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■Joyama通信第21号の発行にご協力いただきました皆様に感謝申し
上げます。福教大NEWSでは、教育週間2011の開催など、本学内外
の活動の様子を紹介しました。教育週間については、来年度も開催さ
れることと思いますので、ご期待頂ければと思います。 
また、この第21号では、特集2など東日本大震災に関連する内容もあり
ます。東日本大震災により被災された皆様に心よりお見舞いを申し上
げます。学長のメッセージにあるように、この震災の教訓を生かすことや
被災した方々の支援について、我々一人ひとりが考え、行動することが
求められているように思います。(清水　紀宏) 

■平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災により、東北地方の太平
洋沿岸地域に甚大な被害が発生し、多くの方々が被災されました。心
よりお見舞い申し上げます。 
今回のJoyama通信は、「小さなことでも、できることから」とした福岡教
育大学の取り組みが、いくつか紹介されています。是非ご覧ください。 
みんなで支え合い、みんなで助け合って、一日も早い再建復興を願うば
かりです。（占部　健一） 

Joyama vol.通信 

福岡教育大学
イメージキャラクター

これが福岡教育大学だ！

福教大発！ ボランティア
「教育週間2011」を開催
西日本新聞社と包括的連携協定を締結／「講座  むなかた！ムナカタ！宗像！～住民の目で探る歴史の軌跡～」を開催
第４５回赤馬寮祭を開催しました／東日本大震災に対する義援金を日本赤十字社へお届けしました



01特集　 これが福岡教育大学だ！

　2010年2月に学長へ就任し１年が立ちました。この
１年を振り返り、これからの福岡教育大学と、福岡教育大
学を目指す高校生へ、そして大学の主役である福教大生
へ寺尾学長からのメッセージです。

02 Joyama News vol.21 03

　これが
福岡教育
大学だ

教育の質的向上を実現し、
活力ある福教大を創る
　昭和41年に宗像市赤間の地にキャンパス統合を果たして、45年
になります。この間、温かいご支援とご協力をいただいている地域の
皆様方に、本学を代表して、深く感謝申し上げます。
　本学の基本理念は、「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、学生に豊かな教養と深い専門的知識技
能を獲得させることによって、知的発達と人間的成長を促し、もって有
為な教育者を養成するとともに、地域及び我が国の文化の発展に寄
与すること」です。
　私は学長就任にあたり、「教育の質的向上を実現し活力ある福教
大を創る」と宣言し、昨年度は、運営組織の改革と規程整備、予算編
成と人事配置の抜本的な見直しを行いました。その基盤の上に、就
任2年目の本年度は、より本質的な改革を進めてまいります。
　端的に言って、大学機能の向上を図りながら学生サービスを充実さ
せることが重要だと考えています。学生の皆さんが“本学で学ぶことが
できて楽しい”という思いを一層強め、本学での修学によって身に付く
資質能力（福教大スタンダード）を自他ともに説明できるようにするとと
もに、教育実習を含む大学教育のカリキュラム改革を実行し、日頃の
教育指導と就職支援を充実させて、やる気を促す奨学制度や国際交
流の促進、さらなる学修環境の整備を進めたいと思います。
　今後2年間に正規教員就職率40％以上、非常勤講師を含む教員
就職率65％以上を実現して欲しいという数値目標を掲げました。それ
は本学に対する国民や社会の期待と、今後10年間は続くと予測され
る教員大量退職時代の中での教員需要を考慮して、実現可能な目
標として示したものです。これを確実に達成してこそ本学の未来があ
ります。ついては、教職員の皆さんと学生の皆さんに、一層の奮起をお
願いしたいと思います。
　その際は、東日本大震災の試練に耐え、その教訓を生かすことも忘
れてはなりません。被災した人 を々いかにして支援するかを我々の未
来の仕事に付加したいと思います。優れた科学的知識も、想像力を
持って学び、身に付けなければ役に立たないことや、物事の総合的な
判断力や適切な事態説明力の育成も、一層留意されるべきです。こ
れらのことを真摯に受け止め、大学での教育研究の再構築に努めた
いと思います。
　学生の皆さんには、努力を惜しまず、深く秘められた自らの「よさと可
能性」を発見していただくとともに、勉学・スポーツ・芸術活動への精
励、ボランティア活動や周りの人 と々の緊密な交流を通して、それらを
一層磨いていただくことを願っています。

!

写真上から　1. 入学式　2. 緑豊かなキャンパス　3. 授業　4. 中庭　5. 卒業式

撮影協力：準硬式野球部

特集
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福教大生の一日
福教大生は、どんなキャンパスライフを送っているのでしょうか？
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福教大生の一日
福教大生は、どんなキャンパスライフを送っているのでしょうか？知りた

い！

高校までと違い自分で授業などを決めたりと、大変
な部分もあるけれどその分自分の時間が作りやす
いのでとても充実しています。

中等教育教員養成課程 国語専攻 １年　塚本 純朗さん

熊本県立熊本北高等学校出身

つかもと   まさとき

同じ夢を持つ人が集まる大学なので、互いに刺激し合い
ながら勉強に集中できます。大学周辺には、気を引くよう
な物もないので・・・（笑）

初等教育教員養成課程 数学選修 3年　末安 彩香さん

福岡県立香住丘高等学校出身

すえ やす　あや  か

寮では友達と一緒にご飯を食べたり、一緒に遊んだ
り、時にはさまざまな課程の人がいるので自分の専
門外のことを教えあったりしています。

パソコン教室では、授業ででたレポートを作ったり
しています。インターネットを使って調べものをする
ことも可能です。

パソコン教室

様々な場面で利用する「在学証明書」など証明書
はこの証明書自動発行機で発行します。発行機の
使い方はすぐに覚えました。

証明書自動発行機

寮

食堂は「フィオーレ」と「セレーノ」の２つ
あり、どちらもおいしいのでついつい食
べ過ぎてしまいます。

食堂

教員免許以外の資格も取得できるので、自分の将
来を大きく広げるためにその他の講義も受けてい
ます。

◆指定された単位の取得により、学校図書館司書教諭の
資格を得るための条件を満たすことができます。

学校図書館司書教諭の授業

大学では、連絡は主に掲示板で行われます。見落とし
がないよう、小まめに見ることを心掛けています。

掲示板で講義に関する連絡事項などを確認

教員になりたくて入学した大学なので、この講座は欠かせ
ません。 主に４年生が対象ですが、私は将来をじっくり考
えたいので、早めに受けています。

教員採用試験特別講座

授業がない時間は図書館で調 べ物や授業のまとめをし
ます。図書館内にはパソコン室 もあるので、レポート作
成などもでき、作業がとても捗 ります。

図書館で調べ物

キャリア支援センターの方々には、いつもお世話になって
います。論作文や自己ＰＲ文、面接などの指導を丁寧にして
くださるので、とても心強いです。

キャリア支援センター で情報収集
★8：00★8：00

♥8：10♥8：10
♥10：20♥10：20

♥10：20♥12：00

♥14：20♥14：20

♥17：40♥17：40
★10：00★10：00

大学の講義は自分の学びたいものを専門的に学
べ、どの授業も自分の将来につながるものばかりな
のでしっかり聞くようにしています。

授業

学生センターの２階には、自由に使える談話室が
あります。授業のない時間に友達といろいろなこ
とを話したりすることができ、ほかの課程の話をき
くこともできます。　

談話室

★14：20★14：20

★15：50★15：50

★17：00★17：00

★11：50★11：50

★

★

★
★

★

★
♥

♥

♥

♥

♥

で生活

でレポート作成

で昼食

で証明書を発行

で友達とリラックス

を受講
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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。

６月１日　シンポジウム「地震・災害とボランティア～今、どうすべきか」を開催

６月３日　震度６強を想定した地震総合訓練を実施

６月６日　講演会「学校ボランティアで あなたもかわる！ 子どももかわる！ 先生もかわる！」を開催

６月７日　「優秀教育実習生賞受賞者によるポスターセッションとトーク＆トーク」を開催
６月２日　特別講座「平山秀幸監督講演会＆模擬記者会見」を開催

基調講演　喜多悦子氏

指定場所に避難した学生たち

トーク＆トークの様子

講師の坂田紳一氏
シンポジスト（左から）　山田伸之准教授　別府勇氏

講師の平山秀幸監督

模擬記者会見の様子

　最終日となる６月７日（火）、「優秀教育実習生賞受賞者によるポスタ－セッ
ションとト－ク＆ト－ク」を開催しました。この催しは、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、今月中旬から始まる教育実習に向け、体
験談を交えながら後輩達と意見交換を行う初めての試みです。開会に当た
り、寺尾学長から、「本日は学生諸君が主体となり、教育実習を終えた先輩達
の貴重な経験や知恵を後輩へつなげてほしい。」との挨拶がありました。
　体験をできる限り伝えたい先輩側、できる限り実体験を聴きたい後輩側から
発言が相次ぎ、充実した時間となりました。
　今回参加した８名の優秀教育実習生から、それぞれの学校種、教科、子ども
の実態に応じた教材研究の決め方、実習に参加するに当たって大切だと感じ
たこと、準備が必要なことや実習中の宿泊先等について、具体的にわかりや
すく発表があり、後輩達からも、現段階で準備することや一人の教員としての
振るまい等について熱心な質問がありました。また、一般参加者からの「あなた
にとって授業とはなんだと思う？」という問いかけに、「子どもとともに成長できる
時間」「子どもと過ごせる幸せな時間」「勝負の時間」「試練と感動の時間」
等、それぞれ教育実習の思いが詰まった回答がありました。
　最後に、優秀教育実習生全員から後輩達へ、「取り組み方次第で教育実
習は大変貴重で有意義な経験となる」とのメッセージが送られました。なにより

も実習の話をする際の先輩達の楽しそうで嬉しそうな表情に、教育実習に不
安を抱き、実習を辛いものと捉えていた後輩達も、「やってみよう」という気持ち
が芽生え、実習への手応えを感じとったようです。

　６月３日（金）、大規模地震による災害を想定し、学生・教職員約３０００人を対象にした
全学一斉の地震総合訓練を実施しました。
　当日は、午前１０時３０分に震度６強の地震が発生したことを想定して、自衛消防本部の
設置に係る情報伝達訓練、授業中の学生も参加しての避難訓練、出火を想定した初期
消火訓練に引き続き、負傷者の救出救護訓練及び宗像消防本部署員による消火器、屋
内消火栓設備の取扱訓練などが行われました。
　訓練終了に当たって、宗像消防本部の畠中氏より「今回の訓練では、授業中の学生も
含めた訓練であり、情報伝達が重要となります。」との講評があり、寺尾学長から「本日いた
だいたアドバイスを糧に今後の役に立てたい。」との説明がありました。
　今回のような全学一斉の訓練は、本学始まって以来初めてのことであり、反省すべき事
も多々ありましたが、いざという時に適切な行動がとれるよう、訓練を重ねていくことがなに
より重要であると痛感させられました。

「教育週間２０１１」を開催

　６月６日（月）、宗像市立自由ヶ丘小学校長の坂田紳一氏を講師に、「学校ボ
ランティアで あなたもかわる！ 子どももかわる！ 先生もかわる！」を開催しました。
　坂田先生は、本学を卒業されて以降、公立小学校、附属福岡小学校、福岡
県教育事務所指導主事、公立小学校教頭を歴任し、その後、現在まで４校計
１２年間校長を務められております。今回は、校長として最初に赴任した小学
校での、地域、学生と連携して取り組んだ学習ボランティア事業の話から、現
在の小学校での取り組みまで多数の事例をもとにお話がありました。
　事例紹介のなかで、活動する子ども達の写真が多数あり、そのどれもが素晴
らしい表情であり、そのたびに坂田先生が「どうですか？いいでしょ？」、「こんな
子どもの顔の写真を撮れる担任は素晴らしいですよ。」、「子ども達のこんな素
晴らしい顔を見ることができる。たくさんの感動を子ども達からもらうことができ
る。ぜひ、学校ボランティアに来てほしい。」と学生に呼びかけられていました。
　最後に、坂田先生から学生に対して、「ぜひ、教師を目指してほしい」、また
教師として身につけてほしい資質と能力として、『実践的指導力（学習指導力・
地域対応力・学級経営力等）』『組織人としての自覚と社会的スキル』『自己
研鑽に励む期間をつくること』の３点を挙げられました。

　参加した学生から、ぜひ自由ヶ丘小学校へボランティアに行きたいと申し出
があり、その場で受入れが決定しました。

　６月１日（水）には、シンポジウム「地震・災害とボ
ランティア～今、どうすべきか」を開催しました。
　まず、最初に寺尾愼一学長より、「今回の震災を
受けて、一刻も早く現場に駆けつけ、何らかのお手
伝いをしたいという気持ちになるが、そのためにはど
うすればいいのか、今、何ができるのか、会場の皆
様と一緒に考えていきたい」と挨拶がありました。
　第１部として、日本赤十字九州国際看護大学長
の喜多悦子氏から、「災害被災者支援とボラン
ティア」というテーマで基調講演が行われました。喜
多学長は、医師として多くの海外の紛争地や被災
地に出向かれ、難民となった人々の生活回復に力
を尽くされている方であり、過去の体験や今回の被
災地への訪問の事例を含めながら、被災・災害・人
道援助等についてのお話がありました。
　第２部は、生涯教育・ボランティア学が専門の井
上豊久・本学教授をコーディネーターに、４名のシン
ポジストによるシンポジウムを開催しました。
　地震工学が専門の山田伸之・本学准教授から、
今回の地震のメカニズム、同氏が震災後に被災地
で行った調査活動、その調査によって検証された今
回の津波の恐ろしさ、学校における災害時の対応、
釜石市での防災教育等について、映像を交えなが
ら報告があり、このような災害に対する日頃からの
備えの大切さについて提案がありました。
　別府勇氏（航空自衛隊芦屋基地）は、震災直後

の３月２２日から、被災地に災害派遣として出向か
れ、松島基地の復旧活動や救難活動にご尽力され
た方で、現地での活動状況、被災地の現状、復興
支援の内容、支援物資の運搬等について、映像を
もとに報告がありました。被災地を見て大変なショッ
クを受け言葉が出なかったこと、苦難な状況の中で
も人々の心の温かさを感じたこと、みんなが協力して
助け合っている姿を見て、本来の日本人の姿、誇り
を感じたことなど、同氏が活動中に感じた様々な思
いについても語っていただきました。最後に、過去に
震災にあった神戸が見事に復活したように、東北も
復活してほしい、それまで自分たちができることを精
一杯行いたいとの発言がありました。
　松山稔氏（宗像市総務部生活安全課）からは、
行政の立場から、宗像市の防災に対する取り組
み、特に、自主防災組織の活動やその重要性につ
いて、資料を基に報告があり、地域での繋がりが災
害時に需要であるとの提案がありました。
　仲西浩一氏（NPO団体代表）からは、同氏が過
去に経験した中越地震でのボランティア活動を基
に、ボランティアは何かをやりたいという気持ちが大
切であり、実際に現地に行かなくても、できることを
一つずつやっていくことも大切であるとの提案があ
りました。
　最後に、コーディネーターの井上教授から、ボラ
ンティアの力、地域や家族との連携、地域生活の

安定の重要性についての話があり、それぞれの立
場、繋がりのなかで、地震、災害、ボランティアにつ
いて、考えていただきたいと提案があり、シンポジウ
ムは終了しました。

　６月２日（木）には、『「新聞力」養成講座』の特別講座として、映画監督の
平山秀幸氏をお招きし、講演会を開催しました。当日は、市民の皆様も含め約
１００名が参加しました。
　講演会では、映画監督になった経緯や、代表作である「愛を乞うひと」を始
めとした様々な作品への思いや、制作現場の裏話などを、ユーモアを交えて
語っていただいきました。
　講演会に引き続き、学生を記者役とした「模擬記者会見」を行いました。｢愛
を乞うひと｣を事前の上映会で鑑賞した学生からは、作品のシーンに込められた
意図や、制作する上での苦労などに関して、映画の内容に踏み込んだ鋭い質
問が寄せられ、それに対し平山監督は一つ一つ丁寧に答えていました。学生た
ちは、講演会や映画から受け取った情報について、その価値や意図を「記者会
見」という対話の中で発見するという、よい機会を得ることができました。

平山秀幸監督　プロフィール
北九州市出身。１９９８年『愛を乞うひと』で日本アカデミー賞最優秀監督賞など、
国内外で６９の映画賞を受賞。昨年は故郷福岡を舞台にした『信さん・炭坑町のセ
レナーデ』が大ヒット。今年は『太平洋の奇跡 -フォックスと呼ばれた男-』を公開。
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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。

６月１日　シンポジウム「地震・災害とボランティア～今、どうすべきか」を開催

６月３日　震度６強を想定した地震総合訓練を実施

６月６日　講演会「学校ボランティアで あなたもかわる！ 子どももかわる！ 先生もかわる！」を開催

６月７日　「優秀教育実習生賞受賞者によるポスターセッションとトーク＆トーク」を開催
６月２日　特別講座「平山秀幸監督講演会＆模擬記者会見」を開催

基調講演　喜多悦子氏

指定場所に避難した学生たち

トーク＆トークの様子

講師の坂田紳一氏
シンポジスト（左から）　山田伸之准教授　別府勇氏

講師の平山秀幸監督

模擬記者会見の様子

　最終日となる６月７日（火）、「優秀教育実習生賞受賞者によるポスタ－セッ
ションとト－ク＆ト－ク」を開催しました。この催しは、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、今月中旬から始まる教育実習に向け、体
験談を交えながら後輩達と意見交換を行う初めての試みです。開会に当た
り、寺尾学長から、「本日は学生諸君が主体となり、教育実習を終えた先輩達
の貴重な経験や知恵を後輩へつなげてほしい。」との挨拶がありました。
　体験をできる限り伝えたい先輩側、できる限り実体験を聴きたい後輩側から
発言が相次ぎ、充実した時間となりました。
　今回参加した８名の優秀教育実習生から、それぞれの学校種、教科、子ども
の実態に応じた教材研究の決め方、実習に参加するに当たって大切だと感じ
たこと、準備が必要なことや実習中の宿泊先等について、具体的にわかりや
すく発表があり、後輩達からも、現段階で準備することや一人の教員としての
振るまい等について熱心な質問がありました。また、一般参加者からの「あなた
にとって授業とはなんだと思う？」という問いかけに、「子どもとともに成長できる
時間」「子どもと過ごせる幸せな時間」「勝負の時間」「試練と感動の時間」
等、それぞれ教育実習の思いが詰まった回答がありました。
　最後に、優秀教育実習生全員から後輩達へ、「取り組み方次第で教育実
習は大変貴重で有意義な経験となる」とのメッセージが送られました。なにより

も実習の話をする際の先輩達の楽しそうで嬉しそうな表情に、教育実習に不
安を抱き、実習を辛いものと捉えていた後輩達も、「やってみよう」という気持ち
が芽生え、実習への手応えを感じとったようです。

　６月３日（金）、大規模地震による災害を想定し、学生・教職員約３０００人を対象にした
全学一斉の地震総合訓練を実施しました。
　当日は、午前１０時３０分に震度６強の地震が発生したことを想定して、自衛消防本部の
設置に係る情報伝達訓練、授業中の学生も参加しての避難訓練、出火を想定した初期
消火訓練に引き続き、負傷者の救出救護訓練及び宗像消防本部署員による消火器、屋
内消火栓設備の取扱訓練などが行われました。
　訓練終了に当たって、宗像消防本部の畠中氏より「今回の訓練では、授業中の学生も
含めた訓練であり、情報伝達が重要となります。」との講評があり、寺尾学長から「本日いた
だいたアドバイスを糧に今後の役に立てたい。」との説明がありました。
　今回のような全学一斉の訓練は、本学始まって以来初めてのことであり、反省すべき事
も多々ありましたが、いざという時に適切な行動がとれるよう、訓練を重ねていくことがなに
より重要であると痛感させられました。

「教育週間２０１１」を開催

　６月６日（月）、宗像市立自由ヶ丘小学校長の坂田紳一氏を講師に、「学校ボ
ランティアで あなたもかわる！ 子どももかわる！ 先生もかわる！」を開催しました。
　坂田先生は、本学を卒業されて以降、公立小学校、附属福岡小学校、福岡
県教育事務所指導主事、公立小学校教頭を歴任し、その後、現在まで４校計
１２年間校長を務められております。今回は、校長として最初に赴任した小学
校での、地域、学生と連携して取り組んだ学習ボランティア事業の話から、現
在の小学校での取り組みまで多数の事例をもとにお話がありました。
　事例紹介のなかで、活動する子ども達の写真が多数あり、そのどれもが素晴
らしい表情であり、そのたびに坂田先生が「どうですか？いいでしょ？」、「こんな
子どもの顔の写真を撮れる担任は素晴らしいですよ。」、「子ども達のこんな素
晴らしい顔を見ることができる。たくさんの感動を子ども達からもらうことができ
る。ぜひ、学校ボランティアに来てほしい。」と学生に呼びかけられていました。
　最後に、坂田先生から学生に対して、「ぜひ、教師を目指してほしい」、また
教師として身につけてほしい資質と能力として、『実践的指導力（学習指導力・
地域対応力・学級経営力等）』『組織人としての自覚と社会的スキル』『自己
研鑽に励む期間をつくること』の３点を挙げられました。

　参加した学生から、ぜひ自由ヶ丘小学校へボランティアに行きたいと申し出
があり、その場で受入れが決定しました。

　６月１日（水）には、シンポジウム「地震・災害とボ
ランティア～今、どうすべきか」を開催しました。
　まず、最初に寺尾愼一学長より、「今回の震災を
受けて、一刻も早く現場に駆けつけ、何らかのお手
伝いをしたいという気持ちになるが、そのためにはど
うすればいいのか、今、何ができるのか、会場の皆
様と一緒に考えていきたい」と挨拶がありました。
　第１部として、日本赤十字九州国際看護大学長
の喜多悦子氏から、「災害被災者支援とボラン
ティア」というテーマで基調講演が行われました。喜
多学長は、医師として多くの海外の紛争地や被災
地に出向かれ、難民となった人々の生活回復に力
を尽くされている方であり、過去の体験や今回の被
災地への訪問の事例を含めながら、被災・災害・人
道援助等についてのお話がありました。
　第２部は、生涯教育・ボランティア学が専門の井
上豊久・本学教授をコーディネーターに、４名のシン
ポジストによるシンポジウムを開催しました。
　地震工学が専門の山田伸之・本学准教授から、
今回の地震のメカニズム、同氏が震災後に被災地
で行った調査活動、その調査によって検証された今
回の津波の恐ろしさ、学校における災害時の対応、
釜石市での防災教育等について、映像を交えなが
ら報告があり、このような災害に対する日頃からの
備えの大切さについて提案がありました。
　別府勇氏（航空自衛隊芦屋基地）は、震災直後

の３月２２日から、被災地に災害派遣として出向か
れ、松島基地の復旧活動や救難活動にご尽力され
た方で、現地での活動状況、被災地の現状、復興
支援の内容、支援物資の運搬等について、映像を
もとに報告がありました。被災地を見て大変なショッ
クを受け言葉が出なかったこと、苦難な状況の中で
も人々の心の温かさを感じたこと、みんなが協力して
助け合っている姿を見て、本来の日本人の姿、誇り
を感じたことなど、同氏が活動中に感じた様々な思
いについても語っていただきました。最後に、過去に
震災にあった神戸が見事に復活したように、東北も
復活してほしい、それまで自分たちができることを精
一杯行いたいとの発言がありました。
　松山稔氏（宗像市総務部生活安全課）からは、
行政の立場から、宗像市の防災に対する取り組
み、特に、自主防災組織の活動やその重要性につ
いて、資料を基に報告があり、地域での繋がりが災
害時に需要であるとの提案がありました。
　仲西浩一氏（NPO団体代表）からは、同氏が過
去に経験した中越地震でのボランティア活動を基
に、ボランティアは何かをやりたいという気持ちが大
切であり、実際に現地に行かなくても、できることを
一つずつやっていくことも大切であるとの提案があ
りました。
　最後に、コーディネーターの井上教授から、ボラ
ンティアの力、地域や家族との連携、地域生活の

安定の重要性についての話があり、それぞれの立
場、繋がりのなかで、地震、災害、ボランティアにつ
いて、考えていただきたいと提案があり、シンポジウ
ムは終了しました。

　６月２日（木）には、『「新聞力」養成講座』の特別講座として、映画監督の
平山秀幸氏をお招きし、講演会を開催しました。当日は、市民の皆様も含め約
１００名が参加しました。
　講演会では、映画監督になった経緯や、代表作である「愛を乞うひと」を始
めとした様々な作品への思いや、制作現場の裏話などを、ユーモアを交えて
語っていただいきました。
　講演会に引き続き、学生を記者役とした「模擬記者会見」を行いました。｢愛
を乞うひと｣を事前の上映会で鑑賞した学生からは、作品のシーンに込められた
意図や、制作する上での苦労などに関して、映画の内容に踏み込んだ鋭い質
問が寄せられ、それに対し平山監督は一つ一つ丁寧に答えていました。学生た
ちは、講演会や映画から受け取った情報について、その価値や意図を「記者会
見」という対話の中で発見するという、よい機会を得ることができました。

平山秀幸監督　プロフィール
北九州市出身。１９９８年『愛を乞うひと』で日本アカデミー賞最優秀監督賞など、
国内外で６９の映画賞を受賞。昨年は故郷福岡を舞台にした『信さん・炭坑町のセ
レナーデ』が大ヒット。今年は『太平洋の奇跡 -フォックスと呼ばれた男-』を公開。
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「講座  むなかた！ムナカタ！宗像！
 　～住民の目で探る歴史の軌跡～」を開催
　本学では、「講座　むなかた！ムナカタ！宗像！～住民の目で
探る歴史の軌跡～」を１月２９日、２月１９日、３月１９日の３回に
わたって開催しました。本学の所在地、宗像市及び近隣の福
津市にある「宗像・沖ノ島と関連遺産群」がユネスコ世界遺産
の暫定リストに掲載されたことに伴い、「海」をキーワードに宗
像の歴史・文化を紐とく公開講座を企画しました。本講座は、
たいへん好評を博し、地元の宗像市を中心に延べ７００名の
参加がありました。
　最終日の３月１９日（土）には、実際に沖ノ島の発掘調査に
携わられた日本考古学学芸員の松本肇氏から「沖ノ島の祭祀
遺跡～発掘調査の一齣～」、本学の亀井輝一郎教授（社会
科教育講座）から「宗像・宗像神・宗像氏～在地と王権～」の
演題で講演が行われました。最後に、寺尾学長より、今回の講
座が大盛況であり、かつ、参加いただいた方々からの強い要望
もあったことから、秋に第２期講座を計画している旨の発表が
あると、会場は大きな拍手に包まれました。日程等その他詳細
については、正式決定後、ＨＰにて公表する予定です。

福教大NEWS 4
第４５回赤馬寮祭を開催しました
　第４５回赤馬寮祭が５月２５日（水）から２９日（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。
　赤馬寮祭は、「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）」「ビアガーデン」「エンタメ祭」の５つのイベント
で構成されています。「メインストリートデモ」「夜御輿」では、寮生
が神輿を担いで赤間街道や学内を練り歩き、寮生の力強さをア
ピールしました。また、地域の子どもたちや商店街の方とも触れ合
う機会にもなっています。「楽夜祭」では、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。「ビアガーデン」「エンタメ祭」は生憎の天
候により、残念ながら屋内の開催となりましたが、寮生の力強さ、
団結力、創造力が十分に発揮され、大いに賑わいました。

４月からの２ヶ月間、ひたすら寮祭のことだけを考え過ごしてきました。最後のフィナーレで見られるみんなの涙は、大学生活の一番の思い出
になるものだと確信できました。大学に入って何かしたいなら寮に入って、寮祭を作り上げていくことがオススメです。

　福岡教育大学では、東日本大震災の被災地域の一日
も早い復興を支援するため、教職員、学生を対象に義援
金の募金活動を行っていましたが、４月２０日（水）に本学
の寺尾学長は、日本赤十字社福岡県支部を訪れ、附属
学校を含めこれまでに集まった義援金総額１，３９６，１５６
円を日本赤十字社へ寄託しました。 
　本学では、「できることから」対応していこうという考えの
もと、今後も支援活動に取り組んでいきたいと思います。 
　現在は、社会のみなさまへも呼び掛け、東日本大震災
の被災者を救援するために、義援金を募っています。

　福岡教育大学は、６月６日（月）に株式会社西
日本新聞社と包括的連携協定を締結しました。
この協定は、今年度より、同新聞社に協力願
い、本学のキャリア支援センターにおいて『「新
聞力」養成講座』を開設したことを契機に、双方
の連携体制を強化し、広く連携協力することを
目的としています。
　調印式では、寺尾学長から、『「新聞力」養成
講座は、本学学生の貴重な経験の場となって
おり、本学としても重要な取り組みと位置付けて
いる。これを契機に、とりわけ九州の教育、地域
社会の発展に係る調査・研究について、合同で
手がけることができれば、大変ありがたい。』との
挨拶がありました。
　西日本新聞社代表取締役社長の川崎隆生
氏からは、「九州で唯一の教員養成大学である
福岡教育大学と協定を締結することができ大
変嬉しい。教育大学の力を私たちに貸していた
だきたい。」との挨拶がありました。
　その後、調印式があり、川崎社長と寺尾学
長が固い握手を交わしました。

固い握手を交わす、川崎社長（左）と寺尾学長（右）

西日本新聞社と包括的連携協定を締結

福教大NEWS 5
東日本大震災に対する義援金を
　　　日本赤十字社へお届けしました

神輿担ぎの様子

入学式（４月５日）の募金活動の様子日本赤十字社へ義援金を寄託する寺尾学長（右）

がんばろう日本!

日本考古学学芸員の松本肇氏による講演の様子

第45回赤馬寮祭実行委員長から

環境情報教育課程　情報教育コース　２年　吉原隆生
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特集

福教大発
ボランティア

ふんばろう東日本支援プロジェクト
＠福教大（名称変更予定）

福教大生からのMessage
ふんばろう東日本支援プロジェクト＠福教大とは？
（略して「ふんばろう＠ＦＵＥ」）

（上）活動の様子（5月23・24日）
（下）お米、トイレットペーパー、お菓子の提供を呼びかけ、
　　 これだけの物資のご協力をいただきました。

ふんばろう東日本支援プロジェクトの仕組み

必要物資の
情報を収集

避難所A

避難所B

避難所C

ボランティアの
取りまとめ役

必要物資の
情報を収集

ボランティアの
取りまとめ役

現在、ふんばろう＠FUEは
これらの情報を参考にし、
物資を集め、募金を募り、
避難所に送付しています！

Twitterなどで全国的に呼びかけ

全国の送れる人が直接避難所に送る！

参考：「ふんばろう東日本支援プロジェクト＠福教大」のブログ　http://fumbarofue.jugem.jp

必要物資の
情報を収集

ボランティアの
取りまとめ役

福教大はボランティア活動がとてもしやすい環境であり、「参加したい」と思ったと
きに参加できる体制が整っています。ＶＳＳ（ボランティアサポートシステム）や各研
究室で行っているボランティア、サークル仲間と行うボランティア、個人で自発的に
行うボランティアなど。形は様々ですが、学生は毎日誰かのために活動しています。
　さて、実際にどんなボランティア活動があるのか一部ご紹介します。

！

　九州で何変わらぬ日常を謳歌しているころ、被災地では家も愛する人も失い、街は崩壊し、未来も見
えない方が大勢いる。無傷の人々がなにもせず被災者の生活が脅かされるのは、もはや「自然災害」で
はなく「人災」です。「支援物資が余り、バザーに出され、ただで配られている」という報道を見て、「物資は
足りてるんだ」と安心していませんか。それは幻想です。主要な避難所に物資が集中する一方、多数の
小さな避難所では物資が圧倒的に足りないのが実情です。トップダウンの行政は末端の現状を把握で
きず、流通は滞るばかり。今必要なのは官を待たず、民と被災地を直接結ぶネットワーク型の支援です。
　しかし、いざ支援しようとしてもどこに何を送ればよいのかわからないというのが正直なところでしょう。
「ふんばろう東日本支援プロジェクト」（早稲田大学大学院専任講師西條剛央氏代表）は、各避難所で
必要とされている物資をリスト化し、ホームページに挙げ、全国の送れる人が送る、つまり、「必要な物を」
「必要な分だけ」「必要な所に」「送れる人が送る」効率的な支援システムです。九州にいながら何かでき
ないか考えていた私たちは、「ふんばろう」を使えば確実な支援ができ、さらに学内で組織的に支援の輪を
広げれば、より効率的に資金や物資を集め送ることができると考え、学生サークルを立ち上げました。それ
が「ふんばろう東日本支援プロジェクト＠福教大（ふんばろう＠ＦＵＥ）」です。何にもしないとは「自らが何も
しない決断を下す」こと。私たちは「何かしよう」「何かできる」と信じ、今、活動しています。

現在の活動内容と今後の方向性
　私たち「ふんばろう＠FUE」では現在、ビラ配りやメール等で学内に物資と資金の協力を求め、い
ただいた募金を使って、集めた物資を必要としている避難所・個人避難宅に直接送る、草の根的な
活動を展開しています。５月２３・２４日には、短い周知期間にも関わらず、多数の方が家からお米を
持ってきてくれたり、自分のために買ったばかりのお菓子を提供してくれました。このように、「ふんば
ろう＠FUE」の活動は、多くの人に知ってもらい、それぞれの身の回りにあるものを提供してもらうと
いう、みんなの善意に支えられて成り立っています。これまで、インスタント食品やお米といった食料、
トイレットペーパーや洗濯バサミなどの生活用品の提供を学生や教職員の方々に呼びかけて集め
た物資を、宮城県石巻市、気仙沼市、福島県南相馬市、いわき市、岩手県大船渡市に送りました
（6月現在）。その他にも単発的に、アイロンやドライヤーなどの日用製品等を、岩手県一関や下閉
伊郡、宮城県南三陸町などに発送しました。これからも学内３５００名ほどの福教大コミュニティーの
協力を得ながら、どんどん物資を送っていきたいと思います。
　サークルを立ち上げたばかりで学内の周知さえ徹底していませんが、今後は学内サークルとのコ
ラボや講演会も企画し、多くの方々が自然に協力してくれる雰囲気を作りたいと思っています。また、
現地の状況は日に日に変化しており、支援を短期で終わらせないためにも、私たち自身が被災地の
現状の理解を深め、学内外に情報を提供することで支援への意識向上と持続を図っていくつもり
です。さらに、お礼の手紙をいただいた方 と々のやり取り、教育大という特徴を活かした教育支援に
も力を注ぎたいです。先々似たような災害が起こる可能性も考え、本学における被災地支援のボラ
ンティア活動の基点となるべく、近々サークル名の変更も予定しています。

　学生の本望は勉学です。ただし「学ぶべきもの」は何も教科書や書物の中だけに存在するのではありません。ボランティアは本来利他的なものですが、こうしたボラン
ティア活動は人として、教育者として自分を成長させてくれます。支援に終わりがないように、教育にも終わりがありません。福教大生みんながこのサークルの活動に参加・
協力することで、「本望を全うしつつ、自分に何ができるか」と問い続けてほしい。というのもこの問いは教師、親、社会人にとっての本質的かつ終わりなき問いだからです。
　最後に被災地から教育大生宛に届いたメールを紹介します。「県立大槌高校では避難所にされた体育館のみならず教室まで被災者が溢れるなか、自分も被災してい
るにも関わらず、行政よりも的確に被災者の面倒をみている先生方の姿がありました。子供達は見ています。命を掛けている先生方の姿を。未曾有の被害をもたらしたこ
の東日本大震災、遠い宗像の地ではなかなか前景化出来ないと思いますが、将来先生となる皆様にとって、このプロジェクトに参加した経験が必ずや生かされると私は信
じています。まだまだ大槌は復興どころか、復旧さへままならない状況です。どうか継続的なご支援を宜しくお願いいたします。　岩手県大槌町　三浦」　詩人金子みすゞ
は「見えぬけれどもあるんだよ」と言いました。被災地は見えないだけで確実に「あり」、被災者の方々が生活しています。あなたの目には見えますか。

　東日本大震災から約4カ月が経った
今、この震災に対する印象になにかし
らの変化がありましたか？おそらく震
災当初に感じた衝撃はだんだんと緩
和されていっているのではないかと思
います。遠く離れた九州では日常生活
に戻ることは容易く、ニュースや新聞
を見ていてもどこかよその国で起き
た災害のように感じてしまいます。僕
はそうなりつつある自分が嫌で、この
ボランティアに参加しました。どの人
にも被災者のためにできることは必
ずあります。まずは被災地の人々に少
し気持ちを向けてみるだけでも、何か
を始めるきっかけになると思います。
被災地は同じ日本で、思っている以上
に近い場所です。

　３月１１日に発生した東日本大
震災。テレビで地震そして津波の
映像を見たときは、これが本当に
同じ日本なのかと目を疑い、言葉
を失いました。今私たちがなにを
すべきなのか、被災された方は何
を必要としているのか、そして私
たちが被災された方々にできるこ
とは何なのかを思い悩み、この
サークルを立ち上げるに至りまし
た。まだ支援活動を始めたばかり
ですが、吉武先生をはじめ、サーク
ルに所属しているメンバーみんな
で被災された方々に少しでも喜ん
でもらえ、一日でも早く笑顔を取
り戻してもらえるような活動をし
ていきたいと思います。

大学院音楽教育コース １年 初等教育教員養成課程 数学選修 ３年
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参考：「ふんばろう東日本支援プロジェクト＠福教大」のブログ　http://fumbarofue.jugem.jp
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ふんばろう東日本支援プロジェクト
＠福教大（名称変更予定）

福教大生からのMessage
ふんばろう東日本支援プロジェクト＠福教大とは？
（略して「ふんばろう＠ＦＵＥ」）

（上）活動の様子（5月23・24日）
（下）お米、トイレットペーパー、お菓子の提供を呼びかけ、
　　 これだけの物資のご協力をいただきました。

ふんばろう東日本支援プロジェクトの仕組み

必要物資の
情報を収集

避難所A

避難所B

避難所C

ボランティアの
取りまとめ役

必要物資の
情報を収集

ボランティアの
取りまとめ役

現在、ふんばろう＠FUEは
これらの情報を参考にし、
物資を集め、募金を募り、
避難所に送付しています！

Twitterなどで全国的に呼びかけ

全国の送れる人が直接避難所に送る！

参考：「ふんばろう東日本支援プロジェクト＠福教大」のブログ　http://fumbarofue.jugem.jp

必要物資の
情報を収集

ボランティアの
取りまとめ役

福教大はボランティア活動がとてもしやすい環境であり、「参加したい」と思ったと
きに参加できる体制が整っています。ＶＳＳ（ボランティアサポートシステム）や各研
究室で行っているボランティア、サークル仲間と行うボランティア、個人で自発的に
行うボランティアなど。形は様々ですが、学生は毎日誰かのために活動しています。
　さて、実際にどんなボランティア活動があるのか一部ご紹介します。

！

　九州で何変わらぬ日常を謳歌しているころ、被災地では家も愛する人も失い、街は崩壊し、未来も見
えない方が大勢いる。無傷の人々がなにもせず被災者の生活が脅かされるのは、もはや「自然災害」で
はなく「人災」です。「支援物資が余り、バザーに出され、ただで配られている」という報道を見て、「物資は
足りてるんだ」と安心していませんか。それは幻想です。主要な避難所に物資が集中する一方、多数の
小さな避難所では物資が圧倒的に足りないのが実情です。トップダウンの行政は末端の現状を把握で
きず、流通は滞るばかり。今必要なのは官を待たず、民と被災地を直接結ぶネットワーク型の支援です。
　しかし、いざ支援しようとしてもどこに何を送ればよいのかわからないというのが正直なところでしょう。
「ふんばろう東日本支援プロジェクト」（早稲田大学大学院専任講師西條剛央氏代表）は、各避難所で
必要とされている物資をリスト化し、ホームページに挙げ、全国の送れる人が送る、つまり、「必要な物を」
「必要な分だけ」「必要な所に」「送れる人が送る」効率的な支援システムです。九州にいながら何かでき
ないか考えていた私たちは、「ふんばろう」を使えば確実な支援ができ、さらに学内で組織的に支援の輪を
広げれば、より効率的に資金や物資を集め送ることができると考え、学生サークルを立ち上げました。それ
が「ふんばろう東日本支援プロジェクト＠福教大（ふんばろう＠ＦＵＥ）」です。何にもしないとは「自らが何も
しない決断を下す」こと。私たちは「何かしよう」「何かできる」と信じ、今、活動しています。

現在の活動内容と今後の方向性
　私たち「ふんばろう＠FUE」では現在、ビラ配りやメール等で学内に物資と資金の協力を求め、い
ただいた募金を使って、集めた物資を必要としている避難所・個人避難宅に直接送る、草の根的な
活動を展開しています。５月２３・２４日には、短い周知期間にも関わらず、多数の方が家からお米を
持ってきてくれたり、自分のために買ったばかりのお菓子を提供してくれました。このように、「ふんば
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　サークルを立ち上げたばかりで学内の周知さえ徹底していませんが、今後は学内サークルとのコ
ラボや講演会も企画し、多くの方々が自然に協力してくれる雰囲気を作りたいと思っています。また、
現地の状況は日に日に変化しており、支援を短期で終わらせないためにも、私たち自身が被災地の
現状の理解を深め、学内外に情報を提供することで支援への意識向上と持続を図っていくつもり
です。さらに、お礼の手紙をいただいた方 と々のやり取り、教育大という特徴を活かした教育支援に
も力を注ぎたいです。先々似たような災害が起こる可能性も考え、本学における被災地支援のボラ
ンティア活動の基点となるべく、近々サークル名の変更も予定しています。

　学生の本望は勉学です。ただし「学ぶべきもの」は何も教科書や書物の中だけに存在するのではありません。ボランティアは本来利他的なものですが、こうしたボラン
ティア活動は人として、教育者として自分を成長させてくれます。支援に終わりがないように、教育にも終わりがありません。福教大生みんながこのサークルの活動に参加・
協力することで、「本望を全うしつつ、自分に何ができるか」と問い続けてほしい。というのもこの問いは教師、親、社会人にとっての本質的かつ終わりなき問いだからです。
　最後に被災地から教育大生宛に届いたメールを紹介します。「県立大槌高校では避難所にされた体育館のみならず教室まで被災者が溢れるなか、自分も被災してい
るにも関わらず、行政よりも的確に被災者の面倒をみている先生方の姿がありました。子供達は見ています。命を掛けている先生方の姿を。未曾有の被害をもたらしたこ
の東日本大震災、遠い宗像の地ではなかなか前景化出来ないと思いますが、将来先生となる皆様にとって、このプロジェクトに参加した経験が必ずや生かされると私は信
じています。まだまだ大槌は復興どころか、復旧さへままならない状況です。どうか継続的なご支援を宜しくお願いいたします。　岩手県大槌町　三浦」　詩人金子みすゞ
は「見えぬけれどもあるんだよ」と言いました。被災地は見えないだけで確実に「あり」、被災者の方々が生活しています。あなたの目には見えますか。

　東日本大震災から約4カ月が経った
今、この震災に対する印象になにかし
らの変化がありましたか？おそらく震
災当初に感じた衝撃はだんだんと緩
和されていっているのではないかと思
います。遠く離れた九州では日常生活
に戻ることは容易く、ニュースや新聞
を見ていてもどこかよその国で起き
た災害のように感じてしまいます。僕
はそうなりつつある自分が嫌で、この
ボランティアに参加しました。どの人
にも被災者のためにできることは必
ずあります。まずは被災地の人々に少
し気持ちを向けてみるだけでも、何か
を始めるきっかけになると思います。
被災地は同じ日本で、思っている以上
に近い場所です。

　３月１１日に発生した東日本大
震災。テレビで地震そして津波の
映像を見たときは、これが本当に
同じ日本なのかと目を疑い、言葉
を失いました。今私たちがなにを
すべきなのか、被災された方は何
を必要としているのか、そして私
たちが被災された方々にできるこ
とは何なのかを思い悩み、この
サークルを立ち上げるに至りまし
た。まだ支援活動を始めたばかり
ですが、吉武先生をはじめ、サーク
ルに所属しているメンバーみんな
で被災された方々に少しでも喜ん
でもらえ、一日でも早く笑顔を取
り戻してもらえるような活動をし
ていきたいと思います。
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室木小学校では、どんな
経験をしましたか？？Q．
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当 日 の 活 動 の 様 子

室木小学校では、どんな
経験をしましたか？？

現役福教大生が語るボランティアのすすめ

鞍手町立室木小学校での活動

室木小学校の先生方からメッセージをいただきました！

活 動 内 容
　私たちは毎週１回10:00～11:30の約1時間半、大学の近くにある小規模多
機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護「城山庵」でメイクボランティア
を行っています。「城山庵」では、地域住民との交流や地域活動への参加を図り
つつ、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて通い
サービス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせる事により地域で
の暮らしを支援する地域密着型サービスを提供しており、私たちはそこで少しでも
利用者の生活の刺激になればと思い、活動をしています。主に会話を楽しみなが
ら、利用者の希望するメイクをし、一緒に体操をしてその日の活動は終わりです。

　この日は晴れていたので外での活動となりましたが、施設の中
で活動することもあります。順番に学生が利用者のもとへ行き、メ
イクやマニキュアを勧めていきます。最近はマニキュアをする利用
者が多く、メイクはあまり人気がありません。この日はたくさん新し
いマニキュアを持って行きました。以前「赤が塗りたい」という利用
者の声があがっていたため、今回赤を用意したところほとんどの利
用者が赤い爪になっていました(笑)。きれいになった姿を見て、利
用者同士褒めあったり、笑いあったりとメイクが終わった後はいつ
も明るい雰囲気になるような気がします。踊ったり歌ったりする利
用者も多いです。メイクを好まない方や男性の利用者ともお話し
をし、楽しい時間を過ごしています。

　室木小学校では、福教大生２名が学生ボランティアとして活動しています。今回
は、４年生の安武さんの活動の様子をご紹介します。事前準備から、授業の様子を
撮影したビデオを見ながら研究室の仲間と議論する振り返りなど、常に教師になる
という意識を持ち、子どもたちの笑顔を見るため日々努力しています！

　私は普段障害を持った方 と々関わることが多く、
高齢者施設に行くのはメイクボランティアが初めて
だったため不安な気持ちでいっぱいでした。その
時々の利用者の調子を見ながら活動をしていく中
で、相手のことを考えながら活動することの難しさを
実感しています。まだ皆さんのことを理解しきれてい
ない分、声かけや接し方において不十分なことば
かりですが、今後回数を重ねるごとに皆さんとの距
離を縮めていけたらいいなと思っています。
　福教大は授業やサークル活動、ルームでの活
動を通してボランティア活動を経験できるチャンス
がたくさんあります。私も大学に入るまではボラン
ティア活動に対してあまり関心がなかったのです
が、周りに同じ目的意識や夢を持った仲間がいっ
ぱいいるので、一緒に障害児・者の余暇活動、施
設へのボランティア等幅広く積極的に参加してい
ます。ボランティア活動とは言っても毎回私たちが
勉強させていただくことばかりでとても楽しいです
し、自分のしたいことを見つけることもできました。こ
れからも様々な活動に参
加してたくさんの方と出会
い、たくさんの経験をしてい
きたいです。

　西崎先生の研究室の伝統ということで参加しま
したが初めは正直内容が内容だけに乗り気じゃあ
りませんでした(笑)。メイクのメの字も知らない私が
行って何の役に立つのかもわかりませんでしたし。
でもいい機会ですし社会勉強も兼ねて参加してみ
ることにしました。やってみると意外と楽しいことが
わかりましたね(笑)。高齢者の方とのボランティア
は初めてですがメイクをする意外にも高齢者の方
の「人生の知恵」というのでしょうか、一つ一つの
言葉の裏にそれぞれの歴史を感じることが出来て
とてもためになっています。
　私は教員免許取得のカリキュラムを専攻してい
ますので、他のメンバーに比べて福祉の知識や経
験というのは少ないと思います。私よりも断然専門
的なメンバーの高齢者との関わり方を見て、声かけ
の仕方だったり接し方だったりも勉強になっていま
す。高齢者の方と関わるボランティアは子ども達相
手のボランティアとはやはり勝手が違いますので、
新たな発見や気づきも多く充実した時間が過ごせ
ています。こうした経験も
将来教師になったときに
生かせていけたらなと思い
ます。

　私がボランティアに取り組もうと思ったきっかけ
は、最初は先生にメイクボランティアを勧められた
からでした。もともと高齢者福祉に興味があったの
で、高齢者との交流はとても楽しく、私にとっても癒
しの時間になっています。メイクボランティアを通し
て、高齢者にとってメイクやネイルをしていつまでも
綺麗でいたいと思うことは、生きがいや日々の楽し
みにつながっているのではないかと感じています。
　また、私は将来高齢者の施設で働きたいと考え
ているので、このボランティアを通して、施設利用
者さんの様子や特徴を理解し１つでも多くのことを
吸収しようと心がけています。さらに、高齢者の方と
のコミュニケーションを緊張せずに、楽しみながらと
れるようになりたいので、これからのボランティア活
動を通して、コミュニケーション技術も身につけてい
きたいです。
　福岡教育大学では、児童・障害者・高齢者など
あらゆる分野のボランティア活動があるのでみなさ
んもぜひ参加してみてください！

　私は、３年間ずっと同じクラスに入れていただいています。
ピカピカの１年生として入学してきた子どもたちは、今はもう３
年生となりました。鉛筆さえうまく握れなかった彼らが、今はす
らすらと作文を書いたり、コンパスやリコーダーを上手に使っ
たりしています。日々の成長に立ち会えたことは、私の大きな
喜びとなると同時に、「もっともっとたくさんの子どもたちの成
長に寄り添いたい」と、教員への志望を強くしてくれました。
　また、室木小学校の先生方や一緒に学校へ通っている
安武くんと、授業の内容について協議をしたり、子どものこと
について意見を交換したりすることで、多角的に子どもを理
解できるようになったと感じています。今後は、子ども理解だ
けでなく、「授業」に焦点をあて、授業方法や教科指導力を
身につけていきたいです。
　このよう私たち学生が成長できる機会をくださった室木小
学校と、鈴木教授には、とても感謝しています。

　1、２年次に経験したパートナーシップ活動を経て、昨年度
からは鞍手町立室木小学校において毎週TA活動をさせて
いただいています。特に今年は、6年生の太田学級で教育実
習のような形で、月に２，３回程度の「チャレンジ授業」をさせて
頂いています。担任の太田先生は、私を①思いを同じくして
一緒に6年生を育てるパートナーとして②教師としての互恵
的な学びに取り組むパートナーとして、指導してくださっていま
す。また、どの先生も私の授業を見にきてくださり、自分のこと
のように授業づくりの相談にものってくださります。さらに、校
長先生から準職員のような形で保護者の方にも紹介してい
ただいているので、保護者の方からも「いつもありがとうござい
ます」という感謝の言葉を頂き、学校が保護者や地域の方々
によって支えられているということを強く感じました。大学と学
校現場との協働の中で育てて頂いたことは実際に教師にな
り、今度は自分のクラスの児童に返していきたいです。

初等教育教員養成課程 学校臨床教育学コース

 ４年 安武 亮さん（福岡県立八幡南高等学校出身）
大学院 教育活動創造コース

 1年 朝原 亜友美さん（山口県立豊浦高等学校出身）
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活 動 内 容
　「学びと体験のパートナーシップ」プロジェクトは、大学と学校現場の協働（コ
ラボ）で学生スタッフを「骨太教員」として育てるためのプロジェクトであり、学生
スタッフと学校の双方にとってメリットがある”Give & Take” の関係の下で行う
学校支援ボランティアです。今回ご紹介する「鞍手町立室木小学校」は、学生
を教員スタッフと同等に扱ってくれており、校内研修会への参加や学生にも教
育実習のように月２～３回授業をさせてもらい、反省会もしてもらえる究極の
パートナーシップ関係を３年以上続けている学校です。

「学びと体験のパートナーシップ」
プロジェクト

共生社会教育課程
福祉社会教育コース ４年

石本 花織さん
（福岡県立城南高等学校出身）
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浅川 拓也さん
（福岡県立北筑高等学校出身）
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福祉社会教育コース ４年

十亀 春菜さん
（福岡県立香住丘高等学校出身）

授業の計画段階から多く
の先生方の助言を頂き
ながら授業の構想を立
てます。

前時の課題をもとに、ねらい
の達成や課題の改善にむけ
て授業実践に取り組みます。

授業後は先生方に指導をして
いただき、大学に戻ってからも
ビデオによるリフレクションを
行い、課題や改善点の把握、
次の授業の構想を立てます。

単元のねらいや引き出し
たい子どもの姿を授業の
ねらいとして設定した授
業を実施します。 
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鞍手町立室木小学校
校長

上松 雄吉先生

　本校では「学びと体験のパートナーシップ」を、主な教育
活動の一つとして位置づけています。この連携を通し学習
支援の学生スタッフは、長期間にわたり学校行事から教科
学習、総合的な学習などさまざまな教育活動に取り組んで
います。
　担当教師のパートナーとして課題を共有し、子どもに積
極的に関わっている姿から「学び」に対する真摯な姿を見
ることができます。
　本校の先生方は、学生スタッフに温かい眼差しを向けら
れながら、一生懸命課題解決に挑戦する姿に刺激を受け
ています。これから教師の道に進んでいかれる皆さんに、大
いなる期待をしています。

 　パートナーシップ連携事業は教育実習と違い、年間を通
して担任と学生が共に子どもの成長を見取っていく事業だ
と考えています。
　室木小の教育課題である「主体的に学ぶ子どもの育
成」達成のために本校教師は、教育活動全体を通して試
行錯誤しながら子どもに関わっています。そこで、悪戦苦闘
する教師の姿を見ていただいたり、授業をしていただいたり
しています。お互いの取り組みを子どもの姿をもとにカン
ファレンスすることで、今後の指導に生かしていくことができ
ます。学校・ 学生共にメリットの多い事業です。
　何より嬉しいのは、子どもたちが毎週来校されるのを楽し
みにしており、教室にいっぱいの笑顔が見られることです。

鞍手町立室木小学校
６年生担任

太田 泰男先生
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室木小学校では、どんな
経験をしましたか？？Q．
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02特集　 福教大発！ボランティア

当 日 の 活 動 の 様 子

室木小学校では、どんな
経験をしましたか？？

現役福教大生が語るボランティアのすすめ

鞍手町立室木小学校での活動

室木小学校の先生方からメッセージをいただきました！

活 動 内 容
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サービス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせる事により地域で
の暮らしを支援する地域密着型サービスを提供しており、私たちはそこで少しでも
利用者の生活の刺激になればと思い、活動をしています。主に会話を楽しみなが
ら、利用者の希望するメイクをし、一緒に体操をしてその日の活動は終わりです。

　この日は晴れていたので外での活動となりましたが、施設の中
で活動することもあります。順番に学生が利用者のもとへ行き、メ
イクやマニキュアを勧めていきます。最近はマニキュアをする利用
者が多く、メイクはあまり人気がありません。この日はたくさん新し
いマニキュアを持って行きました。以前「赤が塗りたい」という利用
者の声があがっていたため、今回赤を用意したところほとんどの利
用者が赤い爪になっていました(笑)。きれいになった姿を見て、利
用者同士褒めあったり、笑いあったりとメイクが終わった後はいつ
も明るい雰囲気になるような気がします。踊ったり歌ったりする利
用者も多いです。メイクを好まない方や男性の利用者ともお話し
をし、楽しい時間を過ごしています。

　室木小学校では、福教大生２名が学生ボランティアとして活動しています。今回
は、４年生の安武さんの活動の様子をご紹介します。事前準備から、授業の様子を
撮影したビデオを見ながら研究室の仲間と議論する振り返りなど、常に教師になる
という意識を持ち、子どもたちの笑顔を見るため日々努力しています！

　私は普段障害を持った方 と々関わることが多く、
高齢者施設に行くのはメイクボランティアが初めて
だったため不安な気持ちでいっぱいでした。その
時々の利用者の調子を見ながら活動をしていく中
で、相手のことを考えながら活動することの難しさを
実感しています。まだ皆さんのことを理解しきれてい
ない分、声かけや接し方において不十分なことば
かりですが、今後回数を重ねるごとに皆さんとの距
離を縮めていけたらいいなと思っています。
　福教大は授業やサークル活動、ルームでの活
動を通してボランティア活動を経験できるチャンス
がたくさんあります。私も大学に入るまではボラン
ティア活動に対してあまり関心がなかったのです
が、周りに同じ目的意識や夢を持った仲間がいっ
ぱいいるので、一緒に障害児・者の余暇活動、施
設へのボランティア等幅広く積極的に参加してい
ます。ボランティア活動とは言っても毎回私たちが
勉強させていただくことばかりでとても楽しいです
し、自分のしたいことを見つけることもできました。こ
れからも様々な活動に参
加してたくさんの方と出会
い、たくさんの経験をしてい
きたいです。

　西崎先生の研究室の伝統ということで参加しま
したが初めは正直内容が内容だけに乗り気じゃあ
りませんでした(笑)。メイクのメの字も知らない私が
行って何の役に立つのかもわかりませんでしたし。
でもいい機会ですし社会勉強も兼ねて参加してみ
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ただいているので、保護者の方からも「いつもありがとうござい
ます」という感謝の言葉を頂き、学校が保護者や地域の方々
によって支えられているということを強く感じました。大学と学
校現場との協働の中で育てて頂いたことは実際に教師にな
り、今度は自分のクラスの児童に返していきたいです。
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　算数科教育に関して、小学校の先生に
とって特に興味があるのは、指導方法だと思
います。もちろん、「方法」を検討することは大
切なことですが、「方法」は「目標」や「内容」と
合わせて検討される必要があります。
　小学校で学習する「分数のわり算」でこの
ことを考えてみます。3/4÷2/5が3/4×5/2
と計算できることをどのように指導するでしょう
か？（×分数）の場合、分母同士、分子同士を
かけますね。だったら、（÷分数）の場合、
8/15÷2/3＝8÷2/15÷3=4/5のように、
わり算をしてもよさそうなものです。なぜかけ算
で正しい答えがでるのでしょうか。
　このときに、「理屈抜きに計算ができること」
という目標（明治時代の目標）をもつA先生と
「計算ができるだけでなく、筋道立てて計算の
仕方を考えること」という目標（平成時代の目
標）をもつB先生では、その指導方法は異なっ
てくるでしょう。

　小学校の先生は、国語科、社会科、算数科、・・・といった教科を教えます。先生は、各々の教科に関して、それらを何のために教えるのか（目標）、何を
教えるのか（内容）、どのように教えるのか（方法）、指導がうまくいったかどうかをどのように確かめるのか（評価）といったことを知っておく必要があります。
　「算数科教育研究」という授業では、算数科教育の歴史や算数科教育の「目標」「方法」「評価」について学習します。（「内容」については、「小
専算数」という授業で学習します。）ここでは、この授業のねらいや様子を紹介します。

　教師や教科書といった権威に無条件に従
う子どもではなく、計算の仕方を筋道立てて考
えたり、わり算なのにかけ算で計算できること
に不思議さを感じるような子どもを育てたいの
です。この授業では、明治時代からの算数教
育の歴史の学習などを通して、算数科教育の
目標について詳しく学習していきます。

　「４つのかどが、みんな直角になっている四
角形を、長方形といいます」という長方形の定
義を言葉として記憶しても、「長方形」という概
念を獲得したことにはなりません。長方形をか
いたり、作ったりする等の活動を通して、長方
形のイメージを豊かにしていく必要があります。
このことは、図形の学習に限らず、数や量の
学習にもあてはまります。こうした理由から、算
数科教育では、「算数的活動」が重視されて
います。
　この授業では、この「算数的活動」につい
て解説するとともに、実際に受講生の皆さん
にもいくつかの活動を体験してもらいます。写
真は、「折り紙で正三角形を構成する」活動
の様子です。簡単なようですが、苦戦する人も
います。また、活動をふり返ることで、より簡単
な折り方を発見することができるなど、大学生
にとっても色々学ぶことや楽しめることがある
活動です。

算数科の「目標」を考える
ことが大切！

「算数的活動」を体験する！

　「教育心理学データ解析法」では、教育心
理学研究におけるデータの解析に関する知
識と技術を修得することを目標にしています。
心理学を学ぼうとする人が統計を学ぶことに
違和感をもたれる方は多いと思います。実際、
学生も入学後に「えっ？！文系ですけど･･･。」
といった反応を見せる時もあります。
　心理学では、人を対象とした研究を行いま
すが、人といっても世界には70億人くらいいま
す。その人たちを全員調べていったら、想像も
つかないほど膨大な時間がかかることでしょ
う。そこで、一部の人たちを調査して、その人た
ちから得られた結果を基に、世界の人たちを
推定するのです。この過程で統計の知識と技
法が必要になります。

　「教育心理学データ解析法」は、主に初等
教育教員養成課程教育心理学選修の１年
生が前期で受講する授業です。１年生の後
期で学ぶ教育心理学基礎実験Ⅰ、２年生の
前期で学ぶ教育心理学基礎実験Ⅱ、２年生
の後期で学ぶ教育心理学特殊実験の基礎
的科目に位置づけられています。それぞれの
段階で単位を修得できないと、次の授業を履
修することができない仕組みになっていて、ま
さに過酷な階段の第１歩と言えます。

　大学らしくない授業といえます。中学や高
校の数学の授業に近いところがあります。と
いっても、式を覚えて、練習問題を解くというこ
とはしません。あくまでも考え方を中心に学び
ます。例えば、血液型と性格の関連性を調べ
るという課題では、血液型（A型、B型、O型、
AB型）による性格検査の得点差を検証する
時に使用する統計的手法の理解、またその
手法の理論について学びます。

　福岡教育大学の授業の中で、単位を修得
したにも関わらず、学生が再び授業に出席し
ようとする授業が一体いくつあるでしょうか？

「教育心理学データ解析法」では、なんとリ
ピーターがいるのです。この授業は難解で分
かりにくく、決して面白かったり、楽しかったりす
る授業ではありません。むしろ、教育心理学選
修の専門科目の中でワースト３に入るほどの
不人気な授業なのではないでしょうか。履修
登録は25名程度なのですが、40名入る教室
がいっぱいになります。

　今回は登場しませんでしたが、この授業は
大坪靖直先生と２人で担当しています。試行
錯誤を繰り返しながら、学生に分かりやすい授
業を探究しています。

教育心理学とデータ解析･･･
その接点は？

教育心理学研究における
基礎中の基礎！！ 

どんな授業をするの？

リピーター？！

最後に

算数科教育研究
数学教育講座 教授　清水紀宏

授業紹介

広島大学大学院教育学研究科教科教育
学専攻博士課程後期修了（博士（教育
学））。専門は数学教育学。文部科学省、
福岡県、北九州市、福岡市などの教育委
員会の事業のお手伝いもしています。

清水　紀宏（しみず　のりひろ）
教員プロフィール 教育心理学データ

解析法
教育心理学講座 准教授　黒川雅幸

専門は教育社会心理学。博士（心理
学）。主な担当講義は、学級集団の心
理学、生徒指導、情報機器の操作、生
徒指導特論（大学院）など。

黒川　雅幸（くろかわ　まさゆき）
教員プロフィール

【立ったまま受講する学生】
座らずに立ったまま授業を受ける学生。座ると眠くなるからだそうです。

【床に座って受講する学生】
机や椅子が余っていなくても受講しています。
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　私たち弓道部は、部員数１４名で日本一を目指し活動してい
ます。
　練習は月・水・金・土の週４日で、１日２時間程度の練習で
す。日本一を目指して日々稽古に励んでいます。弓道部はめり
はりのあるところが特徴で、真剣に練習した後にみんなでご飯
を食べに行ったり、プライベートで部員とカラオケに行ったりし
ています。部員の大半がカラオケが大好きです。また、部員１
人１人が個性的でアットホームな部活です。
　試合数が多いのも弓道部の特徴であり、試合
に向けて一生懸命練習して試合本番に臨みま
す。そして試合の反省を次へ生かす…という非常
に充実した部活動でもあります。
　単に弓を引くことは誰でも簡単にできます。弓を
引くことは、とても楽しいことです。しかし上手くなる
ため（的中を出す、つまりたくさん的に矢を中てるこ
と）に先輩から指導を頂いたり、自分で研究したり
と武道というものは段階的な上達がないこともあり
ます。それが楽しみでもあり弓道の魅力でもありま
す。（すぐに極められるものは楽しくなくなるのも早
いです）また、センスや才能は必要ありません。やれ

ばやるだけ結果が返ってきます。
　大学から弓道を始めたいと思っていたり、是非やりたいと
思っている人、弓道部では大学から始めた人で試合で活躍し
ている人も沢山います。もちろん経験者も大歓迎しています。
　高校弓道とは一味も二味も違う弓道をやってみませんか？
部員一同、貴方の入部を心から歓迎しています！

 陶芸部は現在約30名の部員が在籍しており、日常で使える食器やアクセサ
リー、オブジェなど、各々が思い思いの作品を作っています。一見地味なように
思われがちですが、部の歴史も長く、制作や展示などアクティブに活動してい
ます。
　技法は手びねりからロクロ、板作り、絵付けなど様々です。土や釉薬※1の種
類も沢山あり、学内で年に3回行なわれる展示会ではバラエティ豊かな作品
が並びます。作品の管理や、部の所有する窯での焼成※2など、制作の過程
では慎重さや根気のいる作業がありますが、皆で協力しながら作品を完成させ
ていきます。
　展示以外では、毎年夏休みに勉強会合宿を行ないます。春の卒業旅行で
は様々な土地に赴き、窯元や陶磁器の作品見学等をしています。 
　「習うより慣れろ」という言葉にもあるように、陶芸は作れば作る程、上手に
なります。道具の使い方や技法などは、もちろんマニュアルもありますが、先輩
方から代々引き継いでもらったり、見よう見まねで修得したりしながら、部員それ
ぞれに合った作り方やセンスを陶芸部で磨くことができます。 

弓道部

陶芸部

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

中等教育教員養成課程 技術専攻 ３年　渡邊 一祥

生涯スポーツ芸術課程　芸術コース美術領域　４年　松見 真之介
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※1…読み：ゆうやく・うわぐすり 
※2…素焼き(約800℃)をし、釉薬を掛けた後に本焼き(約1200℃)をします。 

研 究 室 ・ 講 座 紹 介

　「書写」と「習字」と「書道」の違いをご存知ですか？
　学校教育では、小・中学校が国語科「書写」で、高等学校が芸術
科「書道」になっています。教科が違うのです。そして、「習字」は、昭
和33年版学習指導要領より「書写」に替わっています。それにも関わ
らず、「習字」という言葉は未だによく使用されています。なぜでしょう？
　当研究室では、こうした「書写」と「習字」と「書道」の違いについ
て、歴史を踏まえ、まず、その違いを明らかにすることから学んでいま
す。そして、「書写」「書道」教育に関して、様々な学習指導方法の
研究を行っています。
  特に、学校での教育実践面において、宗像市内をはじめ、福岡県
下の小・中学校から、毎年25時間位、「書写」の出前授業の依頼が
あります。こうした実践で私自身が学んだことを、研究室の学生に伝

えています。場合によっては、学生の空き時間と出前授業が合えば、
一緒に学校に出かけ、授業の中で子どもたちに指導してもらったり、
あるいは事前に教材作りをしてもらったりしています。こうして、学生の
授業力を向上させつつ、最終的には、卒業研究を通して、「書写」
「書道」教育の普及・発展に貢献できる人材を養成したいと考えてい
ます。
　現在の所属学生は、院生1名、学部4年生3名、3年生3名で、出
身は、福岡・長崎・鹿児島・宮崎・山口・香川と幅広い地域から学生
が集まっています。毎年、研究室の歓迎会と卒業お祝いの会、そして
夏にはバーベキュー大会を行ったりしています。近年は、料理などを
持ち寄り、我が家で行うこともあり、家族も一緒に参加し、アットホー
ムで楽しいひとときを過ごさせてもらっています。

　表現する楽しさを教師として伝えたい、表現することを芸術と
して追及したい、ずっと芸術にたずさわっていきたい、そんなこと
を思うとき、共に歩んでゆけるのが美術教育講座です。一般的
な学究的環境である大学から、一歩はなれた面を追及する点
で、最後の人間教育の砦となっています。絵画、彫刻、デザイ
ン、工芸、美術教育、書道、書道教育といった各専門に特化し
た13人の教員が、人間味あふれる指導のもとに、共に学び共
に制作し、知識や技術的な面だけでない情操教育そして人生
教育を日々おこなっています。講座の建物である美術書道教
棟は匂いが違います。一歩足を踏み入れると、そこには油絵の
匂い、木彫のクスノキの匂い、書道の墨の匂いがします。つま
り芸術を追及する非日常の世界が広がっているのです。そんな
世界の一端をぜひ皆さんものぞいてみてください。

小・中学校「書写」教育と高等学校「書道」教育についての学習指導方法を研究しています。

美術教育講座  和田 圭壮 研究室

美術教育講座

「書写」と「習字」と「書道」の違いを理解して指導できる小・中・高等学校教員を目指して

研究室にて 中国研修旅行にて
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情報処理センターでは、4年ぶりに教育・研究用計算機システムを更新しています。
大学の授業はもちろんのこと、公開講座や研究会等でも利用されています。
最新のICT環境に加え、教育大学ならではの厳選されたソフトウェアが整備されてい
ます。
2011年夏から一般向けの公開講座として利用が予定されています。

情報処理センター  
4年ぶりに教育・研究用計算機システムを更新しました。

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

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

今回の内容は、「見てわかる
音の話」、「龍馬狂い」、「す
いみん」、「普通」ありがたさ、
「ひとりごと５９」、「楽しく飲
みましょ♪」など、そのほか健
康情報やお知らせなど盛り
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.101 
2011.春号発行のお知らせ

図書館利用者の誰もが立ち寄る人気スポット！『後援会寄贈図書コー
ナー』に、仲間入りした新刊３３２冊と『視聴覚資料コーナー』のＤＶＤ６
２本を紹介しています。文学賞受賞作品やベストセラー、学習関係図
書や学生リクエスト図書などを購入させていただきました。また、教職員
寄贈図書から、教職実践講座の東和男先生、若木常佳先生より寄贈
いただきました著書を紹介しています。
皆さまのご利用をお待ちしています♪

図書館

後援会寄贈図書・真弓文庫と教職員寄贈図書の
特集号です。

図書館報『ひろば』第144号

「後援会だより」第62号を12月10日に発行し、保護者の皆様に送付していますが、
ご覧いただけましたでしょうか。
第62号は、教員採用試験合格者の体験について、就職
活動について、また卒業生の社会人になってなど、盛りだく
さんです。
皆様の後援会に対するご意見・ご要望をお待ちしています。

平成23年3月、城山会のあゆみ「完全統合20周年」記録誌を発刊いたしました。平成12年の「統一10周年記録誌」
発刊に続き、城山会の10年間の事業を記録誌にまとめたものです。

後援会

キャンパスからの 便 りCampus letter

城山会のあゆみ「完全統合20周年」記録誌発刊

｢後援会だより｣第62号発行のお知らせ

同窓会 城山会

明るい雰囲気の室内 パソコンで大学情報の検索ができます 広報誌のバックナンバーが揃っています

視聴覚資料コーナー

▼内容
・会長あいさつ ・学長祝辞 ・前会長あいさつ ・前副会長あいさつ
・事業内容 ・各支会活動報告 ・県支部の組織づくり 
・大学支援委員会報告 ・女性部活動報告 ・広報誌内容一覧
▼資料
・年表・役員一覧 ・支会長一覧 ・福岡教育大学60周年記念式典 ・写真集等

　卒業後の進路に悩んでいた時に読みました。大学でも部活動やサークルでも
アルバイトでも、悩んでいることがある人には是非読んでいただきたいです。

凛とした横顔と弓道衣姿が素敵
な村上さん。表紙に掲載させて
ほしいと打診したところ、快く引
き受けていただきありがとうご
ざいました！

　教育実習を終え来年の進路も決定しました。現在は、卒業論文の作成などに
取り組んでいます。また、一度引退した弓道部の練習にも参加させていただいて
います。
　私は来春には福岡教育大学を卒業します。振り返ってみて、この四年間で学
んだことは数えきれないほど多く、そして大切なものであったと思います。授業や教
育実習などで学んだことはもちろん、今だからこそ出会えた方々や経験できた出来
ごとに成長させてもらいました。大学で指導をして下さった先生方や、教育実習先
でお世話になった先生方をはじめとしてたくさんの方々に感謝しています。
　もう卒業までは半年を切ってしまいましたが、最後の最後まで教育大生として
学び成長し続けていきたいと思います。

　今回は１０２名の皆様から回答をいただきました。たくさんの貴重なご
意見をお寄せいただき、誠にありがとうございました。

第１位　　特集１｢教員採用試験最前線｣
第２位　　特集2｢活躍する福教大生｣
第３位　　福教大ＮＥＷＳ

　JOYAMA通信２０号では、特集１で教員採用試験について取りあげ
ましたが、反響が大きく、｢毎年速報を掲載してほしい｣｢もっと詳細な情
報を載せてほしい｣といったご意見が多くありました。今後の誌面作りの
参考にさせていただきます。これからも、アンケートはがきへのご協力を、
どうぞよろしくお願いいたします。

78票
54票
46票

　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。

・就職状況・教員採用状況の詳細
・教員採用試験の対策
・教育現場などで活躍している卒業生の様子
・福岡教育大学の歴史を古い写真を交えて紹介
・学生の一人暮しの様子
・授業風景の紹介

良かった記事について　（複数回答）

最近読んだオススメの本

村上　祐子さん

今後取りあげてほしいテーマについて

表紙モデルの福教大生を募集！！

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

『もし高校野球の女子マネージャーが
　  ドラッカーの「マネジメント」を読んだら』

本人からのメッセージ

岩崎夏海　著
ダイヤモンド社

共生社会教育課程　
国際共生教育コース　4年
（愛媛県立松山南高等学校出身）

T O P I C S

　事務局玄関横に本学の魅力や各種情報を発信するオープン施設『イ
ンフォメーションプラザ』を開設しました。インフォメーションプラザは、福岡
教育大学に関する基本情報やイベント情報など情報の発信拠点とし
て、地域の方々、高校生など幅広くご利用いただけます。明るい色を基調

とした室内には、展示物や自由にお持ち帰りいただけるパンフレットやイ
ベントチラシを設置しており、大学紹介DVDの閲覧も可能です。福岡教
育大学へお越しの際は、是非インフォメーションプラザをご利用ください。
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■Joyama通信第21号の発行にご協力いただきました皆様に感謝申し
上げます。福教大NEWSでは、教育週間2011の開催など、本学内外
の活動の様子を紹介しました。教育週間については、来年度も開催さ
れることと思いますので、ご期待頂ければと思います。 
また、この第21号では、特集2など東日本大震災に関連する内容もあり
ます。東日本大震災により被災された皆様に心よりお見舞いを申し上
げます。学長のメッセージにあるように、この震災の教訓を生かすことや
被災した方々の支援について、我々一人ひとりが考え、行動することが
求められているように思います。(清水　紀宏) 

■平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災により、東北地方の太平
洋沿岸地域に甚大な被害が発生し、多くの方々が被災されました。心
よりお見舞い申し上げます。 
今回のJoyama通信は、「小さなことでも、できることから」とした福岡教
育大学の取り組みが、いくつか紹介されています。是非ご覧ください。 
みんなで支え合い、みんなで助け合って、一日も早い再建復興を願うば
かりです。（占部　健一） 
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これが福岡教育大学だ！

福教大発！ ボランティア
「教育週間2011」を開催
西日本新聞社と包括的連携協定を締結／「講座  むなかた！ムナカタ！宗像！～住民の目で探る歴史の軌跡～」を開催
第４５回赤馬寮祭を開催しました／東日本大震災に対する義援金を日本赤十字社へお届けしました


