
この冊子が届く頃には少し季節外れとなってはいます
が、明けましておめでとうございます。教職教育セン
ター所長の生田卓也です。
教職教育センターは、教職課程・博物館学芸員課程の
教育の質の向上と採用試験の合格者増に向けてのサポー
ト体制を強化するために2013年から始まりました。
教職教育センターでは、学生一人一人の「人間力」を
高める実践的な教育が重要であると考えています。この
「人間力」は、本学の建学の精神の一つである「個性尊
重」とも関係しており、学生の画一的なスキルアップを
意味するものではありません。

「個性尊重である人間力」は、とにかく向上心が必須
です。向上心無くして、成長を期待することはできませ
ん。その上で、これまでの学校教育で身に付けた知識が
必要です。この２大柱に加え、３本目の柱として、まわ
りを認める力こそが必要であると考えています。これら
の３本の太い柱がぎゅうぎゅう詰めでもいけません。柱
の間に余白、つまりゆとりや遊びがあってこそ、柱が成
長していきます。このような人間力の備わった学生を育
てることこそが、本学の建学の精神に合った教職教育セ
ンターの役目であると考えています。

人間力を高めよう
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2020年度　教員採用試験合格者

大木　実可 さん 奥野星玲奈 さん 織田　悠花 さん

2020年度　教員採用試験合格者
合格なさった皆さん、おめでとうございます。
また、兵庫教育大学大学院に進学を決めた皆さん、おめでとうございます。
皆さんの明るい未来に期待しています。

【在学生】
人文学部　奥野星玲奈　神戸市（国語）
人文学部　織田　悠花　神戸市（国語）
人文学部　大木　実可　鳥取県（小学校）
グローバル・コミュニケーション学部
　　　　　安川　晃平　兵庫県（中学英語）

採用先：鳥取県（小学校） 採用先：神戸市（国語） 採用先：神戸市（国語）

この他合格された方は教職教育センターにご連絡ください。

取得見込免許状：�小学校教諭一種免許状
　　　　　　　　中学校教諭一種免許状（国語）
　　　　　　　　高等学校教諭一種免許状（国語）
　　　　　　　　中学校教諭一種免許状（英語）
　　　　　　　　高等学校教諭一種免許状（英語）
出 身 高 校：兵庫県立明石南高等学校

❶�普段からの積み重ねを大切にしたことです。
私は採用試験直前に中学校・小学校と２ヶ月
間教育実習に行っていたため、あまり勉強が
できないまま試験に臨みました。塾でアルバ
イトをしておくと、一般教養と小学校全科の
知識はある程度自然に身に付きました。

❷�面接ではより実践的なことが問われるので、
「こんな時、自分はどう指導するか」をいつも
なんとなく考えておくと良いと思います。教
育実習での経験や担当教諭の先生の話はとて
も勉強になります。

❸�オンリーワンの子どもたちを育てられるオン
リーワンの教師になりたいです。「先生はこう
じゃないとダメ」というステレオタイプにと
らわれずにいることで、子どもたちもより自
由に、自分らしく生きることができると考え
ます。

❹�私は小学校の免許を取得するために、神戸親
和女子大学で科目等履修をしていました。教
職の勉強で役立つことがたくさんありました
し、特に他大学の同じ目標を持つ仲間と出会
えたことは、私の中で教員になるモチベーショ
ンを上げる大きなきっかけになりました。

❺�はじめは「いとこがやっているから私も教員
になろう」と思っていました。しかし、同じ
目標を持っている人たちは教育に対して熱い
思いを持っている人ばかりで圧倒され、その
人たちの話を聞いて「私も教員になって、よ
りよい教育をつくっていきたい」と思うよう
になりました。

❻�一人で教員を目指すのは正直、かなりキツい
と思います。勉強も大切だと思いますが、同
じ目標に向かって一緒に頑張れる仲間と出
会ってください。

取得見込免許状：�中学校教諭一種免許状（国語）
　　　　　　　　高等学校教諭一種免許状（国語）
出 身 高 校：兵庫県立西宮北高等学校

❶�合格した自分が一番驚いていますが、一つ言
えるのは、面接・討論で正直に堂々としてい
たことだと思います。面接の本などを参考に
しても良いと思いますが、最終的には自分の
意見をしっかり持つことが大切だと思いまし
た。

❷�基礎的な学力はもちろん専門科目をしっかり
勉強した方が良いです。面接・討論も結局は
そこから聞かれました。あと、日ごろのニュー
ス、特に教育に関することはよく見ておきま
しょう。見るだけでなく、自分の考えを持つ
のも忘れずに。

❸�生徒一人一人のことをよく見ていて、国語の
授業に対し、私も生徒と一緒に疑問を持ち、
考えられるような教師になりたいです。

❹�かなり自由に過ごしました。いろんな人と出
会い、いろんなことを経験したお陰で今の自
分があり、人格や考え方もかなり豊かになっ
たと思います。

❺�私が中学校の頃、国語を担当していた先生が
生徒愛にあふれていてとてもすてきな人で、
あこがれを持ったのが最初です。また、自分
の周りに国語が嫌いな友だちが多く、国語ほ
ど自由に発想できる教科はないと皆に伝えた
いという理由もあります。

❻�教員は、免許を取るのも採用してもらうのも
大変な職業ですが、もしなれたらそれ以上の
価値があると思っています。限界の限界まで
頑張ってみましょう。

取得見込免許状：�中学校教諭一種免許状（国語）
　　　　　　　　高等学校教諭一種免許状（国語）
出 身 高 校：兵庫県立加古川北高等学校

❶�スクールサポーターの活動や海外での教育ボ
ランティアなどの教育について学ぶことがで
きる経験を積極的に積んでいたことだと思い
ます。この経験を通して教育についての考え
を深めることができ、面接での内容が濃いも
のになったのだと思います。

❷�まずは受験する自治体の過去問題を解き、自
分は何が苦手なのかを把握し、大学入試対策
の問題集を使って重点的に取り組みました。
一般教養や教職教養は、電車の中などの空き
時間にした程度で、主に専門教科を勉強しま
した。

❸�子どもが私の姿を見て、早く大人になりたい
な、大人って楽しそうだな、と将来に希望が
持てるようなキラキラした先生になりたいで
す。

❹�４年間吹奏楽部に所属しており、ほとんど毎
日練習に熱を入れていました。部活動が休み
の日はアルバイトをし、遊ぶ時間はあまりあ
りませんでしたが、大変充実した大学生活を
送ることができたと思います。

❺�中学３年生の時の担任の先生が、生徒と同じ
ように行事は本気になったり、休み時間に一
緒にふざけたりと、毎日とても楽しそうで私
もあんな働き方がしたい、と思ったことがきっ
かけです。

❻�教師になりたいという熱意を原動力に、たく
さんの経験をしてほしいと思います。大学生
活を楽しむことも大切ですが、現場に出るた
めの準備期間だと考えて過ごすと有意義な過
ごし方ができると思います。頑張ってくださ
い！

❶現役で教員採用試験に合格したコツは？
❷�どのような勉強をすれば現役で教員採用試験に合格できるのですか？
❸�どのような先生になりたいですか？　❹大学生活をどのように過ごしましたか？
❺教員を目指したきっかけは？　　　　❻後輩に一言

【卒業生】
兵庫県（中学社会　他複数名）
広島県（中学社会　 1 名）

人文学部の３名の合格者にインタビュー！



教職教育センターが変わります。
2020年度

各種教員採用試験対策講座を開催

■ポートアイランドキャンパス
　〒650-8586 　神戸市中央区港島 1 - 1 - 3 （KPC 1 ）
　〒650-0045 　神戸市中央区港島 1 - 3 -11（KPC 2 ）
　TEL：078-974-1551（代表）
■有瀬キャンパス
　〒651-2108　神戸市西区伊川谷町有瀬518
■ホームページ
　【大学HP】http://www.kobegakuin.ac.jp

教員志望の学生にとって、これまでの教職教育サポート室
は、活用法が分かりにくく、一人で教員を志し学習してきた
学生が多く居ました。これを解決する為に、教員免許の教科
毎のメンター制度を導入します。この制度は、近隣他大学に
無い神戸学院大学初の制度です。この制度により、相談窓口
がわかりやすく、教科に特化した勉強ができるようになりま
した。ぜひ活用してください。

教員採用試験は、過去の傾向を意識したトレーニングが必
要であると言われています。従って、これは教員採用試験に
合格するために、教科毎に基礎からポイントを再確認してい
く講座です。講師は、教職教育サポート室の元ベテラン教師
陣です。受講料は無料です。申し込み方法等については、各
キャンパスの掲示板をご覧いただくか、教職教育担当の職員
にお尋ねください。

KPC 教職教育サポート室が KPC2 にリニューアル移転
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教職教育センター　今後の予定　
１ 月 教員免許状一括申請受付（ ４年次生）�

２ 月下旬 博物館学芸員　証明書申し込み受付開始（ ４年次生）�

３ 月２３日、２４日（月、火） 教員免許状交付　教育実習日誌返却

３月２３日（月） 博物館学芸員実習日誌返却

３月下旬 教育実習事前指導（新 ４年次生　集中講義）

３月２7日（金） 教職課程履修ガイダンス（新 ３年次生）

３月３0日（月） 教職課程履修ガイダンス（新 ２年次生）

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

３ 月３0日（月） 博物館学芸員課程ガイダンス（新 ２年次生）

博物館学芸員課程ガイダンス（新 ３年次生）

博物館学芸員課程ガイダンス（新 ４年次生）�

４ 月 ６ 日（月） 教職課程履修ガイダンス（ １年次生）

博物館学芸員課程ガイダンス（ １年次生）�

４ 月１１日（土） 博物館実習（第 １回目授業）（ ３年次生）�

４ 月中旬 介護体験直前ガイダンス（ ３年次生）�

神戸市スクールサポーター説明会

教育実習校開拓ガイダンス（ ３年次生）

メンター制度の開始

KPCの教職教育サポート室はこれまでＢ号館 4階の教員研究室にあり
ました。しかし、部屋が非常に手狭であることと、2020年度からのメン
ター制度導入と、各種教員採用試験対策講座の実施に備えて、KPC 2 の
1 階にリニューアル移転します。


