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■ＪＯＹＡＭＡ通信24号をお届けいたします。今号は、小学校では昨年度
より、中学校では今年度より、新学習指導要領が完全実施となったこ
とから、新しい教育内容や方法を学ぶ福教大生を特集しました。これか
らの教育課程に十分対応できるよう、より実践的・学問的な授業力を身
に付けた教員を目指すべく、大学での日々の授業に勤しむ学生たちの
奮闘ぶりを今後も紹介していく予定です。（広報編集部）
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　「学習指導要領」をご存じですか？「学習指導要領」は、全国どこ
の学校で教育を受けても、一定の教育水準を確保するために、各教
科等の目標や内容などを文部科学省が定めているもので、教科書
や学校での指導内容のもとになるものです。
　新学習指導要領が全面実施され、本学でも授業で新学習指導
要領にそった内容を学生が学んでいます。教員を目指す学生にとっ
ては、新学習指導要領は採用試験対策や教育実習での指導案作
りに欠かせません。

　昨年度の小学校での実施に続き、中学校の新学習指導要領が
今年4月より全面実施となりました。
　新学習指導要領の眼目は、これまでにしばしば繰り返されてきた
「ゆとり」か「詰め込み」かの二者択一の論議を越えて、基礎的・基本
的な知識や技能とともに、思考力・判断力・表現力等をバランスよく
育てることにあります。
　そのために、小・中学校段階の教育では、算数・数学や理科をは
じめ国語、社会、体育、外国語活動や外国語の授業時数と内容が
増えました。また、各教科における知識・技能の確実な習得と活用を
促すとともに総合的な学習の時間を中心として行われる探究活動
の充実が要請されています。この習得→活用→探究という一連の流
れをいかに魅力ある学習過程として構想し実践できるかが、これか
らの教育で問われます。
　「言語活動の充実」を求めたことも新学習指導要領の大きな特徴
です。それは単に国語の授業だけの課題ではありません。また、お
しゃべりする授業やプリントを配って解かせる授業、最新の情報機
器や電子黒板を使ってみせる授業を指すのでもありません。言語は
知的活動、感情や情緒、コミュニケーションの基盤です。記録・要約・
説明・論述するといった言語による活動を、各教科等の特質に応じ
て適切に取り入れ、児童・生徒に自らの考えをきちんともたせて、表
現する授業が要請されています。
　自らがした体験と言葉を有意義に結び付け、想像力を刺激しな
がら知識や技能と思考力･判断力･表現力等の新たな結合を生み
出すことこそ重要であり、本学では、そうした新しい教育の考え方に
立つ講義を用意して、次世代の教育課題に応えます。
　将来教員を目指す者にとって、言語力は自ら努力して獲得すべき
必須の力です。卒業要件単位外の科目ですが、西日本新聞社と協
定した『「新聞力」養成講座』もあります。それを受講して、仲間と共に
言語力を磨き合うことは、学生のみなさんにとっても、有益な機会と
なることでしょう。

　地球儀には、様 な々情報が詰まっています。地球儀から海洋、河川、土
地の地形とその名称を読み取ることができます。世界にたくさんの国が
あることも知ることができます。地球が丸いことも確認できます。ですが、
それらは授業をしてまで教師が教えたいことにはなりません。なぜなら社
会科はそこに生きる人々がつくりあげた社会や生活の様子を知り、彼ら
とどのようにつながっているのか、なぜ彼らとつながらなくてはならない
のかをわかるための教科だからです。地球儀は地形や国の存在、名称、
場所・位置を知るための道具にすぎないとも言えます。
　ですが、地球儀を効果的に使うことができれば、子どもたちの世界に
対する興味や関心、学習意欲の高まりは違ってきます。子どもと世界を
結ぶ橋渡しをすることができるように、地図だけでなく地球儀も使うよう
になった意味をしっかりわかっておくことは大切だと思います。

新学習指導要領全面実施！
新学習指導要領のPOINTにそった指導が行われている講義を
ご紹介します。未来の先生を輩出する福岡教育大学では、
どんな講義が行われているのでしょうか。

社会科教育講座
小田 泰司 准教授

社会科教育演習 Ⅰ

「ゆとり」か「詰め込み」かの
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特集1　福教大の講義

社  会

理  科

　理科教育研究では、小学校学習指導要領解説理科編に示されてい
る理科教育の基本方針について、その心理学的・哲学的な背景に触れ
ながら、確実に理解させることを目標としています。その上で、2、3人規模
の班を構成し、班ごとに、割り当てられた単元にかかわる標準的な指導
の流れについてのプレゼンテーションを行わせています。その後、理科学
習指導案のサンプルを示し、それに基づいて実践された理科授業のビ
デオを視聴させ、理科授業の立案と実践についての理解を促すようにし
ています。また、この授業では、授業ファイルの提出、及び指定された単
元内容にかかわる学習指導案等の作成を求め、さらに、期末テストも課
しています。なお、現在の学生はゆとり世代であるため、彼らが義務教育
段階で学習しなかった内容を、教師として指導しなければならなくなりま
す。そこで、任意ではありますが、理科問題集への取り組みを促し、ノート
チェックを行っています。

学習内容の増加

地球儀の活用

理科教育講座
森藤 義孝 教授

理科教育研究
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特集1
　福教大の講義

福教大ＮＥＷＳ

特集２
　学生寮

授業紹介
　国語科教育研究A・B（山元悦子教授）
　社会教育課題研究Ⅰ（井上豊久教授）

研究室・講座紹介
　有川誠研究室／技術教育講座

サークル紹介
　男子バスケットボール部／管弦楽団

社会連携 連載第2回
　高大連携　理科教育講座 伊藤克治 教授

福教大卒ＯＢ・ＯＧ
　宗像市立自由ヶ丘小学校
　校長 大庭多美枝さん

　九州大学大学院農学研究院
　助教／作家 佐藤剛史さん

TOPICS
　キャリア支援センターが
　学生会館２階に移転・リニューアル！

　表紙モデルの福教大生☆

　学生広報スタッフ大募集

キャンパスからの便り
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　授業を担当する教員にとって、限られた授業時間の中で技術
指導することは勿論ですが、柔道を通じて教育的価値を伝えて
いくことも重要です。私は授業の中で、絞め技や関節技のような
危険な技も含まれる柔道がなぜ学校体育の授業で必修になった
のか、ということを受講している学生に問いかけています。そして、

絞め技も関節技も決めるときは相手の「参った（畳または相手を2回以上たたくこと）」を待ち
ながら制しているという事実を伝え、相手を痛めつけたり、絞め落としたり、関節を挫いたりす
ることが目的ではないことを説明するようにしています。
　本来、柔道は他のスポーツと起源が異なるため遊びの要素は少ないのですが、人間の本
能で相手と直接的に組み合って競争することはとても楽しく、誰もが夢中になります。それら
の体験を通じて、技術を習得するためには相手と協力しないとできないこと、直接相手と組
み合うことによって力の加減を学び、相手が怪我をしないようにサポートすることなどを学ぶ
ことができます。
　教育者である私にとって、学生が授業の最後に授業を通じて学んだことを記述する学習
ノートを読むことが大変勉強になります。受講している学生が、近い将来中学校の教員として
活躍する姿を想像し、その際に指導できる十分な指導力を身につけてほしいと思っています。

　平成24年4月より中学校で新学習指導要領が実施され、体育の授業時間が15時間増えました。また、第1学年
及び第2学年の体育の授業では、男女すべての生徒に「武道」と「ダンス」が新たに必修化されました。

保健体育講座
楢﨑 教子 准教授

武道（柔道）

特集1　福教大の講義

　この授業は教育実習直前に行うため、外国語を教わる学生から
教える教員になるような意識改革を強調しています。例えば、実際の
外国語活動時間において児童とどう取り組み、活動や内容が不十
分な指定教材をどう利用し、ALT(外国語補助教員)やゲストティー
チャーとどう取り組めばよいか、他教科とのつながりをどう明確化す
るかなどを授業の課題としています。特に、理論的な思考から実践
的な応用への変換がこの授業の第一の目標であり、第二言語習得
の理論や研究の成果に従った実践的な授業構成ができるようにな
ることを目指しています。
　具体的には、まず、外国語指導要領を正しく解釈するため、外国
語活動の三つの目標（言語や文化の体験的理解、積極的にコミュ
ニケーションする態度の育成、外国語の音声や表現を慣れ親しま
せる）について学生自身が考える活動を取り入れ、他の学生と共に
検討したり、教育現場からの具体例をもって児童の動機づけのた
めの効率的な授業構成の要因を紹介します。また、より現実的なコ

ミュニケーションができるように学生自身の英語力、コミュニケー
ション能力も重視し、さらには、英語での他教科の教え方や補充の
仕方なども研究課題とします。最後に、模擬授業や模擬活動の後、
授業研究でも行われるような反省会を行い、学生自ら授業や活動
の計画を見直す機会を持ちます。この授業が日本の小学校におけ
る外国語教育の充実につながることを願い、取り組んでいます。

英語教育講座
クィント　オオガ・ボールドウィン 准教授

小学校英語研究 Ⅱ

「外国語活動」が小学5・6年生で必修化 中学校の体育で武道とダンスが必修化

芸  術

　芸術（書道）は、“制作する”ことだけではありません。“見る・味わ
う”ことや“調べる・考える”こと、この３つが重なって「芸術する」こと
です。授業では、改訂の考え方の柱である［知識・技能の習得と思
考力・判断力・表現力等の育成のバランスを重視］を、芸術文化、
歴史に関する学習の中でさらに充実させています。
　さて、書道学外演習Ａ・Ｂは、集中講義形式で演習の形態です。
専門の講義で触れた古名跡などを、実際に現地に赴き、体験・鑑
賞し、書への意欲を高め「本物」から多くを学びとることが主眼で
す。事前授業では、作者や歴史的背景などを文献資料中心に考察
します。研修後には取材記録をまとめ、各自で設定したリポート提出
を課します。秦（始皇帝期）の文字資料がテーマなら、度量衡統一、
焚書坑儒、巡遊、陵墓なども調べます。直に万里の長城、青銅器、
竹簡、刻石、兵馬俑を実見・記録しても、“個々人”の見方や感じ方
は異なります。
　歴史を学んだ感動、人類の凄さ、伝統の重さ、そして手書き文字
文化を我々が次世代へ繋ぐことを指導の核としています。

伝統や文化に関する教育の充実

踊ること ＝ 身体の開発による感覚と感情の解放
～頭の時代から、身体の時代へ～

美術教育講座
服部 一啓 准教授

書道学外演習Ａ・Ｂ

外  国  語

海外（中国）研修「万里の長城」

海外（中国）研修「中国国家博物館」

国内（四国）研修「名跡と石文」

バランスボールを用いた前回り受け身の指導法

　20世紀は頭の時代、21世紀は身体の時代と
言われています。快・不快の感覚、喜怒哀楽の感
情に向き合う事で、これまで目覚めていなかった

身体機能を働かせる。こうした、身体が感じたものを見つめ、その感覚や
感情に向き合い、それがなぜ起こったのか、生じた原因はどこからきてい
るのか、解明して行くプロセスに、私たちがより良く豊かに生きるヒントが
隠されていると思われます。システムの中で日々押し殺されがちな私たち
の感覚や感情を、時空間に解き放ち、人としてのバランスを取り戻して行
くこと。これが、文部科学省が提唱したダンス必修化の意図であり、社会
への新たな提案でもあると思います。
　感覚や感情を解放し、毎週の授業で新たな自分に出会ってもらうため
にも、私は、自身も身体全体を使ったクリエイションに挑みながら、これか
らも身体表現のクラスを創っていきたいと考えています。

保健体育講座
清水 知恵 教授

ダンス

　私が担当する武道（剣道）では、中学校・高等学校での授業
展開において必要な運動特性・文化的特性の理解及び示範
力を含む実技能力の修得を図ること、学習指導要領に示され
る内容の体系的発展過程における運動課題とその解決のた
めの教師の役割について理解することをねらいとしています。 

　対人的状況下での基礎的・基本的技能の習得を図っていき、 知識の深まりとともに、 学
習形態もペア学習、グループ学習、課題活動へと変化していき知識の活用と技能の高まりを
促すようにしています。また、剣道授業で活用される様々な教材や教具を紹介し、実際にそれ
らを学習に取り組むことにより受講生の技能及び理解の習熟段階に応じた学習指導展開
のあり方について理解を深めるようにしています。 

保健体育講座
本多 壮太郎 准教授

武道（剣道）

保  健  体  育
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福教大NEWS 1
「教育週間2012」を開催

６月１日　講演会「将来への道標」を開催

本学開学記念日（６月１日）からの１週間を、教育の活性化を図る「教育週間」とし、学生、教職員、市民の皆様に
参加いただけるプログラムを実施しました。

　初日の６月１日（金）は、本学卒業生による講演会「将来への道標～中国吉林大学で日本語講師を務められた原武
先生と、学生ボランティアを推進する坂田先生をお迎えして～」を開催しました。
　講演に先立ち、寺尾学長より、「今回の講演では、本学卒業生が教育界で何をなされてきたか、在校生の皆さんにお
伝えしたい。」との挨拶がありました。
　最初に、元久留米市立青峰小学校長の原武和子先生から、「体験的中国・長春そして吉林大学日語系～新たな
挑戦を～」と題する講演がありました。
　原武先生は、本学の前身である福岡学芸大学久留米分校を卒業された後、中学校に１０年、小学校に２７年間勤
務され、退職後１年間は中国吉林大学にて日本語講師を務められた経歴を持たれています。
　講演では、「学校には最初は“ちり箱”を置くという習慣がなかったが、教師自らが“ちり箱”を置き、また、ぞうきんで机を
拭いてみせることで、生徒も自らやるようになる。」等の中国の体験を中心にお話がありました。そして、「教師であったか
らこそ人間的なふれあいができた。」、「外国に行くことでもう一度日本を見直してほしい。」と学生に対して激励がありま
した。
　続いて、宗像市立玄海小学校長の坂田紳一先生から、「教師になるために　今やるべきこと！　それは、学生ボラン
ティア！」と題する講演がありました。
　坂田先生は、本学を卒業後、公立小学校、福岡県教育事務所指導主事、公立学校教頭を歴任し、その後、現在まで
５校の校長を務められております。昨年度の教育週間においても、学校ボランティアのすばらしさについて講演いただ
き、大変好評であったため、もっと多くの学生に話をしていただきたいとお願いしたところ快諾いただき実現いたしました。
　講演の中で、子どもたちの生き生きとした姿や学ぶまなざしの写真が紹介され、学校ボランティアがいかに素晴らしい
か、信頼される教員になるためには是非学生ボランティアに参加してほしいと、学生に訴えかけていました。最後に、学
生に対して、「必ず教員になってほしい。」、「あの先生がいるならうちの子を任せるといわれるぐらいの力量を身につけて
ほしい。」との激励がありました。
　最後に、司会の櫻井理事から、「先輩から、ご自身の経験や活動を通して、学生の皆さんに目指すべき教師像を語っていただきました。皆さんも、後輩とし
て素晴らしい教員になってほしい。」と挨拶がありました。

６月7日　全学一斉の地震総合訓練を実施
　福岡教育大学では、平成２４年６月７日に宗像消防本部署員の指導の下、震度６強の地震が発生したことを想定した、全学一斉の地震総合訓練を実施
しました。
　この訓練は、「自分たちの生命及び財産は自分たちで守ること」を念頭に置き、学内の自衛消防隊員の適時・的確な情報伝達を目標に、授業中の学生
や教員も授業を中断しての避難訓練、負傷者の救出救護訓練及び火災発生を想定した初期消火訓練を行いました。
　今回の訓練について、宗像地区消防本部の消防長から「訓練では身の危険を感じる事が難しいが、訓練をしなくては有事の対応は絶対にできない」など
の講評があり、最後に寺尾学長は「地震等災害に備えることは大学の責務である。今回は避難完了報告に時間がかかるなどの不手際があった。まだまだ
課題が残る。」と参加した教職員ならびに学生の災害に対する意識改革を強く求めて訓練を終えました。

６月7日　「新聞力」 養成講座・福岡教育大学教育週間特別講座　立川生志 落語会 を開催
　福岡教育大学と西日本新聞社とが共同で実施している『「新聞力」養成講座』の特別企画として、また福岡教育大学教育週間の特別講座として、人気
落語家の立川生志さんによる「落語会＆講演会＆模擬記者会見」が行われました。『「新聞力」養成講座』は、新学習指導要領の改訂に伴う新聞活用の
すすめや、社会人として必要な情報処理能力を、「新聞」を通して養うと共に、情報の真の価値やその活用の倫理について考察することを目的としており、
併せて、多様な価値観を培うことで、コミュニケーション能力の向上もめざすという、本学学生のための「キャリア支援プログラム」となっています。
　落語に先立ち行われた講演会では、営業マンから落語家へと転身した自身の体験談や人生観等、さらには師匠であり、先日惜しまれながらも亡くなった立
川談志さんの思い出話を披露し、つづいての落語会では古典落語「たいこ腹」で大いに会場をわかせました。当日の高座の設営や出囃子の演奏は本学の
落語研究会の学生が行い、憧れの人気落語家との共演に興奮と緊張を隠せない様子でした。
　会場には、本学の学生、教職員はもとより、一般の落語ファンも多く訪れ、生で聞く落語を大い
に楽しみました。日本を代表する伝統芸能である落語は、言葉と仕草のみで物語を進めてゆく芸
能であり、高度なコミュニケーション能力を要することから、その技術にふれることは、人に物事を
伝えていく教育の現場に身を置くこととなる学生にとって大いに参考になるものでした。

６月６日　「第２回優秀教育実習生賞受賞学生によるトークセッション」を開催
　「教育週間２０１２」の企画として、６月６日（水）に「第２回優秀教育実習生賞受賞学生による
トークセッション」を開催しました。この企画は、一昨年度より創設した「優秀教育実習生賞」を受賞
した学生が、教育実習を控える後輩たちに、自身の体験談を交えながら意見交換を行うものです。
昨年度の受賞学生８名の中から２名の受賞者と、現在幼稚園教諭として活躍している第１回受賞
者１名で行われました。
　セッションでは、最初に寺尾学長から「教育実習の良さ、楽しさ、やりがいを学んでほしい。」と挨
拶がありました。
　次に相部附属学校部長の司会進行でトークセッションが始まり、実習前の準備や不安だったこ
と、実習中の授業や子どもたちの関わりについて、実習後の課題や取組について発表がありました。
　受賞学生からは、実習中に行ったこと、気をつけていたこと、気分転換の方法など、それぞれの経験談を交えながら話がありました。また、第１回受賞者か
ら、実習の時に学びそして今でも生かされていることとして、「子どもたちに真っ直ぐ向き合い、その目線になって考えること」、「自分を取り巻く全ての人に感
謝の気持ちを持つこと」について話がありました。
　最後に、黒見理事から受賞学生に対して激励の言葉があり、トークセッションは好評のうちに終了しました。
　参加した学生は、教育実習前の不安な気持ちを解消することができ、手応えを感じ取ったようでした。

原武先生

坂田先生

避難する学生と教職員自衛消防本部の設置

会場の様子



06 Joyama News vol.24 07

福教大NEWS 1
「教育週間2012」を開催

６月１日　講演会「将来への道標」を開催

本学開学記念日（６月１日）からの１週間を、教育の活性化を図る「教育週間」とし、学生、教職員、市民の皆様に
参加いただけるプログラムを実施しました。

　初日の６月１日（金）は、本学卒業生による講演会「将来への道標～中国吉林大学で日本語講師を務められた原武
先生と、学生ボランティアを推進する坂田先生をお迎えして～」を開催しました。
　講演に先立ち、寺尾学長より、「今回の講演では、本学卒業生が教育界で何をなされてきたか、在校生の皆さんにお
伝えしたい。」との挨拶がありました。
　最初に、元久留米市立青峰小学校長の原武和子先生から、「体験的中国・長春そして吉林大学日語系～新たな
挑戦を～」と題する講演がありました。
　原武先生は、本学の前身である福岡学芸大学久留米分校を卒業された後、中学校に１０年、小学校に２７年間勤
務され、退職後１年間は中国吉林大学にて日本語講師を務められた経歴を持たれています。
　講演では、「学校には最初は“ちり箱”を置くという習慣がなかったが、教師自らが“ちり箱”を置き、また、ぞうきんで机を
拭いてみせることで、生徒も自らやるようになる。」等の中国の体験を中心にお話がありました。そして、「教師であったか
らこそ人間的なふれあいができた。」、「外国に行くことでもう一度日本を見直してほしい。」と学生に対して激励がありま
した。
　続いて、宗像市立玄海小学校長の坂田紳一先生から、「教師になるために　今やるべきこと！　それは、学生ボラン
ティア！」と題する講演がありました。
　坂田先生は、本学を卒業後、公立小学校、福岡県教育事務所指導主事、公立学校教頭を歴任し、その後、現在まで
５校の校長を務められております。昨年度の教育週間においても、学校ボランティアのすばらしさについて講演いただ
き、大変好評であったため、もっと多くの学生に話をしていただきたいとお願いしたところ快諾いただき実現いたしました。
　講演の中で、子どもたちの生き生きとした姿や学ぶまなざしの写真が紹介され、学校ボランティアがいかに素晴らしい
か、信頼される教員になるためには是非学生ボランティアに参加してほしいと、学生に訴えかけていました。最後に、学
生に対して、「必ず教員になってほしい。」、「あの先生がいるならうちの子を任せるといわれるぐらいの力量を身につけて
ほしい。」との激励がありました。
　最後に、司会の櫻井理事から、「先輩から、ご自身の経験や活動を通して、学生の皆さんに目指すべき教師像を語っていただきました。皆さんも、後輩とし
て素晴らしい教員になってほしい。」と挨拶がありました。

６月7日　全学一斉の地震総合訓練を実施
　福岡教育大学では、平成２４年６月７日に宗像消防本部署員の指導の下、震度６強の地震が発生したことを想定した、全学一斉の地震総合訓練を実施
しました。
　この訓練は、「自分たちの生命及び財産は自分たちで守ること」を念頭に置き、学内の自衛消防隊員の適時・的確な情報伝達を目標に、授業中の学生
や教員も授業を中断しての避難訓練、負傷者の救出救護訓練及び火災発生を想定した初期消火訓練を行いました。
　今回の訓練について、宗像地区消防本部の消防長から「訓練では身の危険を感じる事が難しいが、訓練をしなくては有事の対応は絶対にできない」など
の講評があり、最後に寺尾学長は「地震等災害に備えることは大学の責務である。今回は避難完了報告に時間がかかるなどの不手際があった。まだまだ
課題が残る。」と参加した教職員ならびに学生の災害に対する意識改革を強く求めて訓練を終えました。

６月7日　「新聞力」 養成講座・福岡教育大学教育週間特別講座　立川生志 落語会 を開催
　福岡教育大学と西日本新聞社とが共同で実施している『「新聞力」養成講座』の特別企画として、また福岡教育大学教育週間の特別講座として、人気
落語家の立川生志さんによる「落語会＆講演会＆模擬記者会見」が行われました。『「新聞力」養成講座』は、新学習指導要領の改訂に伴う新聞活用の
すすめや、社会人として必要な情報処理能力を、「新聞」を通して養うと共に、情報の真の価値やその活用の倫理について考察することを目的としており、
併せて、多様な価値観を培うことで、コミュニケーション能力の向上もめざすという、本学学生のための「キャリア支援プログラム」となっています。
　落語に先立ち行われた講演会では、営業マンから落語家へと転身した自身の体験談や人生観等、さらには師匠であり、先日惜しまれながらも亡くなった立
川談志さんの思い出話を披露し、つづいての落語会では古典落語「たいこ腹」で大いに会場をわかせました。当日の高座の設営や出囃子の演奏は本学の
落語研究会の学生が行い、憧れの人気落語家との共演に興奮と緊張を隠せない様子でした。
　会場には、本学の学生、教職員はもとより、一般の落語ファンも多く訪れ、生で聞く落語を大い
に楽しみました。日本を代表する伝統芸能である落語は、言葉と仕草のみで物語を進めてゆく芸
能であり、高度なコミュニケーション能力を要することから、その技術にふれることは、人に物事を
伝えていく教育の現場に身を置くこととなる学生にとって大いに参考になるものでした。

６月６日　「第２回優秀教育実習生賞受賞学生によるトークセッション」を開催
　「教育週間２０１２」の企画として、６月６日（水）に「第２回優秀教育実習生賞受賞学生による
トークセッション」を開催しました。この企画は、一昨年度より創設した「優秀教育実習生賞」を受賞
した学生が、教育実習を控える後輩たちに、自身の体験談を交えながら意見交換を行うものです。
昨年度の受賞学生８名の中から２名の受賞者と、現在幼稚園教諭として活躍している第１回受賞
者１名で行われました。
　セッションでは、最初に寺尾学長から「教育実習の良さ、楽しさ、やりがいを学んでほしい。」と挨
拶がありました。
　次に相部附属学校部長の司会進行でトークセッションが始まり、実習前の準備や不安だったこ
と、実習中の授業や子どもたちの関わりについて、実習後の課題や取組について発表がありました。
　受賞学生からは、実習中に行ったこと、気をつけていたこと、気分転換の方法など、それぞれの経験談を交えながら話がありました。また、第１回受賞者か
ら、実習の時に学びそして今でも生かされていることとして、「子どもたちに真っ直ぐ向き合い、その目線になって考えること」、「自分を取り巻く全ての人に感
謝の気持ちを持つこと」について話がありました。
　最後に、黒見理事から受賞学生に対して激励の言葉があり、トークセッションは好評のうちに終了しました。
　参加した学生は、教育実習前の不安な気持ちを解消することができ、手応えを感じ取ったようでした。

原武先生

坂田先生

避難する学生と教職員自衛消防本部の設置

会場の様子
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平成24年度大学運営方針に関する
全学説明会を開催
　福岡教育大学の寺尾愼一学長は、４月２６日（木）、全学教職員に対して「平成２
４年度大学運営方針について」と題した全学説明会を開催しました。
　この説明会は、平成２４年度が第二期中期目標期間の３年目に当たり、中期目
標・中期計画の実現に向けた一層の取組が求められることから、これまでの進捗状
況を確認・精査するとともに、「教育組織の見直し」「教育内容の質向上」「研究の
質向上」という“三位一体の改革”に重点を置いた５つの柱・２６項目に取り組むこと
について教職員に説明し、教職員一体となって、今後の大学運営を着実かつ迅速
に実施することを目的に開催され、約２００名の教職員が参加しました。
　平成２４年度年度計画と並行して重点的に取り組む５つの柱は次のとおりで、教
職員の理解と協力を求めました。
　１．「教育組織の見直し」「教育内容の質向上」「研究の質向上」という三位一
体の改革を推進する。　２．学生サービスを充実させることによって、修学環境を
改善し、学生の意欲を高め、強化する。　３．就職率の向上と留年者・中途退学者の低減に取り組む。　４．効率的で効果的な大学経営・運営を可能にす
るガバナンスを確立する。　５．本学のミッション、及び本学に期待される将来像を一層明確にする。 
　寺尾学長は説明会の中で、大学の経営は運営費交付金等、国民の税金に拠るところが大きいことから、一層の国民目線・学生目線に立つ改革を進めな
ければならないことを参加した教職員に強く求めて説明会を終えました。

平成23年度福岡教育大学優秀教育実習生賞」
表彰式を挙行
　本学では、２月２２日（水）に「平成２３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。
　この賞は、「実習生としての教育的愛情、使命感の自覚、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敬意を払
い、その功績を称える」ことを目的として、昨年度から創設され、
第２回目の本年度は、８名の学生が受賞しました。
　表彰式では、寺尾学長から、受賞した学生一人一人に表彰
状と記念品が贈呈された後、『受賞した学生の教育実習におけ
る努力は実に頼もしい限りであり、今回の表彰を機に「教師にな
る」という思いを一層強く掲げ、自己自身の研讃に励むとともに、
友人や後輩たちにもよい刺激を与えていただきたい。』との挨拶
がありました。
　その後、受賞者の代表から、大学の指導教員や実習校の先
生方の熱心な指導に感謝するとともに、実習中に学んだ「生徒
一人一人に対する視点」を次年度の高等学校での実習に役
立てたいとの謝辞がありました。

　平成２４年３月２９日、国立大学法人福岡教育大学公式ホームページをリニューアル
いたしました。
　より使いやすく、よりわかりやすいホームページとなるよう、ページ構成やサイトデザイン
を全面的に見直しました。
　リニューアルにあたり、トップページのアドレス（http://www.fukuoka-edu.ac.jp/）に
変更はありませんが、トップページ以外のページについては、アドレスが変更になっており
ます。各ページをブックマーク等に登録されている方は、お手数をおかけしますが変更をお
願いいたします。
　今後とも、内容の充実を図るとともに、よりわかりやすい情報をタイムリーに発信してい
きますので、引き続きご利用ください。

さらにtwitterで大学の様子やイベント
情報を発信しています。

公式ホームページを
リニューアルしました！
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全学説明会の様子

　本学では、平成24年2月21日（火）、学長室において「学生と学長との懇談会」
を開催しました。年に一度開催しているこの懇談会も7回目となり、今回は学生自
治会を中心に学生5名が参加し、「福岡教育大学」について、フリートーキング形式
で懇談を行いました。
　学生からは、学生同士のサポート制度の構築や、教員の授業や指導の方法、図
書館の充実、ボランティア活動に参加しやすくするための制度の構築、授業にお
ける学生の評価のあり方、掲示板の見直し等、様々な意見・要望が出されました。
　それに対し、寺尾学長から、「学生のみなさんから出された意見・要望について
は、現在、既に対応している事項もあるが、学長就任中に可能な限り対応していき
たい。」との発言がありました。
　続いて、櫻井理事からは、学生より出された意見・要望について個別に質疑が
行われ、意見交換を行いました。
　また、学長から、「大学をよりよくするためには何をすべきか、大学を変えるための
改善策を検討するプロジェクトチームを本日参加したメンバーで構成し、改善策を
検討し、提示してほしい。本学は教員のための大学でなく、学生が主人公である。是非、実現に向けて検討してほしい。」との発言がありました。さらに、「宮
城教育大学教育復興支援センターとの連携により、東日本大震災に伴う『学校支援ボランティア』の追加募集が来ているので、是非友達にも周知し参加
してほしい。」との依頼がありました。

「学生と学長との懇談会」を開催
福教大NEWS 3

なんと、フッキーがトップ画面に登場！

福教大NEWS 3
福教大生が「飯塚新人音楽コンクール」
で優勝しました
　第31回飯塚新人音楽コンクール(飯塚文化協会飯塚、朝日新聞社など主催)の本選が６月３日、福岡
県飯塚市のイイヅカコスモスコモンで行われ、ピアノ部門で本学生涯スポーツ芸術課程音楽コース４年
の篠原友里さんが第１位、同コース３年の河野早紀さんが第３位に入賞しました。
　同コンクールは若手音楽家の全国的な登竜門とされ、秀れた新進演奏家の発掘育成と地域音楽文
化の充実を目的としており、今年は16名が本選に進みそのうちの６名を福教大生が占めました。
　審査員を務めた本学音楽教育講座の武内俊之准教授は、「東京芸大や東京の音大の学生たちが
多数出場するこのコンクールで、このような結果が出せたことは素晴らしい快挙だと思います。本学音楽
コースのレベルの高さは文化関係者やマスコミからも非常に注目されており、これからそういった社会の
評価や期待にますます応えられるよう頑張っていきたい」と話していました。

　この度、17年間継続してきたピアノで好成績を残すことができ、大変嬉
しいです。コンクールのステージで、自分なりに楽しく満足出来る演奏がで
きたのは、日頃から熱心にご指導下さっている先生方のおかげだと心から
感謝しています。福教大の音楽コースでは、本番さながらの緊張感のある、
日頃の勉強の成果を披露する演奏会等の場がたくさん設けてあり、そこで

何度も演奏することができていたことも、今回の結果
に繋がった大きな要因の一つだと確信しています。
　今後も先生のご指導のもと、人の心を豊かにする
演奏ができるように、さらに練習を重ねていきたいと
思います。
　

　先輩と共に憧れのコンクールで入賞をすることができ、本当に嬉
しく思います。コンクール当日は一人で演奏する“個人戦“ですが、そ
の日を迎えるまでには、先生にきめ細かなご指導を頂きながら、大学
の友人からアドバイスをもらったり出場する仲間で集まり何度もリ
ハーサルをしたり、気持ちは “団体戦“で、とても心強く思いました。

　これからも精一杯の努力をし、更なる向上を目指
します。何よりも、大好きな音楽に思い切り打ち込め
る環境と幸せに感謝しています。

福教大生　本選出場者６名
前列左／篠原さん　前列右／河野さん

生涯スポーツ芸術課程音楽コース4年
篠原友里さん

生涯スポーツ芸術課程音楽コース3年
河野早紀さん

福岡教育大学 公式twitter
アカウント→FUE_official
（http://twitter.com/FUE_official）
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　その後、受賞者の代表から、大学の指導教員や実習校の先
生方の熱心な指導に感謝するとともに、実習中に学んだ「生徒
一人一人に対する視点」を次年度の高等学校での実習に役
立てたいとの謝辞がありました。

　平成２４年３月２９日、国立大学法人福岡教育大学公式ホームページをリニューアル
いたしました。
　より使いやすく、よりわかりやすいホームページとなるよう、ページ構成やサイトデザイン
を全面的に見直しました。
　リニューアルにあたり、トップページのアドレス（http://www.fukuoka-edu.ac.jp/）に
変更はありませんが、トップページ以外のページについては、アドレスが変更になっており
ます。各ページをブックマーク等に登録されている方は、お手数をおかけしますが変更をお
願いいたします。
　今後とも、内容の充実を図るとともに、よりわかりやすい情報をタイムリーに発信してい
きますので、引き続きご利用ください。

さらにtwitterで大学の様子やイベント
情報を発信しています。

公式ホームページを
リニューアルしました！
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全学説明会の様子

　本学では、平成24年2月21日（火）、学長室において「学生と学長との懇談会」
を開催しました。年に一度開催しているこの懇談会も7回目となり、今回は学生自
治会を中心に学生5名が参加し、「福岡教育大学」について、フリートーキング形式
で懇談を行いました。
　学生からは、学生同士のサポート制度の構築や、教員の授業や指導の方法、図
書館の充実、ボランティア活動に参加しやすくするための制度の構築、授業にお
ける学生の評価のあり方、掲示板の見直し等、様々な意見・要望が出されました。
　それに対し、寺尾学長から、「学生のみなさんから出された意見・要望について
は、現在、既に対応している事項もあるが、学長就任中に可能な限り対応していき
たい。」との発言がありました。
　続いて、櫻井理事からは、学生より出された意見・要望について個別に質疑が
行われ、意見交換を行いました。
　また、学長から、「大学をよりよくするためには何をすべきか、大学を変えるための
改善策を検討するプロジェクトチームを本日参加したメンバーで構成し、改善策を
検討し、提示してほしい。本学は教員のための大学でなく、学生が主人公である。是非、実現に向けて検討してほしい。」との発言がありました。さらに、「宮
城教育大学教育復興支援センターとの連携により、東日本大震災に伴う『学校支援ボランティア』の追加募集が来ているので、是非友達にも周知し参加
してほしい。」との依頼がありました。

「学生と学長との懇談会」を開催
福教大NEWS 3

なんと、フッキーがトップ画面に登場！

福教大NEWS 3
福教大生が「飯塚新人音楽コンクール」
で優勝しました
　第31回飯塚新人音楽コンクール(飯塚文化協会飯塚、朝日新聞社など主催)の本選が６月３日、福岡
県飯塚市のイイヅカコスモスコモンで行われ、ピアノ部門で本学生涯スポーツ芸術課程音楽コース４年
の篠原友里さんが第１位、同コース３年の河野早紀さんが第３位に入賞しました。
　同コンクールは若手音楽家の全国的な登竜門とされ、秀れた新進演奏家の発掘育成と地域音楽文
化の充実を目的としており、今年は16名が本選に進みそのうちの６名を福教大生が占めました。
　審査員を務めた本学音楽教育講座の武内俊之准教授は、「東京芸大や東京の音大の学生たちが
多数出場するこのコンクールで、このような結果が出せたことは素晴らしい快挙だと思います。本学音楽
コースのレベルの高さは文化関係者やマスコミからも非常に注目されており、これからそういった社会の
評価や期待にますます応えられるよう頑張っていきたい」と話していました。

　この度、17年間継続してきたピアノで好成績を残すことができ、大変嬉
しいです。コンクールのステージで、自分なりに楽しく満足出来る演奏がで
きたのは、日頃から熱心にご指導下さっている先生方のおかげだと心から
感謝しています。福教大の音楽コースでは、本番さながらの緊張感のある、
日頃の勉強の成果を披露する演奏会等の場がたくさん設けてあり、そこで

何度も演奏することができていたことも、今回の結果
に繋がった大きな要因の一つだと確信しています。
　今後も先生のご指導のもと、人の心を豊かにする
演奏ができるように、さらに練習を重ねていきたいと
思います。
　

　先輩と共に憧れのコンクールで入賞をすることができ、本当に嬉
しく思います。コンクール当日は一人で演奏する“個人戦“ですが、そ
の日を迎えるまでには、先生にきめ細かなご指導を頂きながら、大学
の友人からアドバイスをもらったり出場する仲間で集まり何度もリ
ハーサルをしたり、気持ちは “団体戦“で、とても心強く思いました。

　これからも精一杯の努力をし、更なる向上を目指
します。何よりも、大好きな音楽に思い切り打ち込め
る環境と幸せに感謝しています。

福教大生　本選出場者６名
前列左／篠原さん　前列右／河野さん

生涯スポーツ芸術課程音楽コース4年
篠原友里さん

生涯スポーツ芸術課程音楽コース3年
河野早紀さん

福岡教育大学 公式twitter
アカウント→FUE_official
（http://twitter.com/FUE_official）



男子寮（武丸寮）

女子寮（城山寮）

2

食堂
皆でいつも楽しく食事をする寮生たちの憩いの場
所。寮務委員会などの会議もこちらで行います。

浴室
浴室の掃除はグループごとに持ち回りで行います。

洗濯室＆洗面所
洗濯機と乾燥機が置かれています。改修したばかりなのでピカピカです！

　大学生の住居というとアパートやマンションでの一人暮ら
しを想像される方も多いと思いますが、学生寮に入って集団
生活を経験するのも選択肢の一つです。安い住居費と栄養
バランスのとれた食事は、学生にとって経済面・健康面での
大きな支えとなり、仲間と寝食を共にする集団生活では、勉
学ではなかなか得られない「協調性」や「コミュニケーション
能力」といった社会人としての資質を身につける貴重な機会
となります。また、福教大の学生寮は伝統的に“自治寮”であ
り、寮生たちによる自律的な運営が行われていることが大き
な特徴です。今回はそんな学生寮の様子をご紹介します。

　男子寮は大学から2.5㎞と、少し離れた場所にあるため、自転車や原付自転車で通学して
いる学生も多くいます。建物は、鉄筋4階 4,042㎡で、現在約80名の学生が共同生活をお
くっています。
　毎年、女子寮と合同で「新入生歓迎行事」、「赤馬寮祭」、「サマーキャンプ」、「クリスマス
会」といった多彩なイベントが開催されます。

　女子寮（城山寮）は自治寮のため、寮生同士協力して寮を運営しています。現在
は右の表のような８つの部で運営されています。
　一般寮生は、監査部、厚生部、渉外部、食事部、文化部のいずれかに所属しま
す。各部では、月に１度会議が開かれ、当番のシフトを決めたり、その部に関係する
問題について話し合ったり、掲示物を作成したりします。
　また、その他に寮の活動方針を決める総会(年４回)やそれに関わる会議に出席
すること、大掃除(年５回)、防犯訓練・防災訓練(年１回ずつ)に参加することを義務
付けています。
　確かに寮の活動に参加することに加えて、共同生活であるため、一人暮らしのよ
うに自由気ままな生活を好きなだけ送ることはできません。しかし、学年や課程を越
えて寮生がひとつ屋根の下で暮らすことで、大学や教員採用試験、ボランティアの
ことなど様々な情報を得ることができます。寮ならではの体験もたくさんあり、寮の仲
間と毎日が楽しく、笑い声の絶えない充実した学生生活を送ることができます！
　興味のある方は、是非一度城山寮に遊びに来てください！私たちがいつでもご案
内します！

男子寮（武丸寮）

特集

学生寮
自治寮の寮務

Dormitory

月額4,800円
＋光熱水料等

寄宿料
朝170円
夕330円

寮食(１食分)
13㎡（約8畳）
定員２人

居室

302名

定員

　女子寮は、大学のキャンパス内という通学に便利な場所にあり、鉄筋4階 6,468㎡の建物
に現在約200名の学生が入寮しています。

※部屋は原則２人部屋ですが、上級生になると1人部屋になる場合もあります。
　（男子寮も同じ）

女子寮（城山寮）

女子寮の寮務組織女子寮の寮務組織

　我々、渉外部は主に地域との窓口となる活動を行っています。男子寮（武丸寮）
は、大学から約2.5ｋｍ離れていることもあり、日頃からお世話になっている地域の
人 と々の交流は欠かせません。毎週月曜日と金曜日に行っている近隣にある吉武
小学校でのあいさつ運動や地域の方 と々のバーベキューなど楽しい行事もたくさん
あります！その他、夏休みには、子どもたちの学習の手伝いをする「武丸塾」や、福岡
県立少年自然の家「玄海の家」で行う「城南ヶ丘ふれあい子どもキャンプ」、子ども
たちと自然環境について学び、交流する「たけまるクラブ」など寮でなくてはできない
行事や体験をたくさん味わうことができま
す。集団生活をしていく中で、寮ならでは
の悩みや苦労することもありますが、それ
らも、寮生同士で解決していくことで自分
を大きく成長させているのだと思います。

男子寮 渉外部の活動男子寮 渉外部の活動

月額3,600円
＋光熱水料等

寄宿料
朝130円
夕270円

寮食(１食分)
13㎡（約8畳）
定員２人

居室

496名

定員

台所
寮食を入れたタッパーなど部屋で使用し
た食器はこちらで洗います。

談話室
談話室には大型テレビを設置。寮生宛ての郵便物
はこちらの郵便ボックスに仕分けされ、各自受け取り
ます。

廊下
築年数の古さを感じ
させる箇所も…。
ただし、快適な居住
空間を保つために、
必要に応じて改修工
事を行っています。

自治寮なので、至る所に寮生
手作りの貼り紙が掲示してあります。

女子寮の施設紹介 女子寮内の施設の一部をご紹介します。

自治寮を運営していく上では欠かせない“寮務”について、
具体的な活動内容を挙げながらご紹介します。

【８つの寮務組織】

寮入口の門の鍵締め等を行い、防犯、防災に努
めます。

お風呂場やシャワー室の清掃を呼び掛けます。

寮に届いた郵便物の振り分けなどを行います。

提供する食事数の確認や余った食事の販売等
を行います。

行事の企画・運営を行います。

寮費の徴収を行います。

大掃除への参加や、ゴミの分別等を呼び掛け
ます。

掲示物の管理や館内放送などを通して正確で
迅速な情報提供に努めます。

監査部

厚生部

渉外部

食事部

文化部

会計部

衛生部

情宣部

※男子寮と女子寮では、各部の名称や活動内容が異なります。

▼主な活動内容▼部名

【渉外部の年間行事】

赤間街道で行われる赤間宿祭
りに参加します。

子どもたちと自然環境などに
ついて共に学びます。

地域の方々とバーベキューを
行います。

地域の子どもたちと共に福岡
県立少年自然の家「玄海の家」
で一泊二日のキャンプを行い
ます。

夏休みに子どもたちの学習を
手伝います。

毎週月曜日と金曜日に吉武小学
校であいさつ運動を行います。

城南ヶ丘の清掃を行います。

２月

６月

６月

８月

８月

通年

不定期

赤間宿祭り

たけまるクラブ

地域ＢＢＱ

城南ヶ丘ふれあい
子どもキャンプ

武丸塾

あいさつ運動

城南ヶ丘清掃

▼活動内容▼行事 ▼実施時期

【女子寮長】
初等教育教員養成課程幼児教育選修 ３年

山本 磨百里さん
（福岡県立朝倉高等学校出身）

【渉外部員】
中等教育教員養成課程社会科専攻 ３年

米井 悠人さん
（大阪教育大学附属池田高等学校出身）

▲あいさつ運動の様子

▲月１で開催される会議の様子

▲大掃除の様子
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【渉外部員】
中等教育教員養成課程社会科専攻 ３年
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▲あいさつ運動の様子

▲月１で開催される会議の様子

▲大掃除の様子
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赤馬寮祭

取材スタッフのコメント　女の子らしく可愛い小物にあふれ、驚くほどきれいに
整理整頓されたお部屋でした。住み心地のよい空間にするための細かい工夫
が感じられ、この部屋と同じような本人の充実した学生生活がうかがえます。

取材スタッフのコメント　一見、物が多いようにも見えましたが、彼の“見せる収納
テクニック”と随所に見られるこだわりには驚きました。先輩からおさがりが貰えるの
も寮ならではの一面では。

▲水玉模様のベッドには
　可愛いクマの抱き枕。

▲先輩からのおさがりのラックや壁掛けを利用して
　見せる収納に！狭い部屋でも、たくさんの物を置け
　るように一工夫。

▲こちらにもクマ！

▼お気に入りの加湿器と便利な
　電気ケトル。

▼大好きなリラックマ
　グッズがたくさん！

▼花の形のカーテンフックは、自作のもの。

▲床に敷いたパズルマットがとてもオシャレ。

▲

▲

100円ショップで買った収納
ボックスを上手に活用してい
ます。

▲先輩から貰ったソファーは、たまたま(？)
阪神のイメージカラー。

▲ベランダからは涼しげな竹林が見えま
す。虫も多し…。

オシャレな
濃茶色のブ
ラインド♪

▲小棚とテレビ。瓶を並べ、下には白
い砂利を敷くこだわりっぷり！

机は今年の
春に購入した
ばかり。勉強
するのに最適
な空間です。

▲野球大好き！阪神タイガースのファン。

女の子らしい明るい雰囲気！
きれいに整頓されたお部屋
女の子らしい明るい雰囲気！
きれいに整頓されたお部屋
女の子らしい明るい雰囲気！
きれいに整頓されたお部屋

・100円ショップで買った収納ボックスで小物はきちんと整頓。
・好きな色（ピンクと水色）で統一！

支出　○寮費 10,000円(光熱水料等含む)＋食費7,500円
　　　○その他雑費15,000円

収入　○仕送り17,500円（寮費＋食費分）
　　　○バイト30,000円

～女子寮　Yさん（３年生）のお部屋～
ここがポイント！

野球ファンの思いが詰まった
ハイセンスなお部屋

野球ファンの思いが詰まった
ハイセンスなお部屋

・壁掛けやラックを利用してスペースを有効活用。
・阪神タイガースのグッズ！

支出　○寮費 12,000円(光熱水料等含む)＋食費10,000円
　　　○その他雑費30,000円

収入　○仕送り30,000円
　　　○バイト50,000円

～男子寮　Yさん（３年生）のお部屋～
ここがポイント！

アロマの
良い香りが
しました。

▲

▲

2特集

▲

学生寮

Dormitory

野球ファンの思いが詰まった
ハイセンスなお部屋

赤馬寮祭

「メインストリートデモ」「夜神輿」

　第46回赤馬寮祭が5月29日から6月2日までの日程で開催されました。
　赤馬寮祭とは、福岡教育大学の武丸男子寮と城山女子寮が合同で行う、年に1度の大きなイベントです。大学に入学したばかり
の1年生が、上級生の協力を得ながら、企画から運営まで行っています。
　今年の赤馬寮祭では、「メインストリートデモ」「夜神輿（やみこし）」「楽夜祭（がくやさい）」「エンタメ祭」の4つのイベントが行われ
ました。これらのイベントを行うにあたり、4月から寮祭スタッフを中心に綿密な準備が行われ、赤馬寮祭を成功へと導くため、多くの
寮生たちが創造力や力強さ、団結力を十分に発揮し、赤馬寮祭を大いに盛り上げました。

　赤馬寮祭のことだけを考えてきた4月からの2ヵ月間は、私にとって一生の思い出となりました。
大学生活で最高の仲間と最高の経験を味わいたいなら、寮に入ることをお薦めします。

「楽夜祭」

寮生のお部
屋に

おじゃまし
ました！寮生のお部
屋に

おじゃまし
ました！

　寮生が神輿を担いで、赤間街道
や学内を威勢のよい掛け声と共
に練り歩き、寮生の力強さを学内
外にアピールしました。「メインス
トリートデモ」は学内を飛び出し、
近隣を練り歩くことから、地域の
子どもたちや商店街の方々と触れ
合う機会にもなっています。

　有志によるバンド演奏や寮生
によるダンスが披露されました。
この寮生によるオリジナルのダン
スは「寮祭ダンス」と呼ばれ、赤馬
寮祭の象徴として関係者に親し
まれています。この寮祭ダンスを
全員で踊り出すと同時に、会場の
盛り上がりはピークに達します。

「エンタメ祭」
　吉武小学校のグラウンドを借り、
「玉入れ」や「リレー」、「フォークダ
ンス」、その他学年ごとの趣向を凝
らした出し物など様々な企画を盛り
込んだ運動会が行われました。寝
食を共にする仲間との手に汗握る
真剣勝負が繰り広げられ、第46回
赤馬寮祭を締めくくるに相応しい
ものとなりました。

第46回赤馬寮祭実行委員長から

初等教育教員養成課程社会科選修 ２年　小溝 大河さん（長崎県立諫早高等学校出身）

12 Joyama News vol.24 13



赤馬寮祭

取材スタッフのコメント　女の子らしく可愛い小物にあふれ、驚くほどきれいに
整理整頓されたお部屋でした。住み心地のよい空間にするための細かい工夫
が感じられ、この部屋と同じような本人の充実した学生生活がうかがえます。

取材スタッフのコメント　一見、物が多いようにも見えましたが、彼の“見せる収納
テクニック”と随所に見られるこだわりには驚きました。先輩からおさがりが貰えるの
も寮ならではの一面では。

▲水玉模様のベッドには
　可愛いクマの抱き枕。

▲先輩からのおさがりのラックや壁掛けを利用して
　見せる収納に！狭い部屋でも、たくさんの物を置け
　るように一工夫。

▲こちらにもクマ！

▼お気に入りの加湿器と便利な
　電気ケトル。

▼大好きなリラックマ
　グッズがたくさん！

▼花の形のカーテンフックは、自作のもの。

▲床に敷いたパズルマットがとてもオシャレ。

▲

▲

100円ショップで買った収納
ボックスを上手に活用してい
ます。

▲先輩から貰ったソファーは、たまたま(？)
阪神のイメージカラー。

▲ベランダからは涼しげな竹林が見えま
す。虫も多し…。

オシャレな
濃茶色のブ
ラインド♪

▲小棚とテレビ。瓶を並べ、下には白
い砂利を敷くこだわりっぷり！

机は今年の
春に購入した
ばかり。勉強
するのに最適
な空間です。

▲野球大好き！阪神タイガースのファン。

女の子らしい明るい雰囲気！
きれいに整頓されたお部屋
女の子らしい明るい雰囲気！
きれいに整頓されたお部屋
女の子らしい明るい雰囲気！
きれいに整頓されたお部屋

・100円ショップで買った収納ボックスで小物はきちんと整頓。
・好きな色（ピンクと水色）で統一！

支出　○寮費 10,000円(光熱水料等含む)＋食費7,500円
　　　○その他雑費15,000円

収入　○仕送り17,500円（寮費＋食費分）
　　　○バイト30,000円

～女子寮　Yさん（３年生）のお部屋～
ここがポイント！

野球ファンの思いが詰まった
ハイセンスなお部屋

野球ファンの思いが詰まった
ハイセンスなお部屋

・壁掛けやラックを利用してスペースを有効活用。
・阪神タイガースのグッズ！

支出　○寮費 12,000円(光熱水料等含む)＋食費10,000円
　　　○その他雑費30,000円

収入　○仕送り30,000円
　　　○バイト50,000円

～男子寮　Yさん（３年生）のお部屋～
ここがポイント！

アロマの
良い香りが
しました。

▲

▲

2特集

▲

学生寮

Dormitory

野球ファンの思いが詰まった
ハイセンスなお部屋

赤馬寮祭

「メインストリートデモ」「夜神輿」

　第46回赤馬寮祭が5月29日から6月2日までの日程で開催されました。
　赤馬寮祭とは、福岡教育大学の武丸男子寮と城山女子寮が合同で行う、年に1度の大きなイベントです。大学に入学したばかり
の1年生が、上級生の協力を得ながら、企画から運営まで行っています。
　今年の赤馬寮祭では、「メインストリートデモ」「夜神輿（やみこし）」「楽夜祭（がくやさい）」「エンタメ祭」の4つのイベントが行われ
ました。これらのイベントを行うにあたり、4月から寮祭スタッフを中心に綿密な準備が行われ、赤馬寮祭を成功へと導くため、多くの
寮生たちが創造力や力強さ、団結力を十分に発揮し、赤馬寮祭を大いに盛り上げました。

　赤馬寮祭のことだけを考えてきた4月からの2ヵ月間は、私にとって一生の思い出となりました。
大学生活で最高の仲間と最高の経験を味わいたいなら、寮に入ることをお薦めします。

「楽夜祭」

寮生のお部
屋に

おじゃまし
ました！寮生のお部
屋に

おじゃまし
ました！

　寮生が神輿を担いで、赤間街道
や学内を威勢のよい掛け声と共
に練り歩き、寮生の力強さを学内
外にアピールしました。「メインス
トリートデモ」は学内を飛び出し、
近隣を練り歩くことから、地域の
子どもたちや商店街の方々と触れ
合う機会にもなっています。

　有志によるバンド演奏や寮生
によるダンスが披露されました。
この寮生によるオリジナルのダン
スは「寮祭ダンス」と呼ばれ、赤馬
寮祭の象徴として関係者に親し
まれています。この寮祭ダンスを
全員で踊り出すと同時に、会場の
盛り上がりはピークに達します。

「エンタメ祭」
　吉武小学校のグラウンドを借り、
「玉入れ」や「リレー」、「フォークダ
ンス」、その他学年ごとの趣向を凝
らした出し物など様々な企画を盛り
込んだ運動会が行われました。寝
食を共にする仲間との手に汗握る
真剣勝負が繰り広げられ、第46回
赤馬寮祭を締めくくるに相応しい
ものとなりました。

第46回赤馬寮祭実行委員長から

初等教育教員養成課程社会科選修 ２年　小溝 大河さん（長崎県立諫早高等学校出身）

12 Joyama News vol.24 13



14 Joyama News vol.24 15

　社会教育課題研究Ⅰは、学校以外の教育
の課題を主体的に研究する授業です。　
　公民館や図書館、そして、青少年野外施設
などの指導に当たる職員資格である社会教
育主事資格要件の１つの授業ともなっていま
す。授業はワークショップを自分自身で実施で
きるようにということで、他人を紹介する他己
紹介などのアイスブレーキング、自由に意見を
出し合うブレインストーミングやカード分類など
で協力して課題を解決していくアクティビ

ティー、最後に発表や気づきを提示し、次への
改善点を省察するシェアリングを体験学習し
ます。また、宗像市と協働して10年前から宗
像市内の10ほどの子ども会の体験学習支援
を授業の一環として行っています。

　まず、子ども会でどんな企画をするのかを集
団で考え合い、次に、実際の計画を作成し発
表、そして、最後はリハーサル、実践が終わる
と良かったこと・改善点を出し合ったりして情
報・意見交換を必ず行います。学生自身が子

どもたちの体験学習を支援することもあります
が、基本は子ども会の自立が目的であるため、
子どもが企画・計画・実施・評価できるように
子ども会と協力しながら進めます。
授業中に私の詳細な指導の他に子ども会活
動の本番中には学童保育や社会教育で指
導経験のある実地指導してくださる講師に指
導に来ていただくこともあります。個々人の力
量を高めると同時に集団での力量を高めるこ
とは社会教育現場での活動では不可欠で
す。子どもたちと出会い触れ合い学び合いな
がら、体得していくことが求められます。

学校以外の教育の課題を
主体的に研究

社会教育の課題を理論と実践から学ぼう

出会い 触れ合い 学び合い

国語科教育研究
A・B
国語教育講座 教授　山元悦子

授業紹介

広島大学大学院教育学研究科博士
課程前期教科教育学（国語科教育）
専攻修了。平成5年より福岡教育大
学着任。読書指導やコミュニケーショ
ン能力を育てる国語教育について発
達論的アプローチから研究中。

山元　悦子（やまもと　えつこ）
教員プロフィール

　「国語科教育研究A・B」は，中学校･
高等学校の国語教師になるための教員
免許状取得上の必修科目（必ず受けな
ければならない科目）です。
　この授業は，国語教師に必要な，生徒
の言葉を聞き取る力・表現力・授業を創
る力を養うことが目的としています。

　この目的を達成するために，授業は講
義を聞くばかりでなく，聞いて返す対話型
スピーチや・グループディスカッションを取
り入れたものになっています。また，授業
を創る力を身につけてもらうために，実際
に短歌を創って鑑賞したり，意見文を書
いたり，物語文を扱った授業案を作成す
る等，実習を通して学んでいきます。
　希望する学生には，教師のティーチン
グアシスタントになってもらい，生徒に声を
かけながら出席を取ったり，提出物にコメ
ントを付けて返却する作業を体験してもら
うこともあります。

　自らの言葉を見つめる意識や，言葉を
磨いていこうとする姿勢を持ち続けるこ
とが国語教師の素養です。そしてその意
識を生徒にも伝え，育てていける教師に
なるために，「言葉を育てることは，心を育
てること」をスローガンに授業を行ってい
ます。

授業のねらい

授業の内容

国語教師に求められること

社会教育課題研究Ⅰ
福祉社会教育講座 教授　井上豊久

学生のスピーチを聞いて，ふたりの学生が対話をしているところ。中央に座っているのがティーチングアシスタン
トの学生。教師の手を借りず，学生たち自身が聴き合い，感想を伝え合う共感的な教室の雰囲気を作っていく練
習です。

一人の学生が書いた意見文を机の中央において，学生同士がアドバイスしあっているところ。書くことの指導の
プロセスのうち，相互評価の仕方を学んでいます。

広島大学、大阪大学を経て、平成3
年より本学へ。文部科学省家庭教
育調査共同研究員。福岡県社会教
育委員の会議議長。日本生活体験
学習学会理事。NPO子どもとメディ
ア理事。

井上　豊久（いのうえ　とよひさ）
教員プロフィール
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A・B
国語教育講座 教授　山元悦子

授業紹介
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Basketball CLUB
　私たち男子バスケットボール部は、選手１６名、マネージャー
２名の計１８名で週５日活動しています。
　部員はみんな個性的で練習の時は練習に集中し、チーム全
体で盛り上げ、厳しく練習に取り組んでいます。しかし、練習が
終われば切り替えて楽しく過ごすメリハリのある部活です。私た
ちは指導者が不在のなか、キャプテンを中心に自分たちで練習
メニューを考え、チームメイトと時には競い合い、また、時には励
まし合いながら切磋琢磨し技術向上に向け練習しています。そ
のような練習の成果が実り、去年の冬、全国教育系10大学バ
スケットボール競技大会で優勝することができました。
　これからもチーム全体で切磋琢磨しながら、さらなる技術の
向上とチーム力の向上をはかり、高い目標に向け努力していき
ます。
　男子バスケットボール部はバスケットボールを心から好きで
本気で上手くなりたいと思っている部員ばかりです。
　本気でバスケットボールが上手くなりたい方や、やる気がある

方、また、そのような部員を支えたいというマネージャー志望の
方はぜひ見学をしに体育館にお越しください。待っています。

　私たち管弦楽団は、部員数約７０名で活動しています。主な
活動として、５月にアクロス福岡シンフォニーホールにて行う
「定期演奏会」を最大行事として取り組んでいます。また秋に
は、県内各地の小学校などに出向いて行う「訪問演奏会」や、
大学祭への出店をしています。その他にも、学内外を問わずさ
まざまなところで演奏活動などを行っています。
　定期演奏会で「素晴らしかった。ありがとう。」と言っていた
だいたり、訪問演奏会で、子どもたちの笑顔に接したり、先生
方からお礼の言葉を頂戴したりと、大きな達成感を得られるの
も、この部活だからこそだと思います。
　管弦楽団には音楽科の部員もいますが、他専攻の部員も
少なくありません。実際にこの原稿を作成している私も専門は
言語学です。大学生になるまで「オーケストラってなに？」といっ
た具合で楽器を始めた部員もいますし、高校までとは違う楽器
に挑戦している部員もいます。
　「何か新しいことを始めてみたい！」という方も、「楽器を大学
でもやりたい！」という方も、少しでも興味のある方は、是非ふ
らっと来てみてください。部員は随時大募集中です！！主に月・

水・木曜の１７時半より音楽教棟にて練習を行っています。ま
た、演奏会にも足をお運びください。部員一同、みなさんを心よ
りお待ちしています。

２月の研究室旅行（熊本・通潤橋）

男子バスケットボール部

管弦楽団

C I R C L E  I N F O R M A T I O N
サ ー ク ル 紹 介

共生社会教育課程国際共生教育コース ３年　尾形 一樹

初等教育教員養成課程家庭選修 １年　雨谷 小春
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技術科教育実験室でのゼミ

研 究 室 ・ 講 座 紹 介

　「技術科教育研究室」は、教育場面で、技術やものづくりに関する概念、ものづくりに関係
する技能等をどのように指導・形成させられるかを主なテーマとする研究室です。所属するの
は初等「技術ものづくり選修」、中等「技術専攻」の３・４年生及び大学院生で、本年度は６
名の学生が所属しています。
　技術（科）教育と聞くと、中学校・高等学校で行う教科・科目のイメージが強いかも知れませ
ん。しかし、ものづくりを首尾よく行うための技能（巧緻性）、構想力、計画力（段取りする力）、
立体的空間認知力などは、小学校あたりの発達段階で大きく伸びる可能性が指摘されてお
り、中学校以降に技術・ものづくりに関する教育をスタートするのでは「遅すぎる」と考えます。
したがって、研究対象は小学校・中学校・高等学校の全てです。なお、前述のような分野・
テーマの研究を進めるにあたっては、児童・生徒の内面（認知的側面）を探る必要が生じるこ
とが多いため、データの収集・分析に心理学的な手法を用いることも少なくありません。
　所属する学生には小学校教員を志望している人も多いので、小学校での実践、例えば小
学校「図画工作科」の工作における技術・ものづくり教育の内容・方法等についての検討も
積極的に取り組んでいます。また、カリキュラム開発や諸外国の技術・ものづくり教育の現状
等を研究テーマとする学生もいます。
　このように、「技術科教育研究室」は技術・ものづくり教育に関わる幅広いテーマに目を向
けている研究室です。「教育研究」を標榜する研究室ですので、所属している皆さんにはでき
るだけ教員等、教育に関わる仕事を目指して欲しいと願っています。

　技術教育講座は、技術科教育、職業教育、木材加工学、金属加工
学、機械工学、電気工学、情報工学、作物栽培学の８研究室からなり、
現在８名の教員が所属しています。
　研究領域は、工学系から農学系の多岐にわたっており、多様な材料
の開発や加工から、ロボット、ＩＴ、そして農場での作物づくりまで、全国で
も類を見ないレパートリーの広さと充実度を誇っています。各教員は、そ
れぞれの専門分野の研究を進めるとともに、その成果を学会やシンポジ
ウム等で多数発表しています。
　また、教員８名が連携・協力し、一丸となって初等教育教員養成課程
技術ものづくり選修、中等教育教員養成課程技術専攻の学生指導に
あたっており、そこでは「技術」のすばらしさや「ものづくり」の楽しさを体得
させるとともに、それに関連する教材、教具、および題材の開発や指導
法のあり方について深めることを重視した教育・研究を行っています。

技術教育講座  有川 誠 研究室

技術教育講座
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学校、教育委員会等との連携学校、教育委員会等との連携

　理科教育講座には様々な専門分野の教員が在籍しており、専門の研究に必要な器具や設備が整っています。物理・化学・
生物・地学・理科教育の全領域に渡って、基礎から専門性の高い先端研究レベルまで、学校現場・教育委員会や地域社会から
の幅広いニーズに対応できるのが本学理科教育講座の特色と言えます。近年、初等中等教育と高等教育との接続が重視さ
れる中で、学校現場や教育委員会と大学との連携が急速に広まっています。本学の理科教員も、これまでに様々な社会連携
事業に取り組んできました。ここでは、私が関わっている社会連携事業の中から、最近の高大連携事業について紹介します。
　なお、本学の社会連携推進室では、高大連携事業を年度計画の1つとして積極的に取り組んでいます。

　本学は、平成１７年度から継続的に高大連携事業に取り組んでいま
す。具体的には、理数科１年生を対象とした「理数科サマーセミナー」を
高大連携事業に位置づけ、７月下旬から８月上旬の間の２日間、本学の
自然科学教棟内の実験室・研究室を使って、物理・化学・生物分野の専門
的な内容の実験を行っています。ここ数年は、大学での実験後、生徒た
ちが高等学校で行う「理数科課題研究発表会」に向けての発表準備の
支援と発表当日の指導助言まで行っています。
　鞍手高等学校は、本年度から５年計画で文部科学省からスーパーサ
イエンスハイスクール(SSH)の指定を受けました。SSHは、指定を受
けた高等学校等が、先進的な理数教育を実施するとともに、高大接続
の在り方についての大学との共同研究や、国際性を育むための取り組
みを推進するものです。そこで本年度からは、従来の高大連携事業を
２・３年生にも広げて内容を発展させるとともに、新規事業も取り組む
予定です。　

　本学と同じ宗像市内にある東海大学付属第五高等学校とは、同校
が採択された科学技術振興機構のサイエンス・パートナーシップ・プ
ロジェクト(SPP)事業を通して高大連携事業に取り組んできました。
平成２０年度以降は化学分野を中心に取り組みましたが、平成２１～
２３年度の３年間は、高校において「地域連携教育プロジェクト」が実
施されたため、高大連携を拡張させ、地元中学校（宗像市立自由ヶ丘
中学校）も含めた中高大連携、行政や企業との連携にも取り組みま
した。特に、昨年度にトヨタ自動車九州株式会社と福岡県商工部自動
車産業振興室との連携で行った「燃料電池車を使った授業」は、教育
機関同士の連携を超えた新たな連携基盤を確立できたものと考え
ています。
　また、平成２２年度より宗像市を始め、様々な機関・団体等が連携し
て開催している「世界一行きたい科学広場 in 宗像」には、本学と高等
学校からも実験・もの作りのコーナーを出展しています。今年も８月１
１日（土）に宗像ユリックスで開催予定です。

　学校現場との連携事業は、大学と学校現場が相互に理解を深め、お互いの教育活動や研究活動の活性化に繋
げていくことが大切だと考えています。このため、これらの事業には本学教員だけでなく、教員を目指す学生たち
にもボランティアやティーチング・アシスタント(TA)として関わってもらうようにしています。学生たちには、連携
事業への参加を通して、理科教員に必要な知識・技能の修得にとどまらず、広く社会経験を積むことで、力量ある
理科教員になることを期待しています。

福岡教育大学では、学校、教育委員会及びその他の
機関・団体との連携事業や共同研究を推進し、
その成果を積極的に社会に還元します。

社
会
連
携

連携内容の紹介

高大連携
理科教育講座 伊藤 克治 教授

連載第2回

福岡県立鞍手高等学校  との連携

東海大学付属第五高等学校  との連携

⑥

　サイエンスキャンプとは、夏期休業・冬期休業・春期休業の期間中、高校生が先進的な研究施設や
実験装置がある研究現場で直接体験して学び合う「先進的科学技術体験合宿プログラム」のことで
す。全国の様々な大学や研究所で開かれていますが、本学理科教育講座では、平成２０年度から「先端
機器で拓く身の回りの科学」という講座を開いています。毎年、１２月２５日～１２月２７日の２泊３
日で全国から２０名の高校生を受け入れ、自然科学教棟内で実験・観察を行っています。昨年のキャ
ンプでは物質・天文分野に焦点を絞り、本学保有の先端機器を使った実験・実習を行いました。今年
も同じ日程で実施する予定です（募集は１０月上旬頃に開始します）。

番外編

ま  と  め

⑦

学校、教育委員会等との連携

▲核磁気共鳴(NMR)装置による構造解析

学校 との連携

▲燃料電池車を使った授業

▲ポーラログラフィーによるビタミンCの定量 ▲X線構造解析の実験 ▲うがい薬を使った酸化還元滴定

写真（上）40cm反射型天体望遠鏡による観測
　　（下）香料の合成

▲高校生による中学校への出前授業 ▲「世界一行きたい科学広場 in 宗像 2011」の様子 ▲色と透過度を調べる実験
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高校生のための☆先進的科学技術体験合宿プログラム
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宗像市立自由ヶ丘小学校

校長 大庭　多美枝さん
昭和5１年３月

小学校教員養成課程社会科卒業

九州大学大学院農学研究院

助教／作家 佐藤　剛史さん
平成8年３月

中学校教員養成課程社会科卒業

（　　　　　　　　　　　　　　　）

　私は、昭和４７年小学校教員養成課程社会科に入学。昭和
51年から教職に就き、３７年目を迎えました。現在は、宗像市
立自由ヶ丘小学校の校長として、子ども達をよりよく育んでい
くために、職員・保護者・地域と力を合わせてよりよい学校づく
りに努めています。
　「教師になりたい。」
　小学校の時から思いを抱き、教育大学に進学することを中
学校・高校時代の目標にしていました。それほど優秀でない私
が、現在教職に就いているのは、「教師になりたい。」という強
い思いがあったからです。
　教師は、子どもとともに成長できる、子どもの成長にかかわ
ることができる、子どもの成長を支援することができるといっ
た喜びを味わうことができるすばらしい職業です。　
　校長に就任して、毎日登校してくる子ども達と朝のあいさつ
を交わしています。
　課題を抱えた子に、言葉かけを続けていましたが、表情も変
わらなければ返事もありませんでした。思いが伝わっていない
と感じていました。
　ところが、ある朝、玄関であいさつをしている後ろから「おは
ようございます。」と元気な声が聞こえてきました。振り返って
驚きました。今まで話しかけても、表情一つ変えなかった子が、
笑顔で自分からあいさつをしてくれました。
　うれしくてうれしくて、さっそく職員室にいた担任に報告し、
喜びを共有しました。次の日も、手を振って「おはようございま
す。」とあいさつをしてくれました。
　子どもから、子どもは無限の可能性を秘めていることを教
えられました。

　そして、子どもから、元気と意欲をもらい、教師は、やはりす
ばらしい職業だと実感することができました。　
　忙しさや大変なことも数多くありましたが、明日も子ども
達の笑顔を見たいという思いが、３７年間の教職生活の支え
でした。
　昨年度から、「教職研究」の講座で、講義をする機会を与え
ていただき、多くの学生の皆さんと接することができました。
　講義を真剣に聴いている皆さんの姿に、大きな希望と期待
をいだいています。

　一人でも多く、夢と希望と意欲を持って、教師というやりが
いのある職業に就いてくれることを切に願っています。

講義の感想から（一部抜粋）
○今日のお話で、私の教師になりたい！頑張りたい！という
気持ちは、ますます高まりました。
○教師は、責任重大で、勉強もたくさんしなければならな
いというような暗く重いイメージを持っていたのです
が、私も前向きに向上心を忘れない教師になりたいと
思うようになりました。

（　　　　　　　　　　　　　　　）

　6月1日。とある授業でボランティア体験談を話さなければならな
かった。その授業を担当していたのが佐藤さん。「自炊男子」著者 佐藤
剛史さんの奥さんだった。昼食の時に、僕は驚きを隠せなかった。佐藤
剛史さんをTwitterでフォローしていたし、ニュースでも見たことある
人だったからだ。その時はその名前を心の中に書きとどめていた。
　6月4日。とある友達に「自炊男子って本、知ってる？読んでみてくれ
ない？」と言われた。知っているも何も、今僕の心の中で一番気になる
人物だ。という流れで、僕はこの本と運命的に出会い、友達のすすめで
読むこととなった。
　本の内容も僕にピッタリだった。栽培学研究室に所属し、栽培愛好
会で活動する僕は食や農について考えることは多いほうだ。しかし、日
頃に食の大切さを考えることはあまりなかった。「命の時間をいただ
く」「おいしく食べる」さまざまな言葉が、僕の中にすっと入っていくの
が分かった。本を読んだ後、いつもご飯を作ってくれる母に、ちゃんと
「いただきます」って言いたくなった。

福 教 大 卒

　現在、38歳。福岡教育大学に入学して、20年が過ぎまし
た。皆さんは、20年後の自分を想像できますか？
　私は、全く想像していませんでした。「地元の大分に戻り、高
校の先生になれたらいいなぁ～」くらいのもんでした。
　でも、実際には、現在、九州大学の農学部の助教として研究・
教育活動を行いながら、作家として、これまで10冊の本を書
きました。何冊かはベストセラーになりました。全国各地で、年
間100回以上の講演活動も行っています。飲食店のオーナー
でもあります。
　自分の人生なんてこんなもの、なんて思っちゃいけない。自
分の可能性も、限界も決めるのは自分自身でしかありません。
皆さんの可能性は無限です。
　ただし、私の人生がずっと順風満帆だったかというと、そうで
はありません。大学入試にも失敗して志望大学には行けず、教
員採用試験には、２度も落ちました。九州大学農学部の大学院
に進学してからは、全く勉強について行けず、はっきり言って落
ちこぼれ。本当に辛い時期でした。
　だけど、ある論文コンテストに応募したところ、最優秀賞100
万円を頂きました。あとで調べて分かったのですが、その論文
コンテストの応募者は、わずか100人でした。現在、日本には、
280万人の大学生がいます。誰にでも応募する権利はありま
す。だけど、2,799,900人は、「論文なんか書けない」「自分に
はムリ。関係ない」なんて思って、挑戦さえしないのです。

　私は、そのときに悟りました。人生は、「できるか、できない
か」ではなく、「やるか、やらないか」だと。それ以降、「やろう」と
決め、本を書いたり、会社を作ったり、思いついたことは必ずや
るようにしています。
　やってみれば、できちゃうものです。「できない」ということ
をやらない理由にしちゃいけない。
　一見、今の仕事に、教員免許や教育実習の経験は、何も関係
ないように見えます。私自身「無駄な経験だった」と思った時期
もありました。
　でも、今となれば、講演する際には、教育実習の経験が本当
に役立ちますし、食育の本を執筆する場合に、福岡教育大学で
学んだ経験が役に立ちます。
　人生は大きなパズルのようなものです。挑戦すれば、その成
果として１つのピースが与えられます。「合格」という、そこにピ
タッと当てはまる、自分が望むピースをもらえればよいのです
が、「失敗」という、どこにはめていいのか分からない、自分が
望まないピースをもらうときもあります。
　人は必ず失敗します。だけど、今、必要ないからといってそ
のピースを絶対に捨ててはいけません。そのピースがなけれ
ば、人生の絵は完成しません。
　いつか、きっとピタッと当てはまる箇所が出てきます。そし
て、そのときになって思うのです。「あ～、あの経験はこのた
めだったのか」って。

第2回

（校長）宗像市立吉武小学校
平成２３年度修了式

（教諭）
宗像市立吉武小学校
学級担任時代
平成８年度１年生担任時の
給食指導風景

▲

▲

僕とこの本の出会いは運命だったのかもしれない。

福岡教育大学 大学院 教育学研究科
教育科学専攻 技術教育コース ２年

松尾　啓司さん
平成23年3月 福岡教育大学
中等教育教員養成課程 技術専攻 卒業

▲（教諭）宗像市立吉武小学校学級担任時代
　平成８年度福岡県新任栄養職員研修会における研究授業風景

まつ お  　  ひろ し
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平成２３年度修了式

（教諭）
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学級担任時代
平成８年度１年生担任時の
給食指導風景

▲

▲

僕とこの本の出会いは運命だったのかもしれない。

福岡教育大学 大学院 教育学研究科
教育科学専攻 技術教育コース ２年

松尾　啓司さん
平成23年3月 福岡教育大学
中等教育教員養成課程 技術専攻 卒業

▲（教諭）宗像市立吉武小学校学級担任時代
　平成８年度福岡県新任栄養職員研修会における研究授業風景

まつ お  　  ひろ し



T O P I C S

　新設工事中であったキャリア支援センターが落成し、５月９日に竣工記
念式典を行い、同日に新規オープンしました。
　キャリア支援センターでは学生の就職支援、キャリア形成支援を行って
いますが、これまでは、十分なスペースがなく不便を生じていました。
　新センターは、これまでのイメージを一新し、広く開放された明るい空間
に生まれ変わりました。学生のみなさんが気軽に就職情報の収集や友達
との情報交換等に利用できる開放的で明るいオープンスペースになって
います。周りを気にせず落ち着いて就職相談や面接練習ができるような
配慮も行っています。
　キャリア支援センターでは就職支援アドバイザー３名を含む合計7名の
職員で、学生のみなさんを常時お待ちしています。教員採用試験の過去
問や県別参考書、公務員採用試験に関する参考書等、また一般企業希
望者には、求人票の閲覧が可能で、履歴書やエントリーシートの添削、面
接の練習等も随時受け付けています。書籍等の貸出しも可能です。
　学生のみなさんが学内で一番集う学生会館に移転しましたので、就職
活動中のみなさんはもちろん、学年を問わずより多くのみなさんに気軽に
立ち寄って大いに活用していただくことを期待します。

　この度、JOYAMA通信に柔道部
をとりあげていただき、本当にうれしく
思います。我々柔道部はシドニーオリ
ンピック銀メダリスト、楢﨑教子先生
の指導のもと、日々精進しています。
部員一人一人みな、「志」は高く、練
習では一切手を抜きません。先日の
試合では、七人制の団体戦に六人
で挑み、見事一部に昇格し、全国大
会出場を決めました。部員はみんな
仲が良く、チームワークはどの大学に
も負けません。これからも努力し、い
つか日本一のチームになれるように
がんばっていきたいと思います。

　大学や学生情報のアイデア提供、広報誌の取材・写真撮
影、ポスター・ホームページのモデル、大学ホームページの
モニター、制作への参加、その他大学の広報活動全般に関
わってみませんか！！！
　詳細は担当者までお気軽にお問い合わせください。

●応募方法等
　以下の4項目を記載のうえ、kouhou@fukuoka-edu.ac.jp
宛てにメールでお申し込みください。
　1.所属・学年
　2.氏名（ふりがな）
　3.連絡先（電話番号・E-mail）
　4.大学広報におけるアイデアや提案
　受付後、こちらから連絡します。
　なお、応募者多数の場合は、選考の上、結果をご連絡いたします。

●問い合わせ先
　経営政策課　金子
　TEL 0940-35-1205
　E-mail kouhou@fukuoka-edu.ac.jp

石坂　翔平さん

本人からのメッセージ

生涯スポーツ芸術課程 
スポーツ科学コース２年 
（福岡県立北筑高等学校 出身） 

いし　ざか　　  　しょう  へい

石坂さんは、昨年、男子７３ｋｇ級
で九州ジュニア２位という成績を
収め、各階級１８名のみがエント
リーする全日本ジュニア柔道体
重別選手権大会への出場を果た
しました。今年はオリンピックイ
ヤー。日本柔道も気になります
が、福教大柔道部も期待大です。

福岡教育大学の魅力を高校生・受験
生を始め、地域の皆様に知ってもらう
ために、広報・広告活動にボランティア
として参加・協力してくれる福教大生
を大募集。
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キャンパスからの 便 りCampus letter

今後の主な事業予定

　「図書館」と「情報処理センター」が統合され、新しく「学術
情報センター」がスタートしました。これまで別々に行われてい
た、学術資料の提供と情報機器・ネットワークのサービスを同
じセンターで行うことにより、教育・研究・学習への機能向上
を目指したものです。 
　施設の利用につきましては、「図書館」「情報システム館」
として、これまでどおりのサービスを行います。今後新たなサー
ビスも提供していきたいと考えておりますので、皆様のご要
望・アイデアをお聞かせ下さい。　　　

学術情報センター
「図書館」と「情報処理センター」が
統合されました！ 　後援会では学祭最終日の11月25日（日）に本学卒業の

児童文学作家の坂井ひろ子氏を招いて文化講演会を開催
します。詳細は7月発行の「後援会だより第65号」やホーム
ページでお知らせいたします。学生・保護者の皆様のたくさん
のご参加をお待ちしております。

後援会
文化講演会のお知らせ

　表紙は美術教育講座の服部一啓先生の作品です。内容
は、「実習あれこれ」、「時間を大切にして有意義な学生生活
を送れますように」、「タフに、自由に」、「自己表現の３つのタ
イプ」、「体にも心にもよい食事を」、「タクシーに揺られて」、
「仙台、石巻の現状」、「ひとりごと61」、「花粉症」、「たばこ
の話」など盛りだくさんです。是非手にとってご覧ください。

保健管理センター
MESSAGE No.103
2012 春号

後援会事務局
TEL・FAX： 0940-33-8070
URL： http://www1.ocn.ne.jp/̃kouenkai/
e-mail: kouenkai@eos.ocn.ne.jp

広報企画室より

　平成24年4月29日（日）11時より第37回定期総会を開催
いたしました。
　総会では、城山会顧問築地徹先生に、論語“一以貫之”の
講話を、懇親会では、大学役員の先生方5名のご臨席を賜
り、代表して理事兼副学長の櫻井孝俊先生にご挨拶をいた
だきました。福岡県28支会、長崎、佐賀、宮崎、山口県の代
表者が約120名参加し、会員相互の交流を深めました。

同窓会 城山会
平成24年度 城山会定期総会開催

同窓会城山会事務局
TEL・FAX： 0940-33-2211
e-mail： jouyamakai@able.ocn.ne.jp

　JOYAMA通信の表紙をかざる学生を募集しています。学生生活の思い出や記念に表紙のモデルに
なってみませんか？詳しくは担当者まで。

表紙モデルの福教大生を募集！！

経営政策課　金子
TEL: 0940-35-1205
e-mail: kouhou@fukuoka-edu.ac.jp

8月5日（日） 城山会研修会
福岡リーセントホテル　3時～

今後の主な事業予定
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■ＪＯＹＡＭＡ通信24号をお届けいたします。今号は、小学校では昨年度
より、中学校では今年度より、新学習指導要領が完全実施となったこ
とから、新しい教育内容や方法を学ぶ福教大生を特集しました。これか
らの教育課程に十分対応できるよう、より実践的・学問的な授業力を身
に付けた教員を目指すべく、大学での日々の授業に勤しむ学生たちの
奮闘ぶりを今後も紹介していく予定です。（広報編集部）
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