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教職を目指す皆さんへ
教職教育センター共同研究・実習室に
新たに着任された先生方からのメッセージ
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共同研究・実習室指導担当一覧
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甲南大学免許更新講習一覧
あなたの疑問、先輩先生に聞きました！
お知らせ

教員志望者のための課外実践講座

甲南大学教職員の会 「継星会」
活動報告

「卒業生教職員の集い」及び
「継星会総会」のお知らせ
講師登録制度について
活動記録及び今後の行事予定

甲南大学教職教育センター

教職

んへ
さ
皆
す
を目指
合格体験報

告会

教職 教育センター共同研究・実
習室では、指導員の先生方が在
室し、教職を目指す皆さんへの

卒業生教員
公開模擬授
業

指導・相談を行っています。模擬
授業や指導案の作成についても
指導を受けることもできます。ま
た、教科ごとのグル ープ学習や

体育模擬授業

採用試験に向けての情報収集の
場としても活用してください。

ひとこ
と

教職教育センター 吉村参与 より

私たちはみな、児童や生徒と向き合ってきた経験を

教職教育センターの先生方

たくさん持っています。そして、教師を目指すみなさ
んに、その経験をできるだけ多く伝えたいと考えてい
ます。特に用事がなくてもかまいません、どんどん私
たちに声をかけて、経験を受け継いでいってください。
田中

北野

森本

堀江

敬称略

本田

吉岡

吉村

須﨑

加藤

藤井

近藤

福島

古川

児玉

教職教育センター共同研究・実習室に新たに着任された先生方からのメッセージ
今、教員に求められるもの

●

「どの子も」子どもは星

田中 陽三 先生

教育現場では柔軟な対応
が求められます。それ故
に、専門的知識や幅広い
教養の他、さまざまな体
験が意外と役立ちます。
また、どんな困難にも立
ち向かうタフさも必要で
す。私達は教職を目指す
皆さんを常に応援します。

10:00〜13:00

日本語･キャリア教育

（吉岡先生）

14:00〜17:00

英語

（田中先生）

加藤 昌宏 先生

教師になりたいのなら、次の二
つの事を実行しよう。
①「本気」で教師になると決め、
「行動」すること。
② 学校の今日的課題を現場の
先生方と「共有」しようと努める
こと。
めげそうになったら、来なさい。
あなたを応援しています。

教職教育センター共同研究･実習室 指導担当一覧
月

●

火
10:00〜13:00

国語

（本田先生）

14:00〜17:00

小学校･社会

（堀江先生）

水
10:00〜13:00

理科

（森本先生）

14:00〜17:00

算数･数学･道徳

（北野先生）

授業･試験実施期間中（2013.4.1～2013.9.30）
木
10:00〜13:00

社会･地歴･公民

（加藤先生）

14:00〜17:00

社会･地歴･公民

（加藤先生）

金
10:30〜13:00

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。変更があった場合はHPでお知らせします。
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甲南大学
免許更新講習一覧
2013 年度

甲南大学では、在学生のための教職課程に力を入れるとともに、卒
業生と地域の先生方のために次の教員免許更新講習を計画してい
ます。詳しくは更新講習HP（http://www.konan-kyoshoku.
jp/renewalclass.html ）にてご確認ください。
受付状況は2013年5月23日現在

必修 ／ 選択
必

修

領

タイトル（募集人員）

❶ 教育最新事情（80人）

域

実施月日

選

受付期間

受講料

8 / 19（月）
～8 / 20（火）

受付は
終了しました

12,000円

8 / 6（火）

受付は
終了しました

（ た だし定 員に達し
次第、募集受付締切）

択
領
域

小学校、中学校（国語）教諭・
高校（国語）教諭対象

❷ 近現代日本文学（30人）

小学校・中学校（英語）教諭・
高等学校（英語）教諭

❸ 英語研究の新視点（40人）

7 / 28（日）

中学校（社会）
・高校（地歴）
教諭

❹ GISを使って地域の歴史を読み解く（20人）

8 / 19（月）

高等学校理科教諭

❺ A 実験を通して考える物理学（24人）

8 / 6（火）

3 / 21～6 / 30

7,000円

高等学校生物担当理科教諭

❺ B 複眼機能の解析

8 / 21（水）

（ た だし定 員に達し
次第、募集受付締切）

7,000円

高等学校化学担当理科教諭

❺ C 金属イオンの分離・確認（20人）

小学校教諭・中学校および
高等学校の理科教諭

❺ D 河川作用の野外観察（20人）

中学校教諭・高等学校数学
教諭

❻ 教科指導－数学－の現状（30人）

小学校教諭、中・高・特別
支援学校の体育教諭

❼ 器械運動の授業づくり（30人）

－昆虫の偏光感覚と太陽コンパス－（20人）

振込期間

6,000円 6 / 3 ～
6 / 10

4 / 19～5 / 31

6,000円
6,500円

8 / 9（金）

7/1～
7/8

7,000円

8 / 22（木）
～8 / 23（金）

受付は
終了しました

8 / 5（月）

（ た だし定 員に達し
次第、募集受付締切）

7 / 29（月）

（ た だし定 員に達し
次第、募集受付締切）

13,000円

4 / 19～5 / 31

3 / 21～6 / 20

6,000円

6/3～
6 / 10

6,500円

7/1～
7/8

あなたの疑問、先輩先生に聞きました！

Q１

大学生のうちにやっておくべき事は？

◦幅広く勉強しておいてください。専門分野は深く勉
強し続けてください。
◦とにかく何でも興味を持つことだと思います。自分
が教える教科だけでなく様々な知識が幅広い授業展
開に役立つと思います。
◦とにかく何でも挑戦すること。一見関係ないと思う
ことでも絶対に役に立ちます。
◦教科の専門的な能力アップ＋人間としての力

Q２

生徒との関係づくりで
一番大切にしていることは？

◦年度が始まる前に顔と名前を覚えること
◦個人面談の時にその生徒がどんなことに興味がある
か知り普段から色んな話をすること
◦叱るときにただ怒るのではなく「何故叱るのか」
「本
人にどうなってほしいのか」を理解させること
◦注意するときは「すぐに」注意すること（生徒指導
は「ナマモノ」です！)
◦変化に気づくためにその子が普段どのような行動・
思考をするか観察する
◦生徒の話を十分に聞く。

学生へのメッセージ
◦色々な経験を通して引き出しを増やしてください

Q３

◦今の夢に向かって全力で取り組んでぜひ教員になってください、
待ってます！

◦学生の間にしかできないことをたくさんしておいてください。生徒に話す
話題は多ければ多いほどいいです。
◦導くと考えるのではなく、児童生徒の成長の手助けであるというのが根本
にあると考えています。そして、ともに成長するものであること。
◦自分の固定概念に縛られず色々なことを経験し、それを生徒に対していか
してください。

教員志望者のための
課外実践講座
教職教育センターでは実践的
指導力を高めることを目的と
した「教科別基礎講座」・「板書講座」や「教員採
用試験面接対策講座」などを実施しています。ま
た、外部機関による「教職教養」・「一般教養」対
策講座や模擬試験も企画していますので、教員採
用試験に向けて積極的に活用してください。

3

「卒業生教職員の集い」及び
「継星会総会」の お知らせ

甲南大学教職員の会

「継星会」活動報告
１．甲南大学卒業生教職員の会「継星会」第３回総会
「継 星会」が発 足して、３回目の総会が 平成24年
（2012年）11月24日（土）に行われました。
総数25人ほどの参加で、すべての案件が承認されま
した。
役員は、前年度と同じで、会長；北野隆司、副会長；
宮城達夫、会計；猿丸義彦、会計監査；明原由美子、
荒川裕紀、幹事；中島明日香です。
２．講師で合格した先輩の話
平成25年（2013年）２月27日（水）に、講師を１・
２年して神戸市・社会科で合格した松田一彦先生（文
学部卒）、西山俊一先生（法学部卒）から、お話をして
いただきました。
講師をして、日常の学校の仕事に追われて、勉強が
できなかった。しかし、学校は楽しかった。生徒と格
闘もしたが、やっぱり、生徒はいいと思った。甲南で
一緒に勉強した友人は一生の友人になった。などをお
話ししていただきました。
３．講師をして、高校・情報科を合格した先輩の話
平成25年（2013年）４月３日（水）に、講師を２年
して、兵庫県の高校・情報科に合格した土屋輝真先生
（理
工学部卒）から、お話をしていただきました。倍率12
倍の難関を経て教員になられました。生徒に感動する
瞬間がたまらない。教員になってよかった。と感想を
述べておられたことが印象に残りました。
４．甲南の卒業生から話を聞く
平成25年（2013年）５月22日（水）に、民間企業・
自営業、そして、42歳で高校の教員になった佐野代行
先生（文学部卒、兵庫県立武庫之荘総合高校 地歴 公
民 野球部顧問）から、お話を聞く機会を持ちました。
（継星会代表

今年も卒業生教職員の集いを開催します。皆様のご参加をお待ちしています。
「集い」のみのご参加、
「継星会総会」のみのご参加でも結構です。
参加の出欠は10月中旬より受付けますので、教職教育センターにはがき又は
メール（奥付に記載の住所又はメールアドレス）でお願いします。
※詳細につきましては、決まり次第順次ホームページに掲載いたします。

甲南大学卒業生教職員の集い
日時： 2013年11月の土曜日の予定
場所： 甲南大学９号館 ４階 第5会議室
内容： 活動内容、来年度活動内容の確認と親睦（在校生も参加します）

継星会総会
日時： 2013年11月の土曜日の予定
｢甲南大学卒業生教職員の集い｣ 終了後
場所： 甲南大学９号館 ４階 第６会議室
内容： 卒業生教職員の会「継 星会」の総会です。会員以外の卒業生
教職員の方もお誘いくださってどしどし参加して下さい。在校生
との交流親睦も計画しています。

2013年度活動記録及び今後の行事予定
2012年 11月15日（木）
11月24日（土）

甲南大学卒業生教職員の集い
（甲南大学学園祭期間）

12月 8日（土）

公立学校教員採用試験合格者体験報告会
学校ボランティア・インターンシップ等年間報告会

12月15日（土）

教員採用模擬試験①（主対象：2年生以上）

2013年 3月27日（水）

北野隆司）

3月30日（土）
4月 3日（水）

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/
▼

事務室開室時間（授業期間中）

大阪市教育委員会 教員採用説明会
堺市教育委員会 教員採用説明会

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
（芦屋市、神戸市、宝塚市、豊中市参加）
教員採用模擬試験②（主対象：2年生以上）
介護等体験事前指導
（特別支援学校、社会福祉施設担当者による講演会）

4月11日（木）

大阪府教育委員会 教員採用説明会

4月25日（木）

大阪市教育委員会 教員採用説明会
堺市教育委員会 教員採用説明会

4月28日（日）

オープンキャンパス

5月 9日（木）

横浜市教育委員会 教員採用説明会

5月11日（土）〜

外部機関による教職教養講座

5月12日（日）

教員採用模擬試験②（主対象：3年生以上）

5月13日（月）

神戸市教育委員会 教員採用説明会

5月20日（月）

兵庫県教育委員会 教員採用説明会

6月 1日（土）

卒業生教員による講演会
講師：小阪 智恵 先生（文学部卒）

10月～

外部機関による一般教養講座

11月

甲南大学卒業生教職員の集い・継星会開催

12月

公立学校教員採用試験合格者体験報告会

12月 7日（土）

学校ボランティア・インターンシップ等年間報告会

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。

4

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
2013年6月1日
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