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愛知教育大学の新採用大学教員研修 

今年度、愛知教育大学は19名の新採用大学教員に対し、次のような
研修・説明会を実施しました。 
 名称 対象 実施日 担当部署 

1 新採用職員研修会 大学教員 
事務職員 

4月1日（水）午後 
4月2日（木）午前 人事労務課 

2 新採用大学教育職員実務説明会 大学教員 4月2日（木）午後 人事労務課 

3 新採用教員FD研修会 大学教員 5月13日（水）午後 教職キャリアセンター 

4 附属学校研修 大学教員 5月14日（木）午前 教職キャリアセンター 

5 一般校研修 大学教員 5月15日（金）午前 教職キャリアセンター 

6 授業公開または全学FD集会 大学教員 ２つ以上に参加 教職キャリアセンター 



愛知教育大学の新採用事務職員研修 

今年度、愛知教育大学は18名の新採用事務職員（他機関からの異動
者以外は12名）に対し、次のような研修・説明会を実施しました。 
 名称 対象 実施日 担当部署 

1 新採用職員研修会 大学教員 
事務職員 

4月1日（水）午後 
4月2日（木）午前 人事労務課 

2 新採用事務職員研修会 事務職員 4月2日（木）午後 人事労務課 

3 ビジネス基礎研修 事務職員 
（異動者以外） 

5月6日（月） 
5月7日（火） 人事労務課（民間） 

4 東海地区国立大学法人等職員 
基礎研修 

事務職員 
（採用2年目， 
異動者以外） 

5月20日（水） 
5月21日（木） 東海地区国立大学 



1. 新採用職員研修会 

時間 内容 担当者 時間 内容 担当者 

教員・事務職員合同：4月1日（水）午後 教員・事務職員合同：4月2日（木）午前 

15:00～
15:05 開会あいさつ及び日程説明 人事労務課長 9:00～

9:50 大学概要・大学運営について 白石理事 

15:05～
15:50 

DVD 愛知教育大学 
後藤学長 

10:00～
10:40 

研究について 
附属学校について 菅沼理事 

国立大学法人愛知教育大学の目指す
もの 大学改革について 岩山副学長 

15:05～
15:50 

大学運営を中心に 中田理事 入試について 松本副学長 

カリキュラム改革について 野田副学長 国際交流について 清水副学長 

附属図書館について 
博士課程について 西宮副学長 10:40～

10:50 地域連携について 白井理事 

学生支援，就職について 新井副学長 11:00～
11:20 情報セキュリティについて 情報化推進室 



2. 新採用大学教育職員実務説明会 
2. 新採用事務職員研修会 

時間 内容 担当者 時間 内容 担当者 

大学教員：4月2日（木）午後 事務職員：4月2日（木）午後 

13:00～
13:05 開会あいさつ及び日程説明 人事労務課長 13:00～

13:05 開会あいさつ及び日程説明 人事労務課長 

13:05～
13:50 

服務・諸手当・共済組合関係につい
て 人事労務課 13:05～

13:55 新規採用職員へのメッセージ 白石事務局長 

14:00～
14:30 研究連携課の事務について 研究連携課 14:00～

14:40 愛知教育大学の事務組織について 総務企画部長 

14:30～
15:00 学内のパソコン利用について 情報化推進室 14:45～

15:30 就業規則，諸手当等について 人事労務課 

14:45～
15:30 財務会計について 経理調達課 15:40～

16:10 グループウェアについて 情報化推進室 

16:00～
17:00 

薬品管理システムについて（該当教
員のみ） 

16:15～
17:00 メンター制度について 人事労務課 

17:10～ 懇親会 17:10～ 懇親会 



3. 新採用教員FD研修会 

5月13日午後 に3時間のFD研修会を実施しました。 
前半は小谷教員（教職キャリアセンターFD部門）の司会で、本学卒業
生・修了生でもある3名の新採用の先生に「本学OBとして本学教員に
望むこと」のテーマでお話をしていただきました。 
後半は江島教員（同）の司会で、「教育大学教員として、どのように教
育・研究を行ったらよいか」をテーマとしてKJ法によるグループワーク
を行いってもらいました。 



4. 附属学校研修 

5月14日午前に、附属特別支援学校と附属岡崎小学校を訪問しまし
た。昨年までは、附属小学校・中学校に訪問していましたが、「新採用
教員には特別支援教育の重要性を認識してもらいたい」との教育担
当理事の強い意向から、全員に附属特別支援学校を訪問してもらうこ
とにしました。 
附属特別支援学校では、教員の案内により学校内を見学してもらい
ました。 
附属岡崎小学校では、2グループに分かれて1つの授業を参観しても
らいました。その後、グループごとに授業の検討会を行いました。検討
会では、小・中学校の教員経験のある新採用教員の先生に指導的立
場に立ってもらいました。 



5. 一般校研修 

5月15日午前は2グループに分かれて、刈谷市立朝日小学校と雁が
音中学校を訪問しました。 
各学校では、校長先生からの講話を聞いた後、当該校の教員の案内
で学校内を見学しました。その後、教員との意見交換会を行いました。 
最後に、給食をいただいて帰りました。 



過去の新採用教員研修 

年度 対象者数 FD研修会 附属学校研修 一般校研修 

平成23年度 19 5/19 A 附名小 4/13 附岡中 5/11 
B 附名中 4/20 附岡小 5/11 

A 亀城小 5/20 
B 雁が音中 5/20 

平成24年度 15 5/17 A 附名小 5/2 
B 附名中 5/2 

A 刈谷南中 5/16 
B 小高原小 5/16 

平成25年度 17 5/8 A 附岡中 5/16 
B 附岡小 5/16 

A 東刈谷小 5/15 
B 富士松中 5/15 

平成26年度 17 5/7 A 附名中 5/15 
B 附名小 5/15 

A 富士松東小 5/14 
B 依佐美中 5/14 

平成27年度 19 5/13 附特支・附岡小 5/14 A 朝日小 5/15 
B 雁が音中 5/15 



6. 授業公開または全学ＦＤ集会 

今年度からの新たな取り組みとして、新採用大学教員の先生方には、
2つ以上の全学FD（授業公開または全学FD集会）に参加することを義
務づけました。 
現時点で、新採用大学教員19名のうち18名が2つ以上の全学FDに参
加しています。（来週、最後の全学FD集会を開催予定です。） 
1人で5つの全学FDに参加した方がいるなど、新採用大学教員の先生
方の熱心さが目立ちました。 



課題 

• 本学の新採用大学教員研修の内容は、初等・中等教育現場を未経
験の方を念頭に置いて構成されている。しかし、来年度以降、その
ような方の採用は少なくなる。 

初等・中等教育現場を経験された方にふさわしい内容を開発す
る必要がある。 

• 本当に研修が必要なのは、中堅・ベテラン教員なのかもしれない。 
中堅・ベテラン教員に対する研修の実施も検討する。 



ご清聴ありがとうございました。 
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