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今年度教員採用試験
合格おめでとうございます！！
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兵庫県･岡山県：中学校 理科合格

理工学部機能分子化学科

大川　 駿さん

先手必勝

兵庫県：中学校 社会科合格

2011年 経済学部経済学科卒業

駒井 拓哉さん

「不撓不屈」

大阪市･奈良県：小学校合格

文学部歴史文化学科

汐元　 輝さん

感謝・努力

兵庫県･横浜市･広島県：中学校 社会科合格

科目等履修生

鳥居 祐介さん

・「負けることは終わりではない。
やめたら終わりだ」(ニクソン)

・学習欲以外全て制限

兵庫県：中学校 英語科合格

文学部英語英米文学科

増田 康輝さん

とにかく先生になりたいという気持
ちを忘れず、日々取り組みました。

兵庫県：中学校 理科合格

科目等履修生

市川 耕太郎さん

なせば成る、
為さねば成らぬ、何事も

神戸市：中学校･高等学校 国語科合格

2012年 文学部日本語日本文学科卒業

河野　 悟さん

「笑う門には福来る」
笑顔で臨むことが一番です！

大阪府及び豊能地区公立学校：
中学校 数学科合格

自然科学研究科知能情報学専攻

近藤 稔晃さん

誠実な心であり続け、
向上心を忘れない

神戸市：小学校合格

2011年 文学部社会学科卒業

住吉 太陽さん

どうせやるなら楽しく
とことんやる！！

兵庫県：中学校 英語科合格

文学部英語英米文学科

平尾 司織さん

念ずれば花ひらく！

神戸市：中学校･高等学校 国語科合格

法学部法学科

吉田 奈央さん

自分だけの武器を作って
がんばってください！

兵庫県：中学校 国語科合格

文学部日本語日本文学科

朝井 満理奈さん

いつも明るく元気よく！

兵庫県：中学校 社会科合格

文学部歴史文化学科

金田 幸雄さん

今しかできない事・今しか会え
ない人・とことん努力

神戸市：中学校･高等学校 理科合格

理工学部機能分子化学科

小山 華代さん

あきらめずに
努力し続けること

和歌山県：中学校 理科合格

理工学部物理学科

小竹 健市さん

“今一番大事なことは何か”を
見誤るな

大阪市：中学校 理科合格

理工学部機能分子化学科

中島 由貴さん

継続は力なり。
前向きに挑戦すべき！

大阪市：特別支援学校中学部･高等部共通
国語科合格

文学部日本語日本文学科

森　 靖子さん

勝って驕らず、負けて腐らず！
感謝を忘れないこと。

合格おめでとうございます!!
今年度、教員採用試験に合格されました皆様に心よりお祝い申し上げます。
掲載させていただいた方以外で合格された方は教職教育センターまでご一報ください。

そのほか以下の方々から
合格のご連絡を頂きました。

柚木 太郎さん

藤永 春樹さん

中村 文音さん

山本 晴日さん

西山 俊一さん

兵庫県 22人
神戸市 15人
大阪府 ２人
大阪市 ３人
東京都 ２人

埼玉県 １人
横浜市 １人
奈良県 １人
和歌山県 １人
三重県 １人

広島県•広島市 １人
岡山県 １人
山口県 １人

合 計 52人

採用自治体別の合格者人数 　　2012.11.26現在把握数

今年度
教員採用試験
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合格おめでとうございます!!

　制度としては定着した教員免許更新講習に対して、平成24年
度からは甲南大学としても従来の学部・学科レベルでの取り組み
から、教職教育センターを核とした大学全体としての取り組みに
拡大しました。従来の理工学部の物理・化学・生物・地学の講習
の他に、新たに文学部の国語と社会の講習、さらに教職教育セン
ターの必修領域の講習が開講され、７つの選択領域の講習に合計
114名、必修領域の講習に79名の小中高の先生方が参加されま
した。いずれの講習でも先生方の取り組みは、大変まじめでした。
　甲南大学の講習は、割り当てや強制ではなく担当者の自発的
な講習で、それぞれに意欲的で魅力的な取り組みがなされまし
た。その結果、受講者による評価（４段階）でも、最高評価の
４の割合が理科79％、社会71％など全国平均58％（平成23年）

　西宮甲山高校教育類型２年生の皆さんが本年も高大連携講座
「教育基礎」を受講するために本学を訪ねてくれました。今年で
３回目になります。もちろん年々、学年が上がっていきますので、
今年の生徒さんたちにとっては、初めての経験です。図書館を
はじめ、キャンパスを巡っている生徒さんたちの様子、受講態度、
また後に頂いた感想文等を拝見し、自分の夢を大学で叶えたい
という熱き思いが十二分に伝わって参りました。
　さて、本年は「先生とは何か」というテーマで生徒の皆さん
と考えてみました。そのときの話の一端を記します。
　最初に森昌子さんのデビュー曲「せんせい」を聞いてもらい
ました。「大学での講義なのに、はじめは、びっくりした。どんな
展開になるのかな。」と、多くの人が、感想文に書いていました。
次に、思想の歴史に残る先生と弟子との物語として、ソクラテ
スとプラトンの交流について紹介しました。後年、膨大な著作
を残したプラトンが「これらの本は、私のものではなく、若く
美しくなったソクラテスのものです。」と言ったことの意味を考
えました。そして、それを解く鍵として、「教えるものと学ぶも
のが共に生活をしながら､ 数多く話し合いを重ねていくうちに、
そこから、突如として、学び手の魂の内に、いわば飛び火によっ
て、点ぜられた燈火にように、あとはそれ自体が燃え、自己成
長をとげていく」というプラトンの発言をあげてみました。こ
れを分析すれば、先生は、接する人に外側から何かの価値を加
えようとする人ではなくて、接する人をいわば内から変えよう
とする、いや、変わろうとするのを助けようとする人といえます。
また、弟子は、自分に必要なもの、役に立つことを直接教えて

を大きく上まわり、
必修領域の講習で
も54％と全国平均
42％（同）を大きく上まわりました。今年はじめて開講したた
めに模索部分も多かった講習が８講習中３つを占めていたことを
考慮すると、全体としてはかなり優れた、受講者の満足度の高い
講習を提供できたと言えます。
　事務的な面はアルバイトで可能な限り行いましたが、昨年まで
と異なり非常に多数の取扱いとなる中で一部の受講者に非常に手
間のかかるケース等があり、来年度に向けて改善すべき点も明ら
かになりました。

教職教育センター 参与・理工学部教授　 林　 慶一

教員免許更新講習
事業報告平成24年度

大学全体として取り組んだ
平成24年度の8つの教員免許更新講習は
受講者から高い評価を得ました

もらうのではなく、その先生、あるいは、その先達そのものと
全く同じものになるのではないが、その人に出会うことによっ
て、突如として自分が変わっていく､ 自分が新しく別人になっ
ていくことに喜びを持って実感できる人といえます。
　このように考えると、人は自分にとってよき先生を見つけな
ければならないし、また、他者のよき先生でもあらねばならない。
この人と人との出会いを教育というなら、教育とは人びとの幸
せにつながる素晴らしい文化の一つであると考えられます。
　もう一度、「せんせい」の歌詞にもどってみましょう。恋する
こと、愛することを、記号としての文字ではなく、一つの実感、
生きた経験として、突如、「恋する心の  しあわせを」心の中に
点じてくれたのは、たとえ先生との疑似恋愛での失恋であって
も、「それは、せんせい」であった、というふうに解釈できるの
ではないかと提起して、「教育基礎」の授業を終わりました。  

教職教育センター教授 　藤井 一亮

兵庫県立西宮甲山高等学校との

　高大連携講座として兵庫県立西宮甲山高等学校 教育総合類型コース２年生
（引率者：西田美知子先生・清水理恵先生）が5月31日に本学に来校されました。
教職教育センター共同研究・実習室（KTL）での吉岡先生（教職指導員）によるミ
ニ講義と、図書館見学ツアーの後、藤井先生の講義を受けられました。

高大連携講座「教育基礎」開講
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甲南大学 教職教育センター
〒658-8501 神戸市東灘区岡本8-9-1
TEL：078-435-2277　FAX：078-435-2278
E-mail：kyooshoku@center.konan-u.ac.jp

2012年12月1日　vol.11

事務室開室時間（授業期間中） ▼  月曜日〜金曜日 9:00〜17:00 ／ 土曜日 9:00〜13:00（11:30〜12:30は除く）

原稿・アイディアの募集について
現役学生に対するメッセージや教育現場での実践報告などをご寄稿いた
だける方、ご講演いただける方、また今後の冊子の受取を希望する場合
は、教職教育センターまでご連絡ください。

2012年  6月30日（土）
卒業生教員による講演会
　講師：兵庫県立神戸北高等学校教頭
　　　　奥田格 先生（文学部卒）

8月  4日（土）
5日（日） オープンキャンパス

9月14日（金）

教職課程履修登録希望者事前講義
介護等体験希望者事前講義
　講師：教職教育センター
　　　　古川治 先生
　講師：元兵庫県立西はりま特別支援学校
　　　　片山 則昭 先生

10月〜12月 外部機関による一般教養講座

10月27日（土） オープンキャンパス

11月15日（木） 大阪市・堺市教育委員会　教員採用説明会

11月24日（土） 甲南大学卒業生教職員の集い・継星会開催

12月  8日（土） 公立学校教員採用試験合格者体験報告会

12月  8日（土） 学校ボランティア・インターンシップ等年間報告会

2013年  3月27日（水） 教育委員会による学校ボランティア・インターン
シップ等ガイダンス

5月 教育委員会による教員採用説明会

6月 卒業生教員による講演会

8月 オープンキャンパス

12月 公立学校教員採用試験合格者体験報告会

12月 学校ボランティア・インターンシップ等年間報告会

2012年度活動記録及び今後の行事予定

月 火 水 木 金
10:00〜13:00
国語（本田先生）
14:00〜17:00
社会･地歴･公民（伊藤先生）

10:00〜13:00
英語（畠山先生）
14:00〜17:00
小学校･社会（堀江先生）

10:00〜13:00
理科（森本先生）
14:00〜17:00
算数･数学･道徳（北野先生）

10:00〜13:00
理科（森本先生）
13:20〜15:20
日本語･キャリア教育（吉岡先生）
15:30〜17:00
教職教養（橋口先生）

10:00〜13:00
小学校･社会（堀江先生）
14:00〜17:00
算数･数学（須﨑先生）

注）原則、授業・試験実施期間の在室予定で、行事等の関係で変更する場合もあります。また、11月以降は午後の相談時間帯が変更する可能性があります。

以下の先生方が教職教育センター共同研究･実習室に在室し、教職を目指す皆さんへの指導･相談等を行っています。

教職教育センター共同研究･実習室 指導担当一覧 授業･試験実施期間中（2012.10.1〜2013.3.31）

甲南大学卒業生教職員の会「継星会」活動報告
　２年目の活動は、採用試験の実情を甲南生に知ってもらう活動を
５回行いました。講師として14人の甲南大学卒業の先生と卒業予定
の方にお願いしました。（敬称略）
① ２月18日　兵庫県･講師の採用状況

久保田晃子（英語）、 太田安則（理科）、秦野彩依（社会）
中前拓朗（国語）、 糸井邦彦（小学校）

② ２月29日　神戸市 浦﨑和香（英語）
③ ５月 ７ 日　私立学校 永原直敏（数学･情報）夙川学院中学校･高等学校教諭
 植原　優（国語）追手門学院大手前中･高等学校教諭
 猿丸義彦（英語）須磨の浦女子高等学校教諭
④ ６月30日　大阪府採用試験の模擬授業実演

戸井本太郎（数学）、羅莉英（国語）
⑤ 11月17日　兵庫県、神戸市、大阪市の採用状況

金田幸雄（社会、兵庫県）、吉田奈央（国語、神戸市）
森　靖子（国語特別支援、大阪市）　　　　　　　　  　  

　参加した学生は累計150人を超え盛況でした。年々、採用試験の合格
状況も良くなってきています。ひとえに、甲南大学卒業生の皆様のおか
げです。感謝しています。ありがとうございました。ここに報告します。
 文責　北野 隆司

　学園祭にあわせて11月24日（土）に「卒業生教員の集い」を開催し、
多くの卒業生教職員にご参加いただき、在校生との交流親睦をはかり
ました。その後は、卒業生教職員の会「継星会」の総会が行われました。

講師登録制度について
　2008年度３月より、卒業生・大学院生を対象に講師登録制度をスタートしました。教職教育
センターに直接ご連絡いただいた学校からの講師依頼に応えるとともに、教員免許をお持ちの
卒業生・大学院生が一人でも多く教育現場で活躍するチャンスを提供したいと考えております。
　講師登録についての詳細情報は、教職教育センターホームページに掲載しております。講師
登録を希望される方は、講師登録票をダウンロードしてご記入の上、教職教育センターまでご提
出ください。また、講師依頼などの情報がございましたら教職教育センターまでご連絡ください。

◦教職教育センターホームページ◦
http://www.konan-kyoshoku.jp/

「卒業生教職員の集い」及び
「継星会総会」 Report

2012年6月30日（土）卒業生教職員による講演会
　兵庫県立神戸北高等学校教頭の奥田格先生（文学部卒）にお越しいただき、「教職の魅力
について〜後輩の君達に伝えたいこと〜」をテーマにご講演いただきました。教育実習先で
の教師への決意や講師時代の経験・大学院での臨床心理に関するご研究・不登校フリースクー
ルに赴任された際の取り組みなど幅広い体験を語っていただ

き、終始、生徒への熱く・強い思いが
伝わるご講演でした。また、講演後の
懇親会では、奥田先生以外の卒業生
教員3名も加わり、和やかな雰囲気の
中で、学生への貴重なアドバイスを多
数いただきました。


