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■JOYAMA通信25号を秋の大学祭に合わせてお届けいたします。就職
状況が相変わらず厳しい中、本学の状況はどうでしょうか。教育大学と
はいえゼロ免課程もあり、教員だけでなく多様な進路の可能性がありま
す。そうした状況を特集しました。また障害学生への支援を担う支援室
にもスポットを当てました。今号から学生広報スタッフが作成に係ってい
ます。今後も活動範囲を増やしていく予定ですのでどうぞよろしくお願い
します。

（広報編集部）
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　就職の相談を誰にしたらいいのか悩んでいませんか？
　「キャリア支援センター」では、進路・就職に関する悩みなど、
みなさんが納得するまでサポートいたします。

　近年は、福岡県内の教員採用数が増加していること等の影響により、教員採用試験合格者数は少しずつではありますが着実に増加してい
ます。特に小学校では増加が大きく、福岡県では志願倍率が３～４倍程度となり、その状況は暫く続くことが予想されることから、早い段階か
らしっかり準備しておけば十分合格することができるレベルであると言えます。キャリア支援センターでは、２年次後期から４年次前期まで継
続的に教員採用試験特別講座を実施し、教員を目指す学生のサポートを行っています。
　また、一般企業、公務員を目指す学生に向けても、３年次にキャリアアップセミナーや就職説明会等を実施し、きめ細かいサポートを行って
います。
　夢の実現のため、これらのプログラムを積極的に活用してください。　

学部及び大学院の卒業生・修了生754名のうち、403名(53.4%)が教員
（講師等臨時的任用を含みます。）、167名(22.1%)が企業・公務員等に就職
し、69人(9.2%)が大学院等へ進学しています。前年度と比較して、教員就
職者、企業公務員就職者とも若干増加しています。

　福岡教育大学は、教育に関する教育・研究を総合的に行う九州地区の拠点大学と
しての役割を担ってきましたが、それは今後の社会においても変わることのない目的で
す。このような役割を担う本学は、次世代の教育・社会を担う人材を育成することでそ
の責務を果たすことができるでしょう。一方でこの大学の目的は、学生の皆さんにとっ
ても共通の目的であると思っています。本学で学んでいる学生は、各課程で豊かな教
養と深い専門的知識技能を獲得することを通じて、次世代を担う有意な人材となるこ
とを自らが望んでいます。その学生の夢をキャリア支援センターは学生の将来を「就
職」という観点から支援する役割を担っています。
　平成24年にキャリア支援センターは学生会館に移設されました。リニューアルされ
た施設ですがスタッフは変わらず懇切丁寧な指導を行っています。教員採用試験対策
（①個別相談・②特別講座・③学外のセミナー紹介）、就職相談（①企業研究・②
履歴書作成等）などは、常に課題を話し合いながらスタッフとともに検討を重ねて、少
しでもより良い就職サポートにつながるように尽力している所です。
　学生の皆さんにとっては「就職」は人生の最大の分岐点になるのでしょうが、それ
は保護者の方々や指導してくれた関係者の方にとっても同様のものであると思ってい
ます。キャリア支援センターとしては、学内向けの情報発信だけでなく、学外の関係者
の方々にもご理解をいただけるように就職に関する情報を適切にお伝えしていかなけ
ればなりません。今後においても充実した就職支援体制を構築していきたいと考えて
いますので、関係者の皆様にはご支援の程、よろしくお願い申し上げます。

キャリア支援センター長
大竹　晋吾

進路で悩んでいませんか？
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（注1）「教員就職者」には講師等臨時的任用を含む。

（注4）公務員には国立大学法人を含む。

（注2）大学院の「就職者」には現職教職員を含む。 （注3）９月卒業生を含む。

●卒業後の進路状況（平成24年5月1日現在）
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　表紙モデルの福教大生☆
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　勉強は独学で一人でも進めることができますが、公務員試験は面接対策がつい
遅れがちになってしまいます。行き詰まった時、センターを訪れていました。そこで、な
ぜ？どうして？この仕事がしたいのか等、考えるきっかけをもらうことができました。目
的が無くても取りあえずセンターに行ってみることが、やる気や行動を起こすきっか
けに繋がると思います。皆さんも是非一度キャリア支援センターに行ってください！

・教採試験の勉強内容でわからない事があった
時、また、伸び悩んだ時に来ています。気分的に
落ち着かない時でもここに来ると落ち着きます。
・教採特別講座の日程やその他就職関連の情報
を得るために来ています。

・前のセンターに比べて随分広くなり、学生
用の机・椅子も増え、ＰＣが設置され、とて
も使いやすくなりました。また、アドバイザー
の方の席が近くになった事によって、すぐ声
を掛けることができ、わからない事があって
も質問しやすくなりました。
・中庭や生協の近くになったことで、行く頻度
も増えました。
・前のセンターは狭く『事務室』という感じが
して、長居をしていいものかと思う事もあり
ました。また、とても入りづらかったです。

　キャリア支援センター業務の事務
総括を担当しています。「こんな対策
をしてほしい！」「こんな情報がほし
い！」ということがあればお知らせくだ
さい。学生の皆さんが希望の進路に
進めるよう、全力でサポートします。

キャリア支援センターを
大いに活用してください！
（事務 ： 北村室長）

　就職ガイダンスや、校内での会社説明
会の企画運営などをしています。履歴
書、ESの添削や、模擬個人面接なども
行っています。学生さんとの会話を通じ
て、一緒に自己分析をしていくことを得
意としています。

企業・公務員担当です！
話がしたい時はぜひ寄ってみてね。
（事務 ： 渡邊就職コーディネーター）

　事務補助、キャリア科目、
その他。
　進路などで少しでも悩ん
でいるみなさん何でも相
談してください。

学生のみなさんが、
気軽に相談できる
キャリア支援センターです。
（事務 ： 今奈良事務補佐員）

　教員採用試験に関するデータの整理や、
教員採用試験の指導、教員採用試験の過去
問題の整理、教育関係法規の指導等をして
います。
　先生になるために、福岡教育大学を選択し
て良かったと思ってもらえる指導をします。

教員採用試験の正確な情報、
新しい情報は任せて！
（久光就職支援アドバイザー）

　教員採用試験のデータの整理、教
員採用試験に関すること全般の指
導をしています。また、教員としての
心構えや授業についても指導して
います。学生のみなさん、キャリア支
援センターに足を運んでください。

教員採用試験の論文の書き方・
指導案の書き方・模擬授業の
指導は任せて！
（黒水就職支援アドバイザー）

　3年次から4年次対象の「特別講
座」の企画、運営。
　とくに、直前対策（試験年度の4月
～8月）では、「集団面接・集団討論試
験対策」「模擬授業＋個人面接対策」
の企画と運営に当たっています。
　先生に求められる「実践的指導力
の在り方」について指導します。

教員採用試験に関することなら
なんでも聞いて！
（山中就職支援アドバイザー）

　教員採用関連、インターン
シップ等を担当しています。
　学生会館2階に移転したキャ
リア支援センターで皆さんのお
越しをお待ちしています。どう
ぞ気軽に訪ねてくださいね！

進路が決まったら、報告してね！
（事務 ： 石本主査）

キャリア支援センタ
ー

大解剖
キャリア支援セン

ターは、豊富な教
職経験を持つ就職

支援アド

バイザー３名、そ
して室長をはじめ

とする事務職員４
名（うち１

人は就職コーディ
ネーター）計７名が

、いつも懇切丁寧に
、且つ笑

顔で皆さんの指導
・相談等に応じてい

ます。

初等教育教員養成課程 学校臨床教育学選修 ４年 松本 善江さん
（山口県立山口中央高等学校出身）

左：特別支援教育教員養成課程 4年 花島 由季さん
　  （福岡県立宗像高等学校出身）

右：特別支援教育教員養成課程 4年 安徳 瑠衣さん
　  （佐賀県立武雄高等学校出身）

●新しくなったキャリア支援センターは
　どうですか？●どんなときにキャリア支援センターを

　利用しますか？

北九州市職員（一般事務・上級）に
合格しました！

キャリア支援センター利用中の学生に聞きました！
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福教大NEWS 1 福教大NEWS 2
オープンキャンパス２０１２を開催しました
福岡教育大学では、７月２８日（土）にオープンキャンパスを開催しました。
今年も晴天に恵まれ、朝早くからたくさんの高校生や保護者の方にお越しいただき、２９００人ものご来場者を
お迎えしました！
　オープンキャンパスでは、大学説明会のほかに各コース等の紹介や体験授業、在学生による個別相談など、多彩なイベントが学内各所で開催されました。

　１２月上旬から「平成２５年度一般入試学生募集
要項」を配付予定です。請求については本学の公
式ホームページをご覧になるか、または入試課にお
問い合わせください。

平成25年4月からの
教育学部の入学定員等の変更について
福岡教育大学は、平成25年4月から、下記のとおり教育学部の入学定員等を変更します。
入学定員の変更内容は次の表のとおりです。

　これに伴い、「環境情報教育課程情報教育コース」及
び「生涯スポーツ芸術課程スポーツ科学コース」の募集は
停止します。
　上記の変更により、平成25年度の募集の内容は、左の
表のとおりになります。

来年度以降も、さらに進化した
福教大オープンキャンパスにできるよう、
スタッフ一同尽力いたします。
多数のご参加、誠にありがとうございました。

●大学説明会では、寺尾学長より「高校生へのメッセージ」と題
した話もあり、参加された高校生や保護者の方々が、熱心に
耳を傾けている姿が見受けられました。

●当日は、サークル活動の練習
も公開しました。中庭で演奏
を披露するサークルもあり、
大いに盛り上がりました。

●体験授業では、高校生や保護者の皆さんに大学での学びを体験
していただきました。
　また、在学生による相談コーナーでは、談笑を交えつつ和やかな
雰囲気のなか、高校生からの質問に在学生が答えていました。

●今年度は新たな試みとして、
西門から坂を登ってきたとこ
ろにモイスチャーミストを設
置しました。

　暑い中、坂を登ってきた皆さ
ま、少しは涼を感じていただ
けたでしょうか。

課程・募集人員及び入学定員

（現行） （改組後）

初等教育教員養成課程

中等教育教員養成課程

特別支援教育教員養成課程

共生社会教育課程

環境情報教育課程

生涯スポーツ芸術課程

課程 入学定員

300名

130名

50名

55名

40名

55名

初等教育教員養成課程

中等教育教員養成課程

特別支援教育教員養成課程

共生社会教育課程

環境教育課程

芸術課程

課程 入学定員

331名

147名

50名

55名

20名

27名

公式ホームページURL：
http://www.fukuoka-edu.ac.jp/

福岡教育大学入試課
〒811-4192　福岡県宗像市赤間文教町1-1
TEL： 0940-35-1235
FAX： 0940-34-1313
e-mail： nyushi@fukuoka-edu.ac.jp

日程・募集人員及び入学定員 日 程 ・ 募 集 人 員 募集人員

コース・選修・専攻 入学定員
課 程 前期日程 後期日程 推薦入試 私費外国人

計 留学生入試

国 語 選 修 ３０名 １０名

社 会 科 選 修 ３０名 １０名

数 学 選 修 ３０名 １２名

理 科 選 修 ３２名 １０名

英 語 選 修 １０名

音 楽 選 修 ８名 ４名 ４名

美 術 選 修 ８名 ６名 ５名 ３３１名 若干名
初 等 教 育 教 員 養 成 課 程

保 健 体 育 選 修 １２名 ４名 ８名

家 庭 選 修 １５名 ５名

技 術 も の づ く り 選 修 １０名

生 活 ・ 総 合 選 修 １０名

学 校 臨 床 教 育 学 選 修 １３名 １０名

教 育 心 理 学 選 修 １５名 ５名

幼 児 教 育 選 修 ９名 ６名

国 語 専 攻 １２名

社 会 科 専 攻 １２名

数 学 専 攻 ２０名 ８名

理 科 専 攻 ２０名 ５名

英 語 専 攻 １０名

中 等 教 育 教 員 養 成 課 程 音 楽 専 攻 ５名 ３名 １４７名 若干名

美 術 専 攻 ４名 ４名

保 健 体 育 専 攻 ９名 ３名 ６名

家 庭 専 攻 ７名 ３名

技 術 専 攻 １０名

書 道 専 攻 ３名 ３名

視 覚 障 害 児 教 育 専 攻
聴 覚 障 害 児 教 育 専 攻

特別支援教育教員養成課程 知 的 障 害 児 教 育 専 攻 ３５名 １０名 ５名 ５０名 若干名肢体不自由児教育専攻
病 弱 児 教 育 専 攻
言 語 障 害 児 教 育 専 攻

福 祉 社 会 教 育 コ ー ス ２２名 ８名
共 生 社 会 教 育 課 程 ５５名

国 際 共 生 教 育 コ ー ス １７名 ８名

環 境 教 育 課 程 環 境 教 育 コ ー ス １５名 ５名 ２０名
若干名

音 楽 コ ー ス ６名 ５名

芸 術 課 程 美 術 コ ー ス ５名 ４名 ２７名

書 美 コ ー ス ４名 ３名

合 計 ４３３名 １２８名 ６９名 ６３０名
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書 美 コ ー ス ４名 ３名

合 計 ４３３名 １２８名 ６９名 ６３０名



08 Joyama News vol.25 09

福教大NEWS 3
「学術情報センター」がスタート！

　福岡教育大学は、「TABLE FOR TWO」の理念に賛同し、平成２４年１月２６日（木）、九州の国
立大学法人では初となるTABLE FOR TWO自動販売機を学生会館前に設置しました。
　このたび、平成２４年１月～６月までの期間に、金額：４,１９７円、２０９食分の給食がアフリカの子
どもたちへ届けられましたのでご報告いたします。
　ご協力ありがとうございました。
　福岡教育大学は、今後も宗像市から世界の人 と々未来に向けて社会貢献活動に取り組んでま
いります。

▼TABLE FOR TWO公式サイト
　http://www.tablefor2.org/

※TFT自販機設置の詳細記事は、JOYAMA通信２３号のTOPICS（P.21）に掲載しています。

TFT自販機により、209食分の
給食がアフリカの子どもたちへ

福教大NEWS 6

大坪学術情報センター長（左）と寺尾学長（右）

学業成績優秀者奨学生と役職者 国際交流協定校へ留学する奨学生と役職者

福教大NEWS 4
平成24年度福岡教育大学未来奨学金授与式を実施
　7月13日（金）に平成24年度福岡教育大学未来奨学金授与式を実施
しました。併せて日本学生支援機構留学生交流支援制度（短期派遣）奨
学金授与式を実施しました。
「福岡教育大学未来奨学金」は、学生の学業及び海外留学を奨励するこ
とを目的として、本年度から新たに創設された本学独自の給付型奨学金
で、「学業成績優秀者奨学金」と「国際交流協定校派遣支援奨学金」の
２つがあります。本年度は、計31名の学生が奨学金を授与されました。
　授与式では、寺尾学長から「奨学生の皆さんには、学校教育現場、ある
いは地域社会等で指導的役割を果たし、活躍する人物となることを期待し

ています。また、留学の経験は、将来、教育に携わるうえで大いに役立ちま
すので、留学をする皆さんは、くれぐれも事故等のないよう、しっかり学んでき
てください」と激励の言葉が贈られました。
　これを受け、学業成績優秀者奨学生を代表して初等教育教員養成課
程国語選修３年の金子美智恵さんからは、「教師になるという夢にむかっ
て日々努力していきたい」と、国際交流協定校へ留学する奨学生を代表し
て中等教育教員養成課程英語専攻4年の加藤雄亮さんからは「留学先
はそれぞれ違っても、同じ志を持つ仲間と支え合いながら頑張ってきます」
と決意の言葉が述べられました。

福教大NEWS 5
ハンドボール「第４回女子ユース世界選手権大会」出場
　８月に開催されたハンドボール「第４回女子ユース世界選手権大会」
（開催都市：モンテネグロ　ボドゴリツァ・バール、参加国数：２０カ国）に、
本学の学生２名が日本代表として出場しました。
　大会前の８月９日（木）には、学長室にて奨励金授与式を行いました。
寺尾学長より激励の言葉が贈られるとともに奨励金が授与され、学生か

らは、お礼の言葉と「貴重な経験ができることに感謝し、多くのことを学ん
できます。決勝トーナメントに進出できるように頑張ります」という力強い抱
負が語られていました。
　本大会について、学生から報告がありましたのでご紹介します。

　私たちは８月１６日（木）から２６日（日）までモンテネグロで行わ
れたハンドボール「第４回女子ユース世界選手権大会」に出場し
ました。
　今大会では、日本初の決勝トーナメントに進出することができま
した。
　決勝トーナメントでは、ハンガリー、デンマーク、フランスと戦い、
僅差で負けてしまいましたが、様々な経験ができました。試合をし
ていく中で世界の選手との体格の違いを改めて痛感しました。
　また、今大会のプレーに満足するのではなく、もっと世界に通用
するように日々努力し、この経験を今後のハンドボール人生に生
かしていきたいと思います。
　ご支援くださいました皆様方に心から感謝し、お礼申し上げま
す。本当にありがとうございました。

　平成24年7月から、附属図書館と情報処理センターの統合によって「学術情報センター」が新たに
スタートし、7月2日（月）には、学術情報センター図書館玄関において、学長・理事をはじめ関係者の出
席の下、銘板の上掲式が行われました。
　上掲式では、寺尾学長の祝辞の後、学長・大坪センター長によって、「学術情報センター」の銘板の
上掲が行われ、続いてセンター長から抱負が述べられました。この中で「今後はこれまで別々に行われ
ていた情報システム・ネットワーク関係業務と、学術資料の提供の業務について、マクロな視点から見
直し、より合理的・効果的な情報の運用や機能の向上の実現が可能になります。新しいセンターは、
教育・研究・大学運営の向上・改善の中核的な役割を果たすことが期待されています。研究部門の立
ち上げなど、積極的に取り組んでいきたい」と、統合の意義とメリットを踏まえた今後の取り組みへの決
意が述べられました。

初等教育教員養成課程保健体育選修
（山口県立華陵高等学校出身）

生涯スポーツ芸術課程スポーツ科学コース
（山口県立華陵高等学校出身）

（左）

（右）

１年　河野　　萌さん　

１年　水落　萌香さん
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障害学生支援室

2 　障害学生支援室は、平成２１年度に開設され、障害のある学生への教育及び学生生活の支援を
行っています。また、「独立行政法人日本学生支援機構 障害学生修学支援ネットワーク」の九州・沖
縄地区拠点校、「日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク（PEPNet-Japan）」参加校として、
修学支援に関する情報提供を行っています。
　現在、約６０名の学生が支援スタッフとして授業でのノートテイク等の支援や学内生活における
支援を担当しています。様々な課程の学生が、授業の空き時間等を利用しながら、明るく、向上心を
もって活動しています。

　聴覚に障害のある学生が授業情報を得るために、パソコンノートテイクを行っています。
音声情報をパソコンで全て文字情報に変換する「通訳」としての役割を担っています。タイ
ピングが速くなったり、パソコンに詳しくなれたり、要約の力が身についたり、テイカーにとっ
てもいいことがたくさんあります！ぜひ、一緒に活動してみませんか？

　他にも、字幕挿入教材や拡大教材の提供を行うための作業をしています。講義で使用する視聴覚教材に字幕を挿入するこ
とにより、聴覚に障害のある学生が情報を得られることになります。
　また、視覚に障害のある学生にとって見やすい形で拡大教材の提供も行っています。作業自体はとても簡単です。詳しくは障
害学生支援室まで！

支援室では、学生の皆さんと一
緒に支援について考え、楽しく
活動しています。
興味のある方はいつでも支援室
に来てくださいね。待ってます！

内田事務補佐員

10月からコーディネーター
として勤務しています。これ
まで障害福祉の分野で働い
ていました。何でも気軽に相
談してくださいね！

安田コーディネーター

特集

2特集

1
2

3

4 5 6

1.明るい雰囲気の室内 2.壁には、支援ス
タッフの顔写真付き自己紹介を貼っていま
す! 3.パソコンなどの機器もこんなに充実！ 
4.5.6.学年や課程をこえて、仲良くおしゃべ
りしたり、支援活動をしたりしています。

　週に１回、お昼休みの時間に
手話講座を開き、学生同士で楽
しく手話を勉強しています。
　聴覚に障害のある学生とたく
さん話ができるように、「支援室
では手話で話そう！」を目標にし
て、頑張っています！ 手話講座のポスター 手話講座の様子

支援室職員よ
り

支援活動の紹
介

手話講座

支援室って
こんなところで

す！

パソコンノートテイクの方法
タブレット型パソコンやスマートフォンを使ってテイクを行っています。

無線LANを使用するため、離
れた場所にいてもテイクが受
けられます。

PC

PC PC

支援を受ける学生

テイカーの学生

　私は今年度から授業のテイクに入るようになり、テ
イカーの仲間と協力しながらより確実な情報保障を
目指しています。支援室のメンバーや利用学生とは、
すぐに仲良くなれました。支援活動に興味がある人は
いつでも大歓迎です！

テイカーが入力した文字が、手元のタブレット型パソ
コンに表示されるようになっています。

共生社会教育課程福祉社会教育コース ２年

吉田 圭那さん

　私は特別支援を専攻しておらず、最初はとても不安でしたが、この手話講
座を通して楽しく手話を学んでいます。
　ぜひ皆さんも手話講座に参加しましょう！

環境情報教育課程環境教育コース ４年　桶田 ななさん

主に経理事務を担当しています。
明るくて元気な学生さんと、日々触
れ合い、楽しく仕事をしています。
皆さんもぜひ、お越しください！

木之下事務補佐員
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中等教育教員養成課程
英語専攻 3年
河津 凌さん

　最初はタイピングや
特殊なソフトを使用す
ることに対して不安が
ありましたが、色々と教
えてもらううちに慣れ
てきて、今ではすごく楽
しく活動できています！
とてもやりがいがある
ものなので、ぜひ一緒
にパソコンノートテイク
をしてみましょう♪を

障害学生支援室

　障害学生支援室では、各種講習・研修会や情報交換会を開催しています。９月５日（水）には、教育機関への支援導入を目
的として「聴覚に障害のあるかたへの支援技術講習会」を開催しました。九州地区の高等教育機関の教職員や大学生などの
参加があり、支援スタッフである学生が講師役を務め、障害学生支援室が行っている支援方法を紹介しました。

視聴覚教材に字幕を挿入
する作業を紹介。専用ソフ
トの使い方、文字起こしの
方法やルール等について
説明しました。

講習の中では、パソコンノートテイク
による情報保障も行いました。

パソコンノートテイクの手順や活動の際の注意点、多様な場面に対応する方
法など、事例を交えつつ紹介しました。参加者の方にも実際にテイク作業を
体験してもらいました。

2特集

特別支援教育教員
養成課程 ２年

髙戸 季来さん

大学院 教育学研究科 教育
科学専攻

特別支援教育コース ２年

水野 香織さん

特別支援教育教員
養成課程 ４年　

岩﨑 礼佳さん

　聞こえない私が講義を不安なく受

けることができているのは、支援室の

メンバーの情報保障のおかげです。

最近では色んな課程の人が増えてき

て、色んな話をしたり、手話を勉強し

たりと楽しい時間を共有できていま

す。支援室のメンバーの仲間との出会

いに感謝です。

　今年の４月からパソコ

ンノートテイカーとして

活動しています。テイ

カーをすることで、相手に

分かりやすく伝えるため

に「どのように文字にする

べきか」と考える力がつ

いたり、パソコンの入力速

度が上がったり、自分の

技術が向上したと感じて

います。また、活動を通し

て多くの人と交流がで

き、とても楽しいです。

字幕挿入の方法を誰が見ても簡単に分かるよう、そして、字
幕挿入を実施できる大学が少しでも増えることを願いなが
ら頑張りました！長い時間をかけて様々な視点から「支援と
は何か？」を考えることができとても良い経験になりました！  

途中トラブルもありましたが、少しでも多くの方が情報保障
に興味をもっていただけるよう発表を頑張りました。自分自
身も字幕挿入作業を今後も続け、さらに質の高い情報保障
に努めたいと思います。

これまでの自分のテイク経験を振り返る良い機会になり、テ
イクに対する責任感も今まで以上に強くなりました。他大学
で情報保障を始めるきっかけに少しでもなっていれば嬉し
いです。

発表者という立場として準備する中で、自分の知らなかった
知識をたくさん得て、情報保障の必要性と難しさを改めて
痛感しました。とても良い経験となりました。これからも講
習会等をきっかけに、福教大発信で全国的に障害学生支援
がより活発になっていってほしいです。

　障害学生支援室では、学生の支援スタッフを募集しています。学年、課程、性別を問わずたくさんの学生に支援スタッフ

として協力していただきたいと思っています。支援スタッフは、実際の支援をするだけでなく、障害学生とともに支援方法

を考え、支援システムを構築する活動を行っています。

　少しでも関心のある方は、障害学生支援室までご連絡ください。お待ちしています！

【連絡先】

障害学生支援室
附属特別支援教育センター１階

TEL: 0940-72-6062（月～金 10:00～17:00）

E-mail： havefun9@fukuoka-edu.ac.jp

　支援を受け始め、もう4年が経とう

としています。入学当初にはなかった

支援室が今こんなにも体制が整って

いるのは、職員の方やたくさんの先輩

方のおかげです。この支援室があっ

たからこそ、私は安心して大学生活

を過ごすことができたのだと思いま

す。今どんどん新しいテイカーも増

え、大変嬉しく思っています。これか

らも私のような利用学生が安心して

過ごすことができるよう発展を願っ

ています。

　私は主にパソコンノートテイクや

DVDなどへの字幕挿入の情報保障

を受けています。授業や集中講義など

単位に関するものだけでなく研究室

で行われるゼミなどにもテイクをつ

けていただいて大変助かっています。

　支援室という心強い存在があるか

らこそ、私は情報保障をあきらめる

のではなく、お願いできるのだと思い

ます。先生方のお話やDVDの内容を

知ることができる環境を作っていた

だいていることに感謝しています。

支援技術講習
会 利用学生より

支援学生より

特別支援教育教員
養成課程 ４年　

一宮 菜津子さん

支援室キャラクター

ぱそまろ

支援学生募集！

特別支援教育教員養成課程 ３年
日髙　美沙妃さん

特別支援教育教員養成課程 ４年
福田　麻里亜さん

大学院 教育学研究科 教育科学専攻
特別支援教育コース １年

西坂　彩さん

特別支援教育教員養成課程 ２年
清田　瑞希さん

支援スタッフの感想

字幕挿入講習 ノートテイク講習

▲字幕挿入グループの学生 ▲テイクグループの学生

英語専
河津

トテイク
う♪
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授業紹介

絵画基礎A
（デッサン）
美術教育講座 准教授　加藤隆之

筑波大学大学院博士課程人間総合
科学研究科芸術学専攻修了、博士
（芸術学）、専門は油彩画の制作、及
び油絵具とテンペラ絵具を用いた混
合技法に関する技法材料研究。2009
年10月に福岡教育大学へ着任。

加藤　隆之（かとう　たかゆき）
教員プロフィール

　本授業は３年次前期に開講される特別支
援教育専門科目で、言語障害と通級による
指導について学習します。通級による指導
は、通常の学級に在籍する軽度の障害のあ
る児童生徒に対する専門的な教育の形態で
す。言語障害〔構音障害（発音の誤り、不明
瞭さ）、吃音（発話の流暢性の障害）、言語発
達の遅れなど〕は、通級による指導の対象児
童生徒の48％を占めています。本年度の受
講生は53名で、うち24名が特別支援教育課
程以外の学生でした。通常の学校・学級の教
師を目指す学生の受講も期待しています。

　本授業では、言語・コミュニケーションとその
障害の概要、言語障害児教育（通級による
指導）の制度・歴史、個別の教育支援計画や
指導法などについて、ビデオ視聴も交えながら
紹介しています。

　授業の大きな特色として、福岡市立博多小
学校の先生方にご指導いただき、同校きこえ
とことばの教室の見学会を開いていただいて
います。実地に学ぶことで、理解が一層深ま
り、学生にたいへん好評です。さらに、言語障
害のある子どもさんの母親でもある親の会の

役員のかたにお話を聴く機会も設けています。

　授業では、通常の学級の担任教師にでき
る指導・支援の方法についても紹介していま
す。下図のy軸については、子どもと障害理解
に基づく学級担任による配慮・支援によって
大きく変化します。学級担任も重要な“支援
者”なのです。
　言語障害は外見からわかりにくく、心理的
な支援も大切です。学生には、特別なニーズ
のある子どもたちに“さり気ない”配慮・支援の
できる教師になってほしいと願っています。

言語障害と通級による指導

実地に学ぶ！！

配慮・支援のできる教師に！
　美術教育講座に所属する学生は、幅広く美
術の実技分野の基礎を経験するため、1・2年
次の間に、絵画をはじめとして彫刻、デザイン、
工芸の基礎授業を受講します。私の担当する
「絵画基礎Ａ（デッサン）」は、初等教育教員養
成課程美術選修、中等教育教員養成課程美
術専攻、生涯スポーツ芸術課程美術コースの
全課程対象に１年次に開講しています。
　授業では木炭を用いてデッサンに取り組み
ます。「木炭」は小枝を焼成して作られていま
すが、柳の枝や樫の枝など材料として濃度や
硬さの異なる様々な種類があり、明暗の表現
や調子（トーン）の表現に適した、ルネサンス期
から続く伝統的な描画材です。石膏像や人物
モデルを中心におこなう木炭デッサンは、現代
美術からみると時代錯誤のように捉えられたり
しますが、基礎学習にもっとも適した合理的な
学習方法なのです。授業では、石膏デッサン
から始めて人物や静物へと課題を変えながら、
描画の基礎力の習得を目指します。課題が終
了すると、その都度一斉にデッサンを並べて、
評価と課題点について講評をおこなっていき
ます。授業時間に対して課題数が多いため、
受講生は授業以外でも、時間を見つけては
デッサンに励んでいます。授業が終わった教
室は、木炭の粉が降り積もっていて、教員と学
生ともに鼻の穴は真っ黒になります。

　学生の技術レベルは、専門的に取り組ん
できた経験者から、まったくの初心者まで幅広
いです。授業対象が初等教育教員養成課程
の場合は、木炭の持ち方やイーゼルの立てる
位置など初歩的な指導から始めています。経
験者の多い中等教員養成課程や生涯ス
ポーツ芸術課程対象の授業では、自身の表
現につなげていくためのより高いレベルを目
指した指導・助言をおこなっています。

　デッサンの学習は、ただそっくりに物を描く
力をつけるだけでなく、対象の明暗や量感、画
面全体の空間感をどこまで捉えて描くことが
できるかを見ていきます。この物を捉える力、物
を見る眼を養うことは、３年次以降の専門的な
制作活動の基礎になるとともに、教員採用試
験における実技試験での基礎力にも直結し
ていきます。

木炭デッサン

学生の技術レベルは？！

基礎力に直結

言語障害児教育総論
特別支援教育講座 教授　見上昌睦

金沢大学大学院教育学研究科修士
課程修了、博士（教育学）（東京学芸
大学）、専門は言語障害児教育学。
共栄学園短期大学助手を経て、
1999年４月に福岡教育大学に赴任。

見上　昌睦（けんじょう まさむつ）
教員プロフィール

▲自画像制作
　道具類

授業中の説明風景

博多小きこえとことばの教室見学会の様子 親の立場からの講話の様子講評風景 授業風景

▲
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授業紹介
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Baseball CLUB
　私たち、福岡教育大学硬式野球部は、部員５０名、マネー
ジャー５名の計５５名で週６日活動しています。
　現在、硬式野球部は、福岡六大学野球リーグに所属してい
ます。福岡六大学野球リーグに出場する大学は私立校が多
く、全国大会でも毎回代表校が好成績を収める全国屈指の
リーグです。リーグの対戦相手は元々技術も体つきも違う選手
ばかりですが、私たちは、その中でどれだけ頭を使って、限られ
た練習時間の中で試合に勝つかを常に考えて練習していま
す。近年では、そういった相手から勝ち点を奪うことも多く、ま
た、個人成績での個人賞受賞者も少なくなく、今年こそは神宮
大会出場を目指して取り組んでいます。
　また、４年生秋まで練習に残る部員も多い部活です。その中
で毎年教員採用試験に半数以上合格するなど、文武両道を
モットーに個人次第で野球に勉強にバイトに恋愛に、様々なこ
とを努力できることも、この硬式野球部の良いところです。
　私たちは、神宮大会を夢見て頑張っています。今はまだまだ

その夢の途中ですが、夢の続きをこれから私たちと一緒に描い
てみませんか。
　来たれ！！福教大硬式野球部！！よろしくお願いします。

　こんにちは、アコースティックギター愛好会です。
　私たちアコースティックギター愛好会は部員約５０名で週３
回の活動を行っています。
　普段の活動では各自ギターを持ってきて、自分が弾きたい、
歌いたいと思った曲を自由に演奏しています。演奏活動として
は、月に一度開催する中庭でのライブや、ボランティアとして外
部でのライブを行っています。ボランティアでは、児童施設や喫
茶店などを訪問し、ギター演奏を行っています。また去年から、
北九州のラジオ番組にも何度か出演させていただきました。
　大学に入ってからギターを始めた人が多いですが、他の部
員と活動していく中で教えあったり、一緒にやってみたりするう
ちに段 と々弾けるようになってきます。部員は多いですが、学年

に関係なくいつも仲良く活動しています。ゆずやコブクロ、YUI
などのアコースティックギターを演奏するアーティスト以外にも
AKB48やジャニーズ、バンド系のアーティストの曲もアコ―ス
ティックギターで弾くことができるので、ジャンルに関係なく好き
な曲を弾いて楽しく活動しています。
　アコースティックという言葉には、「アンプなどの機械を通さ
ずに、楽器そのものの音の響きがある」という意味があります。
アコースティックギターは楽器そのものの、爽やかできれいな音
が楽しめます。アコースティックギターに興味がある方、音を聴
いてみたいと思った方、ぜひアコースティックギター愛好会に
来てみてください。

硬式野球部

アコースティックギター愛好会

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

初等教育教員養成課程数学選修 2年　増田 祐基

中等教育教員養成課程技術専攻 2年　折田 智久
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講座での入学式の様子

1.2.実習の様子
3.実習の振り返り
4.発表会の様子
5.模擬授業の様子

1 2

4 5

3

研 究 室 ・ 講 座 紹 介

○コースの概要
　本専攻は通常、教職大学院と呼ばれており、高度な専門家養成を目的と
した専門職学位課程の１つです。教育実践力開発コースは、主に現職教員
を対象とした他の２つのコースと異なり、教員免許状をもつ学部卒業者及び
社会人を対象としています。２年間で、学校現場の即戦力となる新人教員を
育成します。また、専修免許状と教職修士（専門職）の学位が取得できま
す。現在、修了生の85％が正規教員となっています。今年も引き続き、高い
教員就職率を目指しています。

○実習
　実践的指導力の形成には、授業実践とそれを支える学級経営、学校経
営、生徒指導、校内教育研究等の幅広い教育活動に関わる実習が必要
です。教育実践力開発コースでは、附属学校・園や協力校である公立学校
での目的を明確にした実習を行っています。特に、授業力、学級経営力、人
間関係形成能力の習得を目指します。

○研究報告会
　教職大学院では修士論文の作成はありません。それに代わって、「まとめ
プレゼンテーション」において、２年間の学びの成果をまとめ、発表と討論を
行います。各自で設定した課題に基づき、具体的な解決方法を実践場面で
有用性を検証しながら、課題解決方法を獲得します。

○採用試験対策
　教育実践力開発コースでは、講義、課題演習、実習において教師として
の実践力を高めることに加えて、教員採用試験の突破がもう一つの課題で
す。大学のキャリア支援センターで行われている講座と同時並行で、教職大
学院でも採用試験対策が行われています。この採用試験対策では、実際
の試験を想定した内容を同じコースの院生と共に、筆記試験、集団討論、
集団面接、個人面接、模擬授業など勉強します。教職大学院では、コースを
越えて教職大学院の全教員が採用試験対策に関わっています。

　教職実践専攻（教職大学院）での教員養成は「実践
の事実」から学ぶことを中心にしています。それは、優れ
た教師の「職人ワザ」「名人芸」を身近に見ながら習得
していく学び方ではありません。現職教員を中心とした
「生徒指導・教育相談リーダーコース」「学校運営リー
ダーコース」の院生と、学部卒の「教育実践力開発コー
ス」の院生とが、その「ワザ」を生み出した目に見えない
「考え方」「ものの見方」を、院生自身のこれまでの学び
を背景に振り返りながら分析し、教育の「理想と現実」
の間を自分たちでつなぐことを志向しています。

今回は、研究室紹介はお休みし、教職大学院（教職実践専攻）の中の教
職実践力開発コースに所属する教員及びコースの内容をご紹介します。
経験豊富な教師陣の熱心な指導や授業の大部分を占める学校における
実習が本コースの醍醐味です。大学院進学に興味のある方は必見です！

教育実践力開発コース

教職実践講座

＜左より＞吉田　茂孝
東　　和男
若木　常佳
池田　　隆
京極　邦明
段　　裕明

准教授（教育方法学）
特任教授（国語科教育）
教授（国語科教育）
教授（教師教育）
教授（数学科教育）
特任教授（数学科教育）

（よしだ しげたか）

（ひがし かずお）

（わかき つねか）

（いけだ たかし）

（きょうごく くにあき）

（だん ひろあき）

教育実践力開発コースの教員６名をご紹介します。
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歌いたいと思った曲を自由に演奏しています。演奏活動として
は、月に一度開催する中庭でのライブや、ボランティアとして外
部でのライブを行っています。ボランティアでは、児童施設や喫
茶店などを訪問し、ギター演奏を行っています。また去年から、
北九州のラジオ番組にも何度か出演させていただきました。
　大学に入ってからギターを始めた人が多いですが、他の部
員と活動していく中で教えあったり、一緒にやってみたりするう
ちに段 と々弾けるようになってきます。部員は多いですが、学年

に関係なくいつも仲良く活動しています。ゆずやコブクロ、YUI
などのアコースティックギターを演奏するアーティスト以外にも
AKB48やジャニーズ、バンド系のアーティストの曲もアコ―ス
ティックギターで弾くことができるので、ジャンルに関係なく好き
な曲を弾いて楽しく活動しています。
　アコースティックという言葉には、「アンプなどの機械を通さ
ずに、楽器そのものの音の響きがある」という意味があります。
アコースティックギターは楽器そのものの、爽やかできれいな音
が楽しめます。アコースティックギターに興味がある方、音を聴
いてみたいと思った方、ぜひアコースティックギター愛好会に
来てみてください。

硬式野球部

アコースティックギター愛好会

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

初等教育教員養成課程数学選修 2年　増田 祐基

中等教育教員養成課程技術専攻 2年　折田 智久
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講座での入学式の様子

1.2.実習の様子
3.実習の振り返り
4.発表会の様子
5.模擬授業の様子
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4 5
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研 究 室 ・ 講 座 紹 介

○コースの概要
　本専攻は通常、教職大学院と呼ばれており、高度な専門家養成を目的と
した専門職学位課程の１つです。教育実践力開発コースは、主に現職教員
を対象とした他の２つのコースと異なり、教員免許状をもつ学部卒業者及び
社会人を対象としています。２年間で、学校現場の即戦力となる新人教員を
育成します。また、専修免許状と教職修士（専門職）の学位が取得できま
す。現在、修了生の85％が正規教員となっています。今年も引き続き、高い
教員就職率を目指しています。

○実習
　実践的指導力の形成には、授業実践とそれを支える学級経営、学校経
営、生徒指導、校内教育研究等の幅広い教育活動に関わる実習が必要
です。教育実践力開発コースでは、附属学校・園や協力校である公立学校
での目的を明確にした実習を行っています。特に、授業力、学級経営力、人
間関係形成能力の習得を目指します。

○研究報告会
　教職大学院では修士論文の作成はありません。それに代わって、「まとめ
プレゼンテーション」において、２年間の学びの成果をまとめ、発表と討論を
行います。各自で設定した課題に基づき、具体的な解決方法を実践場面で
有用性を検証しながら、課題解決方法を獲得します。

○採用試験対策
　教育実践力開発コースでは、講義、課題演習、実習において教師として
の実践力を高めることに加えて、教員採用試験の突破がもう一つの課題で
す。大学のキャリア支援センターで行われている講座と同時並行で、教職大
学院でも採用試験対策が行われています。この採用試験対策では、実際
の試験を想定した内容を同じコースの院生と共に、筆記試験、集団討論、
集団面接、個人面接、模擬授業など勉強します。教職大学院では、コースを
越えて教職大学院の全教員が採用試験対策に関わっています。

　教職実践専攻（教職大学院）での教員養成は「実践
の事実」から学ぶことを中心にしています。それは、優れ
た教師の「職人ワザ」「名人芸」を身近に見ながら習得
していく学び方ではありません。現職教員を中心とした
「生徒指導・教育相談リーダーコース」「学校運営リー
ダーコース」の院生と、学部卒の「教育実践力開発コー
ス」の院生とが、その「ワザ」を生み出した目に見えない
「考え方」「ものの見方」を、院生自身のこれまでの学び
を背景に振り返りながら分析し、教育の「理想と現実」
の間を自分たちでつなぐことを志向しています。

今回は、研究室紹介はお休みし、教職大学院（教職実践専攻）の中の教
職実践力開発コースに所属する教員及びコースの内容をご紹介します。
経験豊富な教師陣の熱心な指導や授業の大部分を占める学校における
実習が本コースの醍醐味です。大学院進学に興味のある方は必見です！

教育実践力開発コース

教職実践講座

＜左より＞吉田　茂孝
東　　和男
若木　常佳
池田　　隆
京極　邦明
段　　裕明

准教授（教育方法学）
特任教授（国語科教育）
教授（国語科教育）
教授（教師教育）
教授（数学科教育）
特任教授（数学科教育）

（よしだ しげたか）

（ひがし かずお）

（わかき つねか）

（いけだ たかし）

（きょうごく くにあき）

（だん ひろあき）

教育実践力開発コースの教員６名をご紹介します。



学校、教育委員会等との連携学校、教育委員会等との連携

　教員採用試験には、「教職教養」とか「教職」と呼ばれる試験科目があります（都道府県によっ
て科目名と出題範囲が若干異なります）。主に、大学で勉強した教育学や心理学の内容が出題され
るのですが、出題範囲がかなり広いので受験生にとってはやっかいな試験科目です。
　そこで、受験対策に役立ててもらおうと、標準教職能力テスト(STAT: Standardized Teacher’s Ability Test)
を開発しました。STATは、一人ひとりの能力水準に応じて、出題する問題の難易度を自動的に調整するパソコンの
プログラムです。20問の解答を終えるごとに、受験者の能力推定値（偏差値）をフィードバックします。
　STATは、キャリア支援センターにて、希望者全員に貸出をしています（１・２年生もOKです）。一人でも多くの本学
学生が、教員採用試験に合格することをお祈りします。

　私は今年、長崎の教員採用試験を受けました。長崎の一次試験は教職教養・一般教養と小学校全
科の筆記試験しかありません。問題は一般教養も多く、難しいものが多いため、教職教養で基本的な
ところを落としてしまうと合格が厳しくなります。私は特に教育心理が苦手で、普通に勉強していても
頭に入ってこなかったため、キャリア支援センターでこのSTATを借りることができたのは非常に助
かりました。STATの問題は教育原理や教育心理から出されるので、私は家で、参考書などを使って
覚えたことの復習や、他の教職教養の内容や小学校全科の問題を解いている合間で気軽に解くよう
な形で活用していました。片肘はらずに続けることができるので、お勧めだと思います。特に教育原
理・心理でなかなか人の名前や事柄を覚えられないと感じている人はぜひ活用してみてください。

　私もこのSTATを教員採用試験の勉強のひとつとして使用させて頂きました。私がこのSTATを知
る前の日に、たまたま友達から携帯電話のアプリで１問１答で答えていくものを紹介されました。その
とき、こんなふうに知識をゲームみたいに確認するようなものがあればいいなあと思っていました。そ
のとき、たまたまキャリア支援センターでこのSTATが紹介されていました。実際に使用してみて、日
頃の紙面の勉強とはまた違う形で出てくるので、自分が少し忘れていたところを見つけることができ
たり、またゲーム感覚でできたので私は楽しんで使わせて頂いていました。気軽にできて、あーそう
だった！と気付くことができるのでよかったです。こんなに分析して作られていることを知って、もっと
使えばよかったなーと思いました。皆さんもぜひ使ってみてください！

　私が、このSTATを初めて借りたのは、教員採用試験の３週間前でした。STATは、問題に間違えても、しっかりと分かりやすい解説がついているの
で、着実に理解できていきました。また、幅広い難易度の問題があり、自分のレベルに応じた学習ができるので、自分の足りない所がよくわかり、とても
点数アップにつながるものでした。実際に試験で出るような問題が集約されているので、教員志望
で「教採でどんな問題が出るのか」を気になっている方は、ぜひキャリア支援センターで借りてみる
といいと思います。そこで、教採の雰囲気のようなものを少しでも感じることができると思うので、
絶対自分のプラスになると思いますよ。あと、USBなので、自宅に持ち帰り、寝る前に少しSTATを
したり、実家に帰るときなど荷物を増やしたくなかったので、問題集のかわりにUSBを持ち運んで
ました。なので、とても軽くて楽で、いつでもどこでもSTATは便利だと思います。自分が１、２、３年
生だったら、まずは優しい就職支援アドバイザーのいらっしゃるキャリア支援センターへ行き、この
STATを受けて、これからどんなことを勉強していくのかを、前もって大まかなプランを立てます。
それだけでも、教採へのモチベーションも全然違うと思います。自分の同級生で成績が凄かった人
は、１年生や２年生から教採に向けて勉強を始めていましたね。夢を叶えるために、まずは、キャリア
支援センターへ行きましょう♪

　STATの開発は、平成23-24年度福岡教育大学大学教育改革
プロジェクトの研究助成を受けて、学校教育講座の堺正之先生と川
口俊明先生、教育心理学講座の松尾剛先生と共同で行いました。
　STATは、項目反応理論と呼ばれるテスト理論に基づき作成して
います。この新しいテスト理論は、英語能力を測定するTOEFLや
TOEIC、国際学力比較調査のPISAやTIMSSでも使われていま
す。作成手順に添いながら、その概要を説明したいと思います。

手順１．問題群の作成
　STATには約500題の問題（キーワード）が収録されています。
教員採用試験の出題傾向を考慮して作成しました。具体的には、教
員採用試験に合格した方に依頼して、受験勉強で使った参考書や
問題集の中から、教育学と心理学に関するキーワードを全て抽出し
て頂きました。そして、大学教員に依頼して、今後出題されるであろ
うものを中心にキーワードの補完をしています。これらすべての
キーワードを網羅した結果が、約500題からなる問題群です。
　問題の形式は４択式の選択問題で、「忘却曲線を報告した研究者
は？　１：マズロー、２：フロイト、３：エビングハウス、４：ブルーナー（正
答：３）」のように、純粋に知識のみを問う内容です。とても「楽しい」
とは言えないものですが、「教職教養」の典型的な問題はこのよう
なものです。

手順２．各問題の難易度の決定
　各問題の難易度を決定するために、本学の学生（２～４年生）に
プレテストを実施しました。残念ながら、十分な標準化はできませ
んでしたが、とりあえず各問題の難易度を決定することができま
した。
　問題の難易度を適切に設定し直すことが、残された最大の課題
です。適切な時期に、何としても取組みたいと考えています。

手順３．能力推定値の計算と出題
　STATの能力推定値は、平均値を500、標準偏差を100に設定
しました。よく使われる偏差値は、平均値を50、標準偏差を10に設
定していますので、これを10倍したものとご理解ください。理由
は、桁数が多い方がワクワクしてもらえるだろうと考えたからです。
　項目反応理論の特徴の１つは、正答した問題数ではなく、どの
問題を正解してどの問題を間違えたのかという、正誤のパターン
から能力推定値を計算することです。詳細な説明は割愛します
が、計算しようと思えば、能力推定値の確からしさも計算すること
ができます。
　最初の５問は、中程度の難易度の問題が出題されます。次に、
その正誤パターンから能力推定値を計算して、次の５問は、その
推定値前後の難易度の問題が出題されます。この手順（アルゴリ
ズム）を繰り返して、推定値の確からしさを高めていきます。そし
て、最後に全20問から計算された教職能力の推定値をフィード
バックします。

　最後に、STATの「遊び心」のある使い方をご紹介しましょう。通常は、真面目に答えてできるだけ高い能力推定
値を目指しますが、フィードバックされる能力推定値を予め決めておいて、その目標値を出すように意図的に正解
したり間違ったりしてはどうでしょうか。プラスマイナス25の範囲で能力推定値を操作するのは容易ではありま
せん。是非、お試しください。

利用方法はとても簡単です。「教員採用試験がどんな試験なのか気になってる人」「何から初めていいのか
わからない人」「勉強するきっかけを探している人」「自分の実力を試したい人」「試験間近な人」など希望者
全員に貸出しをしていますので、ぜひご利用ください。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

利用方法

標準教職能力テスト
教育心理学講座 大坪 靖直 教授

連載第3回

STAT  の開発

ま  と  め

学校、教育委員会等との連携

STATの感想を学生に聞きました。STATの感想を学生に聞きました。STATの感想を学生に聞きました。

①キャリア支援センターのカウンターにて、「標準教職能力テスト希望」と申し出ます
②申込用紙に必要事項を記入します
③ＵＳＢメモリを受け取ります
④真剣に問題を解きます
⑤利用後は、速やかにキャリア支援センターに返却しましょう

初等教育教員養成課程理科選修４年　大庭 葵さん（福岡県立朝倉高等学校出身）

初等教員養成課程社会科選修４年　副島 誠さん（長崎県立長崎西高等学校出身）
そえ   じま 　まこと

おお   にわ　あおい

初等教育教員養成課程数学選修４年　河本 勇太さん（福岡県立香住丘高等学校出身）
かわ   もと　  ゆう    た

久光就職支援アドバイザーからＵＳＢメモリを受け取る河本さん
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生だったら、まずは優しい就職支援アドバイザーのいらっしゃるキャリア支援センターへ行き、この
STATを受けて、これからどんなことを勉強していくのかを、前もって大まかなプランを立てます。
それだけでも、教採へのモチベーションも全然違うと思います。自分の同級生で成績が凄かった人
は、１年生や２年生から教採に向けて勉強を始めていましたね。夢を叶えるために、まずは、キャリア
支援センターへ行きましょう♪

　STATの開発は、平成23-24年度福岡教育大学大学教育改革
プロジェクトの研究助成を受けて、学校教育講座の堺正之先生と川
口俊明先生、教育心理学講座の松尾剛先生と共同で行いました。
　STATは、項目反応理論と呼ばれるテスト理論に基づき作成して
います。この新しいテスト理論は、英語能力を測定するTOEFLや
TOEIC、国際学力比較調査のPISAやTIMSSでも使われていま
す。作成手順に添いながら、その概要を説明したいと思います。

手順１．問題群の作成
　STATには約500題の問題（キーワード）が収録されています。
教員採用試験の出題傾向を考慮して作成しました。具体的には、教
員採用試験に合格した方に依頼して、受験勉強で使った参考書や
問題集の中から、教育学と心理学に関するキーワードを全て抽出し
て頂きました。そして、大学教員に依頼して、今後出題されるであろ
うものを中心にキーワードの補完をしています。これらすべての
キーワードを網羅した結果が、約500題からなる問題群です。
　問題の形式は４択式の選択問題で、「忘却曲線を報告した研究者
は？　１：マズロー、２：フロイト、３：エビングハウス、４：ブルーナー（正
答：３）」のように、純粋に知識のみを問う内容です。とても「楽しい」
とは言えないものですが、「教職教養」の典型的な問題はこのよう
なものです。

手順２．各問題の難易度の決定
　各問題の難易度を決定するために、本学の学生（２～４年生）に
プレテストを実施しました。残念ながら、十分な標準化はできませ
んでしたが、とりあえず各問題の難易度を決定することができま
した。
　問題の難易度を適切に設定し直すことが、残された最大の課題
です。適切な時期に、何としても取組みたいと考えています。

手順３．能力推定値の計算と出題
　STATの能力推定値は、平均値を500、標準偏差を100に設定
しました。よく使われる偏差値は、平均値を50、標準偏差を10に設
定していますので、これを10倍したものとご理解ください。理由
は、桁数が多い方がワクワクしてもらえるだろうと考えたからです。
　項目反応理論の特徴の１つは、正答した問題数ではなく、どの
問題を正解してどの問題を間違えたのかという、正誤のパターン
から能力推定値を計算することです。詳細な説明は割愛します
が、計算しようと思えば、能力推定値の確からしさも計算すること
ができます。
　最初の５問は、中程度の難易度の問題が出題されます。次に、
その正誤パターンから能力推定値を計算して、次の５問は、その
推定値前後の難易度の問題が出題されます。この手順（アルゴリ
ズム）を繰り返して、推定値の確からしさを高めていきます。そし
て、最後に全20問から計算された教職能力の推定値をフィード
バックします。

　最後に、STATの「遊び心」のある使い方をご紹介しましょう。通常は、真面目に答えてできるだけ高い能力推定
値を目指しますが、フィードバックされる能力推定値を予め決めておいて、その目標値を出すように意図的に正解
したり間違ったりしてはどうでしょうか。プラスマイナス25の範囲で能力推定値を操作するのは容易ではありま
せん。是非、お試しください。

利用方法はとても簡単です。「教員採用試験がどんな試験なのか気になってる人」「何から初めていいのか
わからない人」「勉強するきっかけを探している人」「自分の実力を試したい人」「試験間近な人」など希望者
全員に貸出しをしていますので、ぜひご利用ください。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

利用方法

標準教職能力テスト
教育心理学講座 大坪 靖直 教授

連載第3回

STAT  の開発

ま  と  め

学校、教育委員会等との連携

STATの感想を学生に聞きました。STATの感想を学生に聞きました。STATの感想を学生に聞きました。

①キャリア支援センターのカウンターにて、「標準教職能力テスト希望」と申し出ます
②申込用紙に必要事項を記入します
③ＵＳＢメモリを受け取ります
④真剣に問題を解きます
⑤利用後は、速やかにキャリア支援センターに返却しましょう

初等教育教員養成課程理科選修４年　大庭 葵さん（福岡県立朝倉高等学校出身）

初等教員養成課程社会科選修４年　副島 誠さん（長崎県立長崎西高等学校出身）
そえ   じま 　まこと

おお   にわ　あおい

初等教育教員養成課程数学選修４年　河本 勇太さん（福岡県立香住丘高等学校出身）
かわ   もと　  ゆう    た

久光就職支援アドバイザーからＵＳＢメモリを受け取る河本さん
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一つ一つの質問に丁寧に答えてくださった森さん。そのおかげでインタ
ビューも無事に終えることができました。このインタビューをきっかけに
色々なことを知ることができましたが、何より、森さんの行動力、夢に向
かってひたむきに努力される姿にはただただ圧倒されました。私も、教育
実習を終えた後にはどの進路に進むか明確にしなければなりません。後
悔しないように、自分のやりたいことを見つけたらその夢に向かって走っ
ていきます。貴重な経験をさせていただき，ありがとうございました。

福 教 大 卒 第3回

自分が好きなことを見つけること。
やりたいことに挑戦していくこと。

　池田隆先生は、現在福岡教育大学の教職大学院にて教鞭をとら
れ、２年後に教育現場に立つ実践的な教員の育成を目指しておられ
ます。
　福岡教育大学の教授として着任される前は、学校現場、行政機
関、研究機関に勤務し、教諭、長期研修員、指導主事、教頭、校長、行
政機関管理職等の職務を経験されました。
　教員としてのキャリアを着実に積まれている池田先生ですが、
最初から教員を強く目指して大学に入られたわけではありません
でした。
「福教大を目指したのは、教員だった祖父と父の影響でした。なん
となく、先生になるのかな～といった漠然とした思いで福教大に
入学しました。」
　そんな池田先生の転機となったのは、福教大生の最大の難所と
もいえる教育実習でした。
「小学校１年生の体育の授業を考えていました。ねらいは『トラック
の内側を走った方が外側を走るより有利という事に気付かせるこ
と』。しかし、足の速い子が外側を走った場合、何度やっても内側の
子をぬかしてしまって、結果が出ないんですよ。足の速い子も、遅い
子も、みんな納得できる解決方法はないものか、悩みました。数日
寝ずに考え続け、翌日には指導案を提出しなければいけないと追い
込まれていたとき、ピカッとひらめいたのです。
『そうだ、ジャンプしたらどうだろう？！』
夜中に部屋を片付けて簡易トラックをつくって、自分でジャンプして
何度も何度も試し、翌日指導案を提出しました。
そして、授業を行うと、うまくいきました。さらに、子どもたちも、ジャ
ンプする数が外側より内側のほうが少ないって気付けたんです。
『この分かったよ！！』っていう子どもたちの喜びの声が聞けることが
うれしくって。この喜びの声をもっと聴きたいっていう強烈な思い
が、教員を強く目指そうと思ったきかっけです。」
　その後、教員採用試験に合格し、晴れて小学校教員となられた池
田先生。実際に教師になられて、良かったなと思ったことは？という
質問に、
「子供の変化が味わえることですね。休みがちな子どもの担任に
なったのですが、欠席した日は電話をしたり、家庭訪問を重ねたりし
て働きかけを続けていました。
半年くらいしたある日、その子のおうちの人から連絡があって、『熱
が３８度くらいあるから休ませたいのに、学校が楽しいから行きた
いって言ってるんです。先生、休むように言ってください』ということ
だったんです。病院に行って、登校させたのですが結局最後まで学
校にいました。
いつの間にか、学校はその子にとって行きたくない場所ではなく、
熱があっても行きたい場所になっていたんです。こういった変化が

先生は味わえる、本当にうれしいことです。」
と答えてくださいました。
　様々な経験をされた池田先生から見て、大学生のうちにこれだけ
はしておいたほうが良いと思う事はなんですか？という質問に、
「４年間の証を残すことです。学業、資格取得、実習、趣味、仕事どん
なものでもいいです。いろんなアンテナ、感受性をみがいておいて
ください。迷っている時は自分の中にうまっている宝石を掘り上げ
てみましょう。宝石とは『夢』です。夢をもっている先生は違います。
『夢』は、『目標』です。『夢』は一つに絞らないで、たくさんの『夢』を
持ってください。たくさん持てば持つほど実現します。」
と答えてくださいました。
　池田先生は、教員を目指す私たちに大切なことを教えてください
ました。大学にいると、教員になることが『夢』であり、それが『ゴー
ル』だと思ってしまいがちです。今、私たちがいろいろな事に迷って
いるように、教員になってからも迷うことや、悩むことはたくさんあ
るでしょう。『夢』をもっているかいないかが、それを乗り越える強さ
の違いになるのです。
　最後に、池田先生から福教大生にアドバイスをお願いしました。
「子どもたちの心に『あかり』をともす教師になってほしいです。『あ
かり』とは、つらいこと、困難があった時に乗り越えられる力です。ま
た、みらいに向かって歩める力です。『あかり」は、あるときはローソ
クで、あるときはたいまつのように大きな『あかり』かもしれません。
いろんな『あかり』をともすことができる教師になってください。」

　私たちの将来には様々な選
択肢があります。
　森加奈恵さんは現在、佐賀
大学総合分析実験センター鍋
島地区機器分析部門の技術員
として働いています。そこでは
様々な機械のメンテナンスや
修理、それに関わる事務の他
に、大学の講義や学会の補助
など教育に携わる仕事も担当
しています。
　「もともと薬学部に興味が
あったのですが、天文に関す
る本を読んだことをきっかけ
に、天文学を勉強したいと思
うようになりました。高校の先

生が福岡教育大学のOBだったこともあり、福岡教育大学の環境情
報教育課程環境教育コースへ進学しました。」
　入学した後、森さんは科学館や博物館での実験やワークショップ
の補助ボランティアを4年間、公民館で絵本の読み聞かせを行うボ
ランティアを2年間続けたそうです。
　「幼稚園から小学6年生まで様々な年齢の子どもたちと関わるた
め、他課程の学生と指導について話し合うことや実験を楽しんでい
る姿を見ることがとても楽しかったです。」
　その後、森さんは教員や一般企業など様々な選択肢に悩みまし
たが、科学技術に関係したいという思い、公務員という立場で技術
職に携わることができるというアドバイスにより、公務員になる決意
をしました。
　「公務員という職業について全く知らなかった上に、技術職につい
てはあまり情報公開がされていないため、私の就職活動の第一歩は
情報収集でした。また、公務員というと公務員試験対策講座やダブ
ルスクールをイメージしがちですが、自分に合った勉強法ではない
と思っていたため独学で試験に臨み、面接の練習はキャリア支援セ
ンターの方と練習しました。」
　と就職活動の苦労を語ってくださった森さん。しかし、自分のやり
たいことに挑戦したいという強い思いで卒業論文や教育実習などの
多忙を乗り越え、晴れて佐賀大学の大学職員に就職することができ
ました。
　技術員として働くやりがいは？という質問に、
　「機械が故障してしまった時には自分のメンテナンスが悪かった
のかと落ち込む時もあります。しかし、機械が故障しないために事
前に何かできないかを考えて管理したり、機械の修理を終えた時に

『ありがとう』と言われたりすることがとても嬉しいです。また、講義
や学会の補助を通して子どもたちと関わることができるため、技術
職だけでなく教育に携わることができるのも魅力の一つですね。」
　と答えてくださいました。森さんは、たとえ違う業界や職種を選ん
だとしても視点を変えれば様々な経験をすることができるというこ
とを教えてくれました。福岡教育大学で学んでいても教員にならな
いという選択をする人は少なくはないと思います。大学に通ってい
るうちに他にやりたいことを見つけた人もいるかもしれません。しか
し、一番大事なのは「やりたいことに挑戦する」という気持ちがどれ
ほどあるかということです。やりたいことにとことん挑戦していけば
また新しい自分を見つけるきっかけにもなるのです。最後に、森さん
から福教大生にアドバイスをお願いしました。
　「私が国立大学法人で働いているように教師だけが将来の選択
肢ではありません。また、教育学部がデメリットになることは決して
ありません。『何で教師にならないの？』という質問は必ずと言って
もいいほど聞かれました。しかし、明確な答えを持っていれば興味を
持ってもらうきっかけにもなります。また、教員免許を持っているこ
とも強い味方になります。まずは自分の好きなことを見つけてくだ
さい。そして自分がやりたいと思ったことにやれるだけ挑戦してくだ
さい。無駄な努力は絶対にありません。その行動は、これからのあ
なたの自信につながっていくと思います。」

夢を持つこと。
たくさんの宝石をさがすこと。

学生広報スタッフ
初等教育教員養成課程国語選修３年 別府衿那

森さん（左）と学生広報スタッフ別府さん（右）

学生広報スタッフ
初等教育教員養成課程国語選修３年 池田奈緒美

学生広報スタッフとし
ての、初仕事でした。
取材って何をしたら
良いのか、不安でいっ
ぱいでしたが、いざ、
池田先生にお会いす
ると、とても気さくな
方で、あっという間に
時間が過ぎていまし
た。途中、私個人の進
路相談にものってくださったり、紙面では語り尽くせないエピソードをたく
さんいただきました。今回の取材で、もっといろいろな人と会ってお話し
たい！もっといろんな人と共有したい！という気持ちがこれまで以上に大き
くなっている自分に気付きました。今回の取材の反省点はたくさんありま
すが、まだまだ始まったばかりなので、次回に生かし、読者のみなさんがお
もしろい！と思ってもらえる記事をつくっていきたいです。

技術員 森　加奈恵さん
もり  　  　か    な    え

平成24年３月昭和55年３月

環境情報教育課程環境教育コース 卒業

国立大学法人佐賀大学 総合分析実験センター鍋島地区 機器分析部門

教授 池田　隆さん
いけ   だ          たかし

小学校教員養成課程教育学・教育心理学専修 卒業

国立大学法人福岡教育大学大学院教育学研究科教職実践専攻

今回は、学生広報スタッフが
ＯＢ・ＯＧを突撃取材しました。
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「福教大を目指したのは、教員だった祖父と父の影響でした。なん
となく、先生になるのかな～といった漠然とした思いで福教大に
入学しました。」
　そんな池田先生の転機となったのは、福教大生の最大の難所と
もいえる教育実習でした。
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子も、みんな納得できる解決方法はないものか、悩みました。数日
寝ずに考え続け、翌日には指導案を提出しなければいけないと追い
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そして、授業を行うと、うまくいきました。さらに、子どもたちも、ジャ
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『この分かったよ！！』っていう子どもたちの喜びの声が聞けることが
うれしくって。この喜びの声をもっと聴きたいっていう強烈な思い
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　その後、教員採用試験に合格し、晴れて小学校教員となられた池
田先生。実際に教師になられて、良かったなと思ったことは？という
質問に、
「子供の変化が味わえることですね。休みがちな子どもの担任に
なったのですが、欠席した日は電話をしたり、家庭訪問を重ねたりし
て働きかけを続けていました。
半年くらいしたある日、その子のおうちの人から連絡があって、『熱
が３８度くらいあるから休ませたいのに、学校が楽しいから行きた
いって言ってるんです。先生、休むように言ってください』ということ
だったんです。病院に行って、登校させたのですが結局最後まで学
校にいました。
いつの間にか、学校はその子にとって行きたくない場所ではなく、
熱があっても行きたい場所になっていたんです。こういった変化が

先生は味わえる、本当にうれしいことです。」
と答えてくださいました。
　様々な経験をされた池田先生から見て、大学生のうちにこれだけ
はしておいたほうが良いと思う事はなんですか？という質問に、
「４年間の証を残すことです。学業、資格取得、実習、趣味、仕事どん
なものでもいいです。いろんなアンテナ、感受性をみがいておいて
ください。迷っている時は自分の中にうまっている宝石を掘り上げ
てみましょう。宝石とは『夢』です。夢をもっている先生は違います。
『夢』は、『目標』です。『夢』は一つに絞らないで、たくさんの『夢』を
持ってください。たくさん持てば持つほど実現します。」
と答えてくださいました。
　池田先生は、教員を目指す私たちに大切なことを教えてください
ました。大学にいると、教員になることが『夢』であり、それが『ゴー
ル』だと思ってしまいがちです。今、私たちがいろいろな事に迷って
いるように、教員になってからも迷うことや、悩むことはたくさんあ
るでしょう。『夢』をもっているかいないかが、それを乗り越える強さ
の違いになるのです。
　最後に、池田先生から福教大生にアドバイスをお願いしました。
「子どもたちの心に『あかり』をともす教師になってほしいです。『あ
かり』とは、つらいこと、困難があった時に乗り越えられる力です。ま
た、みらいに向かって歩める力です。『あかり」は、あるときはローソ
クで、あるときはたいまつのように大きな『あかり』かもしれません。
いろんな『あかり』をともすことができる教師になってください。」

　私たちの将来には様々な選
択肢があります。
　森加奈恵さんは現在、佐賀
大学総合分析実験センター鍋
島地区機器分析部門の技術員
として働いています。そこでは
様々な機械のメンテナンスや
修理、それに関わる事務の他
に、大学の講義や学会の補助
など教育に携わる仕事も担当
しています。
　「もともと薬学部に興味が
あったのですが、天文に関す
る本を読んだことをきっかけ
に、天文学を勉強したいと思
うようになりました。高校の先

生が福岡教育大学のOBだったこともあり、福岡教育大学の環境情
報教育課程環境教育コースへ進学しました。」
　入学した後、森さんは科学館や博物館での実験やワークショップ
の補助ボランティアを4年間、公民館で絵本の読み聞かせを行うボ
ランティアを2年間続けたそうです。
　「幼稚園から小学6年生まで様々な年齢の子どもたちと関わるた
め、他課程の学生と指導について話し合うことや実験を楽しんでい
る姿を見ることがとても楽しかったです。」
　その後、森さんは教員や一般企業など様々な選択肢に悩みまし
たが、科学技術に関係したいという思い、公務員という立場で技術
職に携わることができるというアドバイスにより、公務員になる決意
をしました。
　「公務員という職業について全く知らなかった上に、技術職につい
てはあまり情報公開がされていないため、私の就職活動の第一歩は
情報収集でした。また、公務員というと公務員試験対策講座やダブ
ルスクールをイメージしがちですが、自分に合った勉強法ではない
と思っていたため独学で試験に臨み、面接の練習はキャリア支援セ
ンターの方と練習しました。」
　と就職活動の苦労を語ってくださった森さん。しかし、自分のやり
たいことに挑戦したいという強い思いで卒業論文や教育実習などの
多忙を乗り越え、晴れて佐賀大学の大学職員に就職することができ
ました。
　技術員として働くやりがいは？という質問に、
　「機械が故障してしまった時には自分のメンテナンスが悪かった
のかと落ち込む時もあります。しかし、機械が故障しないために事
前に何かできないかを考えて管理したり、機械の修理を終えた時に

『ありがとう』と言われたりすることがとても嬉しいです。また、講義
や学会の補助を通して子どもたちと関わることができるため、技術
職だけでなく教育に携わることができるのも魅力の一つですね。」
　と答えてくださいました。森さんは、たとえ違う業界や職種を選ん
だとしても視点を変えれば様々な経験をすることができるというこ
とを教えてくれました。福岡教育大学で学んでいても教員にならな
いという選択をする人は少なくはないと思います。大学に通ってい
るうちに他にやりたいことを見つけた人もいるかもしれません。しか
し、一番大事なのは「やりたいことに挑戦する」という気持ちがどれ
ほどあるかということです。やりたいことにとことん挑戦していけば
また新しい自分を見つけるきっかけにもなるのです。最後に、森さん
から福教大生にアドバイスをお願いしました。
　「私が国立大学法人で働いているように教師だけが将来の選択
肢ではありません。また、教育学部がデメリットになることは決して
ありません。『何で教師にならないの？』という質問は必ずと言って
もいいほど聞かれました。しかし、明確な答えを持っていれば興味を
持ってもらうきっかけにもなります。また、教員免許を持っているこ
とも強い味方になります。まずは自分の好きなことを見つけてくだ
さい。そして自分がやりたいと思ったことにやれるだけ挑戦してくだ
さい。無駄な努力は絶対にありません。その行動は、これからのあ
なたの自信につながっていくと思います。」

夢を持つこと。
たくさんの宝石をさがすこと。

学生広報スタッフ
初等教育教員養成課程国語選修３年 別府衿那

森さん（左）と学生広報スタッフ別府さん（右）

学生広報スタッフ
初等教育教員養成課程国語選修３年 池田奈緒美

学生広報スタッフとし
ての、初仕事でした。
取材って何をしたら
良いのか、不安でいっ
ぱいでしたが、いざ、
池田先生にお会いす
ると、とても気さくな
方で、あっという間に
時間が過ぎていまし
た。途中、私個人の進
路相談にものってくださったり、紙面では語り尽くせないエピソードをたく
さんいただきました。今回の取材で、もっといろいろな人と会ってお話し
たい！もっといろんな人と共有したい！という気持ちがこれまで以上に大き
くなっている自分に気付きました。今回の取材の反省点はたくさんありま
すが、まだまだ始まったばかりなので、次回に生かし、読者のみなさんがお
もしろい！と思ってもらえる記事をつくっていきたいです。

技術員 森　加奈恵さん
もり  　  　か    な    え

平成24年３月昭和55年３月

環境情報教育課程環境教育コース 卒業

国立大学法人佐賀大学 総合分析実験センター鍋島地区 機器分析部門

教授 池田　隆さん
いけ   だ          たかし

小学校教員養成課程教育学・教育心理学専修 卒業

国立大学法人福岡教育大学大学院教育学研究科教職実践専攻

今回は、学生広報スタッフが
ＯＢ・ＯＧを突撃取材しました。



　学生の心身の健康管理を行う「保健管理センター」と、体
育・スポーツ及び健康・体力の基礎的、応用的研究を行う
「附属体育研究センター」を統合し、１０月から新しく「健康科
学センター」が発足しました。
　健康科学センターでは、「医療部門」「カウンセリング部
門」「健康科学研究部門」を置き、これまで別部署で行われ
ていた学生及び教職員の健康管理に関する業務及び健康
科学に関する研究を一体的に行うことにより、心身の健康の
保持増進を図ることを目的とします。
　施設は今までどおり利用できます。

健康科学センター
「保健管理センター」と「附属体育研究セン
ター」が統合されました！ 　平成24年度保護者説明会が6月30日（土）、長崎開催

分から始まりました。今年は長崎・広島・大分・熊本の4地区
での開催とし、大学の担当者より学生の様子、成績表の見
方、就職状況・就職支援を説明していただきました。その後
の情報交換会は、保護者の交流の時間となり参加者には
大変好評でした。
　来年度も計画していますので、是非ご参加ください。

後援会
保護者説明会のご報告

学生広報スタッフ大募集

後援会事務局

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

広報企画室より

　同窓会城山会の研修会を8月5日（日）午後3時より開催
いたしました。（福岡県２８支会より研修会約90名、懇親会
約80名の代表者が参加）

研修会：会長講話・組織の活性化報告（福岡市支会、筑紫支会）
講演会：前城山会北九州地区副会長　丸井　澈氏

演題「城山会の発展を願って
          ―生きがいのある日々の積み重ねこそ―」

懇親会：八仙閣（福岡市博多区）にて

同窓会 城山会
平成２４年度　城山会研修会開催

大学行事カレンダー

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

11/23（金・祝）～11/25（日）　大学祭
12/1（土）　推薦入試
12/2（日）

12/23（日）～1/6（日）　冬季休業
1/19（土）～1/20（日）　大学入試センター試験
2/25（月）～2/26（火）　前期日程入学試験
3/12（火）～3/13（水）　後期日程入学試験
3/25（月）　卒業式・修了式

　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

キャンパスからの 便 りCampus letter

じょうやまかい

まる   い　      きよし

大学院教育学研究科教職実践専攻入試
編入学試験第２次選抜

T O P I C S

　初等美術４年の高木綾乃で
す。私はJOYAMA通信で、福教
大生が活躍している姿を見ると
「自分も頑張ろう」と、前向きな
気持ちになります。人の頑張っ
ている姿を見ることは、何かし
ら自分を成長させることにつな
がると考えています。広報には
様々な魅力があります。それを、
多くの方に感じてもらえるよう
にしたいと思って
います。

　初等国語３年の池田奈緒美です。今
回、福教大のOBである池田隆先生のイ
ンタビュー記事を担当しました。これか
らも、多くの人と出会い、お話しして皆
さんにお伝えできたらと思います。ま
た、教育実習や進路など身近な情報と
共に、「福教大」の枠に留まらない他大
学や国際協定校との交流に関しても、学
生ならではの視点を生かし、届けていき
たいです。より面白く、親しみやすく、た
めになるJOYAMA通信を作る
よう頑張ります。

　初等国語３年の別府衿那です。今回は
福教大OGの方のインタビューを担当
しました。これから就職情報やサーク
ル紹介など福岡教育大学に関する情報
をたくさん発信していきたいと思って
います。JOYAMA通信を今まで以上に
手にとって読んでもらえるよう頑張っ
ていきます。そして、学生広報スタッフ
もまだまだ募集しています。他ではでき
ない経験がいっぱいできると思いま
す。一緒に新しいものを作
り上げていきましょう！

秋吉琴子さん（第47回福教大祭事務局長）
　この度は、JOYAMA通信に掲載していただきありがとうございます。
　開催間近となりました第47回福教大祭！　学祭当日はステージでのライヴやカラオケ大
会、テントでの食品販売など楽しいイベントが盛りだくさんです。多くの方に楽しんでいただけ
るよう、私たち学祭STAFFは最後まで全力で頑張ります！
　ぜひ、学祭にお越しいただき、最高の一時をお過ごしください。みなさんのご来場を心より
お待ちしております。

神田学さん（第47回福教大祭実行委員長）
　私たち学祭STAFFは皆様に楽しんでいただくために、様々な団体さんや多くの方々の協
力のもと約半年前から準備をしてきました。
　学祭STAFFは１年生を中心に構成されています。そのため福教大祭は、厳しくも優しい
先輩方のご指導と歴史、教育大の先輩である様々な団体さんのご協力で成り立っていま
す。苦しいときや辛いときもありますが、来場者の方に楽しんでいただくことを考えると私たち
は頑張れます!!
　ぜひ、学祭にお越しいただき笑顔で楽しんでいってください！　それが私たちの何よりの願
いです。

秋吉　琴子さん

本人からのメッセージ

共生社会教育課程
国際共生教育コース２年 
（福岡県立香住丘高等学校 出身） 

あき　よし　　　　こと　 こ

神田　学さん
中等教育教員養成課程
国語専攻１年 
（私立純真高等学校 出身） 

かん 　だ　　　  まなぶ

　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

福岡教育大学の魅力を高校生・受験
生を初め、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。

今号では11月23日（金）～25日（日）に開催
される大学祭の実行委員会が表紙に登場。
大学祭の成功を祈っています。

左

右

　学内ポスターやJOYAMA通信２４号で募集していた学生広報スタッフに、３名の立候補がありました。今回、その３名を紹介し
ます！　まだまだ仲間も募集中。皆さんの応募をお待ちしています。

第１位　特集１「福教大の講義」
第２位　特集２「学生寮」
第３位　福教大NEWS

　多数の貴重なご意見をお寄せくださり、ありがとうございました。
　今号では、特集テーマの希望として根強い就職活動について、「進
路を考える！」として５月にリニューアルオープンしたキャリア支援センター
を中心に取り上げました。
　これからも読者の皆さまのご意見・ご要望にお応えする広報誌の制
作に努めてまいります。アンケートはがきへのご協力を、よろしくお願いい
たします。

28票
27票
19票

・就職活動
・卒業生の進路
・福教大のキャリア教育、教員採用試験支援
・サークル活動
・ボランティア、社会貢献
・新１年生特集
・食堂のメニュー
・教授による教育関係書籍の“おすすめの一冊” 
・福教大の歴史
・フッキー誕生エピソード、プロフィール

良かった記事について

今後取りあげてほしいテーマについて

22 Joyama News vol.25 23



　学生の心身の健康管理を行う「保健管理センター」と、体
育・スポーツ及び健康・体力の基礎的、応用的研究を行う
「附属体育研究センター」を統合し、１０月から新しく「健康科
学センター」が発足しました。
　健康科学センターでは、「医療部門」「カウンセリング部
門」「健康科学研究部門」を置き、これまで別部署で行われ
ていた学生及び教職員の健康管理に関する業務及び健康
科学に関する研究を一体的に行うことにより、心身の健康の
保持増進を図ることを目的とします。
　施設は今までどおり利用できます。

健康科学センター
「保健管理センター」と「附属体育研究セン
ター」が統合されました！ 　平成24年度保護者説明会が6月30日（土）、長崎開催

分から始まりました。今年は長崎・広島・大分・熊本の4地区
での開催とし、大学の担当者より学生の様子、成績表の見
方、就職状況・就職支援を説明していただきました。その後
の情報交換会は、保護者の交流の時間となり参加者には
大変好評でした。
　来年度も計画していますので、是非ご参加ください。

後援会
保護者説明会のご報告

学生広報スタッフ大募集

後援会事務局

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

広報企画室より

　同窓会城山会の研修会を8月5日（日）午後3時より開催
いたしました。（福岡県２８支会より研修会約90名、懇親会
約80名の代表者が参加）

研修会：会長講話・組織の活性化報告（福岡市支会、筑紫支会）
講演会：前城山会北九州地区副会長　丸井　澈氏

演題「城山会の発展を願って
          ―生きがいのある日々の積み重ねこそ―」

懇親会：八仙閣（福岡市博多区）にて

同窓会 城山会
平成２４年度　城山会研修会開催

大学行事カレンダー

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

11/23（金・祝）～11/25（日）　大学祭
12/1（土）　推薦入試
12/2（日）

12/23（日）～1/6（日）　冬季休業
1/19（土）～1/20（日）　大学入試センター試験
2/25（月）～2/26（火）　前期日程入学試験
3/12（火）～3/13（水）　後期日程入学試験
3/25（月）　卒業式・修了式

　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

キャンパスからの 便 りCampus letter

じょうやまかい

まる   い　      きよし

大学院教育学研究科教職実践専攻入試
編入学試験第２次選抜

T O P I C S

　初等美術４年の高木綾乃で
す。私はJOYAMA通信で、福教
大生が活躍している姿を見ると
「自分も頑張ろう」と、前向きな
気持ちになります。人の頑張っ
ている姿を見ることは、何かし
ら自分を成長させることにつな
がると考えています。広報には
様々な魅力があります。それを、
多くの方に感じてもらえるよう
にしたいと思って
います。

　初等国語３年の池田奈緒美です。今
回、福教大のOBである池田隆先生のイ
ンタビュー記事を担当しました。これか
らも、多くの人と出会い、お話しして皆
さんにお伝えできたらと思います。ま
た、教育実習や進路など身近な情報と
共に、「福教大」の枠に留まらない他大
学や国際協定校との交流に関しても、学
生ならではの視点を生かし、届けていき
たいです。より面白く、親しみやすく、た
めになるJOYAMA通信を作る
よう頑張ります。

　初等国語３年の別府衿那です。今回は
福教大OGの方のインタビューを担当
しました。これから就職情報やサーク
ル紹介など福岡教育大学に関する情報
をたくさん発信していきたいと思って
います。JOYAMA通信を今まで以上に
手にとって読んでもらえるよう頑張っ
ていきます。そして、学生広報スタッフ
もまだまだ募集しています。他ではでき
ない経験がいっぱいできると思いま
す。一緒に新しいものを作
り上げていきましょう！

秋吉琴子さん（第47回福教大祭事務局長）
　この度は、JOYAMA通信に掲載していただきありがとうございます。
　開催間近となりました第47回福教大祭！　学祭当日はステージでのライヴやカラオケ大
会、テントでの食品販売など楽しいイベントが盛りだくさんです。多くの方に楽しんでいただけ
るよう、私たち学祭STAFFは最後まで全力で頑張ります！
　ぜひ、学祭にお越しいただき、最高の一時をお過ごしください。みなさんのご来場を心より
お待ちしております。

神田学さん（第47回福教大祭実行委員長）
　私たち学祭STAFFは皆様に楽しんでいただくために、様々な団体さんや多くの方々の協
力のもと約半年前から準備をしてきました。
　学祭STAFFは１年生を中心に構成されています。そのため福教大祭は、厳しくも優しい
先輩方のご指導と歴史、教育大の先輩である様々な団体さんのご協力で成り立っていま
す。苦しいときや辛いときもありますが、来場者の方に楽しんでいただくことを考えると私たち
は頑張れます!!
　ぜひ、学祭にお越しいただき笑顔で楽しんでいってください！　それが私たちの何よりの願
いです。

秋吉　琴子さん

本人からのメッセージ

共生社会教育課程
国際共生教育コース２年 
（福岡県立香住丘高等学校 出身） 

あき　よし　　　　こと　 こ

神田　学さん
中等教育教員養成課程
国語専攻１年 
（私立純真高等学校 出身） 

かん 　だ　　　  まなぶ

　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

福岡教育大学の魅力を高校生・受験
生を初め、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。

今号では11月23日（金）～25日（日）に開催
される大学祭の実行委員会が表紙に登場。
大学祭の成功を祈っています。

左

右

　学内ポスターやJOYAMA通信２４号で募集していた学生広報スタッフに、３名の立候補がありました。今回、その３名を紹介し
ます！　まだまだ仲間も募集中。皆さんの応募をお待ちしています。

第１位　特集１「福教大の講義」
第２位　特集２「学生寮」
第３位　福教大NEWS

　多数の貴重なご意見をお寄せくださり、ありがとうございました。
　今号では、特集テーマの希望として根強い就職活動について、「進
路を考える！」として５月にリニューアルオープンしたキャリア支援センター
を中心に取り上げました。
　これからも読者の皆さまのご意見・ご要望にお応えする広報誌の制
作に努めてまいります。アンケートはがきへのご協力を、よろしくお願いい
たします。

28票
27票
19票

・就職活動
・卒業生の進路
・福教大のキャリア教育、教員採用試験支援
・サークル活動
・ボランティア、社会貢献
・新１年生特集
・食堂のメニュー
・教授による教育関係書籍の“おすすめの一冊” 
・福教大の歴史
・フッキー誕生エピソード、プロフィール

良かった記事について

今後取りあげてほしいテーマについて

22 Joyama News vol.25 23



福岡教育大学広報誌福岡教育大学広報誌
Fukuoka University of Education Campus Magazine

vol..25

25

2012  Autumn

福岡教育大学
豊かな教養と高い専門性をつちかう

編集後記

〒811-4192　宗像市赤間文教町1-1
TEL.0940-35-1205
FAX.0940-35-1259
e-mail: kouhou@fukuoka-edu.ac.jp

ホームページ：
 http://www.fukuoka-edu.ac.jp/
携帯電話サイト：
http://daigakujc.jp/fukuoka-edu/

福岡教育大学広報誌第25号
2012年11月16日
編集発行： 国立大学法人 福岡教育大学
　　　　  広報企画室　広報編集部
　　　　  学生委員会　広報編集部

■JOYAMA通信25号を秋の大学祭に合わせてお届けいたします。就職
状況が相変わらず厳しい中、本学の状況はどうでしょうか。教育大学と
はいえゼロ免課程もあり、教員だけでなく多様な進路の可能性がありま
す。そうした状況を特集しました。また障害学生への支援を担う支援室
にもスポットを当てました。今号から学生広報スタッフが作成に係ってい
ます。今後も活動範囲を増やしていく予定ですのでどうぞよろしくお願い
します。

（広報編集部）

Joyama vol.通信 

福岡教育大学
イメージキャラクター

特集1

進路を考える！
特集2

障害学生
支援室


