University Library

際的研究を行うとともに，学校教育の諸問題に適切に対処することのできる教員および
援助専門職者の養成に寄与することを目的としている。

授業開講期間の平日は９時から22時，土・日・祝日は11時から17時まで開館し，学生・

This center intends to train teachers and counselors to cope with diverse
problems in school education and conduct interdisciplinary research on clinical
practice in education and supporting personal development.

教職員さらに地域の方々に利用しやすい環境となっている。
また，平成29年度の改修において，模擬授業ルーム，メディアコモンズ，サイレントルー
ム，研究室，大学史資料展示室を新設したほか，グループでの議論に活用できるアクティブ・

Mental Support Research Section

なお，チェンバレン・杉浦文庫をはじめとする貴重なコレクションを多数所蔵し，学

心理教育相談室

そだちの支援研究部門
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令和元年度利用状況
Library Use (2019)

年間開館日数
Open Days

登録総数（当該年度分）

Users

Classification

181,270

貸 出 冊 数
Circulation

Total

49,357

ダウンロード件数（年度計）

Total Number of Resources Downloaded in
2019

7,638（407）

1,352,043

注：ダウンロード件数は検索サイト（Google, Yahoo 等）による巡回アクセス数を含んでいない。
Note : Circular accesses via digital engines such as Google and Yahoo are not
included in the total number of resources downloaded.

Reference Services
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Others

Classification

Total

計

教職員

1,321

利 用 件 数

2,888

780

学外者

区分

Affairs

Staff

学生

学外（受付）

Student

Others
(including off-site users)

1,125

983

教職キャリアセンター Teaching Career Center

教職キャリアセンターは，本学におけるこれまでの研究と実践の実績をもとに，教員

地域連携

地域連携

地域活性化部門

Community Revitalization Section

力を持った教員を養成するための科学・ものづくり教育の推進を支援するとともに，学

営

営

科学・ものづくり教育推進センター Center for the Promotion of Science and Technology Education

運

運

キャリア開発領域

科学・ものづくり教育推進センターは，科学的探究力をはじめとする高い知識と指導

FD 部門

Faculty Development Section

キャリア育成領域

Career Training Sector

体験学習支援部門

Hands-on Learning Support Section

教育支援専門職研究部門

Educational Support Professionals
Research Section

先端教育技術部門

Advanced Educational
Technology Section

校教育現場および地域における科学・ものづくり教育の向上と活性化を図ることを目的
としている。
This center promotes and revitalizes education in science and technology
through research and teacher training with the goal of developing highly
qualified leaders and leading technology for science and technology education
at our university and in the surrounding community.

教員免許状更新部門

Teacher’s License Renewal Section
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その他

その他

キャリア高度化領域

In-service Teacher Training Section

地域連携センターは，教育関連諸機関等との連携協力を維持・発展させ，幅広い研究

分野を有する本学の特性を生かした社会貢献を行い，地域社会の要請に応えるとともに，

Cooperation with Private Enterprises Section

Career Development Sector

教員研修部門

地域連携センター Center for Community-Based Education and Cooperation

企業連携部門

This center has three missions: to advance students’practical teaching skills
development, to promote higher quality teacher education and to support inservice teacher training. Building on the cumulative research heritage and
achievements of Aichi University of Education, this center aims to develop and
improve students’practical teaching skills and researching ability, as well as to
enrich on-the-job training programs.

Career Advancement Sector

International Cooperation Section

School Education Support Section

力向上機能，研究機能，現職教員の再教育機能の養成を目的としている。

Teaching Practicum Research Section

国際協力部門

学校教育支援部門

養成における「実践力の育成」「高度化の推進」「再教育の支援」を柱とし，学生の実践

教育実習研究部門

International Student Support /Partner Institution Section

This center responds to the needs of our local community by forging
relationships with local educational organizations in order to better understand
and serve the community’s needs. The center intends to be a liaison between
the university and the local community and its organizations by conducting
research and providing information and training services as needed.

Centers

Curriculum Studies and Research Section

留学生支援・協定校交流支援部門

地域連携の総合的発展に向けた創造的な取り組みを行うことを目的としている。

センター

教科教育学研究部門

This center supports international students, cooperating with international
organizations and forging relationships with partner institutions, in order to
contribute to cross-cultural exchange and international solidarity for the 21st
century.

○ 参 考 業 務

Rental Services

計

世紀にふさわしい多文化交流および国際連帯に資することを目的としている。

Total Number of Resources Uploaded (The
Number of Resources Uploaded in 2019)

○ 閲 覧 業 務
区分

校との交流・連携を推進し，これらの活動を全学体制の下に開発することを通して，21

国際交流

国際交流

273

入館者数

Center for International Exchange

国際交流センターは，本学における留学生の支援，国際協力および国際学術協定締結

育

育

Japanese

国際交流センター

Academic Information Repository (2019)

書

Total

Personal Development Services and Counseling Room

教

教

Classification

和

発達支援相談室

令和元年度学術情報リポジトリ件数

As of March 31, 2020

計

Personal Development Support Research Section

附属学校

附属学校

The library is open 9-22 on weekdays, and 11-17 on weekends and holidays
during semesters for the convenience of students, faculty, and staff as well as
the local community.
A number of new features have been added with the 2017 improvement work,
which include a mock classroom to be used by students, a media commons
(iPads-installed ICT room) for students, a silent room for reading, private
research rooms, and the University Archives Exhibition Room. The active
learning space for group discussions has been enlarged and upgraded. All of the
improvements were made in compliance with the diverse wishes of the users.
The university’s collection of valuable books and materials, including the B.H.
Chamberlain and T. Sugiura Collection, are widely used by students, as well as
researchers on and off campus.
令和２年３月31日現在

設

設

Psychological Education and Counseling Room

生のみならず，学内外の研究者に広く利用されている。

図書資料

施

施

こころの支援研究部門

ラーニングスペースを拡大し，利用者の様々な要望に応えられるよう施設面を充実させた。

区分

Center for Clinical Practice in Education

教育臨床総合センターは，教育臨床および発達臨床にかかわる理論的実践的および学

教育組織・研究組織

教育組織・研究組織

教育臨床総合センター

附属図書館

教育組織・研究組織

健康支援センター Health Service Center

健康支援センターは，学生および教職員の健康管理に関する業務を行う施設である。

健康相談，応急処置，心理療法等の学生相談業務を行っている。
This center administers health care for students, faculty and staff
environmental safeguards in our university. We can offer student counseling
such as health care, firstaid, psychotherapy.

施
設

ICT 教育基盤センター Center for Information and Communication Technology

ICT 教育基盤センターは，本学の ICT 教育の実施および支援，ならびに教育研究のた

めの学術情報処理に資することを目的とした学内共同利用施設である。学内の ICT 基盤
および情報システムの運用管理，ならびに各種情報サービスの提供を行っている。

附属学校

This center is a dual-purpose facility that is tasked with implementing and
supporting the ICT education of students, and supporting the research and
academic activities of the university with information processing services. The
center operates and maintains control of the ICT infrastructure and information
systems, and facilitates information services across the university.

キャリア支援センター Career Support Center
教

キャリア支援センターは，学生の主体的なキャリア設計・就職活動等に関する基本方

針の策定等を行い，就職支援・キャリア形成支援・卒業後支援プログラム等を通して社

育

会で活躍する「知」を備えた人材を世に送り出すための支援を行っている。
This center formulates and carries out a basic plan to aid students' initiative in
planning their future careers. Through employment assistance, career buildup
counselling, follow-up support, the center takes an active part in sending
competent graduates into the world.

国際交流

教員養成開発連携センター Center for Teacher Education Development through Partnerships

教員養成開発連携センターは，北海道，愛知，東京，大阪の４教員養成系大学が教員養成機能の強化・充実を図ることを目的とし取り組んでき

た事業（ＨＡＴＯプロジェクト）を継承し，4 大学が連携し日本の教員養成の諸課題に積極的に対応する活動拠点となっている。
This center is Aichi University of Education’s base of operations for carrying on and promoting the HATO Project, a cooperative
project of four teacher training universities (Hokkaido, Aichi, Tokyo and Osaka) in addressing various issues concerning Japanese
teacher training programs.

地域連携

日本語教育支援センター Japanese Language Learning and Teaching Support Center

日本語教育支援センターは，増加する外国人の日本語指導等に寄与することを目的と

し，外国人児童生徒の集団適応と学習支援，日本語指導者の育成・研修，日本語指導に
関する調査・研究，教材開発，成果の普及・発信などの業務を行うため，令和２年４月
に設立した。

運
営

This center was established in April 2020, in response to the increasing need
of teaching Japanese as a second language. It supports non-Japanese children's
adaptation to the school community, and assists their learning. It also engages
in the training of JSL teachers, conducting researches, developing teaching
materials, and disseminating the results.

インクルーシブ教育推進センター Center for Inclusive Education

インクルーシブ教育推進センターは，県内外の幼稚園，小学校，中学校，高等学校，中等教育学校，特別支援学校等の教育機関と連携し，共生

その他

社会の形成に向けたインクルーシブ教育を推進する。そのために，情報収集及び情報発信，教員向けの研修を実施している。地域の教育機関等と
連携を図り，必要に応じて支援を行う。
For the purpose of building a tolerant pluralistic society, this center promotes inclusive education in cooperation with
kindergartens, elementary schools, junior high schools, high schools, secondary schools, schools for special needs education in and
around Aichi Prefecture. It collects and shares information and conducts support activities when necessary.
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