九州ESDセンター ESD for 2030 学び合いプロジェクト福岡教育大学教育ESDセミナー

『SDGsを活用したカリキュラム研修』」を開催。
Collaboration with boards of education and schools across Kyushu to hold seminars and other events
In academic year 2021, the Kyushu ESD Center’s ESD for 2030 Learning Project—University of Teacher Education Fukuoka ESD Seminar 
“Curriculum Training Based on the SDGs” was held.

コミュニティ・スクール（CS）支援
CS (Community School) Support

学内に「CS支援チーム」を結成し、様々な地域におけるCSの導入や推進に関する支援を行っている。
令和３年度は福津市、大野城市、宗像市、みやま市、行橋市、筑後市、水巻町、出水市等で実施。
The University has established a “CS Support Team” that provides all manner of support related to introducing and promoting CS in 
various communities.
In academic year 2021, the team supported projects in Fukutsu, Onojo, Munakata, Miyama, Yukuhashi, Chikugo, Mizumaki, Izumi, and 
others.

講師等授業力アップ講座
Teaching Skill Development Course

福岡県内の公立学校に勤務する講師等の教科に関する基礎的知識・技能の習得と実践的指導力の向上により、
学校における学習指導の改善・充実に資することを目的とする。
令和３年度は２カ所（福岡･京築）の教育事務所で実施。
Covers the basic ideas of teaching and learning, methodology, and professional development to deepen the knowledge of teachers at 
public schools and develop their teaching skills. 
The course was held at three education offices (Fukuoka, Chikuho, and Keichiku) in academic year 2019.
*Canceled in academic year 2020 because of the COVID-19 pandemic.

社 会 連 携
Community-related Cooperation
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宗像市・福津市との連携（令和３年度）  Cooperative Activities with Munakata and Fukutsu City (2021)

　本学が所在する宗像市及び近隣の福津市と、以下のような連携を行っています。
We cooperate with Munakata City and Fukutsu City in various ways.

連携事項
Cooperation

概要
Outline

むなかた大学のまち協議会
Munakata College-Town Committee

宗像市と日本赤十字九州国際看護大学及び本学で「むなかた大学のまち
協議会」を組織し、各大学の特色を生かした連携事業を実施
In cooperation with Munakata city, Japanese Red Cross Kyushu International College of 
Nursing for Munakata College-Town Committee

宗像市教育委員会、福津市教育委員会及び宗像地区
小・中・義務教育学校と福岡教育大学との連携事業連絡協議会
Liaison Council involving the boards of education of Munakata City and Fukutsu City, elementary 
and junior high schools in the Munakata area, and the University of Teacher Education Fukuoka

各種連携事業を効率的かつ効果的に運営するための連絡調整組織
（教育実習及び教職大学院実習、ボランティアにかかる学生受入れ　等）

Association to operate collaborating business efficiently and effectively
（Accepting students for teaching practice, graduate school teaching practice, volunteer, etc.）

学校運営への参画
（宗像地区外の学校運営にも参画しています）

School Governor/Council
(Including areas other than Munakata)

宗像地区小中義務教育学校の学校運営に学校各種委員として参画
（令和３年度は３０件）

Participated in the management of elementary and junior high schools in Munakata District 
as members of various school committees (30 schools in 2021)

第15回宗像地区教育関係者合同研修会
Munakata area Joint Training

宗像地区教育関係者及び本学教職員による合同研修会
Joint training with Munakata area educators and our faculty

－地元教育委員会との連携による学校教育現場における現代的課題への取組－
-Address today’s on-site issues with local boards of education

宗像市教育委員会・福津市教育委員会と福岡教育大学との共同研究プロ
ジェクトとして平成24年度より実施
Started in 2012 as a joint project with Munakata City Board of Education/Fukutsu City Board 
of Education

人材バンク（令和３年度）  Human Resources Bank Service (2021)

　本学が有する様々な知的・物的・人的資源を「人材バンク」
とし、地域の様々な活動に寄与することを目的として教職員を
派遣しております。令和３年度は３５件実施しました（委員委嘱
等を除く）。

Gathering our diverse intellectual, material, and human 
resources under the Human Resources Bank Service, we send 
teachers to various sites to contribute to local activities. In 
2021, 35 initiatives were carried out, not including those 
requested by committees.

■人材バンクの実施例（令和３年度）  Examples of Human Resources Bank Service’s initiatives (2021)

・教員向け授業研究会等での指導助言
Provided guidance at classroom lesson research sessions for teachers

・教員志望の高校生を対象とした講義
Organized seminar for high-school students aspiring to be teachers 

ユネスコスクール支援大学間ネットワーク（ASPUnivNet 平成24年度加盟）
UNESCO Associated Schools Support University Network (Joined in 2013)

　ユネスコスクール（ASPUnivnet ～ UNESCO Associated 
Schools Project Network）の活動を支援する大学のネットワー
クの一員として、ユネスコスクール加盟申請支援のほか、ESD
セミナーの実施、ESDに関する研究発表会における指導助言
等も行っています。

As a member of the university network supporting the 
UNESCO school activities (UNESCO Associated Schools Proj-
ect Network (ASPUnivnet)), we support various activities 
including applications for UNESCO school membership, 
implementation of ESD seminars, and research presentations 
on ESD at which advice is provided.

民間企業等の連携協定  Cooperation Agreements with Institutions

連携協力協定先
Institutions

締結年月日
Date of Agreement

協定内容
Agreement Contents

トヨタ自動車九州株式会社・宗像市
Toyota Motor Kyushu, Inc. and Munakata City

平成19年10月
October 2007 陸上競技によるスポーツ活動を通じて、地域の発展に寄与すること

宗像大社
Munakata Shrine

平成19年12月
December 2007

教育･研究活動に関する施設･資料･文化財等の相互活用等を
事業として、地域活性化へ貢献すること

鎮国寺
Chinkokuji Temple

平成19年12月
December 2007

教育･研究活動に関する施設･資料･文化財等の相互活用等を
事業として、地域活性化へ貢献すること

株式会社西日本新聞社
The Nishinippon Shimbun Co,.Ltd

平成23年6月
June 2011 地域社会の発展及び教育上の諸課題に対応すること

公益財団法人宗像ユリックス
Munakata Yurix

平成27年4月
April 2015

文化･芸術等の社会包摂機能を活かした豊かな街づくりの推進
に寄与すること

独立行政法人教職員支援機構（旧：独立行政法人教員研修センター）
National Institute for Educational, Cultural Affairs and Technology 
(formerly the National Institute for School Teachers and Staff Development: NITS)

平成29年3月
March 2017

教員の生涯を通じた職能成長を実現するための教員養成・研修
の充実及び高度化に寄与すること

宗像里山の会
Munakatasatoyamanokai

令和2年7月
July 2020

本学の敷地内の竹林伐採と伐採跡地への落葉広葉樹や照葉樹
の苗木の植栽

・その他各種出前授業
Delivered various types of visiting 
classroom lessons 
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大学開放事業   Open Campus (Visiting Day)

教育大へ行ってみよう！（幼児～中学生対象）
Let’s go to University of Teacher Education Fukuoka! (for kindergarten to junior-high-school students)

　本学が有する教育機能や施設を休日に開放し、子供たちが
多様な活動を体験できる機会を提供しています。
　科学実験、ものづくり体験、音楽体験などの本学独自の企
画のほか、トヨタ自動車九州（株）及びJR九州赤間駅などの
協力による企画も実施しています。
※令和３年度については、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止となりました。

UTEF provides an opportunity for children to experience a 
diverse range of activities by allowing the use of its educational 
facilities on closed days. 

UTEF provides its own activity plans such as science, craft, and 
music experiences, and it also organizes activities in collabora-
tion with Toyota Motor Kyushu, Inc. and JR Akama Station.
*Canceled in academic year 2021 because of the COVID-19 pandemic.

公開講座・開放授業プログラム   Open Courses/Extension Courses

　社会貢献事業の一環として、地域の皆様、教員の皆様の
生涯学習の場の提供を目的とした、公開講座及び開放授業
プログラム（正規授業科目の一部を地域の皆様に開放）を提
供しています。

We have extension courses and open classes that local 
people can take to provide opportunities for lifelong learning 
as part of our social contribution.

公開講座実績（令和３年度）  Results of Extension Courses (2021)

※ 教員対象講座は、福岡県教育センター及び教育事務所との連携により
実施。

Teacher-focused courses are held in cooperation with the Fukuoka 
Prefectural Education Center and local education offices.

講座数
Number of Courses

受講者数
Participants

教員対象講座  For teachers 3 ５５

開放授業プログラム実績（令和元年度）  Results of Open Courses (2019)

※令和2、3年度については、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止となりました。　
正規授業科目の一部を地域の皆様に開放しています。

*Canceled in academic year 2020 because of the COVID-19 pandemic.

We offer some classes for local people

開放授業数
Number of Couses

受講者数
Participants

前期  First Term 5 34

後期  Second Term 3 27

これで色が変わるの？
Does this change the color?

ホーバークラフトを作って走らせよう！
（協賛：トヨタ自動車九州株式会社）

Making a hovercraft and flying
(Suppouted by Toyota Motors Kyushu Co., Ltd.)

折り紙で立体を作ろう
Making three-dimensional shapes with origami

鉄道模型とミニジオラマを作ろう！
（協力：JR九州赤間駅）

Making a model train and mini diorama 
(In cooperation with JR Akama Station)
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