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Comes Net

学内生向けの情報を
発信しています！

i-na!

福岡教育大学の魅力を
発信しています！

こんにちは！i-na!代表の三浦小晴です。i-na!
では、この広報誌の作成をはじめ、オリジナル
グッズの作成、
ＳＮＳでの福岡教育大学の魅力
発信を行っています。まだ始動したばかりで手
探り状態の活動ですが、仲間と切磋琢磨しな
がら福岡教育大学を盛り上げていきます！

募集中です！
大
間
ある方、
仲
の
!の
a
味
n
興
iに
成
グッズ作
る方、
あ
の
味
興
に
広報
せんか？
ま
げ
上
り
盛
を
大学
私たちと一緒に
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私の課程のここが

i-na!

教育学部といえど、様々な課程に分かれているのも福岡教育大学の魅力！
所属する課程のi-na!ってところ教えてもらっちゃいました！

初等教育教員養成課程

小学校で習う全教科の指導法を学ぶ
ことができる、オールマイティーさが
魅力です！欲張りに、貪欲に、全教科
の専門家になりませんか？

特別支援教育教員
養成課程

志の高い仲間と大学生活の中で、お
互いに高め合うことを通して自分の
なりたい教師像が明確になります！
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道路にチョークでお絵描きしたり、山
に入って自然物を使った作品作りを
したり、実際の現場に赴いて子どもた
ち と 触 れ 合 ったり … 多 種 多 様 な
フィールドワークを通して、新しい刺
激や発見を得ることができます！

中等教育教員養成課程

国語専攻
初等や中等で自分の取りたい免許だ
けでなく、特別支援学についても１か
ら勉強するため、
「プラスαの知識を
つけたい！」という方にすごくオススメ
です！

幼児教育選修

国語専攻は、授業を通して多くの文
学作品に触れ、国語の知識をより深く
学べるところが魅力です！

社会科専攻
社会科専攻は、地理・歴史・公民の各
分野や社会科教育の意義などについ
て、高校まででは知り得なかったこと
を学べる場です！

特集

i-na!
始動

数学専攻
数学専攻では、幅広い分野の数学を
学ぶことや、数学を指導する意義を
考えることができます！縦の繋がりと
横の繋がりの強さ、協力・助け合いの
多さが魅力です！

保健体育専攻
保健体育専攻は、多くの実技授業の
実践により、仲間と連帯・協働し、体
育の指導力を高められるところが魅
力です！

技術専攻
技術専攻は、専攻生同士の家族の
ような仲の良さが魅力です。僕たち
は毎日の通学が楽しみで仕方ありま
せん♪

理科専攻
理科専攻は、あらゆる分野の学習や
実験を通して、新たな知識を得るだ
けでなく、学ぶことの楽しさに気付く
ことができます！

美術専攻
美術専攻は美術を幅広く学べるだけ
でなく、一緒に美術を学ぶ仲間との
交流を通して、豊かな感性を磨くこと
ができるところが魅力です！

家庭専攻
家庭専攻は、専門的かつ領域横断的
に学修できる環境が整っており、教師
としてだけでなく、生活者としてのス
キルを身に付けることができます！

英語専攻
英語専攻は、英語をはじめとして、
様々な異文化に触れる機会がたくさ
んあります！外国籍の先生方も皆さん
ユーモアのある方ばかりで、とても楽
しいです！

音楽専攻
音楽専攻は、音楽について広く深く
学ぶことができ、仲間たちとお互い
に刺激し合いながら過ごせます！専攻
する楽器も人によって様々なので、自
分の専攻楽器以外にもたくさん触れ
合えるところも魅力です！

書道専攻
書道専攻生は上下の繋がりが深く、
先輩方に教えてもらいながら実力の
向上を図ることができます！さらに、書
作展の回数が多いところも書道専攻
の魅力です！
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i-na!

福教大生って

福教大生ってどんな生活してるの…？
充実した学校生活を少し見てみよう‼
初等教育教員養成課程３年

仙波潤己さんの場合
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08:00〜10:00 練習
11:30
学食で昼食
12:45〜14:15 （３限）講義
「読書と豊かな人間性」
14:30〜16:00 （４限）講義
「学校保健」
16:15〜17:45 （５限）ルーム
18:30〜22:30 アルバイト

１week
fashion snap
大学に行くときの
一週間コーデ
組んでもらいました！

所属している部活紹介

Day1

Day2

Day3

Day4

Day5

準硬式野球部は春と秋に行われるリーグ戦に向けて朝練、午前練、午後練の週5日で活動しています。その甲斐あって、昨春のリーグでは３位という成績
を残すことができました。人数はさほど多くないですが、それだけに全員に活躍のチャンスがあり、試合に出て活躍したいという想いの強い部員ばかりで
す。仲間と共に全力で何かに取り組むことは本当にかっこいいです！是非僕たちと共に準硬式野球部で青春の続きを送りましょう！
！
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初等教育教員養成課程３年

青木菜之香さんの場合
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12:00〜
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総合的な学習の時間の指導法
友達と学食
ソーシャルスキル教育
アルバイト

9
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巡り
カフェ

4days
fashion snap

趣味はカフェ巡りとクラリネット演奏
女子寮に住んでいます。とても楽しい寮生活ももう3年目です。
女子寮の魅力はとにかく安いところと人脈が広がるところ！
友達がたくさんできるし、頼りになる先輩からいろんな役立つ情報を聞けます。

を
ネット
クラリ ます！
て
吹い

初等教育教員養成課程3年

阪井優菜さんの場合
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08:30〜
10:25〜11:55
12:00〜
13:00〜
14:30〜18:30
19:00

移動(JR等)
2限 総合的な学習の時間の指導法
学食で昼食
移動(JR等)
ボランティア活動
帰宅

4days
fashion snap

ボランティア
私は、福岡市内の小学校の留守家庭子ども会でボランティア活動をしています。主な仕事は子どもたちの見守りで、子どもたちがトラブルや怪我なく安全に
遊ぶことができているかを見守っています。
トラブルが起きてしまった時の対応や子どもたちに対する指導はなかなか経験できないことなので、非常に勉強になります。また、子どもたちが話しかけて
くれたり、子どもたちが作った折り紙や似顔絵をもらったりした時は非常に嬉しく、やりがいを感じます。
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活躍する卒業生って

i-na!

福岡教育大学を卒業した先輩のその後ってどんな感じ？

どんな卒業生がいるの？

紹介する卒業生

usaoさんプロフィール
○

usao
（うさお）
1991年大分県生まれ

幼稚園・小学校・中学校の教員を経験し、現在は非常勤講師をしながら
子供や先生たちに向けたイラスト、本の執筆等の作家活動をしている
○「usao漫画」
「なんでもない絵日記」
など4冊の本を出版
○ 主に絵の発表はTwitterやInstagram
（̲usa̲ooo）
○

○

夢はたくさんの人を笑顔にすること

「先生って素敵な仕事だな」
と思えることか
ら、
「先生って実際どんな感じなんだろう？」
という漠然な不安まで寄り添ってくれる素
敵な一冊です！教育実習に持って行って支
えにします！

なった 」
も
に
テーマ の先生日記
の
展
個
usao
「
書
usao著

usaoさんの個展
「先生の一年間」へ
行ってみた！

うさおたちがお出迎えしてくれました♪

大学
開催 図書館
して
で
空き いたので
コマ
行け
で
まし
た！

思わず、
くすっと笑ってしまうほっこ
りする作品から、抱える不安をそっ
と優しく包 ん でくれる作 品まで 、
usaoさんの温かい言葉と絵が溢れ
た展示会場でした！

あっ
た！
来場者メッセージコーナーには、
usaoさんへのメッセージが
紙ぎっしりに埋まってました！
私も一筆したためてきました！

先着で豪華景品がもらえる
クイズラリーも実施していました！

スタンプラリーの
戦利品たち

3年通う大学の図書館ですが、クイズラリーによって知らない場所が
あることに気づき、びっくりしました
（笑）

全部集めると素敵なメッセージが！
素敵なお土産もタダでもらえちゃいます！教師生
活でも役立ちそう！
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usaoさんに聞きたい9のこと

q1

q2

どんな大学生でしたか？

福岡教育大学を
選んだ理由は？

1〜3年までホームシック。その
後サークル（ダンス）
や、ルーム
（彫刻）
、バイトに忙しい毎日。よ
く寝坊するタイプでした。

当時は先生になりたいというより
も、実家から出たかったという理
由 が 大きい です 。
（ すぐホーム
シックになったけど）

q4

q5

教育実習のエピソード

実習生へのアドバイス

よくわからなくて毎日いつ終わ
るかカウントダウンしていまし
た。ですが、初めて子どもたちに
必要とされた気がして、嬉しかっ
たですね。

これが全てではないので、気張
らず、落ち込まず、子どもや先生
達の良さや面白さを1個でも見
つけられたら、それで良いのでは
ないでしょうか。

q7

q8

教師をやっていて
よかったなと思う時

usaoさんが先生を
続ける理由は？

自分の言葉で子どもの目が光る時。

自分の行動で誰か1人でも笑顔
にできたら嬉しいから。

usaoさんご回答ありがとうございました！
さらなるご活躍を期待しております！

q3

サークルのエピソード
ダンスサークルに入っていまし
た。学祭の最終日、ステージから
聞こえる観客の声や、眩しいラ
イトがめちゃくちゃ印象に残って
います。これまで恥ずかしがり屋
でしたが、サークルに入って人前
に立つ面白さを知りました。

q6
usaoさんにとって
子どもってどんな存在？
私がもっていない宝物を持って
いるすごい人たち。

q9

福岡教育大学生へ一言
今の環境を楽しんでください。
今できること、今したいことを思
いっきりしてください。思いっき
り失敗して、思いっきり笑ってく
ださい。その経験はあなただけ
でなく、誰かの力になると思い
ます。

usaoさんのSNSはこちらから！

09

福教大周辺って

i-na!

福教生の見ている景色ってこんな感じ！

おいしいごはんやさん情報はQRコードから読み取ってね♥
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声楽専攻生によるホール・コンサート2021
福岡教育大学「声楽専攻生によるホール

コンサート」
を令和3年11月13日
（土）
に、
カ

メリアホールにおいて開催致しました。

声楽専攻生は、地域の皆様にクラシック

オペラ・アリア、
イタリア歌曲、

日本歌曲などクラシックの名曲
の数々をお楽しみください。

音楽を心から楽しんで頂けるように、
日々練
習に励んでおります。

2

新型コロナ・ウィルスの影響の為、演奏を

心から楽しみにしてくださる観客の皆様の
為に、当日のコンサートの様子をYouTube

声楽専攻生によるホールコンサート

配信にてお届けしております。

◀ 当日のコンサートの様子はコチラから

令和３年度九州教員研修支援ネットワーク第２回協議会
令和4年３月14日
（月）に、今年度２回目

の会合となる
「令和３年度九州教員研修支

報告、
ワークショップ等を行いました。

参加者からは、
「国の動向がよくわかっ

いく際の参考になった。
（ワークショップ）」等
の感想が寄せられました。

援ネットワーク第２回協議会」
をオンライン

た。国、県を挙げて人材育成の機運を高

今回の協議会では、
ネットワーク参画機

修を支えるシステムについて、具体的なイ

ソースを活かしながら、動画コンテンツの開

「他県の状況や大学の状況と今後の展望

向けた具体的な取組に努めていきたいと考

会議にて開催しました。

関の約50名が参加し、
「『令和の日本型学

校教育』
を担う新たな教師の学びの姿につ

いて」
というメインテーマのもと、講演や実践

3

令和3年度

めていく必要があると感じた。
（講演）」
「研

メージを持つことができた。
（実践報告）」
等を詳しく知ることができ、今後検討して

有し、参画機関の有する様々な専門的リ
発等、教員研修の効果的・効率的な実施に

えています。

講演の様子

実践報告の様子

優秀教育実習生賞 表彰式

令和４年２月１４日
（月）に、
「 令和３年度

福岡教育大学優秀教育実習生賞」表彰式

を挙行しました。昨年度に引き続き、新型コ

ロナウイルス感染症拡大の状況を鑑み、今

敬意を払い、
その功績を称えることを目的

として創設され、本年度は、
１２名の学生

新型コロナウイルス感染症対策を講じての

な成果が得られず何度も悩む

この賞は、実習生としての教育的愛情、使

附属学校の先生方や大学の先

命感の自覚、授業や学級運営等における教

育方法の創意工夫、
そして同僚と協同しな

がら切磋琢磨してきた数々の努力と工夫に

ました。

学生の代表からは、
「 新型コ

ロナウイルス感染の影響により

実施となりました。

うに感じます。」
と感謝の気持ちが述べられ

が受賞しました。

回も最小限の人数で実施することとし、
ソー

シャルディスタンスの確保・マスク着用等の
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今後も、
ネットワークでは、教育課題を共

制限された活動の中、思うよう

場面がありましたが、
その都度、
生方からの丁寧な指導と激励

をいただき、
自分の理想とする

教師像に近づくことができたよ

優秀教育実習生賞 受賞者と学長（中央右）、後援会会長（中央左）
※写真撮影時のみマスクを外しています。

4

令和３年度 学生表彰式
令和４年２月１４日
（月）
に、
「令和3年度福

岡教育大学学生表彰式」
を行いました。

飯田学長から
「本日を迎える過程におい

本表彰は、研究、課外及び社会活動等

る精進は、並々ならぬものがあったことと

本学学生及び学生団体を表彰するもので、

のご活躍を耳にするたび、大変誇らしい気

ました。

ました。

において、特に顕著な成果や功績を収めた

今年度は８名の学生が表彰の対象となり
ソーシャルディスタンスの確保、
マスク着

用、参加人数の制限や時間短縮等の新型

思います。」、髙野後援会会長から
「皆さん
持ちになります。」
とお祝いの言葉が贈られ
これを受け、受 賞 者を代 表して、東 京

2020パラリンピック柔道66kg級銅メダリス

コロナウイルス感染症対策を講じ、本学後

トの瀬戸勇次郎さん
（特別支援教育教員養

長から対象学生に表彰状と副賞が贈呈さ

から、
「今後、
自らの能力を高められるように

5

援会会長及び役職員が見守る中、飯田学

れました。

ます。」
との抱負が述べられました。

て、学生の皆さんのそれぞれの活動におけ

成課程中等教育部視覚障害児教育４年）
学生表彰受賞者と学長（中央右）、後援会会長（中央左）

研鑽に努め、
さらなる飛躍を期したいと思い

※写真撮影時のみマスクを外しています。

宗像市の交流イベント「オンラインキャンパス」に本学学生が参加
大学生、高校生及び宗像市の交流イベン

後半は、少人数に分かれて大学生、高校

ない顔ぶれで互いの思いや考えに触れる貴

日(土)に開催され、本学から３名の学生が参

われました。座談会では講話への質問のほ

「オンラインキャンパス」
を契機に、学生の

対策を施し、学生同士はそれぞれ異なる場

り合いました。普段なかなか交流することの

ト
「オンラインキャンパス」
が令和３年12月11
加しました。
なお、実施にあたっては感染症
所から参加しました。

生及び講師（司会者含む）
との座談会が行

か、参加者自身の将来の目標等について語

重な機会となりました。

交流や活動の場が広がっていくことが今後

も期待されます。

本イベントの前半は、令和３年３月末まで

地域おこし協力隊「宗像のあまちゃん」
として
活動し、現在も宗像の海を中心に活躍され

ている海女の本田藍さん、魚住由佳理さん
から講話がありました。海女の歴史、宗像の

6

海洋等のお話から地域おこし協力隊への参
加のきっかけまで幅広くお話いただき、学生

たちは新たな知見を得ることができました。

参加者に配布された宗像の特産品

参加者の様子

「u&i ステージワークショップ2021〜聴覚障害者編〜」に
本学の学生が参加
令和3年12月7日
（火）
に、大野城市立月

の浦小学校にて開催された「u&i ステージ

ワークショップ2021〜聴覚障害者編〜」
に、本学の学生が参加しました。

の難しさや手話などについて学びました。

障害のある子どもたちについての理解を

習サポートとして参加し、児童と共に聴覚

ができました。

学生たちは、
ワークショップに児童の学

深め、教育現場での貴重な経験を得ること

本ワークショップは、NHK福岡放送局が

主催し、小学生児童がEテレ「u&i」のキャ

ラクターや出演者たちと一緒になって、困

難を抱えている子どもの特性を知り、
より
深く共生社会への理解を深めていくことを

目的として開催されています。今回は聴覚

障害者編として、月の浦小学校の児童が、
聴覚障害のある子どもたちの特性につい

て知り、言葉を使わないコミュニケーション

ワークショップの様子

参加した学生
※写真撮影時のみマスクを外しています。
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授業づくりセミナー2022
令和4年6月1日(水)〜2日(木)の２日間に

わたって、福岡教育大学附属福岡小学校に

て
「授業づくりセミナー2022」
が開催されま

した。

提案についての協議会や、
ご参会の先生方

にも授業づくりの一端を体験していただく研
修会を行いました。

どの協議会場でもたくさんの貴重なご意

また、附属福岡小学校は2015年度より文

部科学省指定の研究開発学校として研究

を進めてまいりました。令和4年度はその最
終年度となります。

研究発表の一環として、令和4年6月25日

本セミナーは「『令和の日本型学校教育

見をいただくとともに、附属福岡小学校の

各教科の授業づくり」
をテーマとして開催さ

に取り組む姿に関心されており、大変有意

キュラム編成とスタートの様子をオンライン

研究発表の様子はコチラ

今後の研究発表会のお知らせはコチラから

を具現化する授業の在り方』今求められる
れました。

セミナーでは、令和の日本型学校教育で

示されている
「一人一台端末」
「個別最適な

子供たちの意欲的な発言や、積極的に学習
義な研修となりました。

（土）
に、附属福岡小学校の４月からのカリ
でお知らせいたしました。

学びと、協 働 的な学び 」
「 学 習 履 歴 (スタ

ディ・ログ)の活用」
などの具体例をたくさん
の先生方に見ていただきました。

また、相談会では、各教科における授業

カリマネワークショップ2022

8

初日の様子

二日目の様子

附属福岡小学校HP

今後の研究発表会日程

親子でスマホとゲームのお約束メイカー
ガンホー・オンライン・エンターテイメント

ている問題について知っていただき、保護者

株式会社が運営している
『親子でスマホと

とお子様との話し合いのきっかけとなること

教育研究ユニット 奥谷めぐみ准教授のイン

記事の中では、専門家からのインタビュー

ゲームのお約束メイカー』サイト内にて、家政

を目的として運営されています。

タビュー記事が掲載されました。

という形態で、奥谷准教授がスマートフォン、

は、動画や冊子・教材を通して、
ゲームプレイ

ミュニケーションを中心にルール作りをどのよ

『親子でスマホとゲームのお約束メイカー』

における問題の一部を紹介しており、今起き
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インタビューの詳細はコチラ

ゲーム機の利用について、家族・親子でのコ

うにするのか、
について話をしています。

特設サイト

紹介

教員 & 魅力
学生から
見た
先生の

教職実践研究ユニット
あり もと

准教授

自分を信じて好きなことを続けてほしい
その姿勢はあなたの魅力となって
必ず生徒に伝わります
専門の研究テーマ
大学院では格子の数学とその数学教育へ

の応用について考察しました。修了後は、今ま

での教師経験、取り組んだ研究内容や研究過

程で身につけた数学の考え方を生かして、算

数・数学科教育の研究に従事しています。例え

ば「主体的・対話的で深い学び」
を展開できる

ような教材開発や数学史、数学ソフトウェアの
教育的利用等を研究テーマとしています。

大学教員に進むことになった
きっかけ

わらせていただいています。
また、山口県で開

は、教育学部の数学専攻に在学し、授業内容

会では、障がいのある子どもへの算数・数学の

もうとしていました。
しかし、
４年生になり
「何と

だきました。他には、研究室所属のゼミ生と、宗

れずに大学院に進学しました。
その後も何度

催された、教師や保育・福祉関係者への研修

が分からないことが多く、卒業後は他の道に進

学習支援のあり方について講演をさせていた

か分かるようになりたい」
という気持ちを捨てき

像市「大学生の力によるまちの課題解決プロ

か諦めようとしたのですが、諦めきれずの繰り

生から社会人までに発信するために、冊子体と

るようになり、数学の魅力を感じずにはいられ

ジェクト」
に参画し、算数や数学の魅力を小学

返しでした。
ところが、
ある時から少しずつ分か

DVDを作成し、市内の全小・中・高等学校およ

ませんでした。
「時間がかかっても、
自分を信じ

した。

モットーです。
もちろん支えてくださった周囲や

びコミュニティセンターに配付させていただきま

て続ければ大きな力になる」
・・・これが私の
家族への感謝を忘れてはなりません。

福岡教育大学で学ぶ学生に一言

大学院修士課程を修了後、公立の特別支援

初等教育教員養成課程のみなさんとは
「小

頃、教師として教材研究を行うなかで、以前の

専算数」の授業で一緒に学んでいます。毎回

研究テーマについて掘り下げたい気持ちが強く

の授業を楽しみにしています。
いつでも、教職

なり、在職のまま博士課程に進学しました。再び

大学院棟にある私の研究室にいらっしゃって

研究に従事するなかで、数学の新しい結果を見

ください。
そして、みなさんの教職大学院への

い出したときの、何ものにも代えがたいほどの
恩師から
「大学教員を目指してみては」
と声をか

有元 康一

出 身 地：愛知県
最終学歴：兵庫教育大学大学院
連合学校教育学研究科
博士課程
取得学位：博士（学校教育学）
本学着任：2021年

学校や中学、高校に１５年間勤務しました。
その

喜びを感じることができました。
そのようななか、

こう いち

「大学生の力によるまちの課題解決プロジェクト」
において
作成した冊子

進学を心よりお待ちしています。未来の教師を
精一杯支援します！

けていただいたことがきっかけです。

研究成果の教育への還元
昨年度は、佐賀県の高校へ出向いて、
ヘロ

ン三角形に潜む数理について高校生に講演を

させていただきました。同校の校内研究にも関

「大学生の力によるまちの課題解決プロジェクト」
おける
動画作成時の様子

周南子ども発達相談センター研修会（山口県）
の様子

こだわりの物・考え・モットー
私は高校生の頃、数学の成績はどちらかと

２年次
「小専算数」
での学び（対角線の本数）

いうと良いほうではありませんでした。大学で

学生から見た先生の魅力
はやし みず き

林 瑞樹（大学院教育学研究科教職実践専攻２年）

有元先生は、
とても優しく、
いつどんな時でも穏やかな雰囲気の先生です。
ゼミの時には、一人一人の研究
に対して真剣に向き合い、様々な視点からのアドバイスをくださります。
また、算数・数学に関しての知識が豊
富で色々な話を教えてくださるので、私たちゼミ生は楽しく有意義なゼミの時間を過ごすことができています。

有元ゼミのメンバー
（前列がM2、後列がM1）
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アカペラサークル Acorde
私たちアカペラサークルAcordeは、総勢約30名で、3~6人のグループ

に分かれて、城山会館という場所で、空きコマにアカペラ活動を行ってい

ます。

初等教育教員養成課程３年
あさ

だ

ゆ

き

こ

浅田 侑希子

によって、週に行う活動日数は様々ですが、全員に共通していることは、歌
や音楽が好きだということです。

一昨年や昨年は、
コロナ禍のためあまり活動が行えなかったのです

アカペラとは、楽器を使わずに、
コーラスや、
リード、
ベース、
ボイスパー

が、昨年の冬にオンライン学祭でライブを行うことが出来ました。

声は一人一人違うため、
アカペラは、
グループごとに全く違う雰囲気や

の、楽しい企画も開催しています。
グループごとにカラオケに行ったり、旅

カッションといった4パートに分かれて、声だけで音楽を奏でるものです。
ハーモニーが出来上がるという面白さがあります。

部員のほぼ全員が大学からアカペラを始めた初心者であり、
グループ

C I R C L E

サ

また、私たちのサークルは、 アカペラだけではなく球技大会を行うなど

行に行ったりと、
アカペラを通して大切な仲間を作ることができます！
私たちと一緒に充実した大学生活を過ごしませんか？？

ー ク ル

紹

介

I N F O R M A T I O N

ラグビー部
私たちラグビー部は元気いっぱいのプレーヤーと頼りになるマネー

初等教育教員養成課程 ３年
い

で

ひろ

と

井手 尋斗
そのため、初心者・経験者問わず誰もが楽しくラグビーができるように

ジャーで活動を行っています。

練習内容を工夫しています。

べる人が多いと思います。
日本代表選手たちの素晴らしい活躍に胸を打

ト、春休みの旅行など様々なレクリエーションも行ったりしています。特に

ラグビーといわれると2019年に開催されたワールドカップを思い浮か

たれた方も多かったのではないでしょうか。
ワールドカップを観て、
ラグ

ビーに興味を持ってラグビー部に入ってくれた仲間もいます。

「痛そう」や「きつそう」
といったイメージを持っているから体験してみる

日々の活動のほかに、新入生歓迎会、夏のイベント、
クリスマスイベン

夏のイベントを楽しみにしている人が多いです。

現在、
コロナウイルス関係で思うように試合などの活動を行うことがで

きていませんが、
たくさんの仲間が集まってくれると活動の幅がより広が

ことを避けている人はいませんか。

り、
もっと楽しい活動をすることができます。

活動しています。

DM等を使って連絡してください。

私たちはラグビーの楽しさや面白さを感じられることを一番に考えて
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少しでも参加してみたいなと思ったら気軽にInstagramやTwitterの

29 回 福教大卒
OB&OG 紹介
第

算数の授業始めは百玉そろばん

教師としてのやりがい

小さいころから憧れていた教師という仕事。
しかし今、教師と言え
ば、周りの人から心配をされる毎日です。憧れの仕事だったはずなの
に、
自分もなんだか心配になるときがあります。
しかし、教師は本当にや
りがいある仕事だと思っています。先輩の先生に
「怒って、泣いて、悩ん
で、笑って、
そのままでいいんだよ」
という言葉をもらいました。大人に
なっても素直な感情をぶつけて、人と向き合い、
自分と向き合う、
こんな
おもしろい職業は他にはないと思っています。

今の自分があります。
なぜなら、教師という職業も似ているからです。子
どもたちと向き合い、寄り添い、育てる難しさ、想いを伝え続ける難し
さ、今でも日々悩みます。
そんなときは、大学時代の経験を思い出しま
す。
そして、
あきらめずに、子どもたちを信じて、
自分を信じて、向き合っ
ています。

いつもあたたかい応援をしてくれた人たち

授業の板書

勝利をつかんだ後の一枚

学生のみなさんへ

授業の様子

ラクロスと出会えたからこそ

わたしは、
ラクロス部に所属していました。大学４年間はラクロスに
捧げたといっても過言ではありません。
現役時代は、
ポジションリーダーをしたり、新人の育成を担当したり
していました。卒業後も有難いことにラクロスに関わることができていま
す。現役時代の４年間は、決して、楽しいばかりの４年間ではありません
でした。
チーム運営をする中で、一人一人と向き合うことの難しさや、想
いを伝える難しさ、
うまくいかずに投げやりになることも何度もありまし
た。
嬉し涙よりも、悔し涙を何度も流してきました。
しかし、
ラクロス部でもがきながらも、
４年間走り続けてきたからこそ、

大学の４年間は本当にかけがえのないものです。
やりたいこと、行き
たいところ、会いたい人、
どんなことでもいいので、一歩踏み出してみて
ください。失敗も成功も、悩んでいる時間も、大事な経験となり、財産に
なります。
そして、教師になったとき、
きっとあな
たを支えてくれる力になります。OGとしてみな
さんのことを応援しています。

朝倉市立甘木小学校
おお くま

教諭

ゆい

大隈 唯 さん

・初等教育教員養成課程
令和２年３月卒業
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TOPICS

アンケートに答えて福教大オリジナルグッズをGET！
今後のよりよい誌面作りのため、皆様からのご意見・ご感想をお寄せください。

アンケートにご協力いただいた方の中から抽選で5名様に『福岡教育大学オリ

ジナルグッズ3点セット』
をプレゼントします。

※当選者の発表はプレゼントの発送をもってかえさせていただきます。

こちらのフォームからご応募ください。
応募締切

５名様に

抽選で

令和4年8月31日
（水）

福岡教育大学オリジナル

＜アンケートにおける個人情報の取扱について＞
ご提供いただいた個人情報は、
プレゼントの発送以外には使用致しません。

サインペン＆ボールペン＆メモ帳

編集後記
今回、特集ページを福岡教育大学

学生広報チーム

「i-na!」
のメンバーに作成していただきました。

今後も、SNS等を通じて、福岡教育大学の魅力をどん

どん発信していってくれることを期待しています。

福岡教育大学基金のご案内
福岡教育大学では、教育研究の更なる発展や充実を図ることを目的として、
「福岡教育大学基金」
を設けております。
特に
「修学支援事業基金」
では、経済的理由により修学に困難がある学生が、希望する教育を受けられるように、
皆様からいただいたご寄付を、学生のために特化して活用します。
寄附をされる際に、
「修学支援事業基金」
と事業を特定してください。
広く教育界、産業界、地域の皆様方に、本基金への格別のご理解とご支援を末永く賜りたく、
お願いを申し上げます。

公式ホームページ

福岡教育大学基金

インターネット
（クレジットカード払い）による寄付金の受付を開始いたしました。
お問い合わせ先

福岡教育大学財務企画課
TEL:0940-35-1210
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FAX:0940-35-1701

E-mail:kaihosa@fukuoka-edu.ac.jp

Campus Letter
キャンパスからの便り

じょう やま かい

後援会

令和4年度保護者説明会について
開催を予定しておりました令和4年度保護者説明会は延期となり

ました。開催については未定ですが、
ただいま時期・方法等を検討

しております。決まりましたら皆様にご案内をいたします。
福岡教育大学後援会 事務局
TEL・FAX：0940-33-8070
E-Mail：kouenkai@eos.ocn.ne.jp

同窓会城山会

再会を喜び合った定期総会
同窓会城山会は去る４月２９日
（金）
に福岡リーセントホテルにお

いて第４７回定期総会を開催しました。昨年、一昨年は新型コロナ
の流行により書面会議にしていたので3年ぶりの対面での開催とな

りました。久しぶりに懐かしい仲間と顔を合わせマスク越しではあり
ましたが再会を喜び合い、議事では大学支援の方策等を含めた本

年度の活動方針を定めました。
なお、時節柄、懇親会は残念ながら
割愛いたしました。

学生支援課

学生ボランティア活動の
支援について
本学では、学生ボランティア活動を教育の一環として位置づけ、
す

べての学生がボランティアに参加することを推奨しています。
そのた

め、
ボランティアの依頼から申込、活動報告までを一元的に管理する
システム
「UTEFVSS」の活用、専門スタッフ
（コーディネーター）の配

置、学生個人の活動を認定する
「学生ボランティア活動認定システ

ム」
などによって学生のボランティア活動を支援しています。

福岡教育大学同窓会 城山会事務局
TEL・FAX：0940-33-2211
E-Mail：jouyamakai@able.ocn.ne.jp

健康科学センター

MESSAGE No.123 2022 春号
今回の内容は、
「 血の巡り」
「「怒り」に隠れている本当の気持ち

は？」
「手紙を書く心理療法（ロールレタリング）」
「気持ちを箱に整理

して〜箱イメージ法〜」
「 新型コロナ感染症」
「 食欲は健康のバロ
メータ―」
など盛りだくさん

ボランティアサポートシステム
（UTEFVSS）

です。

表紙は、冨賀見 日奈子

さん
（特支・初等）
のデザイ

UTEEFVSSの詳細はコチラ

ンです。是非手にとってご
覧ください。

健康科学センターHP
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