歴史をしのぐ未来へ

CTE
Center for Teacher Education

本気で教師になりたい人を
サポートしています

■教職センター長

■教職センターは教職課程の

総合サポートセンターです

あいさつ
教職センター長・教育学部長
和

田

孝

教授（教職論）

教員

帝京大学教職センターは、教員を目指す学生の総合サポートセンターとして、八王子キャ
ンパス SORATIO SQUARE 2 階に開設されています。年間延べ約 4000 人、月平均約 300
人の学生が教職に関する個別相談や指導を受けるためにセンターを訪れています。

教員を目指す在学生・卒業生

教職課程の履修では、教職科目の履修や教育ボランティアなどの活動を通して教員として
の基礎基本を身に付けるとともに、教職への適性の検討などが求められます。また、教員と
して教壇に立つには、教員採用選考試験に向けた計画的な準備も必要となります。教職セ

教育委員会・学校・専門家

ンターでは、教職課程で学ぶ学生に対し、個別相談や教員採用選考試験に向けた指導・支
援を行っています。
また、教職センターでは、「教師の夢

応援プログラム」（教員採用選考試験対策講座）

相談

や「中高本気塾」（中高教員養成プログラム）、教員採用予定者に対する「入職前学習会」
などを教職大学院を含む全学の教員組織と協力体制の下、計画的に実施しています。セン

独自の
試験対策

情報提供

ター所属の教員や講師は、豊かな教職や指導の経験をもち、実践的な指導を懇切丁寧に行っ
ています。
今日、学校における児童生徒の学習や生徒指導上の様々な問題が表出し、教職を目指す
学生に対して、教員としての高い資質能力を身に付けることが求められています。教職セ

教員を目指す在学生・卒業生のための総合サポートセンターです。
さまざまな相談に応じ、また教職課程や教員採用選考試験の情報を提供しています。
本学独自の教員採用選考試験対策を実施し、教員を目指します。

ンターは、このような中にあっても教員への志を高くもち、夢に向かって真剣に取り組む

教職センター

学生諸君の健闘を心から祈り、全力でそのサポートに当たります。

■相
■教員採用選考試験合格者数
八王子キャンパスにおける教員採用選考試験の

教職センターでは、以下のような個別の相談や指導を行っています。

合格者数は伸びており、平成 27 年度実施の教

70

員採用試験の結果は、正規合格 52 名・期限付

60

採用 9 名です。

50

※卒業生・大学院生は含みません。
※非常勤・臨時採用を含みません。
※小学校・中学校・高等学校・特別支援学校の合格者数です。
※複数の自治体に合格した学生は、１名とカウントしています。

40
30
20
10
0
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談

教員採用選考試験現役合格者数
■正規合格

■期限付採用

13

9

※教職課程の単位取得や教員免許状に関する相談は、教務グループ教職課程担当窓
口で受け付けます。

教員採用試験に関する相談・支援（キャリアガイダンス）

5
45

52

31
平成 25 年

教職課程に関する相談（カリキュラムガイダンス）

・教職課程履修カルテに関すること
・教育実習に関すること
・教科や領域の指導、学習指導案の書き方など授業づくりに
関すること

・全国の教員採用選考試験に関する受験相談
・教員採用選考試験対策に関する相談
・出願書類等の添削、小論文や面接に関する指導及び添削

教育ボランティアに関する届出と相談（ボランティアガイダンス）

平成 26 年

平成 27 年

・教育ボランティアへの参加に関することの相談を受け付け
ています。

卒業生で教職を目指している人の相談・支援

・科目等履修生を含め、卒業後も教職をめざしている人の相
談・サポート

Center for Teacher Education
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■本学独自の教員採用選考試験対策プログラム
▶︎教師への夢応援プログラム
（教員採用選考試験対策プロジェクト）
「教師への夢応援プログラム」とは、教員をめざす学生
に対し教員採用選考試験対策を行うプログラムです。
教員採用選考試験に合格した多くの学生がこのプログ
ラムに参加しています。
【受講対象】
小学校・中学校・高等学校・特別支援学校の教員を志す学生
【実施内容】
一般教養、教職教養、専門教養、論作文、面接などの教員採用選
考試験にかかわる指導を行います。1 次試験合格者には、2 次試
験対策講座も実施します。

■教員採用選考試験の情報提供
教員採用全般の情報提供を行っています。
▶︎教員採用に関する情報・資料提供
各種教育委員会から寄せられた募集要項や、資料の提供
を行っています。
▶︎資料の閲覧・貸出について
教職関係図書や資料の閲覧は、開室時間内であればセ
ンター内において、自由に閲覧できます。図書・資料
の貸し出しは行いません。ただし、コピーのための短
時間の貸し出しは、学生証と引き換えで行います。

【グループ自主学習】
自主学習グループを作り、筆記試験や面接試験の対策・模擬授業の練習などを行い、グループ内で互いに切磋琢磨して学習します。
グループごとに指導教員が指導に当たります。

▶︎中高本気塾（中高教員養成プロジェクト）
「中高本気塾」とは、中学校・高等学校の教員をめざす
学生に特化して専門教養の学習を中心に支援するプロ
ジェクトです。毎月全体会を開き、学習の進め方や模
擬試験、論作文指導を行います。また、自主学習会の
指導・助言を行っています。
【受講対象】
中学校・高等学校の教員を志す学生

▶︎東京教師養成塾生・
埼玉教員養成セミナー生へのサポート
東京都教育委員会では、高い志を持った教員を学生の
段階から養成するために、
「東京教師養成塾」を開塾し、
また埼玉県教育委員会でも同様な取り組み「埼玉教員
養成セミナー」を開講しています。本学学生も参加し、
年間を通じて特別教育実習などの指導、特別選考対策
などの塾生のサポートを行っています。

▶︎教員採用選考試験合格者もサポート
「入職前学習会」を実施
教員採用選考試験に合格した学生を対象に、教員になっ
てからの新たな生活、始業式や学級開き、授業の準備
など、赴任に当たっての不安や課題を解消し、自信を
持って教師生活がスタートできるよう実践的な内容の
学習会を実施しています。

3

Center for Teacher Education

▶︎教職センターホームページ
ガイダンスやボランティア募集の情報、教職関連の
ニュースなど、教師になりたい学生とって役に立つ情
報を発信しています。
教員採用試験の情報閲覧、過去問題の利用については、
ユーザー登録が必要です。

http://cte.main.teikyo-u.ac.jp/

■教室の貸し出し
教員をめざし、自主学習をする学生を応援するために、本館 4 階に教職実践フロアを設置しています。
集団討論や模擬授業、面接練習などに使えます。
・模擬授業室

4室

・ICT 実習室
・教材作成室
・多目的室
・教職実習指導室

Center for Teacher Education
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■合格者インタビュー Q&A
Vol.01

Vol.05

2

Vol.0

06

Vol.

青木 憲吾さん

岩崎 夏海さん

白石 真結さん

野村 翼さん

教育学部 初等教育学科
初等教育コース

教育学部 初等教育学科
初等教育コース

教育学部 初等教育学科
初等教育コース

教育学部 初等教育学科
初等教育コース

Q. 教員をめざしたきっかけを教えてください。

Q. めざす教員像を教えてください。

Q. 教職センターを利用してどうでしたか？

Q. 教職センターを利用してどうでしたか？

A. 高校生の時、少年サッカーチームでコーチをしていました。そ

A. 子どもたちを笑顔にするために努力できる教員になりたいです。

A. 教職センターの先生にはたくさん相談をしました。自分では考

A. 3 年次の 11 月から試験直前まで毎日のように通っていました。

の活動で、できなかったことができるようになった時の子どもた

そのために、日ごろから子どもたちとともに感動、喜びを分かち

えつかなかった視点からアドバイスをしてくれたり、自分らしさ

論作文を書き、添削のためにセンターに行き、持ち帰って修正し、

ちの笑顔をみて、教えることの楽しさを感じました。サッカーだ

合い、わかる授業のために学び続け、保護者、地域の方とチーム

を引き出してくれたり、なくてはならない存在でした。また、面

再度添削のためにセンターに行く生活を繰り返していました。こ

けでなく、あいさつや荷物の整理、着替えなどの集団行動の中で

となって子どもたちの成長を見守っていきたいです。

接対策では、先生が面接官となって実践的な練習が毎日のように

の論作文の添削を通した取り組みでは、書いた内容が面接で話す

できたので、自信をもって試験に臨むことができました。

内容となり、論作文の添削で先生と交わした会話が面接の練習と

埼玉県教員採用選考試験合格（小学校）

神奈川県教員採用選考試験合格 ( 小学校 )

の「小さな成長」も感じることができたので、小学校の先生にな
ることができるといいなと思っていました。

神奈川県教員採用選考試験合格 ( 小学校 )

東京都教員採用選考試験合格（小学校）

なり、先生から伺った豊富な知識や経験談が自分の知識として論

Q. 教職センターを利用してどうでしたか？
A. 論文の添削、面接や模擬授業についてアドバイスしてもらうた

Q. 教員採用試験の対策を教えてください。

Q. 入学後、教員になるために取り組んだことを教えてください。

めに通っていました。先生のアドバイスは的確でその都度わから

A. 筆記試験対策では、問題ごとに出題された年度がわかるように

作文の内容となり、全てがつながる意味のあるものでした。

A. 基本的なことですが、大学の授業をしっかり受けようと考え、

ない不安が解消されるので、わからないことがあるとすぐ相談に

色別にシールをはり、ひと目で出題傾向がわかる参考書をつくり、

Q. 教員をめざす在学生に一言お願いします。

教職の科目を 1 回も休まずに受講しました。また、子どもたちと

行っていました。先生の話や経験談はとても中身のある内容だっ

それを使ってよく出る問題を重点的に何度も勉強しました。また、

A. 教員採用試験合格への道のりは決して甘いものではありません。

かかわる機会を求めて、母校の小学校での学習支援ボランティア、

たので、相談とは別にさまざまなことを吸収することができまし

面接対策では、自分らしく自信をもって答えられるように、生ま

テクニックや効率のいい勉強法はなく、日々の積み重ねが重要だ

自然教室の補助員、塾のアルバイト、プールの指導員など、大学

た。また、教職センターには同じ目標を持った人達が集まってい

れてから今に至るまでの出来事や当時の夢、好き嫌いなど、両親

と思っています。泥臭く続けていれば必ず結果は出ます！つらい

外での活動も積極的に行いました。

るので、悩みを分かち合ったり情報を共有し合えたことはとても

に手伝ってもらいながら時間をかけて自分を知る分析を行いまし

時期もありますが、教職センターの先生方や仲間がサポートして

役立ちました。もっと早く行っておけばよかったなと思っています。

た。この作業はこれからの自分を想像し、どんな先生になりたい

くれたおかげで乗り越えられたので、諦めずに頑張ってください。

かを考える上でも役立ちました。

3

Vol.0

4
Vol.0

7

Vol.0

石井 快さん

佐々木 恵美さん

藤田 和さん

教育学部 初等教育学科
初等教育コース

教育学部 初等教育学科
初等教育コース

教育学部 初等教育学科
初等教育コース

Q. 入学後、教員になるために取り組んだことを教えてください。

Q. 教員採用試験の対策を教えてください。

Q. 入学後、教員になるために取り組んだことを教えてください。

A. 教員になってからの事を考え、大学 1 年次の時から小学校での

A. 夢プロのメンバーとの活動の中で、面接の練習、場面指導の練習、

A. 小学校での学習支援ボランティア、水泳教室の介助員、自然教

学習支援ボランティアに参加し、教育現場でできるだけ多くの経

論文の添削をしていました。面接や場面指導の練習では、誉め合っ

室の指導員を経験しました。子どもたちとのかかわり合う貴重な

験が積めるようにしました。大学の授業がない日は小学校へ行き、

たり、厳しく指摘し合ったり。常にメンバー全員で競い合い、高

機会であり、指導されていた方々の子どもたちに対する真摯な姿

暇な日をつくらない生活を送っていました。また、大学 1・2 年

め合っていました。時には場面指導のアプローチ方法などで考え

勢を間近で感じることができた貴重な経験でした。

次の頃、教員をめざす人を集めたサークルを主宰し、定期的に勉

がぶつかることもありましたが、交わされた議論は自分の力になっ

強会を開いていました。時には上野動物園や国立科学博物館など

たと思います。

埼玉県教員採用選考試験合格（小学校）

川崎市教員採用選考試験合格 ( 小学校 )

の施設に足を運び、小学生の遠足のプランをみんなで考え、楽し
みながら活動していました。

official

web!!

教員採用試験合格者
インタビュー !!

横浜市教員採用選考試験合格（小学校）

Q. 教職センターを利用してどうでしたか？
A. 教職センターの先生方の指導は、厳しくも愛があり教員を育て

Q. 教員をめざす在学生に一言お願いします。

る情熱が伝わってくるものでした。面接対策では、元教員として

A. 教職センターの先生方や夢プロのメンバーなど、たくさんの方々

の豊富な知識や経験をもとに指導してくださったので、充分に準

Q. 教員をめざす在学生に一言お願いします

に支えられました。教員採用試験は大変で辛いことがたくさんあ

備ができたと感じています。挫折しそうになったときは、先生と

A. 悩んだとき、困ったときに相談できる環境をつくっておくことが

ると思います。くじけそうになった時は、教職センターの先生方

話をする中で、勇気づけてもらったり、自信づけてもらったり、

大切です。私の場合は、教職センターでした。先生方に親身になっ

や教員をめざす仲間を頼って相談してください。必ず乗り越えら

親身になって支えていただきました。

て相談にのっていただけたので、本当に心強かったです。また、可

れます！

帝京大学公式ホームページに過去 3 年分のインタ
ビューが掲載されています。
http://www.teikyo-u.ac.jp/affiliate/
laboratory/teaching_labo/edu_interview/

能な限り小学校へ足を運んでください。教員になる強い想いが確か
められ、モチベーションがアップするのでお勧めします。
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■教員採用関係

年間指導スケジュール
教師への夢
応援プログラム

教員採用関係

月

大学推薦学内選考

教員採用選考試験学内説明会（各自治体）

大学推薦者指導

月

大学推薦に関する事前説明会
教員採用試験情報提供講演会

全体指導

月

中高本気塾

募集説明会

全体会

激励会

全体会

出陣式
新年度募集説明会

全体会

班編成

全体会

東京教師養成塾学内説明会

全体指導

全体会

月

非常勤・臨時教員採用説明会
教員採用選考試験学内説明会（各自治体）

全体指導
論文の書き方指導

月

入職前学習会（説明会）
合格者祝賀会

全体指導

月

月

月

東京教師養成塾学内説明会
埼玉教員養成セミナー学内説明会
教員採用選考試験（1次）
２次試験対策集中講座
実技対策講座
教員採用選考試験（2次）

月

月

入職前学習会

月 （集中講座）

月

グループ学習

月

全体会

全体会

全体指導
合格者体験談発表会

全体会

全体指導
教職教養対策講座

全体会

全体指導
専門教養対策講座
面接対策講座

集中指導
面接指導

※正確な期日および時間場所等については、教職センター横の掲示コーナー・教職センターホームページで発表します。

ソラティオスクエア 2 階

帝京大学教職センター
開室時間

平日

9：00～17：00 ／土曜

開室時間内に、各種相談を受け付けます。

9：00～12：00

〒 192-0395 八王子市大塚 359 帝京大学 ソラティオスクエア 2 階
TEL. 042-678-3993
http://cte.main.teikyo-u.ac.jp/

平成 28 年 3 月発行

