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教職教育センター新所長からひとこと

本年４月１日より教職教育センター所長を務めております知
能情報学部教員の松本茂樹と申します。皆様、どうぞ宜しくお
願い申し上げます。
同所長職というお役目を仰せつかり、３ヶ月余りが過ぎよう

としておりますが、今も新型コロナウイルス感染の危険と不安
は冷め遣らず、本学も感染症対策実施に乗り出し、学生のｷｬ
ンパス内への立ち入りを禁ずるとともに授業をオンﾗイン化し、
学生生活全般についても極めて厳しい規制を強いるに至ってお
ります。学生の皆様のご不便は如何ばかりかと存じます。特に、
教職を目指す皆様にとって不可欠な教育実習や採用試験対策等、
教職教育センター管轄の行事も大幅な変更が余儀なくされてお
りますが、コロナの規制措置が今後如何なる形で緩和・解除に
向かおうとも教職志望の皆様を強力にサポートできるよう万全

の体制で臨む所存で御座います。皆様のご心配の胸中をお察し
いたしますが、どうか今後とも同センターからの広報・告知に
ご注目頂きますようお願いいたします。
私自身は、この３ヶ月余り、センタースタｯフとご一緒にお

仕事をさせて頂き、スタｯフの結束力の強さや教職指導におけ
る経験の豊富さ、水準の高さを実感することが出来ました。こ
のような恵まれた環境で大学でのお仕事をさせて頂けることを
大変有り難く、また誇りに思う次第です。
改めまして、教職を志望される皆様方に、教職教育センター

一同を代表いたしまして、皆様方の夢の実現に向けて同センター
へ厚い信頼をお寄せ頂きますようお願い申し上げまして、ご挨
拶の言葉といたします。

教職を目指す皆さんへ
教職教育センター所長
知能情報学部教授　松本　茂樹

「常ニ備ヘヨ」
（1号館前　石碑）
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教職教育センター専任教員の紹介
新しい時代に向けて
定金　浩一�先生（教職教育センター教授）

皆さんこんにちは。教職教育センターの定金です。今年は新型コロナウイルスの蔓延により、授業をインターネｯトで
するという予想もしなかった事態で始まりました。新入生の皆さんには、思い描いていた大学生活とは違うスタートだっ
たと思います。私も Zoom によるオンﾗイン会議、My�KONAN に授業コンﾃンツを置き、課題は家で確認する等、今ま
でしたことのないことを経験しています。出来ませんと言うのは簡単ですが、しないといけないとなると何なりと努力す
るものです。

新課程が今年度小学校から始まりましたが、新学習指導要領の「予測困難な社会の変化に・・・」という文言が思い出され、
実際どんなことが起きるか分からない時代に突入したという鮮烈な印象を受けました。教師を目指す皆さんには、その時
代時代に合わせて対応していく柔軟な能力が今以上に求められると思いました。この新型コロナウイルスの結果、教育の
世界もインターネｯトなど情報化時代に急に舵を切らされ、今後は教育界において情報技術は必須のものとなるでしょう。

今学校現場で起こっている問題などに目を向け、新しい学校の日常生活とはどのようなものになるのか日頃から考えて
いただきたいと思います。

教職をめざす皆さんへ
伊藤　朋子�先生（文学部・教職教育センター特任教授）

教職をめざす皆さんとともに、教職課程で学んでいきたいと思います。担当は、教育原論、道徳指導法、教育史、教職
実践演習です。

これまで、奈良女子大学、四天王寺大学、大和大学などの教員を歴任し、専門は、教育哲学、教育方法学、学校経営、
教育課程、教育史です。「人間になぜ教育が必要なのか」「教師の資質を育成するにはどうしたらよいのか」そして、今後、
最重要課題とされる「Webを使った効果的な双方向遠隔授業方法」などについて、考察していきたいと思います。

人間の行動、記憶、思考、習慣等には、それに相応する脳の中の神経回路があり、この神経回路が集まって一人の人間
を形成しています。人間の脳が神経細胞を連結して作ることができる神経回路の数は、宇宙全体の原子数をはるかに超え
ています。この神経回路の無限な組み合わせにより、人間は、無限な可能性を持つことができるのです。宇宙全体の原子
の数より多い神経回路へのネｯトワーク、神経回路へのネｯトワークに潜在する無限の可能性を発揮するには、人間は、
自分の脳が重要で広大な夢と目的を追い求め、その偉大さを発揮するようにしなければなりません。簡単に達成できる目
標を立てたら、脳は自分が持っている能力を 100% 使わなくてもよくなります。しかし、はるかに高いビジョンを追求し
たら、脳は自らをそれに見合うように訓練させ、期待に応じるために無限の可能性を発揮してくれるのです。

皆さんの無限の可能性を生かし、高いビジョンをもった素晴らしい教師になってください。気軽に相談に来てください。

夢をかなえるために ― 主体的に学ぶ　深く学ぶ
八木　眞由美�先生（法学部・教職教育センター特任教授）

石畳のあるおしゃれな街、岡本にある甲南大学。街ゆく人もハイセンス、お似合いの服を着て颯爽と歩いています。街
の雰囲気に包まれて、私の気持ちも明るくなります。

さて、大学の構内に目を移してみると・・・。青春を謳歌する若者の熱気があふれています。カフェにはおしゃべりを
楽しむ学生、図書館には資料を探す学生の姿があります。教室をのぞくと、どの学生も真剣なまなざしで講義を聴き、熱
心にノートをとっています。教職課程を受講する学生は、さらに真剣です。講義後は、必ず誰かが質問します。「教師にな
りたい、いや絶対になるぞ」という強い意志と熱意が伝わってきます。この熱意に応えるために、私達教員も気持ちを引
き締めて学びを深めています。

教師は人を育てる仕事です。知識を深めるだけではなく、思いやりの心やいたわりの心など －人権感覚を磨き、美しい
ものを美しいと感じることのできる心－ 感性も高めることが求められます。夢の実現のために、共に歩みを進めましょう。

私の前職は、兵庫県内の公立学校の校長です。教職入門、教育課程論、教育社会行政論、総合的な学習の時間指導法、
教職実践演習を担当しています。

教職教育センター事務室は、３号館１階の教務系オフｨス内にあり、４名の事務職員で対応しています。分からないことや相談したいことなどがありま
したら、来てください。

１１号館２階には、教職教育センターの４名の先生方の研究室と、教職教育センター共同研究・実習室（K-TEC�LABO:�略称 KTL）と教職教育センター
コモンズ（K-TEC�Commons:�略称 KTC）という二つの部屋があります。

KTL は、小・中学校の教室のように机や椅子、黒板などが設置されていて、模擬授業の練習などができるようになっています。また、毎日、経験豊か
な教職指導員の先生方が在室し、教育実習や教員採用試験に向けた指導や将来に向けてのｱドバイスを受けることができます。また、教職関係の雑誌のほか、
先輩方の指導案や受験した自治体の教員採用試験の報告書など、貴重な情報源を見ることができます。

KTC は、学生たちの自主的な個人学習またはグループでの共同学習の場として利用できます。各自治体・各教科の教員採用試験過去問題集や参考書な
どが揃っています。

このような環境を最大限活用して、将来の夢の実現に向けて進んで行ってください。

教育にはドラマがある
藤原　健剛�先生（経済学部・教職教育センター特任教授）

教職教育センターの藤原です。37 年間の公立高等学校勤務を終え、甲南大学にご縁をいただいてから、はや 5 年目に
なります。甲南の学生は、本当に誠実で、一生懸命で、教員に向いていると思います。大学で皆さんの真っすぐな視線を
受けて授業をしていると嬉しくもあり、後に続いてきてほしいという想いを強く持ちます。

教員の財産は、間違いなく「人」です。思春期の柔らかい、それでいて脆くもある数多くの心と出会い、急速な成長を
遂げていくのを目の当たりにします。そのうちの何人かに、自分自身が少なからぬ影響を与えたことに誇りと気恥ずかし
さを感じます。立派な社会人になった教え子が、「先生」と呼んでくれます。先生と生徒のまま何十年かが過ぎていきます。
勿論、もっと良い係わりができたはずだと思うこともあります。しかし、その時、その時、精一杯正面から向き合っていけば、
評価は自分がするのではなく、人がするものだと思っています。教員は教科や生き方で人を導く職業です。「責任」や「使
命感」は当然必要ですが、自分自身を磨く努力を続けながら、「感動」と「誇り」のある人生を目指しませんか。教育には
ドﾗマがあります。

教職教育センターの紹介
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教職教育センター　共同研究・実習室（KTL）　指導担当一覧
教職指導員の先生方が、KTL（11号館2階）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。
※現在、Zoomで対応中。

◆上記の表には、先生の専門教科等を記載していますが、教科等に関係なく、模擬授業実施や指導案作成、教職全
般について、指導・相談を受けられます。授業のない時や可能な時間帯に、積極的に利用してください。

月 火 水 木 金 土

10：00 ～ 13：00
社会・地歴・公民
9：30～ 12：30

加藤昌宏

日本語・キャリア教育
吉岡鎮香

学級経営・生徒指導
天野智博

社会・地歴・公民
岡本真一

数学
岡田眞和

小学校
9：00～ 12：00

田村泰宏

14：00 ～ 17：00
小学校
田村泰宏

理科
田中芳和

国語
山本康義

社会・地歴・公民
加藤昌宏

英語
秋宗英生

教職指導員の先生方からひとこと

今年度新たに着任された教職指導員の先生からのメッセージ
「人にはみんな役割がある」　教職をめざしている皆さんへ
社会・地歴・公民�⃝�岡本　真一�先生（元神戸市立須磨翔風高等学校校長、立命館大学講師）

今年度より教職教育センターで社会科・地歴公民科を担当します岡本真一です。どうぞ宜しくお願いします。
歴史と伝統のある甲南大学の教職教育センターで、皆さんの応援ができる事をとても嬉しく感じています。
さて、たった半年ほど前に、コロナ禍で揺れ動く昨今の社会情勢を、いったい誰が予想できたでしょうか。今まさに世界

的規模で、複雑且つ予測困難な時代を迎えているとも言えます。
「生きる力」とは急激に変化する社会を幸せに生き抜く力であり、そのような力を教育を通して児童・生徒に身に付けさせ

ることが、これから教育に携わる皆さんの使命であると考えます。しかしながら、一人の努力だけではなかなか効果が得ら
れず使命が果たせません。そこでチームが生まれ、一人ひとりの役割とコミュニケーｼョン力が必要となってくるのです。
「大学四年間でどのような力をつけたらいいですか？」と、よく聞かれます。それは、教師としての知識や技術は勿論です

が、多様な児童・生徒に対応できる粘り強い教育的愛情と「自分らしさ」と答えています。
在学中に「自分らしさ」を磨き、自分の役割がしっかり担える教師になれるよう、私たちが皆さんをしっかりサポートし

ていきたいと考えています。KTLでお会いしましょう。

理科�⃝
田中　芳和�先生

昨年の４月より、教職
指導員を務めています。

甲南大学では、３年生
の理科教育法Ⅰ～Ⅳで化
学分野の担当もしていま
す。（今年で４年目）

教員を目指す皆さんの
支援を全力で行いたいと思っています。

是非、KTL に来てください。お待ちし
ています。

国語�⃝
山本　康義�先生

英語�⃝
秋宗　英生�先生

社会・地歴・公民�⃝
加藤　昌宏�先生

小学校�⃝
田村　泰宏�先生

日本語・キャリア教育�⃝
吉岡　鎮香�先生

数学�⃝
岡田　眞和�先生

学級経営・生徒指導�⃝
天野　智博�先生

思わぬコロナ禍で採
用試験も難化するかも
しれませんが、こうい
う時だからこそみなさ
んの助力になれればと
思います。
「成功の秘訣は断固とした決意にある

（デｨズレーリ）」

先が見えない不安が
渦巻く世間ですが、こ
んな時こそ、未来を切
り拓く力を持つ人材を
育むことは何よりも大
切です。それを自らの
職に選ぼうとする皆さんを全力でサポー
トします。悩む前に KTL で相談、雑談、
気分転換！

教科の専門性に加え
て、「よい教員」が持っ
ている「マインド」や「ス
ｷル」の基礎がなけれ
ば最終合格には到達し
ません。自治体・校種・
教科を問わず指導・支援できます。

子どもたちの成長を
感じる時は、とてもう
れしいものです。教職
を志すのは、たいてい、
このやりがいを求めて
のことでしょう。夢を
聞かせてください。大事な希望が叶うよ
う応援します。小学校プログﾗムを担当
します。

大学生の娘がいます。
皆さんの親御さんと同
世代ですので、学生達
の現在の不安定な日常
生活のこと、保護者の
方の気持ちも、指導員
としてだけでなく理解できるつもりで
す。直接でもメールでも遠慮せずに相談
してきて下さい。

公務員志望者の増加
が予想されます。早期
からの準備が大切です。
学 友 と の 切 磋 琢 磨 に
よって、より大きな成
果が得られます。
KTL・KTC の活用を、ぜひ、一週間

の生活に組み入れてください。待ってま
すよ。

兵庫県立高校で化学
を担当していました。
生徒のこと、理科の

こと、兵庫県の採用の
こと何でも相談に来て
ください。
皆さんを援護します。

※本学では、神戸親和女子大学通信教育部
との協定により、卒業時に「小学校教諭一
種免許状」の取得が可能なプログﾗムがあ
ります。
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新型コロナウイルス感染症拡大への対応主 な 活 動 記 録

2020年 大学 教職教育センター

2月 「甲南学園新型感染症対策本部」　設置 2/26 ～ 2/27「教職スタート合宿」
（白川台ｷｬンパス・1泊2日）　→　中止

3月

3/25　学位授与式
式典は、各学部の総代と学長表彰受賞
者のみ出席（WEB配信）

3/19 ～　免許更新講習募集開始
〔必修1、選択必修2、選択11、計14講習〕

「2020年度新学期授業対策会議」
立ち上げ 3/24　教職課程履修者登録ガイダンス　→　中止

3/26　教育実習予備登録説明会/教育実習本登録
説明会/学校ボﾗンﾃｨｱ・インターンｼｯプ等
ガイダンス　→　中止

3/24・3/26　【教職関係書類等配付および登録票
の提出受付】

4月 4/1　入学宣誓式　中止 ＊教職教育センター内の教職員の会議はZoom
　で実施

4/3　【文科省 /通知】令和2年度における教育実習の実施に当たっての留意事項
4/7　[緊急事態宣言]発令。兵庫県が特定警戒都道府県に指定。

4/4 ～ 4/14　履修登録 4/3　教職課程ガイダンス/
　　 介護等体験事前指導　→　中止

4/6　授業開始　延期となる。
　　　　↓
4/20　全授業がインターネｯトによる
オンﾗイン授業開始

【介護等体験】
4/6 【兵庫県社会福祉協議会/通知】

（社会福祉施設）前期の介護等体験は、6月頃まで
受入決定を見送る

4/9 【兵庫県教育委員会/通知】
（特別支援学校）前期の介護等体験については、中止

4/16　[緊急事態宣言]　全都道府県に拡大。

4/22　エントリーｼート・論作文講座　→　中止

4/28　�【文科省 /通知】新型コロナウイルス感染症への対応に関する免許状更新講習の実施方法の特例等
の延長及び拡充について

4/8 ～ 5/6　ｷｬンパスの立入り及び
利用を禁止

【教育実習】
実習校より延期等の連絡あり

「教育実習事前指導」はオンﾗインにて実施

5/1　【文科省 /通知】令和2年度における教育実習の実施期間の弾力化について
【教育実習】
実習校より教育実習期間短縮の連絡あり

教員採用試験要項を郵送（希望者のみ）

各教育委員会による教員採用試験説明会 → 中止
第1回　教科別指導　→　中止

【教職指導員の対応】
4/30　メールによる個別相談実施
　　添削指導・採用試験等出願チェックなど

5月

5/7 ～ 6/5　ｷｬンパスへの立入禁止
（延長）

5/13　Zoomでの対応（相談・面接指導）
　　　　4年生対象　～ 7/31まで
5/18　　　　　　　　〃
　　　　2・3年生へ対象拡大　～ 7/31まで

5/8 ～　教員採用試験過去問題集の郵送での貸出　開始

5/21　兵庫県に出されていた緊急事態宣言が解除。　
5/25　緊急事態解除宣言

5/25　【個人面接事前指導に関するビデオの視聴】
　　　【教育実習に関する諸注意ビデオの視聴】

5/27・5/28　【教育実習に関するZoom質問会】
　　　　　　→希望者

6/5　�【文科省 /通知】「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた教員免許更新制に係る手続等の�
留意事項について」

免許更新講習　一部中止
〔必修1、選択必修2、選択7　中止
選択4は、日程変更・通信での対応〕

6月

6/6 ～ 7/31　学生のｷｬンパスへの立
入禁止（再延長）

6/4　教育実習受入依頼説明会　→　中止
・学生にはMy KONANでお知らせ（説明資料添付）

6/9　一部の授業を対面で実施 卒業生教員による講演会　→　中止

6/20　学校図書館司書教諭講習、書類参加申込

6/18 ～ 7/13　教員採用試験一次対策講座
「集団討議・個人面接・場面指導等」
（対面での実施）

2019年
6月 第2回　教科別指導� 写真Ⓐ

6月～ 7月 エントリーｼート・論作文講座
教員採用試験一次対策講座

7月～ 8月 教員免許更新講習
8月 教員採用試験二次対策講座� 写真Ⓑ
9月 講座　「学校体験」

10月 第3回　教科別指導
11月～ 12月 自治体別教員採用試験説明会
11月8日 教員採用試験合格体験報告会� 写真Ⓒ

12月7日 甲南大学卒業生教職員の集い� 写真Ⓓ
（甲師継星会と共催）

12月

学外からの講師招聘
（ゲストスピーカーによる授業）
学校ボﾗンﾃｨｱ・インターンｼｯプ
等報告会
東京ｱカデミー　教職教養対策講座
小学校教員免許取得プログﾗム説明会

2020年
1月 東京ｱカデミー　全国模試

2月

東京ｱカデミー　一般教養対策講座
第4回　教科別指導
各種講座

（地理・歴史基礎講座/物理実験・生物
実験・観察講座/自己PR力ｱｯプ
など）

事務室開室時間（授業期間中）▶ 月曜日～金曜日 9:00～18:00 / 土曜日 9:00～13:00

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@adm.konan-u.ac.jp

⃝教職教育センターホームページ⃝
https://www.konan-u.ac.jp/ktec/

教職を目指すみなさんへの情報（採用情報、免許更新講習、
講師登録制度、教員採用試験対策など）をお知らせしています。
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