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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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平成26年度

教員免許更新講習報告
兵庫県立西宮甲山高校との
高大連携講座

「教育基礎」開講
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活動記録及び今後の行事予定
教職教育センター共同研究・実習室

指導担当一覧

甲南大学教職教育センター

今年度

教員採用
試験

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。

文学部日本語日本文学科 2014年卒業

文学部歴史文化学科

経営学部経営学科 2012年卒業

兵庫県：高等学校 国語科合格

横浜市：中学校 社会科合格

神戸市：中学校･高等学校 社会･地歴･公民合格

目の前のことを一生懸命やる

念ずれば花開く

ESPERANZA
どんな時も諦めず、希望をもって!!

荒木 友梨 さん

内海 茂登 さん

奥野 晃弘 さん

文学部日本語日本文学科 2014年卒業

文学部日本語日本文学科

経済学部経済学科

神戸市：中学校･高等学校 国語科合格

堺市：中学校 国語科合格

兵庫県･横浜市･名古屋市：小学校 合格

自分らしさで勝負！

緊張することはない。
大丈夫！

妥協しない！

小田 未央 さん

香川 文菜 さん

金子 雄士 さん

理工学部生物学科 2014年卒業

理工学部機能分子化学科

兵庫県：中学校 理科合格

神戸市：中学校･高等学校 理科合格

信じるところに道は通じる。
自分を信じて努力する。

絶対に諦めない！
！
いつか絶対報われるから！
！

小林 祐子 さん

文学部英語英米文学科 2013年卒業
科目等履修生

直木 美佳 さん

西野 一紀 さん

兵庫県：高等学校 英語科合格
辛くなった時こそ恩師の顔と
言葉を思い出すこと。

法学部法学科

経済学部経済学科 2013年卒業

文学部日本語日本文学科

大阪府豊能地区：中学校 社会科合格

大阪府豊能地区：小学校合格

神戸市･横浜市：中学校･高等学校 国語科合格

折れない、逃げない、
諦めない。

学びと出会いを大切に。

本気になれば何でもできる！

橋谷 結奈 さん

橋本 明良 さん

文学部日本語日本文学科

法学部法学科 2014年卒業

神戸市･静岡県：中学校･高等学校 国語科合格

兵庫県：小学校合格

勇猛果敢

ありのままで

山口 博稔 さん

経済学部経済学科 2013年卒業
科目等履修生

青木

矢野 康太 さん

裕 さん

大阪府豊能地区：中学校 社会科合格
•常に笑顔＋感謝
•自分との戦い！合格への貪欲さ。

そのほか以下の方々から
合格のご連絡を頂きました。

町田 誠一郎 さん
岡崎 浩也 さん

理工学部情報システム工学科 2008年卒業
科目等履修生

吉田 充志 さん

渡辺

洋 さん

大阪市：中学校 数学合格
為せば成る。為さねば成らぬ何事も。
（上杉鷹山）
成らぬは人の為さぬなりけり。

文学部人間科学科 2013年卒業

文学部日本語日本文学科 2014年卒業

大阪府豊能地区：小学校合格

神戸市：中学校･高等学校 国語合格

初心を忘れず、
頑張ってください！

•涙は人をだますが、
汗は人をだまさない！
•日々全力

井藤 彩智 さん

大屋 優貴 さん

採用自治体別の合格者人数

2014.11.29現在

兵庫県

15人

大阪府豊能地区

４人

堺市

１人

横浜市

５人

神戸市

12人

大阪市

６人

和歌山県

１人

静岡県

１人

大阪府

１人

三重県

２人

名古屋市

１人
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合計

49人

平成 26 年度

Report

教員免許更新講習

甲南大学では、本年度、７月末から８月にかけて、選択
領域の教員免許更新講習を７講習開講しました。受講者は、
の べ105名 で、 所 属 内 訳 は、 小 学 校19％、 中 学 校19％、
高等学校59％、特別支援学校３％でした。受講された先生
方からいただいた、講習後の評価については、次年度以降
の講習内容や運営面の改善に役立てていきたいと考えてい
ます。平成27年度においても、選択領域の講習に加え、必
修領域の講習も開催する予定です。詳細については、決ま
り次第、教職教育センターのホームページに掲載します。

開講
兵庫県立西宮甲山高校との高大連携講座「教育基礎」
５月29日に西宮市甲山高等学校教育基礎類型２年生30名（引率教諭：西田美知子先生・田中友浩先生・後藤
善弘先生）が本学を訪れ、教職教育センター 藤井教授の「教育基礎」の講義を受けられ、教育の意義と必要性
について学ばれました。その後、図書館や職教職教育センター共同研究室（KTL）など学内を見学されました。
平成21年度に、西宮甲山高等学校に教育基礎類型が設立

フランドルの画家ブリューゲルの「子どもの遊戯」を見て

されたと聞いています。その年度に入学した皆さんが２年生

もらったところ、多くの皆さんが、100近くある遊びのうち、

になって受講する学校設定科目「教育基礎」の一コマを、高

子どもの時に遊んだものが結構あると言ってくれました。

大連携事業の一環として甲南大学教職教育センターが協力す

授業の中で、みんな輪になって簡単な遊び（ゲーム）をす

ることになり、はや５年という月日が経ちました。生徒の皆

る（ちょっと盛り上がりすぎ、隣の教室に…）ことによって、

さんの意欲や態度、また明るさや元気さから、本類型が順調

フランスのアランが「遊びは仕事と違って結果が残らないし、

に発展されているように拝察します。教育に興味・熱意を持っ

結果を心配しなくても良い。活動自体が楽しく、子どもはそ

ておられる皆さんと、一年に一度、教育のお話ができること

こに幸福感を覚えるのだ」と言っている意味を、実感しても

に、私は快い緊張感を覚えています。

らいました。同時に、遊びは、アメリカのデューイも言って

今年のテーマは「教育と遊び」としました。

いるように、子どもたちは知らず知らずのうちに、集中力や
想像力、遵法性（遊びのルールは守る）や倫理性・道徳性（ずる・
インチキ・身勝手・乱暴・卑怯には憤慨するといった）など、
人間としての生き方の基本を学んでいるのではないか、とい
うことを一緒に考えてみました。
昨今、遊ばなくなった子どものことが話題となっています
が、幼児教育や初等教育を目指す皆さんには、特に、プラト
ンが「子どもの教育とは遊びを通して、子どもの魂を導くこ
とだ」と述べている真意を充分汲み取ってもらい、そして子
どもの成長のために尽くしてほしいと述べ、「教育基礎」の
授業を終わりました。授業中、生徒の皆さんは熱心に「遊ん
で」くれ、また「考えて」くれました。一コマの授業の印象
から、この人たちは、日々の学校の中で「魂が導かれる」教
育を受けておられると改めて強く感じました。
教職教育センター教授
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藤井 一亮

2014年度
2014年  4月～8月

活動記録及び今後の行事予定

「授業論として『板書』はどう書くか」講座
「エントリーシート・論作文」講座
「教員採用試験第1次面接」講座

11月29日（土） 甲南大学卒業生教職員の集い（継星会と共催）
於カフェパンセ
（甲南大学岡本キャンパス5号館1階）
◦教職教育センター活動報告
◦継星会総会
◦卒業生教員による講演
「教員に求められる資質」
元 大阪市教育委員会初等教育担当課長
現 大阪市立開平小学校長 赤銅久和先生

「教員採用試験第２次面接」講座
5月29日（木） 高大連携講座（兵庫県立西宮甲山高等学校）
6月  7日（土） 卒業生教員による講演会及び懇親会
講師：兵庫県立東灘高等学校
中江 涼先生（理工学部卒）
◦懇談
12月  6日（土） 学校ボランティア･インターンシップ等年間報告会
12月20日（土） 東京アカデミー教員採用模擬試験（３年次対象）
2015年  1月10日（土） 教科別指導
2月

7月20日（日）
オープンキャンパス
8月  4日（日）

「面接･教育課題についての討論･場面指導」講座
「自己PR力アップ」講座
地理基礎講座
歴史基礎講座
特別支援教育講座
一般教養（情報科）IT講座

9月27日（土） 教科別指導
9月～12月

東京アカデミーによる講座（一般教養）
教員採用模擬試験（２年次対象）

10月26日（日） オープンキャンパス
10月～12月  

講師登録制度について

「新たに教壇に立つ人のための先生力」講座

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。

11月12日（水）
大阪市･堺市･横浜市教育委員会 教員採用説明会
13日（木）
11月29日（土） 教員採用試験
合格体験報告会

◦教職教育センターホームページ◦

http://www.konan-u.ac.jp/ktec

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（2014.10.1～2015.1.31）

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。
月

火

水

10:00〜13:00

木

金

10:00〜13:00
日本語･キャリア教育（吉岡先生） 国語（本田先生）

10:00〜13:00
理科（森本先生）

10:00〜13:00

10:30〜13:00

14:00〜17:00
英語（田中先生）

14:00〜17:00

14:00〜17:00

14:00〜17:00

・吉岡
・田中
・本田
・堀江
・森本
・北野
・加藤
・伊藤

鎮香
陽三
英子
信彦
進
隆司
昌宏
善文

先生
先生
先生
先生
先生
先生
先生
先生

14:00〜17:00

社会･地歴･公民（加藤先生） 小学校･社会（堀江先生）

小学校･社会（堀江先生） 算数･数学･道徳（北野先生） 社会･地歴･公民（加藤先生） 社会･地歴･公民（伊藤先生）
専門分野：日本語学およびキャリア教育、甲南大学非常勤講師現代日本語研究担当
専門分野：生徒指導・学級経営・教職教養・英語科
専門分野：生徒指導・学級経営・人権教育・図書館教育・国語科
専門分野：生徒指導・学級経営・教職教養・小学校・甲南大学非常勤講師司書教諭科目担当
専門分野：生徒指導・学級経営・教職教養・理科（小・中学校・高等学校）・甲南大学非常勤講師理科教育法担当
専門分野：生徒指導・学級経営・教職教養・道徳・算数（小学校）・数学科（中学校）・中一ギャップ、甲南大学非常勤講師生徒指導法担当
専門分野：生徒指導・学級経営・教職教養・社会科・地理歴史科・公民科
専門分野：生徒指導・学級経営・教職教養・社会科・地理歴史科・公民科・甲南大学非常勤講師社会・地理歴史科教育法担当

上記の表には、先生の専門教科が記載してありますが、模擬授業実施や指導案作成についても、教科に関係なく指導を受けられます。
授業のないときや可能な時間帯に、共同研究・実習室を積極的に利用しましょう！
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。変更があった場合はHPでお知らせします。

▼

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）

甲南大学 教職教育センター

学生サークル

甲南面接サークル（KC）

11月から翌年の９月下旬まで、40回ほど面接や模擬授業、小論文、
集団討論の練習を行っています。教職に興味のある人なら誰でも
参加できます。日時場所等の詳細は教職教育センター事務室に
お尋ねください。

〒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
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