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■今回は、私たちが生きていく上で最も重要な「食」について特集を組
み、学食や寮食など、学生生活の様子や学生の声を楽しく紹介してお
ります。これまでの食生活を振り返り、バランスのとれた食生活を心がけ
てくださる良い機会になればと思います。 
また今号では、最も関心の強い平成23年度卒業生の就職状況や教
員採用試験結果など「就職活動」についても詳しく特集しております。 
その他、大学で実施された開放事業や国際教育フォーラムなどの
ニュースの他、今月号から福岡教育大学卒業のOB・OGの方の紹介を
新規連載して、次号以降も紹介していく予定です。 
今後もより内容を充実させ、役に立つ広報誌Joyama通信となるように
思っておりますので、さらにご協力頂きますよう、また皆様のご意見もお
寄せ下さいませ。 
最後になりましたが、今号発行に際しましてご協力下さいました皆様に、
心より御礼申し上げます。 
（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

「食」

就活！！
教員採用試験合格率向上のための取組をご紹介します！
毎年恒例！Jr.サイエンス＆ものづくりin教育大を開催
東日本大震災　学校支援ボランティア参加学生と学長との懇談会を実施
附属福岡中学校が宮城教育大学附属中学校と絵馬交流
「国立彰化師範大学創立40周年記念国際教育リーダーズフォーラム」に参加 



セルフバー形式
量り売りの
紹介です

牛丼Ｍ(¥３８０)
　セレーノのおすすめのメニューはズバリ牛
丼Mです。味と量は定食屋に引けを取りませ
ん。具は、牛肉、たまねぎ、こんにゃくです。こ
んにゃくを初めて食べた時は不思議だったん
ですけど今ではこんにゃくなしでは牛丼では
ないと言う感じです。個人的には半熟卵を加
えたら最高です。この食べ方はあまり知られ
ていないのでみなさん是非一度は試してみて
ください。また、安さは学生にとって一番の魅
力だと思います。お金がないときこの牛丼に
何回助けられたかは言うまでもありません。
是非みなさん牛丼を食べてみてください。

環境情報教育課程環境教育コース
４年 藤田 真吾さん
（東海大学付属第五高等学校出身）

①野菜や魚、肉、スープといろんなメ
ニューが並んでいます。栄養バラン
スを考える機会にもなっています。

②会計は量り売りです。お腹いっぱい
食べても安く済ませられることが可
能なので学生には嬉しいですね。

③机が長机なので大勢でも食べられ
ます。みんなで笑いながらの食事は
最高です。
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食学

フィオーレの紹介
フィオーレは2004年より営業をしていま
す。カフェテリアレストランとして、それぞ
れに盛り付けたメニューを、自分の好み
で組み合わせていただける『カフェテリア
形式』を取っています。季節に合わせたメ
ニューや各地の特色あるメニューのさま
ざまなフェアも好評です。19時まで営業
をしていますので夕食で利用する学生や
教職員もたくさんいらっしゃいます。好み
に合わせることで、偏った食事内容に
なっては困ります。そのためにひとりひと
りのレシートには、栄養価が記載されて
います。自分が食べた組み合わせでどの
くらいのカロリーや塩分、栄養バランスに
なっているかを知ることで食の自立の役
に立てればと考えています。

セレーノの紹介
セレーノは2008年より営業をしていま
す。『セルフバー形式』でおかずを量り売
りすることがメインの食堂です。また麺類
や丼もの、カレーなども提供をしていま
す。量り売りをすることのいいところは、
好きなものを少しずつ食べることもでき
ること。逆にたくさん利用することができ
ることです。つまり自分で考えて食事をと
る形式です。また麺類やカレーだけなど
にならないように、サラダを取ることも、も
う少しボリュームをつけたいのでおかず
を盛り付けることもできます。自分の好き
なものを取りながらも、いろいろな食材を
取り、食事に興味関心を持っていただけ
ることも目的としています。ただあれもこ
れもと欲張りすぎると価格が高くなってし
まうので、ご注意ください。

グリルハーブチキン ¥270 牛肉七味焼き ¥240 鯖味噌煮 ¥160 里芋そぼろ ¥60 肉うどん ¥280 ハッシュドポークＭ ¥310

野菜炒め（￥１９０）
　私がオススメするのは、野菜たっぷり！野菜炒
めです。 
　1人暮らしだとついつい偏った食生活になっ
てしまいますが、この野菜炒めを食べることで
不足しがちな野菜をたっぷり摂ることができま
す。この野菜炒めにご飯とお味噌汁と小鉢を
つけたランチが私のお気に入りです♪ご飯は
SSサイズがあるので食べ過ぎることなくちょう
どいい満腹加減になれます。小鉢もたくさんの
種類があるので、その日の気分に合った小鉢を
選ぶのも楽しみのひとつです！

生涯スポーツ芸術課程音楽コース
３年 新里 美咲さん
（沖縄県立首里高等学校出身）

しそチーズ和風かつ
（￥２７０）
　さくさくの衣につつまれたやわらか
いカツに、しそとチーズがぴったり♪
野菜も一緒に摂れるし、とてもおいし
くて大好きな一品です。ボリュームが
あるので、おなかいっぱい食べたいと
きにオススメします。 
　小鉢にはいろんな種類があるので、
量やバランスを考えて、好きなものを
選べるところが魅力です！

生涯スポーツ芸術課程音楽コース
３年 篠原 友里さん
（山口県立宇部高等学校出身）

フィオーレのおすすめメニューを教えてください。フィオーレのおすすめメニューを教えてください。 セレーノのおすすめメニューを教えてください。セレーノのおすすめメニューを教えてください。

フィオーレの
魅力について
教えてくださいしそチーズ和風かつや

「ユーリンチー」がおい
しくて大好きです♪

豚汁にニンジンを入れて
欲しいとつねづね願いつ
つ、フィオーレに通ってい
るしだいであります

一人暮らしなので野菜や魚
が不足しがちですが、フィ
オーレには野菜や魚のメ
ニューが多いので助かって
います！

大学いもがスキです。お腹いっ
ぱいになる量もステキです☆

　『食べる』ということは誰もが心豊かになれるものだと思います。おいしいものを食べることで、笑顔になってもらえると働いている私たちもとても幸せな気分
になります。ただ時折見受けられるのですが、おなかが減ったからと一度にたくさん食べたり、お金がないからと食事を抜いたり、無理なダイエットをしたりするこ
とは、「若い今」はなんとかなるかもしれません。でも大学生のころはまだまだからだを作っている時期です。バランスのとれた食事を心がけていただきたいと考
えております。
　食堂や店舗を通して食の大切さについても考えていただけるように、食に関する情報や知識を提供して、知ってい
ただくことも役割だと考えております。そのためにもみなさんのご意見をいただいて、より良いお店にしていきます。
ご協力ください。

福岡教育大学生活協同組合
上田 耕次 専務理事

量り売り(¥３00)
　私はサラダが好きなので、自分の好きな野菜
や海藻などを好きなだけ食べられることが魅力
的です。さらにドレッシングも豊富で、女の子に
は気になるカロリーをカットしているドレッシン
グまで置いてあります。量り売りのメニューの中
で、私の周りで人気があるのは唐揚げです。
ジューシーでおいしいです。
　またセレーノでは、おいしいカレーがとっても
安く食べられる点もステキだと思います。デ
ザートではパンナコッタがおいしくて、大学に
入って好物の１つになりました。

環境情報教育課程環境教育コース
４年 山口 和夏さん
（福岡県立香住丘高等学校出身）

ネギトロ丼Ｍ ¥400 四川風担々麺 ¥380
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「食」は、私たちが生きる上で
不可欠であり、子どもたちが
豊かな人間性をはぐくみ、生
きる力を身につけていくた
めにとても重要です。そこ
で、今回は福教大の「食」事
情についてご紹介します。
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みなさん！「お弁当の日」という取り組みを
知っていますか？
　「お弁当の日」とは元々小学校で始まった取り組みですが、現在は中学校や高等学校、大学まで広
がっています。
　大学生の「お弁当の日」とは、おかず一品を作ってきて（２～３人分）そのおかずをみんなで分け合っ
て食べようというものです。おかずを入れてきたタッパーはそのフタをお皿代わりに使います。
　福教大では5年前から家庭科の学生が始めました。平成23年度は学校がある前期、後期の日に毎
週1回（祝日は除く）行ってきました。お弁当を作るより、一品だから簡単にできる！！みんなと食べるから
楽しい!!ほめてもらえてうれしい！！手作りのもので健康に良い!!など良いことばかりで、勉強や部活、ア
ルバイトに忙しい大学生にぴったりの取り組みです☆
　これから社会に出て自立し、家庭を持ち子どもに食べさせる食事を作ったり、また、教師になり食育
に携わっていく学生に、「お弁当の日」を自ら体験し、みんなで食べることの喜びや手作りのおいしさを
感じてもらい、自炊の機会を増やしてもらいたいと思い実施しています。
　参加者からも「友達、先輩、後輩、初めての人、みんなと顔を合わせて食事をするので、とても楽しかっ
た。」「みんなでおかずを持ち寄るため普段はあまり食べない料理を食べることができたり、自分の料理
のレパートリーを増やすことができるので楽しかった。」「一品持ち寄りなので、気軽に参加できたりいろ
んなおかずを食べることができたりして、健康にもいいなと思った。」などの感想をもらっています。
　教員は参加せず、学生主体で行っていて、性別、学科、学年なども指定していないので誰でも参加で
きます。平成23年度も国語や理科、社会などいろんな学科からまた、男性の方も参加されていました！
　「お弁当の日」の実施日には旗を立てたり、学内にはポスターを掲示するなどして参加を呼び掛け
ています。

「ごちそうさま！」
「いってらっしゃい」「おいしかったよ」
「おかえり」「いつもありがとう」
あたたかい言葉が飛び交う寮ならでは
の食事についてご紹介します。特に福
教大の寮は、寮生と栄養士さん、炊婦
さんのふれあいを大切にして、毎日気
持ちよく、おいしく食事ができるように
工夫しています。栄養士さんの栄養管
理と炊婦さんの料理の腕のおかげで、
寮生の食生活はとても豊かです。

　みなさんは地産地消という言葉をご存知ですか？地産地消とは、地域でとれた産物を地域で消費
する取り組みのことで、新鮮であることやフードマイレージの削減につながるなどのメリットがありま
す。平成23年度は、宗像近郊で栽培された新鮮な旬の野菜を学生に食べてもらいたくて学内で地場
産物販売を実施しました。毎週木曜日・金曜日に宗像市にある農産物直売所「ほたるの里」から仕入
れた野菜や果物を販売しました！

「お弁当の日」の様子
（中庭にて）
※11月9日、16日、30日限定
平成23年度の取り組みとして
「お弁当の日」の認知度を向
上させるため３日間限定で中
庭で行いました。これで「お弁
当の日」を見てくれた人は多
かったようです。

お弁当の日に持ってくるもの
おかず一品、自分用ご飯、
マイ箸、飲み物

　平成23年度で４回目を迎えました。一人暮らしのための、簡単で美味しく作るコツを学べる料理教
室です。毎年宗像市の食生活改善推進会の方が丁寧にご指導してくださり、楽しく調理できます！
　毎年２回行っており、１回目は肉じゃがなどの和食、２回目は魚料理の洋食とメニューも様々です☆
自炊への自信につながる教室です！

ふたに取り分けたおかず

みんなでいただきまーす！！

集まったみんなのおかず

初等教育教員養成課程家庭選修 4年　宇野 瑶子さん

中等教育教員養成課程家庭専攻 4年　田中 亜実さん

　城山寮では、現在約200人の学生がひとつ屋根の下、生活をともに
しています。私が城山寮に入寮してよかったと思うことは、学年を越え
て多くの人と知り合えたことと、いろんな経験を通して視野を広げるこ
とができたことです。寮ならではの縦のつながりで先輩に相談にのって

もらったり、横のつながりで同期の友
達とわいわいしたり、毎日多くの人と交
流して充実した大学生活を楽しんでい
ます。自治寮での集団生活だからこそ、
不便に思うところもあるかもしれませ
んが、しかしそれ以上に、得るものはた
くさんあります！“百聞は一見に如か
ず”です。みなさん、ぜひ一度城山寮に
遊びに来てください！愉快な仲間たち
がご案内します。

　寮は縦と横のつながりが強いのがいいところだと思いま
す。先輩方にご飯に連れて行ってもらったり、特に教育実習
のことについての話を聞いたときはとても自分のためにな
りました。また同じ課程の人と試験勉強を一緒にして分から
ないところを教えあったり…と、いつも多くの人と関わるこ
とができ、とても充実した生活を送ってい
ます。寮の仕事や行事を通して、自分自身
必ず将来役立つだろう経験をしました。
　己の視野を広げるきっかけが寮にはた
くさんあります。

初等教育教員養成課程社会科選修　　

１年　塩田 恭平さん
（福岡県立北筑高等学校出身）

　寮食は「おいしい・安い・ボ
リューム満点」です。
　栄養士さんにバランスのと
れたメニューを考えていただ
いております。そして何と言っ
ても、その安さ!朝170円、夕
330円で寮食が食べられるの
です。１日500円ですから、コン
ビニで買うよりも圧倒的に安
いです！そして、ボリュームも満
点！学校・バイト・部活帰りに寮
食があるとホッとしますね。
　いつも寮食をつくっていた
だいている炊婦さん、おいしい
寮食をありがとうございます。

初等教育教員養成課程理科選修　　

１年　林 英輝さん
（大阪府東海大仰星高等学校出身）

初等教育教員養成課程幼児教育選修　　

2年　山本 磨百里さん
（福岡県立朝倉高等学校出身）

初等教育教員養成課程美術選修　　

2年　能瀬 弓佳さん
（愛媛県立西条高等学校出身）

栄養士　柳 とき子さん

城山寮（女子寮）城山寮（女子寮）城山寮（女子寮）

栄養士さんから Message栄養士さんから Message栄養士さんから Message

武丸寮（男子寮）武丸寮（男子寮）武丸寮（男子寮）

　私は入寮してからずっと
寮食を利用しています。私
にとって、寮食なしの生活は
考えられません！ここで少し
寮食について紹介します。
基本的に寮食があるのは、
授業のある日のみです。朝
１３０円、夕２７０円と何より
安いことが売り！に加え、ボ
リュームも満点！毎日おなか
いっぱいです。また、寮専属の栄養士さんが、私たち寮生のことを第一に
考え、こだわりいっぱいの献立をたててくれています。例えば、卵は千鳥
饅頭と同じものだったり、寒い季節には風邪防止のため、ビタミンＣを多
めにしていたり…安いだけじゃない、手づくりのあったかさが寮食のよさ
なんです。栄養士さん、炊婦さん、ごちそうさまです！今日も一日おいしい
寮食を食べて、元気に大学行ってきます！

　寮食は「食事による栄養摂取量の基準」に基づき、年齢、生活強度、寮の特性〈朝夕のみ〉を考慮し、１日の基準値の６５～７０％を満たすよう献立を考
えています。毎日安全でおいしい寮食が、寮生の心と身体の栄養となるように、愛情をたっぷり入れ心を込めて作っています。また、決められた予算の中
で、宗像産のおいしいお米をはじめ、卵やお肉も新鮮なものを、そして季節の野菜もたっぷりとれるよう工夫しています。寮の食堂では、食事の時間にな
ると「おはようございます」「いただきま－す」「ごちそうさまでした」「行ってらっしゃい」などの声が響き渡り、私たちも寮生の皆さんの笑顔やあいさつか
らたくさんの元気をもらっています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

食事部長

食事部長

寮　長

寮　長
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教員採用試験合格率向上のための
取組をご紹介します！

音楽教育講座

　本学は、教員採用試験合格率の向上について「学校教育３課程の卒業生に占める正規の教員採用試験合格者の割合を４０％以上」という目
標を掲げて取り組んでいます。その結果、平成２４年２月現在、初等教育教員養成課程学校臨床教育学選修と音楽選修がそれぞれ平成２４年度
公立学校教員採用試験最終合格率５２．６％、４６．７％と目標を突破しました。そこで、それぞれの講座の教員採用試験に向けた特徴的な取組をご
紹介いたします。

※本年度の実績…平成２４年度教員採用試験最終合格件数　190件（実人数156名）
　（ちなみに、昨年度最終合格件数は１３７件。（実人数 122名。）学校教育３課程のみでは９８名であった。）

※学校教育3課程としての昨年度の実績…教員採用試験合格率22.3％

　学校教育講座では、教員採用試験対策として何か特別なことは実施していません。むしろ授業ひとつ一つを大切にするように指導をしたり、学生
ひとり一人の就学状況や進路志望について早い段階からしっかりと「聴く」という、教員としての基本的なことを丁寧に行っているだけです。あえて
「秘訣」として挙げるとすれば、つぎの3点です。

　選修名称の「学校臨床教育学」が示すとおり、体験や実践と理論とを往還しつつ、教育現場の改善に役立つ「臨床知」を開発し、これからの学校づくり
やカリキュラムづくりに「主体的にかかわる」ことのできる教員の育成をめざしています。そのために、1年次より積極的に教育現場に「出る」「見る」「考える」
ことができるカリキュラムを提供しています。例えば、1年次の授業では、山村留学施設での48時間子ども交流体験や児童養護施設での絵本プロジェクト
等を実施しています。ここで大切なことは、それぞれのフィールドについての教育効果や課題を調査・探究するだけでなく、学生自身が大学で学んでいる知
識や技術を発揮して子どもたちを喜ばせるプログラムを実際に提供している点です。このようなサービスラーニングの視点を活かしながら、「協働」することの
意義や子どもや地域社会に「主体的にかかわる」ことの大切さを学ぶとともに、自己有用性と教職へのモチベーションを高めあっています。

　学生が自由に学習できるように４つの演習室を開放しています。うち１室は教員採用試験学習室として整備し、採用試験対策雑誌等を配置しています。
このような学習の拠点を講座内の「視える」位置に築くことにより、日常的に教員も顔を出して激励したり、問題や資料を渡したり、集団討論の指導などもし
やすくなりました。また下学年生にとっても、採用試験に向けてチームで学習している先輩の姿をモデルとして内面化することもできるようになりました。

　学校教育講座では、年2回就職対策スタートアップ講座を開催しています。12月の第1回講座では、教員採用試験に合格した4年生から勉強法や学校
支援ボランティアとの両立の仕方などを具体的に学びます。2月実施の第2回目では、近年に卒業した“身近なOB”を講師（10名程度）として迎え、たっぷり
とグループ・ディスカッションを入れながら、教職の魅力や学級のドラマ、自らの成長を熱く語っていただいております。このように初臨教の先輩自身が教員と
して「成長している姿」を視せてくれること自体が学生にとっての貴重な学びとなっています。

　教員採用率の向上は、教員養成大学である本学にとってその存在意義が問われる重要
な課題の一つです。音楽教育講座においてもそのことを十分に認識しながら、次のような取
り組みを進めています。まずはじめに、やはり「どのような教員をめざしたいのか」また「教育現
場においてどのような資質・力量が求められているのか」など、学生にしっかりとした目的意識
をもたせることが必要です。そのために本講座では、日頃から学校教育現場との連携を図っ
て、学生が大学で学んでいることを活用できる機会を設けています。例えば、本年度も近隣の
小・中学校や附属学校に出向いて、学校行事、合唱や鑑賞指導の支援、ミニコンサートなど
をおこなっており、そのような機会を通して多くの現場の先生方から指導方法に関するアドバ
イスをいただいたり、児童生徒と直接触れ合う貴重な経験をすることができました。また各学
校で開催される研究発表会など、基礎実習以外に現場の先生方の授業が参観できる機会
についても、すべての学年の学生に積極的に参加を呼びかけています。このような理論と実
践の双方から幅広く学ぶ姿勢を身に付けることが、大切だと思います。それと４年生に関して
は、実際の採用試験の時期にあわせて、筆記及び模擬授業や場面指導に関する特別講義
を実施しました。実技課題に関しても専門の教員が必要に応じて指導をおこないました。
　ところで、音楽科には“音楽科同窓の会”という組織が構築されており、卒業生だけではなく
大学教員も会員となり、隔年でその会が開催されています。そこでは卒業生の就職状況を把
握したり、就職に関連する新たな情報を入手することもできます。最近では在学生もこの会
に参加することがあり、卒業生との貴重な交流の機会となっています。このように、音楽教育
講座では教員、学生、さらに卒業生が積極的なコミュニケーションや連携を図りながら、多様
な取り組みを通して、学生の教員採用率の向上に努めています。
　最後に、現在教員として頑張っている卒業生から、採用試験の勉強方法について一言ア
ドバイスをお願いしました。

学校教育講座

“臨床知”の探究を通して学生と学校・社会とを「つなぐ」カリキュラム

近隣の中学校での合唱指導の様子

合唱指導している学生

　私は教員採用試験に向けて日々勉強していく中で、「自分の得意な分野を伸ばそう」という気持ちをもって取り組みました。暗記が得意で
したので、国語や社会、学習指導要領などについて覚えられるだけ暗記しました。そのように考えた理
由は、苦手な分野の問題で１０分間悩むよりも、同じ１０分間で得意な分野の問題をたくさん解く方が
力になると考えたからです。それが「自分にも得意なことがある」という自信にも繋がり、勉強が楽しく
なりました。皆さんも、自分の得意な分野を伸ばしながら自信をつけていってほしいと思います。　

宗像市立河東西小学校勤務
小田　詩織先生

春日市立白水小学校勤務
古森　裕子先生
（                        　　　）

初等教育教員養成課程
学校臨床教育学選修
３年 島本　由佳さん

　学校教育講座では、ボランティア活動を始め様々な取組みを行ってい
ます。私はその取組みの中で大学生時代にかかわった視聴覚障害者パ
ラリンピック競技ゴールボールを小学校の授業に活用しました。指導教
員であった鈴木教授のご協力の下、実際にゴールボール日本代表選手
との交流授業「生きる命の授業」を実施し、子どもたちにとって視覚障害
者との出会いと目が見えないことの体験は、福祉に対する学びがより深
いものになったと実感しています。実際に出会い体験することは、やはり
伝わり方も感じ方も全然違います。子どもたちの心の成長がと
てもうれしかったです。今後も大学での経験とつながりを教
育現場に活かし、子どもたちとともに成長していきたいと
思います。

　学校教育講座は、必修授業で現場に出ることが他課程に比べ多く、
学校はもちろん学校以外での子どもの姿を見ることもできます。自分の興
味関心と積極性次第で学校教育関係のボランティアを中心に様々な活
動をすることも、先生と一緒に研究授業に参加する機会もあります。
　教員採用試験に関しては、学生が利用できる学習室があり、互いに高
め合い刺激し合いながら勉強することができます。また、ボランティアなど
で先輩方と関わる機会も多いため上下のつながりが強く、その姿から学

ぶことは多いです。先日は卒業して現職で教員をしている先
輩方の講演会があり、現場の出来事や参考になる話を聞
き教師になる実感や試験への意欲も高まりました。整っ
た環境の中で学ばせてもらえることに感謝しています。

卒業生より

卒業生からのアドバイス

在学生より

平成２０年度初等教育教員養成課程
学校臨床教育学コース卒業（                        　　　）平成２1年度初等教育教員養成課程

音楽選修卒業

ポイント①

学生が自主的に学習する空間の保障とチームによる学びあいの「視える」化ポイント②

少し上の“身近なOB”とのタテの関係を「つなぐ」ポイント③
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　教員採用率の向上は、教員養成大学である本学にとってその存在意義が問われる重要
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イスをいただいたり、児童生徒と直接触れ合う貴重な経験をすることができました。また各学
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　ところで、音楽科には“音楽科同窓の会”という組織が構築されており、卒業生だけではなく
大学教員も会員となり、隔年でその会が開催されています。そこでは卒業生の就職状況を把
握したり、就職に関連する新たな情報を入手することもできます。最近では在学生もこの会
に参加することがあり、卒業生との貴重な交流の機会となっています。このように、音楽教育
講座では教員、学生、さらに卒業生が積極的なコミュニケーションや連携を図りながら、多様
な取り組みを通して、学生の教員採用率の向上に努めています。
　最後に、現在教員として頑張っている卒業生から、採用試験の勉強方法について一言ア
ドバイスをお願いしました。
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“臨床知”の探究を通して学生と学校・社会とを「つなぐ」カリキュラム

近隣の中学校での合唱指導の様子

合唱指導している学生

　私は教員採用試験に向けて日々勉強していく中で、「自分の得意な分野を伸ばそう」という気持ちをもって取り組みました。暗記が得意で
したので、国語や社会、学習指導要領などについて覚えられるだけ暗記しました。そのように考えた理
由は、苦手な分野の問題で１０分間悩むよりも、同じ１０分間で得意な分野の問題をたくさん解く方が
力になると考えたからです。それが「自分にも得意なことがある」という自信にも繋がり、勉強が楽しく
なりました。皆さんも、自分の得意な分野を伸ばしながら自信をつけていってほしいと思います。　

宗像市立河東西小学校勤務
小田　詩織先生

春日市立白水小学校勤務
古森　裕子先生
（                        　　　）

初等教育教員養成課程
学校臨床教育学選修
３年 島本　由佳さん

　学校教育講座では、ボランティア活動を始め様々な取組みを行ってい
ます。私はその取組みの中で大学生時代にかかわった視聴覚障害者パ
ラリンピック競技ゴールボールを小学校の授業に活用しました。指導教
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いものになったと実感しています。実際に出会い体験することは、やはり
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育現場に活かし、子どもたちとともに成長していきたいと
思います。

　学校教育講座は、必修授業で現場に出ることが他課程に比べ多く、
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Jr.サイエンス＆ものづくりin教育大を開催
毎年恒例！

　本学では、平成２３年１１月３日の文
化の日に、平成２３年度大学等開放
事業「Jr.サイエンス＆ものづくりin教育
大」を開催しました。これは、「科学」と
「ものづくり」をテーマにたくさんの実験
や実習を行い、科学を分かりやすく身
近なものに感じてもらい、ものを実際に
作り上げることの達成感を味わっても
らうために、平成１１年度から実施して
いるものです。
　今年は、自然科学に関する実験・工
作、身の回りの生活に関わるものづく
り、ロボット自動車の製作、マイ箸の製
作など、１５のテーマで企画を実施し、
子ども約500名とその家族、併せて
1,000名以上の来場がありました。各
会場では、親子で真剣に工作を行う光
景や、様々な実験・実習で目を生き生
きと輝かせた子どもたちであふれていま
した。

附属福岡中学校が宮城教育大学附属中学校と
絵馬交流
　福岡教育大学附属福岡中学校第２学年では「『附中の絆』プロジェクト　～健全な生き方を求め
て～」というテーマのもと、真の支援について探究する学習を平成２３年６月に行いました。本テーマを
設定した最大のきっかけは、先の東日本大震災でした。　
　本学習を進める中で生徒は「今自分たち中学生にできる支援とは」「相手にとって最も望ましい支
援のかたちとは」などの命題について議論を交わしました。当初は物質的な支援から脱却できずにい
ましたが、震災の有無にかかわらず、自分たちと同じ中学生が心から願うことは何かを考え始めました。
やがて、生徒から「同じ附中生の絆が深まる」「受験生（中学３年生）の将来に対する不安を少しでも
支えることができれば」という意見が出され、合格を祈願するという精神的な支援へと価値観が変容し
ていきました。その後も議論を重ね、今回の絵馬づくり（絵馬をつくり、被災地の受験生に願いを書い
てもらい、それを学問の神様を奉る太宰府天満宮に奉納しようという計画）に至りました。
　被災地の様子を調査する中で、宮城教育大学附属中学校が被害の大きいことを知った生徒は、
同校３年生への支援を行うことにしました。絵馬には、福岡県と宮城県とを象徴するものを描き、両校
の絆を形にしていきました。また、相手先の学級数や１クラス４０名が十分に願いを込められるように
と、幅約５０㎝の絵馬を４枚作成し送付しました。１２月になり、お礼状とともに多くの目標や願いが記さ
れた絵馬が送り返されてきました。それらの絵馬を紹介したとき生徒からは歓喜の声があがり、千㎞以
上離れた仲間との絆や、支援することの尊さを実感することができました。
　新年を迎え、新生徒会役員を中心としたメンバーで、太宰府天満宮に出向き、無事に絵馬を奉納
することができました。生徒だけでなく教職員にとっても、「支援」という言葉に込められた意味を実感
することができた価値ある学習となりました。

光センサ制御によるロボット自動車の製作
光センサを用いたラインをトレースするタイプ、段差を感知
し落ちないタイプ、障害物を検出して回避するタイプのロ
ボットカーを製作しました。

間伐材でマイ箸をつくろう！
間伐材をかんなで切ったり削ったりして、自分専用のお箸を
製作しました。

チャレンジしよう！化石と砂のワールド
普段見ることの少ない化石を岩石から掘り出す体験をしま
した。

植物マスターになろう！
教育大のキャンパスを散策しながら植物図鑑を作るスタン
プラリーを行いました。

フォーラムの参加者

講演中のオオガ国際交流推進室副室長

絵馬を奉納した生徒会役員

お祓いを受ける様子

　平成２３年１０月２１日、２２日に開催された国立彰化師範大学（台湾・彰化市）の創立４０周年記念
祝賀会及び国際教育リーダーズフォーラム２０１１に、本学の池田図書館長とオオガ国際交流推進室
副室長が参加しました。
　本学と国立彰化師範大学とは、２００９年５月に国際交流協定を結び、同年１１月には本学で国際交
流セミナーの開催、サバティカル研究員・学生交流事業団の派遣、協定留学生の受入・派遣等、様々
な連携・交流を行っています。国際教育リーダーズフォーラム2011では、マレーシアのニューエラーカ
レッジ（新紀元学院）の潘忠（プア エン チョン）学長による基調講演に続き、大邱大学の洪徳律（ホン 
ダクリュウ）学長、福建師範大学の羅螢（ルオ イン）学長、ニューエラーカレッジの潘忠（プア エン チョ
ン）学長が「大学経営の理念」について報告されました。
　第二セッションでは、本学のオオガ副室長が「福岡教育大学における国際交流プログラムの課題と
展望」について発表しました。また、「大学間の国際戦略」について愛知教育大学の宮川英俊国際交
流センター長、アメリカのジョージア州のサザン・ポリテクニク州立大学のベヌ・ダシギ氏が発表され、熱
心な討議が行われました。
　記念祝賀行事では、演奏会、記念植樹、大学の記念館開館、正門の大型LEDスクリーン設備のリ
ボンカット等、様々な行事が催された。また、大学所在地の彰化市長への表敬訪問も行いました。
　期間中、印象深かったのは、彰化師範大学の学生が、自然体で暖かく支援してくれたことです。外国
語能力も高く、ほとんどの学生は三か国語以上を使い、完璧でなくとも、恥ずかしがらず、積極的に来訪
の方 と々接していました。彰化師範大学の学生の外国語に対する意識及び質の高さを感じ、今後、本
学も取り組むべき課題だと考えています。

「国立彰化師範大学創立40周年記念国際教育
  リーダーズフォーラム」に参加 

福教大NEWS 5

学長（左から３人目）、学生担当理事（左から４人目）と
ボランティア参加学生

※東日本大震災 学校支援ボランティア活動の詳細記事は、JOYAMA通信２２号の福教大NEWS（P7）に
　掲載しております。

懇談会の様子

　福岡教育大学では、平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災により被害を受けた教育現
場の復興支援を行うため、宮城教育大学教育復興支援センターと連携し、８月１７日～２０日の日
程で、被災地の小中学生を対象とした教育支援ボランティアとして５名の学生（内訳：４年男子１
名、１年男子１名、１年女子３名）を派遣しました。このたび、平成２３年１２月２日（金）、現地でのボ
ランティア活動の報告及び学長との意見交換を目的に、参加学生５名と学長との懇談会を実
施しました。
　懇談会では、参加した学生のボランティア報告書や震災現場での写真を基に懇談を行い、参
加学生から「震災ボランティアについてもっと多くの学生に周知して欲しい。これで終わりではな
く、今後も継続して支援を続けていく必要がある」「安否確認のシステムを整備して欲しい」等の
意見・要望が出されました。
　学長からは、ねぎらいの言葉とともに「本学は今後も引き続き宮城教育大学と連携を図ってい
くこととしており、学生がボランティアに参加しやすい環境作りを行っていくこととしているので、今
後も機会があれば是非ボランティアに参加して欲しい」との発言がありました。

学校支援ボランティア参加学生と
学長との懇談会を実施

福教大NEWS 3
東日本大震災
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02特集　 就活！！就活
平成23年度の就職状況

福岡県の小学校教員に！！

卒業生の就活！！

今、求められている人材像
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都道府県・指定都市教育委員会が求める教員像
（「平成22年度に実施された教員採用選考試験の募集要領等に記載された教育委員会が求める教員像」（文部科学省調べ）より）

・教科等に関する優れた専門性と指導力、広く豊かな教養など（66自治体中61自治体）
・教育者としての使命感・責任感・情熱、子どもに対する深い愛情など（66自治体中50自治体）
・豊かな人間性や社会人として良識、保護者・地域からの信頼など（66自治体中44自治体）

民間企業等が求める人材像 （福岡教育大学キャリア支援センター職員より）
一言でいうと、「元気、やる気」がある人です。
では、どうすれば自分の「元気」や「やる気」が企業に伝わるのでしょうか。
日ごろの生活から意識することで、無理なくこれらを身につけることができます。
まず元気ですが、人と話をするときは笑顔で挨拶をします。これが第一印象となりその後の人物をみる場合にとても影響を与えます。日ごろから、笑顔
で挨拶をすることがポイントです。挨拶をするってお互いが気持いいし元気になれると思いませんか。
次にやる気です。自分の生活が恵まれすぎていて、目標をもつことができない人が多いようです。それは、社会のことを知らない、わかろうとしないため
に自分がするべきことが明確でないからです。就職活動に置き換えると、会社のことを知らない、知ろうとしない、だから会社に入ってなにがやりたい
かがわからないということになります。自分のことや相手のことを知ることで、社会にでて自分に何ができるのかを知ることで、やる気がでると思いませ
んか。何にでもチャレンジすることを意識して行動していくことがポイントです。
経験したことを、自分の言葉で話しができることが「元気、やる気」の元になるのではないでしょうか。
就職活動は企業との出会いです。ありのままの自分を受け入れてくれる、両想いの会社と出会えるように、笑顔を忘れずに楽しい就職活動にしてほし
いと思います。 

Q1

A1

Q2
A2

入学してから採用試験を受けるまで、「絶対教員になる」という気持ちを維持できたのはなぜだ
と思いますか？
一番の理由は、子どもと関わり続けていたからだと思います。私は大学に入学する前の春休
みから、塾の講師のアルバイトをしていました。一緒に勉強したり、話したりする中で、子どもたち
自身が学び、成長していく姿を見ることができました。今、自分の目の前にいる子どもにもっと
勉強を分かってもらう等、これからのことを考えてもらうにはどうしたらいいか。そのことを常に
考えながら、自分のためではなく子どもたちのためにできることを探していました。採用試験の
勉強の際も、理論を学んでばかりだとどうしても机上の空論になってしまいます。子どもたちと
少しでも直に接していると、教員としてもっと多くの子どもと関わりたい、という気持ちを持続で
きたし、理論も経験として身につけることができました。

教員になるために、入学から採用まで、どのような対策等をしましたか？
入学から採用までの年間スケジュールは下のとおりです。

　大学生が一番気にしていること、それはやはり就職についてでしょう。本学は教育大学ですので、多
くの人が教員になる夢を追いかけています。しかし毎年それ以外の道へすすむ人も少なからずいます。
　今回は「就活」を特集します。教員になる夢をかなえた人、公務員や一般企業への進路変更して
採用を決めた人など、多様な就職活動の状況を先輩方の体験談をもとにご紹介します。

Q3
A3

教員を目指す新入生へのメッセージは？
あなたはどんな教員になりたいですか？
自分のなりたい教員像を持つことが、こ
れからの心の支えになると思います。教
員として必要な知識や技術を身につけ
ることは確かに大切です。ですが、目の
前にいる子どもたちの存在を忘れない
でください。子どもたちには無限の可能
性と力があります。新しい発見をしたり、
一緒に笑ったり、落ち込んだ時に元気
をもらったり。私は子どもたちにたくさん
支えられました。また、一人では教員を
目指すのは辛いです。仲間をいっぱい
作って、お互いに高め合い、励まし合う
ことは、何にも代えがたいものです。一
生の仲間と一緒に頑張ってくださいね。

●平成23年度　大学卒業予定者の就職内定率（平成23年12月１日時点）

●平成23年度教員採用試験実施結果

！！

2年生

（平成23年度「大学等卒業予定者の就職内定状況調査」（厚生労働省・文部科学省共同調べ）より）

※「－」は、市単位で高等学校の採用試験を実施していないことを示す。
※東京都：第１回採用試験の数。小学校の各数は小・中共通、小・中・高共通を含む。中学校の各数は中・高共通を含む。　　※大阪府：小学校の各数は小中いきいき連携を含む。

〈前年同期比3.1ポイントの増〉71.9％
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就職までの道のり

初等教育教員養成課程 国語選修

井上 裕子さん
いのうえ   ゆう  こ

★１　授業「国語科教育研究」受講…様々な教科の教育研究の授業
専門の教科はもちろん、他の教科の指導案の書き方や授業の方法、指導要領の内容を学
び、模擬授業を行える重要な授業でした。対策をしていく際、ここで学んだことが生かされます。

★２　授業「小専音楽」等受講
授業の「小専」は、重要な部分を絞って教えてもらえるので、とても重要です。
私は音楽を受講しましたが、演奏の実技がある自治体を受験する場合はとても役立ちます。

★３　過去問…市販のテキストを使用
自治体によって、問題の傾向は様々なので、基礎知識を得た上で、問題に慣れることができます。

★４　特別講座（キャリア支援センター実施）受講
特別講座には、論文対策、面接対策等あらゆる種類のものがありますが、いろいろな講座を
週１～２回ペースで受講しました。特に願書の書き方は意外に難しいので、早めに下書きを
し、直前に願書で慌てなくてもいいようにしました。

★５　友達との集団討論練習
自分たちでグループを作り、討論の練習をしていました。また、２次の前には模擬授業や個人
面接の練習も行いました。お互いに力も意識も高め合えます。

★６　集団討論（キャリア支援センター実施）に参加
本番の流れで集団討論をすることで、空気や方法を学ぶことができます。

４月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

・授業「国語科教育研究」受講　★１

3年生
４月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

・授業「小専音楽」等受講　★２ ・過去問　★３

・授業「キャリア形成Ｂ」受講

4年生
４月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

・特別講座（キャリア支援センター実施）受講　★４
・友達との集団討論練習　★５

・集団討論（キャリア支援センター実施）に参加　★６
・体育練習 !POINT

教員採用試験（第１次） 教員採用試験（第２次） 合格！！

・授業「学校と学級の経営学」受講

・全国模擬試験受験



02特集　 就活！！就活
平成23年度の就職状況

福岡県の小学校教員に！！

卒業生の就活！！

今、求められている人材像
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特集

都道府県・指定都市教育委員会が求める教員像
（「平成22年度に実施された教員採用選考試験の募集要領等に記載された教育委員会が求める教員像」（文部科学省調べ）より）

・教科等に関する優れた専門性と指導力、広く豊かな教養など（66自治体中61自治体）
・教育者としての使命感・責任感・情熱、子どもに対する深い愛情など（66自治体中50自治体）
・豊かな人間性や社会人として良識、保護者・地域からの信頼など（66自治体中44自治体）

民間企業等が求める人材像 （福岡教育大学キャリア支援センター職員より）
一言でいうと、「元気、やる気」がある人です。
では、どうすれば自分の「元気」や「やる気」が企業に伝わるのでしょうか。
日ごろの生活から意識することで、無理なくこれらを身につけることができます。
まず元気ですが、人と話をするときは笑顔で挨拶をします。これが第一印象となりその後の人物をみる場合にとても影響を与えます。日ごろから、笑顔
で挨拶をすることがポイントです。挨拶をするってお互いが気持いいし元気になれると思いませんか。
次にやる気です。自分の生活が恵まれすぎていて、目標をもつことができない人が多いようです。それは、社会のことを知らない、わかろうとしないため
に自分がするべきことが明確でないからです。就職活動に置き換えると、会社のことを知らない、知ろうとしない、だから会社に入ってなにがやりたい
かがわからないということになります。自分のことや相手のことを知ることで、社会にでて自分に何ができるのかを知ることで、やる気がでると思いませ
んか。何にでもチャレンジすることを意識して行動していくことがポイントです。
経験したことを、自分の言葉で話しができることが「元気、やる気」の元になるのではないでしょうか。
就職活動は企業との出会いです。ありのままの自分を受け入れてくれる、両想いの会社と出会えるように、笑顔を忘れずに楽しい就職活動にしてほし
いと思います。 

Q1

A1

Q2
A2

入学してから採用試験を受けるまで、「絶対教員になる」という気持ちを維持できたのはなぜだ
と思いますか？
一番の理由は、子どもと関わり続けていたからだと思います。私は大学に入学する前の春休
みから、塾の講師のアルバイトをしていました。一緒に勉強したり、話したりする中で、子どもたち
自身が学び、成長していく姿を見ることができました。今、自分の目の前にいる子どもにもっと
勉強を分かってもらう等、これからのことを考えてもらうにはどうしたらいいか。そのことを常に
考えながら、自分のためではなく子どもたちのためにできることを探していました。採用試験の
勉強の際も、理論を学んでばかりだとどうしても机上の空論になってしまいます。子どもたちと
少しでも直に接していると、教員としてもっと多くの子どもと関わりたい、という気持ちを持続で
きたし、理論も経験として身につけることができました。

教員になるために、入学から採用まで、どのような対策等をしましたか？
入学から採用までの年間スケジュールは下のとおりです。

　大学生が一番気にしていること、それはやはり就職についてでしょう。本学は教育大学ですので、多
くの人が教員になる夢を追いかけています。しかし毎年それ以外の道へすすむ人も少なからずいます。
　今回は「就活」を特集します。教員になる夢をかなえた人、公務員や一般企業への進路変更して
採用を決めた人など、多様な就職活動の状況を先輩方の体験談をもとにご紹介します。

Q3
A3

教員を目指す新入生へのメッセージは？
あなたはどんな教員になりたいですか？
自分のなりたい教員像を持つことが、こ
れからの心の支えになると思います。教
員として必要な知識や技術を身につけ
ることは確かに大切です。ですが、目の
前にいる子どもたちの存在を忘れない
でください。子どもたちには無限の可能
性と力があります。新しい発見をしたり、
一緒に笑ったり、落ち込んだ時に元気
をもらったり。私は子どもたちにたくさん
支えられました。また、一人では教員を
目指すのは辛いです。仲間をいっぱい
作って、お互いに高め合い、励まし合う
ことは、何にも代えがたいものです。一
生の仲間と一緒に頑張ってくださいね。

●平成23年度　大学卒業予定者の就職内定率（平成23年12月１日時点）

●平成23年度教員採用試験実施結果

！！

2年生

（平成23年度「大学等卒業予定者の就職内定状況調査」（厚生労働省・文部科学省共同調べ）より）

※「－」は、市単位で高等学校の採用試験を実施していないことを示す。
※東京都：第１回採用試験の数。小学校の各数は小・中共通、小・中・高共通を含む。中学校の各数は中・高共通を含む。　　※大阪府：小学校の各数は小中いきいき連携を含む。

〈前年同期比3.1ポイントの増〉71.9％
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就職までの道のり

初等教育教員養成課程 国語選修

井上 裕子さん
いのうえ   ゆう  こ

★１　授業「国語科教育研究」受講…様々な教科の教育研究の授業
専門の教科はもちろん、他の教科の指導案の書き方や授業の方法、指導要領の内容を学
び、模擬授業を行える重要な授業でした。対策をしていく際、ここで学んだことが生かされます。

★２　授業「小専音楽」等受講
授業の「小専」は、重要な部分を絞って教えてもらえるので、とても重要です。
私は音楽を受講しましたが、演奏の実技がある自治体を受験する場合はとても役立ちます。

★３　過去問…市販のテキストを使用
自治体によって、問題の傾向は様々なので、基礎知識を得た上で、問題に慣れることができます。

★４　特別講座（キャリア支援センター実施）受講
特別講座には、論文対策、面接対策等あらゆる種類のものがありますが、いろいろな講座を
週１～２回ペースで受講しました。特に願書の書き方は意外に難しいので、早めに下書きを
し、直前に願書で慌てなくてもいいようにしました。

★５　友達との集団討論練習
自分たちでグループを作り、討論の練習をしていました。また、２次の前には模擬授業や個人
面接の練習も行いました。お互いに力も意識も高め合えます。

★６　集団討論（キャリア支援センター実施）に参加
本番の流れで集団討論をすることで、空気や方法を学ぶことができます。

４月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

・授業「国語科教育研究」受講　★１

3年生
４月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

・授業「小専音楽」等受講　★２ ・過去問　★３

・授業「キャリア形成Ｂ」受講

4年生
４月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

・特別講座（キャリア支援センター実施）受講　★４
・友達との集団討論練習　★５

・集団討論（キャリア支援センター実施）に参加　★６
・体育練習 !POINT

教員採用試験（第１次） 教員採用試験（第２次） 合格！！

・授業「学校と学級の経営学」受講

・全国模擬試験受験



02特集　 就活！！

佐賀市役所に就職！！
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Q1
A1

Q2
A2

Q1
A1

Q2
A2

当初は教員を目指して教員養成課程に入学したそうですが、いつ頃公務員を目指すようになったのですか？
３年生の10月～12月頃です。
附属中での教育実習を終えて、進路を考える時期になったときに、教師として現場で働くか、違う方法で教育に携わ
るかを考え始めました。その結果、中学又は高校の社会科だけでなく、教育全般、特に社会教育、生涯学習に携わる
仕事に就きたいと考え、公務員を志望しました。

公務員を目指し始めてから採用されるまで、どのような対策等をしましたか？
採用までの年間スケジュールは下のとおりです。

Q3
A3

Q4
A4

面接等において、「なぜ教育大生なのに教員にならないのか？」という質問をされましたか？
志望動機を聞かれた際に、「教育行政に携わりたい」と述べていたので、上記の質問は行われませんでした。志望動機を中心に自分をアピールすることで、
このような質問を回避できるのではないか、と考え、そのような方法を採りました。

新入生へのメッセージ
新入生の方々のほとんどが教員への道を強く志望した上で、この大学に入学されたことと思います。実際、４年前の私もそうでした。教員とは違う道を志望
するにあたって、それなりに葛藤もありましたが、最終的には、４年までしっかり学んだ上で決断することができました。１年前の私と同じように、進路に悩む
後輩もいますが、彼らには、「教員だけが教育ではない。」ということを言うようにしています。また、受験勉強の際には、課程・学科に関わらず、多くの友人に
助言をいただき、支えられました。３年～４年後という、新入生の方々にとっては、まだまだ先のことですが、しっかり学び、遊び、様々な人と関わって、教員か
どうかに関わらず、後悔のない決断ができるように大学生活を楽しんでください。

Q3
A3

Q4
A4

面接等において、「なぜ教育大生なのに教員にならないのか？」という質問をされましたか？
質問され、次のとおり回答しました。
私はアルバイトで新商品の販促企画の立案、実施、集計を行い、それが結果として表れました。目に見えて結果が出る企
業のスピード感が、私は面白いと思い、企業を志望しました。教師の仕事は、子どもに影響を与える重要な仕事です。し
かし、企業では学校に比べてより多くの人と出会う場があります。短い期間で信頼関係を築き、その全ての人に影響を与
えることができる、それが結果として目で見ることができることにやりがいを感じ、挑戦してみたいと思いました。

新入生へのメッセージ
私は、特に就活を早くから始めたわけでも、特別なことをしたわけではありません。しかし、常に向上心を持って行動し
ていたように感じます。大学は求めなければ何も与えてくれません。自分で「こうしたいんだ」という気持ちをもって行動す
ることが重要なのかなと思います。就活に「教育大だから不利だ」等は全くありません。むしろ、他大学が経験できないよ
うな体験ができることはラッキーです。大学で色んな人と話し、色んな経験をして、新しい自分をどんどん発見してくださ
い。応援しています。

中等教育教員養成課程 社会専攻

萬年 宗親さん
まんねん  むねちか

ＪＴＢ九州に就職！！
当初は教員を目指して教員養成課程に入学したそうですが、民間企業を目指したのはいつ頃ですか？
大学１年生の終わり頃です。
もともとは教師になりたくてこの大学に入ったのですが、アルバイトの経験から、教師に比べ様々な人を対象とする企
業は短い期間で相手との関係を作らなければなりません。そんな環境で自分を成長させたいと感じたからです。

内々定まで、どのような対策等をしましたか？
内々定までの年間スケジュールは下のとおりです。

初等教育教員養成課程 理科選修

河野 友さん
かわ  の 　ゆう

★１　模試の受験
教養試験・専門試験に関わらず、
模試で点数がとれなかった分野
に重点を置き、その都度、対策を
立てていました。

3年生
４月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

面接対策

4年生
４月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

!POINT

★１　合同説明会（ヤフー
ドーム）に参加
人が多く、就活生のほとんどが来るので
刺激をもらえて、気が引き締まります。こ
れは必ず行くべきです。自分の行きたい
企業や業界の他に、その時点では興味
がない企業ブースに入ることで違った
視点も得られるのでオススメです。
★２　就職ガイダンス（キャリア支援
センター実施）受講・・・講師の先生に
よる基本的な就活準備
自己分析の仕方やエントリーシートの作
り方、面接、グループディスカッションま
で就活で必要なことはほぼここで学べ
ました。
★３　自己分析・・・自分の特性、強み
などを知ること
就活は自己分析につきます。自分を売
り込むためには自分を知ることです。取
りかかりにくい時は周りの人に自分のこ
とを聞くことが近道だと思います。
★４　エントリーシート添削・・・企業
に出すエントリーシートの修正
これも多くの人に見せることが大切で
す。通らなければ自分をアピールできま
せん。

!POINT

公務員試験
スタート

佐賀市職員
採用試験（第１次）

佐賀市職員
採用試験（第２次）

佐賀市職員
採用試験（最終） 合格！！

北九州市の中学校教員に！！
Q1
A1

Q2
A2

教員養成課程でなく環境情報教育課程所属ですが、教員を目指したのはいつ頃ですか？
入学当初からです。
私は、子どもの頃から教員に憧れていました。さらに、環境教育にも興味があったことから、環
境情報教育課程に進むことに決めました。環境情報教育課程では、教育や理科についての
知識の他に、環境問題や工学系について、幅広く学ぶことができました。

教員になるために、入学から採用まで、どのような対策等をしましたか？
入学から採用までの年間スケジュールは下のとおりです。

Q3
A3

教員を目指す新入生へのメッセージは？
新入生の皆さん、入学おめでとうござ
います。皆さんは、今、憧れの教員にな
るための、大きな一歩を踏み出しまし
た。福岡教育大学での生活は、立派な
教員になるための基礎になることと思
います。しかし、教員になるためには、教
員採用試験に合格しなければなりませ
ん。つまり、皆さんは、教員採用試験に
臨むための、大きな一歩を踏み出した
とも言えるのです。とても険しく、長い道
のりになると思いますが、常に自分の目
標を持ち続けることによって、乗り越えら
れるものだと思います。これから始まる
大学生活を、充実したものにしてくださ
い。応援しています。

2年生

環境情報教育課程 環境教育コース

今德 美里さん
いまとく     み さと

★１　受験地を北九州市に決定
早いうちから受験地を絞ることで、対策が立てやすくなります。

★２　特別講座（キャリア支援センター実施）の受講
生涯教育課程では、教員を目指す学生が少なく、モチベーションを維持するのが難しいの
で、特別講座を受講することによって、低下したモチベーションを持ち直すことができます。

★３　専門教養の勉強を本格化
苦手な科目を友達から教えてもらっていました。これにより、一人で勉強するよりも記憶に残
ります。

★４　教職教養の勉強を本格化
希望した受験地の過去問を解くことで、傾向がつかめることから、効率よく勉強することがで
きます。

★５　模擬面接（キャリア支援センター実施）に参加
４年生の６月から、毎日参加していました。キャリア・アドバイザーから面接指導を受けることがで
きます。また、知らない人たちと練習することで、本番のような緊張感の中で練習ができます。

★６　友達と模擬授業、面接等の練習
模擬授業の試験では、先生役の他にも、生徒役をしなければなりません。数人の友達と練
習することで、先生役と生徒役の両方を練習することができます。

４月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

ボランティア活動

3年生
４月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

・専門教養の勉強を本格化　★3

4年生
４月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

!POINT

教員採用試験（第１次） 教員採用試験（第２次） 合格！！

・教職教養の勉強を本格化　★４
・北九州市の試験内容について分析 ・模擬面接（キャリア支援センター実施）に参加　★５

・自己分析
・模試の受験

・教員採用試験２次試験対策（１次試験合格発表前から）

・友達と模擬授業、面接等の練習　★６

・受験地を北九州市に決定　★1

・特別講座（キャリア支援センター実施）受講　★２

専門学校の公務員コースを受講＋模試の受験　★1

４月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

４月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

内々定！！

・マイナビ説明会（学内）に参加 ・合同説明会（ヤフードーム）に参加　★１

・就職ガイダンス（キャリア支援センター実施）受講　★２

・個別企業説明会参加 　・自己分析　★３ 　・エントリーシート添削　★４
・選考におけるフィードバック 　・友達との情報交換

3年生

4年生
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佐賀市役所に就職！！

12 Joyama News vol.23 13

Q1
A1

Q2
A2

Q1
A1

Q2
A2

当初は教員を目指して教員養成課程に入学したそうですが、いつ頃公務員を目指すようになったのですか？
３年生の10月～12月頃です。
附属中での教育実習を終えて、進路を考える時期になったときに、教師として現場で働くか、違う方法で教育に携わ
るかを考え始めました。その結果、中学又は高校の社会科だけでなく、教育全般、特に社会教育、生涯学習に携わる
仕事に就きたいと考え、公務員を志望しました。

公務員を目指し始めてから採用されるまで、どのような対策等をしましたか？
採用までの年間スケジュールは下のとおりです。

Q3
A3

Q4
A4

面接等において、「なぜ教育大生なのに教員にならないのか？」という質問をされましたか？
志望動機を聞かれた際に、「教育行政に携わりたい」と述べていたので、上記の質問は行われませんでした。志望動機を中心に自分をアピールすることで、
このような質問を回避できるのではないか、と考え、そのような方法を採りました。

新入生へのメッセージ
新入生の方々のほとんどが教員への道を強く志望した上で、この大学に入学されたことと思います。実際、４年前の私もそうでした。教員とは違う道を志望
するにあたって、それなりに葛藤もありましたが、最終的には、４年までしっかり学んだ上で決断することができました。１年前の私と同じように、進路に悩む
後輩もいますが、彼らには、「教員だけが教育ではない。」ということを言うようにしています。また、受験勉強の際には、課程・学科に関わらず、多くの友人に
助言をいただき、支えられました。３年～４年後という、新入生の方々にとっては、まだまだ先のことですが、しっかり学び、遊び、様々な人と関わって、教員か
どうかに関わらず、後悔のない決断ができるように大学生活を楽しんでください。

Q3
A3

Q4
A4

面接等において、「なぜ教育大生なのに教員にならないのか？」という質問をされましたか？
質問され、次のとおり回答しました。
私はアルバイトで新商品の販促企画の立案、実施、集計を行い、それが結果として表れました。目に見えて結果が出る企
業のスピード感が、私は面白いと思い、企業を志望しました。教師の仕事は、子どもに影響を与える重要な仕事です。し
かし、企業では学校に比べてより多くの人と出会う場があります。短い期間で信頼関係を築き、その全ての人に影響を与
えることができる、それが結果として目で見ることができることにやりがいを感じ、挑戦してみたいと思いました。

新入生へのメッセージ
私は、特に就活を早くから始めたわけでも、特別なことをしたわけではありません。しかし、常に向上心を持って行動し
ていたように感じます。大学は求めなければ何も与えてくれません。自分で「こうしたいんだ」という気持ちをもって行動す
ることが重要なのかなと思います。就活に「教育大だから不利だ」等は全くありません。むしろ、他大学が経験できないよ
うな体験ができることはラッキーです。大学で色んな人と話し、色んな経験をして、新しい自分をどんどん発見してくださ
い。応援しています。

中等教育教員養成課程 社会専攻

萬年 宗親さん
まんねん  むねちか

ＪＴＢ九州に就職！！
当初は教員を目指して教員養成課程に入学したそうですが、民間企業を目指したのはいつ頃ですか？
大学１年生の終わり頃です。
もともとは教師になりたくてこの大学に入ったのですが、アルバイトの経験から、教師に比べ様々な人を対象とする企
業は短い期間で相手との関係を作らなければなりません。そんな環境で自分を成長させたいと感じたからです。

内々定まで、どのような対策等をしましたか？
内々定までの年間スケジュールは下のとおりです。

初等教育教員養成課程 理科選修

河野 友さん
かわ  の 　ゆう

★１　模試の受験
教養試験・専門試験に関わらず、
模試で点数がとれなかった分野
に重点を置き、その都度、対策を
立てていました。

3年生
４月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

面接対策

4年生
４月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

!POINT

★１　合同説明会（ヤフー
ドーム）に参加
人が多く、就活生のほとんどが来るので
刺激をもらえて、気が引き締まります。こ
れは必ず行くべきです。自分の行きたい
企業や業界の他に、その時点では興味
がない企業ブースに入ることで違った
視点も得られるのでオススメです。
★２　就職ガイダンス（キャリア支援
センター実施）受講・・・講師の先生に
よる基本的な就活準備
自己分析の仕方やエントリーシートの作
り方、面接、グループディスカッションま
で就活で必要なことはほぼここで学べ
ました。
★３　自己分析・・・自分の特性、強み
などを知ること
就活は自己分析につきます。自分を売
り込むためには自分を知ることです。取
りかかりにくい時は周りの人に自分のこ
とを聞くことが近道だと思います。
★４　エントリーシート添削・・・企業
に出すエントリーシートの修正
これも多くの人に見せることが大切で
す。通らなければ自分をアピールできま
せん。

!POINT

公務員試験
スタート

佐賀市職員
採用試験（第１次）

佐賀市職員
採用試験（第２次）

佐賀市職員
採用試験（最終） 合格！！

北九州市の中学校教員に！！
Q1
A1

Q2
A2

教員養成課程でなく環境情報教育課程所属ですが、教員を目指したのはいつ頃ですか？
入学当初からです。
私は、子どもの頃から教員に憧れていました。さらに、環境教育にも興味があったことから、環
境情報教育課程に進むことに決めました。環境情報教育課程では、教育や理科についての
知識の他に、環境問題や工学系について、幅広く学ぶことができました。

教員になるために、入学から採用まで、どのような対策等をしましたか？
入学から採用までの年間スケジュールは下のとおりです。

Q3
A3

教員を目指す新入生へのメッセージは？
新入生の皆さん、入学おめでとうござ
います。皆さんは、今、憧れの教員にな
るための、大きな一歩を踏み出しまし
た。福岡教育大学での生活は、立派な
教員になるための基礎になることと思
います。しかし、教員になるためには、教
員採用試験に合格しなければなりませ
ん。つまり、皆さんは、教員採用試験に
臨むための、大きな一歩を踏み出した
とも言えるのです。とても険しく、長い道
のりになると思いますが、常に自分の目
標を持ち続けることによって、乗り越えら
れるものだと思います。これから始まる
大学生活を、充実したものにしてくださ
い。応援しています。

2年生

環境情報教育課程 環境教育コース

今德 美里さん
いまとく     み さと

★１　受験地を北九州市に決定
早いうちから受験地を絞ることで、対策が立てやすくなります。

★２　特別講座（キャリア支援センター実施）の受講
生涯教育課程では、教員を目指す学生が少なく、モチベーションを維持するのが難しいの
で、特別講座を受講することによって、低下したモチベーションを持ち直すことができます。

★３　専門教養の勉強を本格化
苦手な科目を友達から教えてもらっていました。これにより、一人で勉強するよりも記憶に残
ります。

★４　教職教養の勉強を本格化
希望した受験地の過去問を解くことで、傾向がつかめることから、効率よく勉強することがで
きます。

★５　模擬面接（キャリア支援センター実施）に参加
４年生の６月から、毎日参加していました。キャリア・アドバイザーから面接指導を受けることがで
きます。また、知らない人たちと練習することで、本番のような緊張感の中で練習ができます。

★６　友達と模擬授業、面接等の練習
模擬授業の試験では、先生役の他にも、生徒役をしなければなりません。数人の友達と練
習することで、先生役と生徒役の両方を練習することができます。

４月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

ボランティア活動

3年生
４月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

・専門教養の勉強を本格化　★3

4年生
４月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

!POINT

教員採用試験（第１次） 教員採用試験（第２次） 合格！！

・教職教養の勉強を本格化　★４
・北九州市の試験内容について分析 ・模擬面接（キャリア支援センター実施）に参加　★５

・自己分析
・模試の受験

・教員採用試験２次試験対策（１次試験合格発表前から）

・友達と模擬授業、面接等の練習　★６

・受験地を北九州市に決定　★1

・特別講座（キャリア支援センター実施）受講　★２

専門学校の公務員コースを受講＋模試の受験　★1

４月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

４月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

内々定！！

・マイナビ説明会（学内）に参加 ・合同説明会（ヤフードーム）に参加　★１

・就職ガイダンス（キャリア支援センター実施）受講　★２

・個別企業説明会参加 　・自己分析　★３ 　・エントリーシート添削　★４
・選考におけるフィードバック 　・友達との情報交換

3年生

4年生
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　国際化・グローバル化が進むなか、私達の
社会では食料品をはじめ、生活を豊かにする
品物・サービスが安価で入手できるようになり
ました。しかし、その影で、とくに開発途上と呼
ばれる国々や地域では、人々が安い賃金で過
酷な労働を強いられたり、環境破壊や人権侵
害さえ生じたりしています。開発教育論では、
私たちの生活と、こうした世界との結びつきに
ついて理解し、解決に向けてどのような方法
があるのかを掘り下げて考えていきます。また、
その内容を学校教育や市民講座のような生
涯教育の場において人に伝えていく方法を
学びます。　

　この授業は1年次後期用ですが、選択科目
であるため、1年生から4年生までの学生が幅
広く参加し、主には国際共生教育コース、社
会科教育コース、福祉教育コースに所属する
学生が受講しています。一般的に開発教育を
学ぶ場では、講義のほかに、主体的に考える

能力を身につけることを目指し、参加型の諸
活動を採用しています。具体的には、グルー
プ・ワークを基本として、ディスカッション、ディ
ベート、プレゼンテーションなどをおこないま
す。そこで、本授業でも、受講者がこれらの活
動の進め方を学ぶために、実際に経験しなが
ら授業に参加します。所属・学年が違う人たち
が集うことになるので、活発な意見交換が生
じる場合もある反面、気を遣いすぎて盛り上が
らないまま終了ということもあります。受講者は
教員とともに、こうした活動を有意義な内容に
するための工夫を考え、経験を積み上げてい
きます。

　この授業で国際理解や国際協力について
興味を持った学生は、発展的な科目である
「国際協力論」や「国際開発論」を受講するこ
とで、詳しい内容を学べるようになっています。
したがって、この授業は、国際協力分野の専
門的な内容を深めるための入門的な科目とし
ても位置づけることができます。

世界とのつながりを考える

多様な受講者がつくりだす
参加型授業

学校臨床教育学
基礎研究A・B
学校教育講座 准教授　竹本英代

授業紹介

広島大学大学院教育学研究科博士
課程後期修了（博士（教育学））、専
門は日本教育史。2005年４月より福
岡教育大学に赴任。

竹本　英代（たけもと　ひでよ）

専門知識を深めるために

教員プロフィール

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究
科博士課程修了。博士（地域研究）。専門はアフ
リカ地域研究。これまで東アフリカ・タンザニアで
国際協力に関するフィールドワークをおこなって
きた。2010年4月、福岡教育大学に着任。

黒崎　龍悟（くろさき　りゅうご）
教員プロフィール

　学校臨床教育学コースでは、１年次に様々
な学びの場に出向き、２年次で、データ収集、
ディスカッション、文献の読み方など、研究の
基礎を学びます。３年次に入ると、各自の教育
課題をもって、現場での実地研究をふまえ、問
題解決の方法を探り、４年次で卒業研究をま
とめます。このような一連のカリキュラムのなか
で、コースの２年生に通年で開講しているのが
「学校臨床教育学基礎研究A・B」です。この
授業では、教育学の文献研究法と研究のた
めのデータ収集や分析方法を習得します。私
は、特に文献研究法に関する演習を担当して
います。　

　しかし、２年生の段階では、教育に対する問
題関心はおろか研究テーマも定まっていない

状況です。そのため、この授業では研究テー
マを探求していく前段階として、「研究論文」と
「教育論文」について学習していきます。「研
究論文」では、論評を書いたり、ディスカッショ
ンのなかで論文の批判をしたりしています。も
う一方の「教育論文」では、教材研究や模擬
授業を体験しながら、「教育論文」と「研究論
文」の違いを学んでいきます。

　この授業では、学生の発表やディスカッショ
ンが中心となりますが、実地指導講師を招い
て、実際の教育現場で教員が「研究論文」や
「教育論文」にどのように取り組んでいるかな
ど、体験談をまじえて講義をしてもらっています。
将来、教育現場のなかで、常に教育について
見直す「眼」を持って欲しいと願っています。

「学校臨床教育学基礎研究A・B」
について

「研究論文」と「教育論文」

教員になることをめざして

開発教育論
国際共生教育講座 准教授　黒崎龍悟

子守りをする少女（上）、レンガの運搬を手伝う子ど
もたち（下）。アフリカの農村部では、子どもでも家
族や社会を支える重要な役割を担う。他の文化や
社会について深く理解することが、開発教育の最も
重要な基礎となる。

授業風景

タイのエビ養殖地。多くが日本に輸出される。インド
ネシアなどでは養殖池の拡大でマングローブ林が
激減している。
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KENDO CLUB
　私たち剣道部は、部員数38名で、角正武先生、本多壮太
郎先生のご指導のもと週６日、日本一を目指して、日々稽古に
励んでいます。
　個人競技と思われがちな剣道ですが、技術を向上させた
り、チーム力を向上させたりするためにも、仲間の存在がかか
せません！縦のつながりと横のつながりを大切にし、苦楽を共
にする毎日！どこの部活にも負けない団結力があること間違
いなしです！
　ここ最近では、男女共に教育系大学の大会では優勝を収
めたり、全国大会に出場したりと、結果も残すことができまし
た。これも、稽古の時は集中して厳しく行い、稽古が終わると笑
顔で楽しく、というメリハリのついた活動が行えている成果だと
思っています。来年度は今よりも技術力•精神力共にさらなる
向上を目指して、己に負けることなく、日々精進していきます。そ
して、男女そろって日本一になれるように努力していきたいと
思っています。

　礼に始まり、礼に終わるという日本の伝統的な武道の良さ
を是非味わってみませんか？修武館で部員一同お待ちしてい
ます！

　私たちE.S.S.は、部員10名ほどで、英語を使った様々な活動を、時には楽しく、時
にはまじめに行っています。高校までのE.S.S.のイメージや、英語研究部という名前
から、E.S.S.はまじめで堅苦しいイメージをもたれがちですが、本学のE.S.S.は、とても
楽しく明るい雰囲気で活動しています。
　私たちの活動は大きく二つに分かれています。一つ目はベーシックプラクティスと
いって、部員が考えた英語のゲームなどの英会話の活動を部員全員で楽しく行って
います。二つ目はセクション活動といって、スピーチとディベートの中から、自分の専門
を一つ決めて、日々練習したり、大会に出場したりします。セクション活動は、スピーチ
もディベートも大変楽しく活動しており、かつ、県レベルから九州レベル、さらには全国
レベルで多くの功績を残しています。遠征として全国のいろいろなところに旅行できる
のも、E.S.S.の魅力の一つです。
　私たちは、これらの活動を通して、これまで学校英語でしか触れることがなかった英
語を使うことの楽しさを見いだすことができ、不自由なく話したり書いたりすることがで
きるようになります。発音に自信がない人もだんだん上手になっていきます。
　また、何かに挑戦しようと思う気持ちは、他のサークル同様にもつことが
できます。E.S.S.は、英語に限らず、サークルとして、旅行やスポーツ大会な
ど多くの交流行事を企画しています。大学生活を充実させたい皆さんに
は、E.S.S.はおすすめであること間違いありません。英語が得意な人でも、
英語が苦手な人でも、何か自分がやりたいことを見つけて伸ばせるサーク
ルです。兼部等はいっさい構いません。毎週月・水・金の18時から学内教
室で活動していますので、ぜひ一度ご見学されてみてください。

ゼミの様子

剣道部

E.S.S. （英語研究部）

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英語専攻 3年　田中 虹木

初等教育教員養成課程数学選修 3年　松延 花子
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研 究 室 ・ 講 座 紹 介

物理法則に基づいて化学を理解することで
分子の世界を楽しむ
　高等学校では化学と物理は独立した科目として教えられています
が、化学を深く理解するには、高等学校以降で学ぶ物理学や数学
の知識が必要である場合が少なくありません。化学の一分野である
『物理化学』は、物理学の基本法則・原理に基づく理論や実験に
よって、化学物質の構造・性質・反応を解明する分野です。本研究
室では、研究・卒論やゼミ、及び中学生・高校生向けの実験教材の
開発を通して、教員と学生が物理化学を中心とする化学の基礎に
関する理解を深める活動を行っています。液体中の分子集合の様
子を明らかにすること等を研究面の目標に設定する一方で、研究室
の学生が化学の基礎を深く理解し、化学の本当の楽しさを知ること
が研究室における教育の重要な目標であると考えています。さらに、
「化学は暗記ばかりで楽しくない」と思っている生徒・学生にも物理
化学的な視点から化学を眺めて楽しんでもらうためのアイディアを教
員と学生で考えて、実現することも目指しています。

卒業研究等を通して科学的思考力を育てる
　研究室に所属する４年生はラマン分光光度計等の実験装置や
量子化学計算ソフトウェアを用いて卒業研究を行っています。また近
年学校現場でも導入され始めている、パソコンを用いる化学実験教
材の開発をテーマとして卒論に取り組んでいる学生もいます。理科
教師を志す学生にとっては、何かを解明するという研究目的の達成
以外に、科学者や技術者が行っているような研究を体験して科学的
思考力を身に付けることも重要であると考えて卒業研究の指導をし
ています。また、卒業研究に取り組む中で、高等学校までの様々な教
科の学習内容が基礎として役立つことに学生が気づくように配慮し
ています。このような指導方針を立てているのは、次世代の科学者・
技術者を目指す子ども達にどのような力を身に付けさせるべきかを理
解した上でそれを教育活動に反映させることができる理科教師を育
てたいと考えているためです。中高生を対象とする実験講座の教材
開発にはかなりの時間と労力を要しますが、学生にとっては卒論等で
身に付けたものを実践する機会となるため、教員と学生が協力して
年間十回程度の実験講座・出前授業を行っています。

　教員組織としての理科教育講座は、物理学・化学・生物学・地学・理
科教育の５教室からなり、現在は計２５名の教員が所属しています。
　所属教員の研究領域は、実験・観測・観察を主な手段として、宇宙か
ら素粒子にいたる階層をなす物質と生命からなる自然界を理解すること
を目的とした自然科学を中心に、数学や数値計算を用いて自然界を貫く
論理性を探求する理論物理学や、自然科学の基礎概念を児童・生徒に
確実に伝えるための理科教育学など多岐にわたっています。また、放射
線や自然災害を含む環境問題に興味を持っている教員も多数います。
　各教員はそれぞれの専門分野の研究を進めその成果を発表する一
方で、互いに連携して、初等教育教員養成課程理科選修、中等教育教
員養成課程理科専攻、環境情報教育課程環境教育コースの学生の
教育にあたっており、そこでは、自然科学の思考法・知見に立脚した教
育を重視しています。また、出前実験等の社会貢献も行っています。

理科教育講座  小杉 健太郎 研究室

理科教育講座

分光装置を用いる測定実験 量子化学計算結果の解析

実験教材の開発
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ゼミの様子

剣道部

E.S.S. （英語研究部）

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英語専攻 3年　田中 虹木

初等教育教員養成課程数学選修 3年　松延 花子

17

研 究 室 ・ 講 座 紹 介

物理法則に基づいて化学を理解することで
分子の世界を楽しむ
　高等学校では化学と物理は独立した科目として教えられています
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よって、化学物質の構造・性質・反応を解明する分野です。本研究
室では、研究・卒論やゼミ、及び中学生・高校生向けの実験教材の
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分光装置を用いる測定実験 量子化学計算結果の解析

実験教材の開発
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③

　学校で農作物を育てる「たべものづくり」は、ものづくり教育であるとともに、食農教育としての教育的意義をもち、技術
教育の一翼を担っています。
　当研究室では、2003年度から「ペットボトル稲」（以下ペット稲）の開発・実践に取り組んでいます。これは、ペットボトル容
器で稲を育てるという教材で、これを使えば、小・中学校で、手軽に主食の稲（コメ）を育てることができます。同様の教材とし
ては、全国的に普及している「バケツ稲」がありますが、ペット稲は、持ち運びや水管理等が簡単であること、児童が１本の
ペットボトルの稲と１対１で向かい合い、ペットのように愛着をもって栽培ができるというメリットをもっています。
　卒論・修論研究の一環で、基礎実験を行い、失敗しない適正栽培条件を明らかにしながら、小中学校において実践活動を
行っています。また、２つの特別研究経費プロジェクトによって、学校現場との連携を飛躍的に深めることができました（連携
融合事業：H18～H20年度、教育改革事業：H21～今年度）。
　これまでに行った出前授業は80回以上となり、ふれあった児童・生徒は1800名を超えました。今年度は福岡県下の４つ
の小中学校と連携し、合計10回の出前授業を行っています。

照葉小学校５年生３クラス約100名の総合的な学習の時間「私のペット稲」
ペットボトル稲を自分のペットのように育てて食べる「いのちの授業」は３年目です。

①プリンカップで各自育てた苗をペットボトルに「田植え」。
自分だけの小さな田んぼが出来上がります。

②植え付けたペット稲を容器に並べて、水を張れば「小さな
田んぼ」ができあがります。管理も簡単。 

③夏休みの暑い日差しの下、ぐんぐん成長した稲は２学期
開始とともに、出穂開花の時期を迎えます。

④稲の開花の観察は最もドラマチックなイベント。花の咲
く、その瞬間を見ることができたラッキーな子も。

⑤稲刈りを行い、自分で脱穀し、籾の数を数え、稲穂がお米
になるまでの行程を知ります。

⑥大学から機械を持ち込んで、籾すり→精米作業。研究室の
学生たちの、楽しい実演指導に子どもたちからは、歓声も。

⑦自分で育てたお米を炊いて食べる授業は、家庭科の授業
とも連動した食育の実践です。

　子どもたちとふれあう「出前授業」を通じて、研究室所属
の学生・院生たちは、教員をめざすモチベーションを高めて
いきます。
　また、ペット稲は大収穫は望めませんが、校庭の片隅で育
つ稲と毎日接することで、学校から遠く離れた田んぼでの田
植えや稲刈りの体験よりも、稲の成長過程を身近に感じるこ
とができます。
　今年度からは民間会社とも連携し、福岡市天神のビルの
屋上での稲作もはじめました。今後一般市民（大人）向けの
生涯教育に発展させたいとも考えています。
　ペットボトル稲を通じて、子どもから大人まで、誰もに感じ
てほしいのは、食べものを生産してくれる農家の方々への
感謝の気持ちであり、私たちの命を支える食べもの「稲」の
命です。それが、この活動の根源なのです。

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

会
連
携

研究の紹介

学校における稲作り支援
～栽培教材「ペットボトル稲」の開発・実践研究～

技術教育講座 平尾 健二 准教授

連載第１回

福岡市立照葉小学校  での活動
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　小中学校でのペットボトル稲の教育実践活動に並行し、幼稚園（香椎
幼稚園）でも、ユニークな稲作支援を行っています。プロジェクト名は
「太陽戦隊おこめレンジャー」。研究室の一同がゼミの一環で行ってい
る社会貢献活動で、今年で８年目となりました。
　毎年、世相や流行語を混ぜながら、食や健康をメインテーマにみんな
でシナリオを練り、読み合わせ、立ち稽古を経て、本番に臨みます。今年
のテーマは「虫歯に気をつけよう！」。脱穀ブルー、籾すりレッド、精米ホ
ワイトという３人のヒーローは４年生。助っ人や悪役はベテラン院生。
子ども役や巨大ロボットは３年生。いつも事件に巻き込まれるお米博
士は指導教員。それぞれの立場で園児に楽しく食と健康の大切さを伝
えながら，教えることの原点を再認識するこのイベントで、研究室は一
気に団結力を育んでいきます。

平成２３年１１月
３０日、

子どもたちのヒー
ロー”太陽戦隊お

こめレンジャー”
が

福岡市の香椎幼
稚園にきました

番外編

ま  と  め

平成２３年１１月
３０日、

子どもたちのヒー
ロー”太陽戦隊お

こめレンジャー”
が

福岡市の香椎幼
稚園にきました
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福岡県教育庁福岡教育事務所教育指導室

指導主事小宮　雅弘さん
昭和６１年３月

福岡教育大学中学校教員養成課程
数学科卒業

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

JR赤間駅

JR福教大駅

T O P I C S

　福岡教育大学では、平成24年１月２６日（木）、「TABLE FOR TWO」の理念に賛同し、九州の国立大
学法人では初となるTABLE FOR TWO自動販売機を設置しました。「TABLE FOR TWO」は、日本発
の、開発途上国の飢餓と先進国の肥満や生活習慣病に同時に取り組む、国際的な社会貢献活動で
す。「TABLE FOR TWO自動販売機」は、自動販売機の収益金の一部を社会貢献活動「TABLE FOR 
TWO」に充てるもので、「特定非営利活動法人TABLE FOR TWO　
International」を通じて開発途上国の飢餓対策等に役立てられます。
　当日は、多くの学生が注目する中、支援先のアフリカの子どもたちが笑
顔で給食を食べているラッピングデザインがほどこされた自動販売機が学
生会館前に設置されました。教師を目指す学生が、国際的な視点を持つ
きっかけとなってくれると考えています。本学は、微力ではありますが、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いきます。

吉永智紀さん
　このたびは私達栽培学研究室を掲載していただき、ありがとうございます。私
は技術科での４年間において、個性豊かな先生方、先輩方と関わっていく中で
「技術科魂」を手に入れました。栽培学研究室で先生の温かいご指導のもと先
輩後輩関係なく研究室全体で切磋琢磨しながら、大学生活を送っています。
　表紙は、キャンパス内にある実験実習農場での写真です。学生の中には一度
も見たこともない方もいると思います。気になった方は足を運んでみてはいかがで
しょうか。ぜひ技術科の学生に話を聞いてみてください。

富田匡斐さん
　私は、中学校技術科の教師をめざし日々研究活動に取り組んでいます。当研
究室は栽培に関する研究活動はもとより、幼稚園・小学校などの教育現場へ
定期的に出かけて出前授業等を行いながら、将来を意識した日 を々過ごしてい
ます。また、最近ではJAむなかたや宗像地区農村女性グループとの交流も深め
ており、地元に根ざした活動の場も広げています。興味がある方は私富田もしく
は、吉永を見かけたら気軽にお声をおかけください。
　最後に、私は技術教育講座の先生方・そして吉永をはじめとした技術科の仲
間に出会えたことに心から感謝し、誇りに思います。

　福岡教育大学近郊のＪＲ駅である赤間駅及び教育大前駅のコン
コース内に大学の魅力や各種情報を発信する『インフォメーション・サ
テライト（広報誌等を配架したラック）』を設置しています。
　ラックには、広報誌「JOYAMA通信」、教職大学院案内、教職大学
院ニュースレター、学長への提案募集などの各種広報物を配架し、福
岡教育大学に関する基本情報やイベント情報などの情報発信を行っ
ています。お立ち寄りの際には、ぜひご利用ください。

－インフォメーション・サテライトを設置－
吉永　智紀さん（左）

本人からのメッセージ

中等教育教員養成課程
技術専攻　４年
(熊本県立熊本北高等学校出身)
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富田　匡斐さん（右）
中等教育教員養成課程
技術専攻　４年
(鹿児島市立鹿児島玉龍高等学校出身)

とみ　 た　　　 　まさ　よし

とても仲が良さそうな爽やかな笑顔
のお二人は、「社会連携」（P18-19）
で紹介した平尾准教授の研究室の
学生さんです。「技術科魂」を胸に、
これからも夢に向かって頑張ってく
ださい！

（写真左より）キリンビバレッジ株式会社九州地区本部長
蔵下繁樹氏、福岡教育大学平田哲史理事

○はじめに　
　私は、昭和５７年４月中学校教員養成課程数学科に入学し、昭和６１
年４月から教職に就き、教職２６年目が終わろうとしています。現在は、
福岡県教育庁福岡教育事務所の指導主事として管内の市町教育委員
会と連携して、各学校の指導・支援に勤めております。これまでの教職
員としての自分を振り返ると「一生勉強！一生青春！」であり、今後もそ
うであると考えています。

１.中学時代の恩師からのメッセージ
　私が中学校教員を目指すきっかけとなり、これまでの教職員として
の大きな示唆をいただいた恩師の一人が、中学校（附属福岡中学校）
での担任の先生でした。福教大の入学時、卒業時、そして附属福岡中
学校の赴任の際、毎回示唆をいただいていることがあります。『おまえ
は、できない者、分からない者の気持ちが分かっているだろう。それ
を、指導者として生かせ』ということです。
　この言葉から分かるように、私は、高校時代や大学時代を含めて決
して優等生ではありませんでした。しかし、自分なりに工夫して分から
ないことが分かるようになった喜びは幾度となく味わっています。勿
論、授業中の分からないときの混沌とした気持ち、「あ～、分からん」と
考えるのをやめてようとした気持ちも味わっています。そのような状
況での、先生や友だちからの説明やアドバイスで、解決ができた喜び
を児童生徒にも実感してもらいたいと常に考えています。
　現在、小・中学校では、個に応じたきめ細かな指導が求められていま
す。「分からない者の気持ち、その後の学習の進展で分かるようになっ
た喜び」を多くの児童生徒が味わうことができるようにしたいと考え
ています。そのためにも、福教大生の皆さんも、大学での授業の中で
「分からない者の気持ち」や「分かるようになった喜び」の経験を数多
くして、将来の自分に生かしていただくことを期待しています。

２.福岡教育大学と私
　私の福教大生としての４年間は、人としての成長が大きかったこと
が大きな財産です。特に、サークルでの人間関係づくりや運営のため
の自分の役割の遂行等、社会人としての基本的な資質を養うことがで
きたと思います。このことは、学校に赴任した際にも、学校という組織
の一員として自分が何をすべきかを主体的に考えることに役立ったと
思います。教職の専門性を学ぶことは福教大生として当然のことです
が、人としての大きな成長も必要な時期であることを意識して欲しい
と思います。
　また私は、平成１１年４月から附属福岡中学校の教員として７年間在
職しました。ここで、福教大数学科の山下昭名誉教授、飯田慎司教授、
清水紀宏教授と再び出会い、共同で研究に取り組むことできました。
立場は、大学生から教員と変わりましたが、先生方に再度御教授いた
だいたことは貴重な経験でした。この経験は、私の中学校数学科の教
員としての指導力量の一層の向上につながり、現在の指導主事として
の職務に生かされています。感謝の念は尽きません。同時に、大学時
代にもっと深く数学を学んでおけばという反省も正直なところです。

３.これから教員を目指す福教大生へ
　本年度、福岡教育事務所で初任者研修を担当しています。この経験
から、次代の教育を担う福教大生の皆さんに、次の３つのことについ
て大学生活を通して高めていただくことを期待しています。
①コミュニケーション能力を高める
　現在、学校は担う役割が拡大し、先生方は多忙な中でより多くの仕
事に取り組んでいます。その中で重要なのは、コミュニケーション能力
です。児童生徒や保護者とのコミュニケーションはもとより、学校組織
内でのコミュニケーションは欠かせないものです。このコミュニケー
ション能力が低く、学級経営や教科指導、保護者との対応等で悩んで
いる初任者も少なくありません。まずは、身近な仲間や大学の先生と
の活発なコミュニケーションを心掛けてください。
②教科等の専門性を高める
　福教大生の皆さんに質問します。自分が専攻する教科等について
「その教科等のよさや楽しさは何ですか？」。専攻する教科等の個々の
内容については学んでいると思いますが、教科等を総括して、その本
質やよさ、楽しさを整理することも重要です。学校では、児童生徒に
「どうして（数学）の先生になったのですか？（数学）の何が楽しいので
すか？」ということを時々聞かれます。この質問に答えきれないと、「こ
の先生大丈夫かな？」という表情が返ってくることもあります。少なく
とも、教育実習に行くまでには、自分自身で整理しておくことをお薦め
します。
③多様な体験をしておく
　多忙な学校の中では、その先生がもつよさ（強み）が効果を発揮し
ます。そのよさは、これまでの体験やそれを通した学習経験に影響さ
れます。大学生の間に、様々な体験を積み、価値ある成功や失敗をし
て欲しいと思います。その経験を、学校組織の一員として発揮したり、
児童生徒の指導に発揮したりすることで、教員としての資質や能力を
高めることにもつながります。大学生だから体験できること、今だから
体験できることのチャンスを逃さず取り組むことをお薦めします。

○おわりに
　「学ぶこと」は教職員である以上、常に続けて行うことです。その学
ぶことへの喜びは、児童生徒が必ず返してくれます。「一生勉強！一生
青春！」福教大生の皆さんも心のどこかに置いておいてください。

福 教 大 卒 第１回
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福岡県教育庁福岡教育事務所教育指導室

指導主事小宮　雅弘さん
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福岡教育大学中学校教員養成課程
数学科卒業

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

JR赤間駅

JR福教大駅

T O P I C S

　福岡教育大学では、平成24年１月２６日（木）、「TABLE FOR TWO」の理念に賛同し、九州の国立大
学法人では初となるTABLE FOR TWO自動販売機を設置しました。「TABLE FOR TWO」は、日本発
の、開発途上国の飢餓と先進国の肥満や生活習慣病に同時に取り組む、国際的な社会貢献活動で
す。「TABLE FOR TWO自動販売機」は、自動販売機の収益金の一部を社会貢献活動「TABLE FOR 
TWO」に充てるもので、「特定非営利活動法人TABLE FOR TWO　
International」を通じて開発途上国の飢餓対策等に役立てられます。
　当日は、多くの学生が注目する中、支援先のアフリカの子どもたちが笑
顔で給食を食べているラッピングデザインがほどこされた自動販売機が学
生会館前に設置されました。教師を目指す学生が、国際的な視点を持つ
きっかけとなってくれると考えています。本学は、微力ではありますが、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いきます。

吉永智紀さん
　このたびは私達栽培学研究室を掲載していただき、ありがとうございます。私
は技術科での４年間において、個性豊かな先生方、先輩方と関わっていく中で
「技術科魂」を手に入れました。栽培学研究室で先生の温かいご指導のもと先
輩後輩関係なく研究室全体で切磋琢磨しながら、大学生活を送っています。
　表紙は、キャンパス内にある実験実習農場での写真です。学生の中には一度
も見たこともない方もいると思います。気になった方は足を運んでみてはいかがで
しょうか。ぜひ技術科の学生に話を聞いてみてください。

富田匡斐さん
　私は、中学校技術科の教師をめざし日々研究活動に取り組んでいます。当研
究室は栽培に関する研究活動はもとより、幼稚園・小学校などの教育現場へ
定期的に出かけて出前授業等を行いながら、将来を意識した日 を々過ごしてい
ます。また、最近ではJAむなかたや宗像地区農村女性グループとの交流も深め
ており、地元に根ざした活動の場も広げています。興味がある方は私富田もしく
は、吉永を見かけたら気軽にお声をおかけください。
　最後に、私は技術教育講座の先生方・そして吉永をはじめとした技術科の仲
間に出会えたことに心から感謝し、誇りに思います。

　福岡教育大学近郊のＪＲ駅である赤間駅及び教育大前駅のコン
コース内に大学の魅力や各種情報を発信する『インフォメーション・サ
テライト（広報誌等を配架したラック）』を設置しています。
　ラックには、広報誌「JOYAMA通信」、教職大学院案内、教職大学
院ニュースレター、学長への提案募集などの各種広報物を配架し、福
岡教育大学に関する基本情報やイベント情報などの情報発信を行っ
ています。お立ち寄りの際には、ぜひご利用ください。

－インフォメーション・サテライトを設置－
吉永　智紀さん（左）
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とても仲が良さそうな爽やかな笑顔
のお二人は、「社会連携」（P18-19）
で紹介した平尾准教授の研究室の
学生さんです。「技術科魂」を胸に、
これからも夢に向かって頑張ってく
ださい！

（写真左より）キリンビバレッジ株式会社九州地区本部長
蔵下繁樹氏、福岡教育大学平田哲史理事

○はじめに　
　私は、昭和５７年４月中学校教員養成課程数学科に入学し、昭和６１
年４月から教職に就き、教職２６年目が終わろうとしています。現在は、
福岡県教育庁福岡教育事務所の指導主事として管内の市町教育委員
会と連携して、各学校の指導・支援に勤めております。これまでの教職
員としての自分を振り返ると「一生勉強！一生青春！」であり、今後もそ
うであると考えています。

１.中学時代の恩師からのメッセージ
　私が中学校教員を目指すきっかけとなり、これまでの教職員として
の大きな示唆をいただいた恩師の一人が、中学校（附属福岡中学校）
での担任の先生でした。福教大の入学時、卒業時、そして附属福岡中
学校の赴任の際、毎回示唆をいただいていることがあります。『おまえ
は、できない者、分からない者の気持ちが分かっているだろう。それ
を、指導者として生かせ』ということです。
　この言葉から分かるように、私は、高校時代や大学時代を含めて決
して優等生ではありませんでした。しかし、自分なりに工夫して分から
ないことが分かるようになった喜びは幾度となく味わっています。勿
論、授業中の分からないときの混沌とした気持ち、「あ～、分からん」と
考えるのをやめてようとした気持ちも味わっています。そのような状
況での、先生や友だちからの説明やアドバイスで、解決ができた喜び
を児童生徒にも実感してもらいたいと常に考えています。
　現在、小・中学校では、個に応じたきめ細かな指導が求められていま
す。「分からない者の気持ち、その後の学習の進展で分かるようになっ
た喜び」を多くの児童生徒が味わうことができるようにしたいと考え
ています。そのためにも、福教大生の皆さんも、大学での授業の中で
「分からない者の気持ち」や「分かるようになった喜び」の経験を数多
くして、将来の自分に生かしていただくことを期待しています。

２.福岡教育大学と私
　私の福教大生としての４年間は、人としての成長が大きかったこと
が大きな財産です。特に、サークルでの人間関係づくりや運営のため
の自分の役割の遂行等、社会人としての基本的な資質を養うことがで
きたと思います。このことは、学校に赴任した際にも、学校という組織
の一員として自分が何をすべきかを主体的に考えることに役立ったと
思います。教職の専門性を学ぶことは福教大生として当然のことです
が、人としての大きな成長も必要な時期であることを意識して欲しい
と思います。
　また私は、平成１１年４月から附属福岡中学校の教員として７年間在
職しました。ここで、福教大数学科の山下昭名誉教授、飯田慎司教授、
清水紀宏教授と再び出会い、共同で研究に取り組むことできました。
立場は、大学生から教員と変わりましたが、先生方に再度御教授いた
だいたことは貴重な経験でした。この経験は、私の中学校数学科の教
員としての指導力量の一層の向上につながり、現在の指導主事として
の職務に生かされています。感謝の念は尽きません。同時に、大学時
代にもっと深く数学を学んでおけばという反省も正直なところです。

３.これから教員を目指す福教大生へ
　本年度、福岡教育事務所で初任者研修を担当しています。この経験
から、次代の教育を担う福教大生の皆さんに、次の３つのことについ
て大学生活を通して高めていただくことを期待しています。
①コミュニケーション能力を高める
　現在、学校は担う役割が拡大し、先生方は多忙な中でより多くの仕
事に取り組んでいます。その中で重要なのは、コミュニケーション能力
です。児童生徒や保護者とのコミュニケーションはもとより、学校組織
内でのコミュニケーションは欠かせないものです。このコミュニケー
ション能力が低く、学級経営や教科指導、保護者との対応等で悩んで
いる初任者も少なくありません。まずは、身近な仲間や大学の先生と
の活発なコミュニケーションを心掛けてください。
②教科等の専門性を高める
　福教大生の皆さんに質問します。自分が専攻する教科等について
「その教科等のよさや楽しさは何ですか？」。専攻する教科等の個々の
内容については学んでいると思いますが、教科等を総括して、その本
質やよさ、楽しさを整理することも重要です。学校では、児童生徒に
「どうして（数学）の先生になったのですか？（数学）の何が楽しいので
すか？」ということを時々聞かれます。この質問に答えきれないと、「こ
の先生大丈夫かな？」という表情が返ってくることもあります。少なく
とも、教育実習に行くまでには、自分自身で整理しておくことをお薦め
します。
③多様な体験をしておく
　多忙な学校の中では、その先生がもつよさ（強み）が効果を発揮し
ます。そのよさは、これまでの体験やそれを通した学習経験に影響さ
れます。大学生の間に、様々な体験を積み、価値ある成功や失敗をし
て欲しいと思います。その経験を、学校組織の一員として発揮したり、
児童生徒の指導に発揮したりすることで、教員としての資質や能力を
高めることにもつながります。大学生だから体験できること、今だから
体験できることのチャンスを逃さず取り組むことをお薦めします。

○おわりに
　「学ぶこと」は教職員である以上、常に続けて行うことです。その学
ぶことへの喜びは、児童生徒が必ず返してくれます。「一生勉強！一生
青春！」福教大生の皆さんも心のどこかに置いておいてください。
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こころの健康セラピー入門

イギリスのミュージアムとカントリーハウスを訪ねて

初心者のためのアスレティックテーピング

◆書写基礎講座

バスケットボールサマーキャンプ

◆図画工作科教材研究

◆書道科教師のためのスキルアップ講座

◆美術科教材研究Ⅲ

●小学校教師のための理科実験大好きスクール公開講座

●中学校教師のための理科実験大好きスクール公開講座

◆算数科の数学的背景と指導法を考えよう－２０１２－

◆数学科の専門的背景と指導法を考えよう－２０１２－

◎小中学校教師の実践的指導力向上のための夏の公開講座

世界史を旅する：ロシア ～リューリックからプーチンまで～

無料の画像編集ソフトを使ってみよう：GIMP入門
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毎年市民の皆さまから好評いただいている公開講座を今年度も開催します！
講座の詳しい内容・申込方法等は連携推進課までお問い合わせください。

【問い合わせ先】
福岡教育大学連携推進課
〒811-4192　福岡県宗像市文教町１－１
電話：0940-35-1238 　ＦＡＸ：0940-35-1700
E-mail：trenkei@fukuoka-edu.ac.jp

公開講座 講座紹介
平成

年度
24

※この申込に際し得た個人情報は、公開講座の事業のみに利用し、目的外には利用しません。

（注１）　★は免許法認定公開講座として実施。　　　　　　　  　（注２）　●は福岡県教育委員会との連携講座を示す。
（注３）　◆は福岡県教育センターとの連携講座を示す。　　　　　（注４）　◎は宗像市教育委員会・福津市教育委員会との連携講座を示す。

世界史を旅する：ロシア ～ノヴゴロドからモスクワまで～

コンピュータデザイン入門講座
『親子で学ぶ、はじめての３Ｄグラフィック入門』

コンピュータデザイン講座
『コンピュータで挑戦！夢の３Ｄマイホームデザイン！(中級編)』

★通常の学級における特別なニーズのある
　子どもへの指導

無料の統合オフィスソフトを使ってみよう：
Libre Office 入門

12/8,12/15,12/22,
1/12,2/2

小・中学校・特別支援学校の教員
特別支援教育の関係者
このテーマに関心のある市民一般・学生

小学校・特別支援学校
（主幹教諭・指導教諭・教諭・講師）

中学校・高等学校・特別支援学校の
教諭・常勤講師・非常勤講師

宗像市・福津市小・中学校教員
上市以外で希望する小・中学校教員

8/6,8/78 40 3,850
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　図書館を利用している学生から参加者を募り、図書館長との懇
談会を実施しました。授業時間と重なったため参加者は少なかった
のですが、図書館の施設や資料についての意見や、「こんな図書
館だったらもっと利用するのに！」という要望などを自由に発言して
いただき、今後図書館を運営・改善していくうえで、とても有意義な
会になりました。
　参加者には後日、図書館に購入して欲しい本を選書していただ
き、購入分は２階の『学生選書コーナー』に配架しています。皆さん
もどうぞご利用ください♪

図書館
学生と図書館長との懇談会実施のご報告です。

 平成２３年１１月２０日（日・大学祭最終日）
に歌手の森口博子さんを招いて井上豊久
教授の司会により、二部構成の座談会形
式で行いました。
　Ⅰ部は「震災復興教育ボランティアに参
加して～今、私たちにできること～」、Ⅱ部は
「郷土の宝を世界の宝に～宗像の文化遺
産を考える～」です。詳しいことは、１２月に
保護者の皆さま宛に発送しました後援会
だより第６４号に掲載しています。どうぞご
覧になってください。お手元に届いていな
い方はご連絡ください。

後援会
文化講演会のご報告です。

　平成２４年２月４日（土）に隔年開催の城山会第１４回「新年の会」が北
九州市クラウンパレス小倉にて開催されました。今回は、北九州市・京築
が当番地区でした。
　来賓として大学、福岡県教育庁、先輩同窓会、大学支援委員会、小・中
学校校長会、大学後援会、佐賀支部、宮崎支部代表の方々のご臨席を
いただき約300名の参会を得、盛大に開催することができました。

同窓会 城山会
城山会第１４回「新年の会」開催

キャンパスからの 便 りCampus letter

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

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

広報企画室より

▲学生選書コーナー

▲アトラクション：子ども神楽（築上・豊前地区）

　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
TEL: 0940-35-1205
e-mail: kouhou@fukuoka-edu.ac.jp

▲文化講演会の様子▲歌手の森口博子さん
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特集１： 「食」
ＮＥＷＳ： 
　　　　 

特集２： 就活!!
授業紹介： 学校臨床教育学基礎研究A・B（竹本英代准教授）
　　　　  開発教育論（黒崎龍悟准教授）
研究室・講座紹介： 小杉健太郎研究室／理科教育講座
サークル紹介： 剣道部／E.S.S.
社会連携
福教大卒ＯＢ・ＯＧ
TOPICS： 九州の国立大学法人で初！「世界をつなぐTABLE FOR TWO自動販売機」
　　　　　（寄付付き飲料自動販売機）を設置しました／表紙モデルの福教大生☆
公開講座　講座紹介
キャンパスからの便り

C O N T E N T S

福岡教育大学
豊かな教養と高い専門性をつちかう

特集

特集
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編集後記
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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

■今回は、私たちが生きていく上で最も重要な「食」について特集を組
み、学食や寮食など、学生生活の様子や学生の声を楽しく紹介してお
ります。これまでの食生活を振り返り、バランスのとれた食生活を心がけ
てくださる良い機会になればと思います。 
また今号では、最も関心の強い平成23年度卒業生の就職状況や教
員採用試験結果など「就職活動」についても詳しく特集しております。 
その他、大学で実施された開放事業や国際教育フォーラムなどの
ニュースの他、今月号から福岡教育大学卒業のOB・OGの方の紹介を
新規連載して、次号以降も紹介していく予定です。 
今後もより内容を充実させ、役に立つ広報誌Joyama通信となるように
思っておりますので、さらにご協力頂きますよう、また皆様のご意見もお
寄せ下さいませ。 
最後になりましたが、今号発行に際しましてご協力下さいました皆様に、
心より御礼申し上げます。 
（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

「食」

就活！！
教員採用試験合格率向上のための取組をご紹介します！
毎年恒例！Jr.サイエンス＆ものづくりin教育大を開催
東日本大震災　学校支援ボランティア参加学生と学長との懇談会を実施
附属福岡中学校が宮城教育大学附属中学校と絵馬交流
「国立彰化師範大学創立40周年記念国際教育リーダーズフォーラム」に参加 


