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は じ め に 

 

全学教職センター長 小川 哲哉 

 

 平成 29 年度は、全学教職センターが本格的に稼働した年になりました。4月の新入生向けの教

職オリエンテーションでは他学部の教職志望者に対して、教職課程を履修して教員免許状を取得

することの意義について説明し、教職の魅力と教師という仕事の面白さを伝えることから始めま

した。教職や教科のオリエンテーションも従来以上に充実したものを目指しましたし、教育実習

や介護等体験に関しても事前・事後指導を丁寧に行いました。日立や阿見の教職ガイダンスでも、

教職志望者に対して積極的に支援する活動を展開してきました。こうした支援活動は来年度もさ

らに充実させていきたいと思っております。 

 さて近年、教職をめぐる状況は、混迷の度を深めております。文科省が公表しておりますよう

に、教師の過労は従来とは比べものにならないほど深刻になっていると言われております。教師

の労働時間は、過労死ラインを大きく超えているとのデータも出ております。土日もない部活動

を指導する負担感はかなり大きいとも言われております。 

 ただ、メディア報道で語られるこのような教師のイメージが、常にマイナスの傾向性が高いこ

とが気になります。教師という仕事は、そんなに負担感が大きく苦しいことばかりなのでしょう

か。他の一般の職業との比較で、教職をことさらマイナスのイメージで語ることには違和感を覚

えます。確かに教師という仕事は、特殊な労働環境で行われ、特別な能力を必要をする職種であ

るかもしれません。しかしながら、成長していく子どもたちの身近に常にいることができ、彼ら

の成長を共に喜びながら見守っていけるような職業はそれほど多いとは思いません。むしろ子ど

もたちの元気な成長の様子を、一緒に体験できる職業は教職において他にないと思います。場合

によっては、一生の付き合いとなる「教え子」ができる職業は、教職だけに許された特権ではな

いでしょうか。 

 教師の魅力をもっと広め、その職業の本当の面白さを伝えることは全学教職センターの大きな

役割であると思っております。長年にわたり継続されている教育支援ボランティア活動とは別に、

夏のオープンキャンパスでの相談コーナー、高校生との高大接続事業等々、本年度から始められ

た行事は数多くあります。これらをさらに充実させていくことで、全学部の教職課程をより良い

ものにしていくことが来年度の重要な課題であると考えております。スタッフ一同、気を引き締

めて実行していく所存ですのでよろしくお願いします。 

センターとしては、教職を志望する全ての茨大生に対して支援する姿勢を惜しみませんので是

非センターに足を運んで頂きたいと思っております。 
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Ⅰ．平成29年度 年間活動記録

■平成29年

4月 4日(火) 第1回企画会議

4月 5日(水) 新入生対象教職オリエンテーション

4月12日(水) 農学部・人文社会科学部・理学部教育実習オリエンテーションⅠ

（水戸・阿見）

教育学部教育実習オリエンテーション，「教育実地研究入門Ⅰ」

ガイダンス

4月17日(月) 第2回企画会議

4月18日(火) 学校支援活動打ち合わせ(水戸教育委員会総合教育研究所)

教育学部「教育実地研究入門Ⅱ」ガイダンス

4月19日(水) 農学部・人文社会科学部・理学部教育実習オリエンテーションⅣ

（水戸・阿見）

4月26日(水) 教育学部４年次春期協力校教育実習事前指導

5月 1日(月) 第3回企画会議

5月 9日(火) 教育学部「教育実地研究入門Ⅱ」授業開始

5月10日(水) 水戸少年少女発明クラブボランティア説明会

5月15日(月) 第4回企画会議

5月17日(水) ボランティアガイダンス

5月24日(水) 第5回企画会議

5月27日(土) 教員免許状更新講習（Ⅰ期）（6月24日(土)まで）

5月31日(水) 第6回企画会議

6月 7日(水) 第1回紀要編集委員会

6月14日(水) 第7回企画会議

教育学部「教育実地研究入門Ⅱ」水戸市内学校訪問（第１回）

教育学部3年次附属小中学校教育実習全体事前指導

6月21日(水) 第8回企画会議

6月23日(金) 第1回全学教職センター運営委員会（メール会議）

6月28日(水) 第9回企画会議

教育学部3年次附属小中学校教育実習学校別事前指導

教育学部4年次春期協力校教育実習事後指導

教育学部4年次秋期協力校教育実習事前指導

7月 5日(水) 第10回企画会議

7月12日(水) 教育学部「教育実地研究入門Ⅱ」水戸市内学校訪問（第２回）

7月18日(火) 第1回教員免許状更新講習専門委員会（メール会議）

7月19日(水) 第11回企画会議

理科観察実験アシスタント説明会

教育学部「教育実地研究入門Ⅰ」第１回授業

7月22日(土) オープンキャンパス

7月26日(水) 第12回企画会議

教育学部「教育実地研究入門Ⅰ」第２回授業

7月31日(月) 茨城大学教育実践研究 第36号 執筆申込締切

8月 5日(土) 教員免許状更新講習（Ⅱ期）（8月23日(水)まで）

8月18日(金) 教員免許状更新講習（Ⅲ期）（8月28日(月)まで）
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9月 5日(火)

～15日(金) 教育学部「教育実地研究入門Ⅰ」附属小中学校訪問・見学

9月 6日(水) 第13回企画会議

9月15日(金) 第91回国立大学教育実践関連センター協議会参加

（会場：島根くにびきメッセ）

茨城大学教育実践研究 第36号 原稿提出締切

9月20日(水) 第14回企画会議

9月21日(木) 第2回教員免許状更新講習専門委員会

9月27日(水) 第2回紀要編集委員会

10月 9日(月) 教員免許状更新講習（Ⅳ期）（12月24日（日）まで）

10月18日(水) 第15回企画会議

10月25日(水) 教育学部「教育実地研究入門Ⅱ」水戸市内学校訪問（第３回）

11月 1日(水) 第3回教員免許状更新講習専門委員会（メール会議）

11月 9日(木) 平成29年度教員免許状更新講習管理システム KUAS利用大学協議会

（会場 :ニューウェルシティ宮崎）

11月15日(水) 第16回企画会議

教育学部３年次教育実習事後指導

11月22日(水) 教育学部「教育実地研究入門Ⅱ」水戸市内学校訪問（第４回）

11月29日(水) 第17回企画会議

11月30日(木) 茨城大学教育実践研究 第36号 発行

12月 4日(月) 介護等体験専門委員会

12月 6日(水) 教育学部４年次教育実習事後指導

12月13日(水) 農学部教育実習オリエンテーションⅡ（阿見）

12月16日(土) 人文社会科学部・理学部教育実習オリエンテーションⅡ，

４年次事後指導（水戸）

12月20日(水) シンポジウム&FD「教員を目指す学生の資質・能力育成の課題」

■平成30年

1月10日(水) 第18回企画会議

1月10日(水) 第4回教員免許状更新講習専門委員会(メール会議)

1月17日(水) 介護等体験オリエンテーション（教育学部）

1月24日(水) 第19回企画会議

1月24日(水) 介護等体験オリエンテーション（教育学部、人文・理学部）

1月31日(水) 農学部教育実習オリエンテーションⅢ（阿見）

2月 6日(火) 第5回教員免許状更新講習専門委員会(メール会議)

2月 7日(水) 第20回企画会議

2月 7日(水) 人文社会科学部・理学部教育実習オリエンテーションⅢ（水戸）

2月11日(日) 介護等体験全体事前指導

2月14日(水) 第2回全学教職センター運営委員会(メール会議)

2月16日(金) 第92回国立大学教育実践研究関連センター協議会参加

（会場：東京学芸大学）

2月17日(土) 茨城大学全学教職センター高大接続事業 県北「地域おこし」教育実践

シンポジウム

農学部・人文社会科学部・理学部教育実習教科別オリエンテーション

（各教科、3月10日まで）
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Ⅱ．活動・事業の実施概要



１．教職オリエンテーション

今年度より，入学式および新入生ガイダンスの日程に合わせて，教職オリエンテーショ

ンを実施することとした。農学部，人文社会科学部，理学部，工学部の新入生を対象に，

各学部において教員免許状を取得するための授業科目の履修について説明するものである。

概要は以下の通りである。

(1) 日時 平成29年4月5日（水）14時20分～

(2) 場所 茨城大学講堂

(3) 参加者 農学部・人文社会科学部・理学部・工学部新入生 （約150名）

(4) 説明者 全学教職センター 小川哲哉，昌子佳広，柴原宏一，五島浩一

学務課職員 菊池昌彦，鯨井拓仁

(5) 資料 『教職課程履修のてびき』（全学教職センター）

(6) 内容 ・全体挨拶，本学教職課程の概要（小川）

・教職課程履修（教員を目指すにあたって）の心構え（柴原）

・教育実習及び介護等体験について（昌子）

・教育支援ボランティア活動について（五島）

・質疑

・個別相談

質疑や個別の相談においては，

・各学部において取得できる免許状（教科）の再確認

（各学部で取得可能な教科以外の教科で免許状を取得するためにはどうしたらよい

か，小学校の免許状は取得できないか，など）

・教育実習先（学校）に関する相談

（母校で教育実習を行えない場合はどうするのか，母校以外で教育実習を行いたい

がそれは可能か，など）

などの質問，相談があった。当日以降にセンターへ来訪しての個別相談も数件あった。
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２．教育実習指導

教育実習に関連する指導（事前事後等）については，教育学部と，農学部・人文社会科

学部・理学部との間で教育実習カリキュラムが異なり，センターの関わり方，担当する指

導場面等も異なっている。以下，教育学部とその他の３学部に分けて，今年度の取り組み

の概要を述べる。

【教育学部】

※教育学部においては，「教育実習委員会」が教育実習の運営業務にあたるが，全学教

職センター専任教員２名（昌子佳広，五島浩一）が同委員会に所属し，事前事後指導

を担当している。

(1) 事前指導（１年次対象）：「教育実地研究入門Ⅰ」

・受講者は，学校教育教員養成課程１年次（全学生必修），養護教諭養成課程１年次

（希望者：中学校・高等学校教員免許取得予定者），情報文化課程・人間環境教育

課程２年次（希望者：同前），大学院教育学研究科１年次「教員免許取得プログラ

ム」受講者（教育実習履修予定者），計約300名。

・４月，４年間の教育実習カリキュラム全体の説明を含めた授業ガイダンスを行った。

・７月，第１回授業（講義）を実施。この授業での到達目標ならびに教育実習・教職

課程全体に対する取り組みの心構え等について指導を行い，夏期休業期間中の課題

（恩師―小学校・中学校・高等学校時代に指導を受けた先生―にインタビューを行

い，その成果をレポートにまとめる）を提示した。

・同，第２回授業（講義）を実施。９月に行う附属小・中学校訪問，見学のための事

前指導を行った。今後，教育実習そのものを含め，学校現場へ出向き，見学等を行

う機会が多くあるので，その際の基本的な心構えや留意すべき事項（服装，学校内

での言動，見学・参観の観点など）について指導した。

・９月，附属小学校・中学校訪問・見学（授業参観）を実施。小・中学校それぞれ４

日間の訪問日を設け，学生全体を４つのグループに分けて，各グループの訪問日を

４日間のいずれかに割り振り，小学校，中学校に１日ずつ（午前のみ）訪問するよ

うにした。学生はレポート（所定様式）に見学・参観した内容を記録し，考察を行

う。また所属コース・選修ごとに，見学・参観の成果をもとに討議を行う学習会を

行った。

・12月，４年次の教育実習（茨城県内協力小学校・中学校での実習，希望者対象の帰

省（母校）実習）に対する事後指導と兼ねた形で，４年次の実習成果を聞く学習会

（グループ懇談・討議など）を行った。

(2) 事前指導（２年次対象）：「教育実地研究入門Ⅱ」

・受講者は，学校教育教員養成課程２年次（全学生必修），養護教諭養成課程２年次

（希望者：中学校・高等学校教員免許取得予定者），情報文化課程・人間環境教育

課程３年次（希望者：同前），大学院教育学研究科１年次「教員免許取得プログラ
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ム」受講者（教育実習履修予定者），計約300名。

・４月，授業ガイダンスを行った。

・５月より，定期授業を開始した。２クラスに分け，教職全体に関わる講義，演習（グ

ループ討議など）を行いながら，６月，７月，10月，11月の４回（４日）にわたり，

水戸市内の公立小・中学校の見学・授業参観，教育活動への部分参加（児童・生徒

との交流など）等の活動を行った。

・11月，３年次の教育実習（附属小学校，中学校での実習）に対する事後指導と兼ね

た形で，３年次の実習成果報告を聞く学習会（グループ懇談・討議など）を行った。

(3) 教育実習事前（直前）指導・事後指導（３年次・４年次対象）

・５月，４年次実習（春期協力実習校）に対する事前（直前）指導を実施。教育実習

に向けての具体的な準備内容等についての伝達や指導，終了後の提出物等の確認を

行った。

・６月，３年次附属小学校・中学校実習に対する事前（直前）指導を実施。指導その

ものは附属小学校・中学校の教育実習主任の先生が担当。大学で１回，学校現地で

１回の指導を行った。学校では，指導担当の先生（教科指導・学級担任）との面接

（面談），担当学級児童・生徒との対面・交流などが行われた。

・７月，４年次実習（春期協力実習校）に対する事後指導を実施。全体指導（センタ

ー専任教員からの講話）の後，実習成果についてのグループ協議を行った。

・同，４年次実習（秋期協力実習校）に対する事前（直前）指導を実施。内容は春期

と同様。

・11月，３年次附属小学校・中学校実習に対する事後指導を実施。全体指導（附属小

学校・中学校教育実習主任による総括講話）の後，コース・選修単位に分かれて学

習会（実習の成果について相互に報告し討議するグループ協議を中心として）を行っ

た。附属小中学校での教育実習を翌年度に控えた２年次が参加しているので，２年

次に向けての報告と，質問・相談等に３年次が答える機会を設けた。

・同，４年次実習（秋期協力実習校および帰省（母校）実習を含めた４年次での実習

全体）に対する事後指導を実施。全体指導（実習協力校である公立学校の先生（学

校長）の講話）の後，コース・選修に分かれて学習会を行った。内容は３年次の場

合と同様。前述(1)の通り，こちらには１年次が参加した。

(4) その他

・教育実習に関する学生個別の相談（教材研究や授業構想に関すること，児童・生徒

指導に関すること，など）に対応した。

・３年次の附属小学校・中学校実習に関しては，随時学校へ出向き，学生の様子を見

るとともに，各校の先生から指導状況について聴き取り，確認を行った。

・研究授業の VTR 撮影を行った（全学生の授業をデジタルビデオカメラで学生相互

に撮影，終了後 DVD に録画，保管する）。

・上記の VTR（DVD）の貸出（学生または学生の指導教員等）・管理を行った。
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【農学部・人文社会科学部・理学部】

※以下の全ては，農学部については阿見キャンパスで，人文学部と理学部については合

同で水戸キャンパスでそれぞれ実施したが，内容は３学部に共通のものである。

(1) 教育実習オリエンテーションⅣ（４年次対象）

・４月実施。本年度に教育実習を行う４年次学生に対して，直前段階での心構えや，

具体的な準備内容についての伝達や指導，大学側と実習校側で取り交わす文書の確

認などを行った。

(2) 教育実習オリエンテーションⅠ（３年次対象）

・４月実施。次年度に教育実習を行う希望・予定の３年次学生に対して，教育実習に

向かう心構えに関する指導，現時点までの単位修得状況（教育実習履修要件）の確

認，本年度当初（７月まで）に行うべき，教育実習先学校（母校である高等学校か

中学校）への事前申込み・内諾を得る手続き等の説明・伝達を行った。

(3) 教育実習オリエンテーションⅡ（３年次対象）

・12月に実施。実習校への事前申込みの手続きを行い内諾を得た学生に対して，教育

実習における学修内容を改めて説明し，実習に対する自らの目標を明らかにするこ

となどについて指導した。また，実習を終えた４年次学生への事後指導（次項参照）

を兼ねて，４年次の実習成果に関する報告を聴き，教育実習の実際について理解す

る機会を設けた。

(4) 教育実習事後指導（４年次対象）

・12月，(3)の同日に実施。本年度に教育実習を行った４年次学生が，教育実習期間

を通じて記録・作成した『教育実習履修簿』や，実習終了直後に作成・提出したふ

りかえりレポートに基づいて自己の学習成果をまとめ，後輩となる３年次に向けて

報告・発表することを中心として行った。教科（国語・社会（地歴・公民），英語，

数学・理科（物理・化学・生物・地学））別・校種別にグループ（４年次・３年次

それぞれ３～４名程度）を編成し，グループ懇談の形で行った。

グループ懇談会の様子

－ 10－



- 4 -

(5) 教育実習オリエンテーションⅢ（３年次対象）

・１月に実施。(3)において記述したレポートに基づき，自己の教育実習における目

標の再確認，見直しを図り，目指す教師像や，自らのもつ教育観を確かにすること，

また教育実習（特に授業実習）に関わる基礎的な技能（書くことや話すことなど）

についての指導を中心として行った。

(6) 教育実習教科別オリエンテーション（３年次対象）

・２月～３月に実施。教育実習における授業実習で担当する教科（教員免許状取得予

定教科）ごとに期日を設定し，各教科指導を専門とする外部講師（中学校・高等学

校の現役の先生など）から４コマ分

（90分×４回）の指導を受ける機会

を設けた。各教科における指導の目

標や，教科における指導内容の枠組

み，教材研究のあり方，学習指導案

の一般的な形式や作成の仕方，授業

における留意事項などの理解，模擬

授業の体験などを主な内容として実

施された。

模擬授業の様子

【成果・総括】

教育学部においては，当センターの前身である教育学部附属教育実践総合センターから

の継続的な取り組みとして行い，これまで同様，本格的な教育実習に向かう以前の学生の

指導や，教育実習そのものへの取り組み姿勢や事後のふりかえり・考察などの指導は充実

した形で実施することができた。またその他の３学部においては，本年度において行った

指導の成果が次年度の教育実習への取り組みに表れることを期待しているが，まだその検

証はできない。ただ，年度末に実施した教科別オリエンテーションでは，指導を担当して

いただいた外部講師から，学生の取り組み姿勢・態度を高く評価していただき，僅かでは

あるがここまでの指導の成果・手応えが感じられた。

センターとしての役割は，上述の通り教育実習の事前事後指導・オリエンテーションを

企画・運営・実施（指導を担当）することであるが，外部講師の人選や交渉，事前段階や

終了後の連絡・調整，当日の運営・実施の補助なども担当する。そして教育学部において

も他の３学部においても，当該学部の教育実習担当部署（教育実習委員会，教務委員会）

や事務部との連携・協力のうえでそれらにあたらなくてはならないのは当然のことである

が，特に教育学部以外の３学部における上記の担当としては本格的な取り組みの初年度で

あったということもあり，連携が十分であったとは言い難い。事務上の手続きに関しての

みならず，教育実習に関わる指導意識や具体的な指導方針，方法等の各面にわたって，協

調した取り組みはできていないと感じている。

学生に対しての指導の成果は，ひいては教育実習そのものにおいて実習校における児

童・生徒への教育の成果にも影響を及ぼす問題だと考えられるので，今後各学部との連携

を強化し，いっそう充実した指導内容・指導体制を構築していきたい。
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３．介護等体験

本学の「介護等体験」は，一昨年度までは教育学部，人文社会科学部，理学部の代表者

（２名ずつ）によって構成される「介護等体験運営委員会」が学務課，各学部学務係によ

る支援を受けてその運営にあたってきたが，昨年度から当全学教職センター組織の中に「介

護等体験専門委員会」を置き，センター専任教員が委員長となって，上記の３学部それぞ

れから選出された委員各２名，計７名による委員会組織に改めた。なお，農学部，工学部

では高等学校（理科，農業，工業）教員免許状を取得できるが，「介護等体験」は必要と

しないので，従前より両学部からは委員を選出していない。

「介護等体験」は教育学部では２年次に，人文社会科学部・理学部では３年次に設定し

ているが，その前年度12月頃から具体的な準備に入り，実施年度の２月頃までを１つのサ

イクルとして運営していくことになる。今年度の実施状況は以下の通りであった。

【平成28年度】

・12月９日（金） 介護等体験専門委員会開催

・１月18日（水） 介護等体験オリエンテーション（教育学部学校教育教員養成課程）

・ 25日（水） 〃 （教育学部養護教諭養成課程，情報

文化課程，人間環境教育課程，人文社会科学部，理学部）

・２月12日（日） 介護等体験事前指導（全学部共通）

・３月24日（木） 上記補講（2月12日欠席者対象）

【平成29年度】

・社会福祉施設体験は４半期（Ａ群：６月，Ｂ群：７～９月，Ｃ群：10～12月，Ｄ群：

１～２月）に分かれて，特別支援学校体験は２期（前記：６～７月・９月，後期：11

月～１月）に分かれて，実施する。それぞれの期における学生個々の体験先施設，学

校が決定した段階で，直前の指導を行った（教育学部教育実習委員会による）。

・実施人数は以下の通りであった。

○社会福祉施設体験

期（群） 人文 教育 理 計

Ａ １６ ７３ １６ １０５

Ｂ ２ ７８ ４ ８４

Ｃ ４ ６０ ９ ７３

Ｄ ０ ３７ ９ ４６

計 ２２ ２４８ ３８ ３０８

○特別支援学校体験

期 人文 教育 理 計

前期 ４ ９８ １８ １２０

後期 １９ １４９ ２０ １９９

計 ２３ ２４７ ３８ ３０８
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・前掲の表で，社会福祉施設体験と特別支援学校体験の間で学部ごとの実施人数に違い

があるのは，急な事情，学生個人の意思等に基づく変更（体験の取止め）があったた

めである。表においては僅かな違いであるが，昨年度時点での体験申込者数から見る

と，社会福祉施設体験で12件（名），特別支援学校体験で11件（名）の取止めがあっ

た。主な理由は進路の変更（教員免許状取得を取り止める，中学校免許の取得を取り

止め，高等学校のみとする，など），体調不良などであった。

【平成30年度実施に向けて】

・12月４日（月） 介護等体験専門委員会開催

・１月17日（水） 介護等体験オリエンテーション（教育学部学校教育教員養成課程）

・ 24日（水） 〃 （教育学部養護教諭養成課程，情報

文化課程，人間環境教育課程，人文社会科学部，理学部）

社会福祉協議会担当者講話 資料ビデオ（ＤＶＤ）視聴

・２月11日（日） 介護等体験事前指導

・２月23日（金） 上記補講（２月11日欠席者対象）

改めて，当センターの役割としては，専任教員（副センター長・昌子佳広）が「介護等

体験専門委員会」の委員長を務め，学務課との打合せに基づいて委員会の運営と進行にあ

たり，また実施に関わるさまざまな問題（上記の「取止め」など）への対応として，学務

課および各学部学務係の支援や提案を受けながら，各学部との調整等にあたっている。ま

た全体オリエンテーションでの学生に対する説明等を担当する。

今年度を通じての課題は，上記の「取止め」の問題も含め，各体験先施設・学校から，

学生からそれぞれの施設・学校に対して事前連絡を行う際の手続きや態度等に不備があっ

たり，体験期間中の態度に問題が指摘されたり，という，学生への指導上の問題が最も大

きい。大半の学生は体験に真摯に取り組み，体験の意義を感じて，その後の学修一般や教

員を目指す上での心構えの形成に生かそうとしている姿が見られるが，一部の学生につい

ては上述のような指摘を受けるという実態もあるので，各学部の担当者（専門委員会委員

を中心とする）とも話し合いを重ねながら，施設・学校，学生・大学の両者にとって意義

深い体験となるよう，検討を重ねていかなければならない。

－ 13－



４．教育支援ボランティア活動

学生が学校や教育関係施設等に出向いて行う教育支援ボランティア活動は、昨年度まで

は本センターの前身である教育学部附属教育実践総合センターが取り扱っていた。この取

組は、もともとは、教育学部と水戸市の協定に基づいて「水戸市学校支援活動」として平

成16年度から始まった。その後、地域からの要望に応えて支援活動を行う「茨城県内教育

支援ボランティア活動」が加わり、さらに高等学校での教育支援活動を行う「高等学校ボ

ランティア活動」も、平成27年度より開始した。

今年度からは本センターが業務を引き継ぎ、さらにすべてのボランティア活動を全学的

規模に拡大した。その結果、今までは参加する者は主に教育学部の学生が中心であったが、

教員を目指す教育学部以外の学部の学生にも、学校現場で教育活動の支援をしながら実践

を学ぶ機会として教育支援ボランティア活動が広がってきている。

今年度の教育支援ボランティア活動への取組は以下の通りである。

(1) ボランティアガイダンス

①日時 平成29年5月17日(水) 12:40～14:10

②場所 教育学部 D 棟201番教室

③参加者 人文社会科学部・教育学部・理学部の学生（１１５名）

④内容 ・あいさつ 小川哲哉

・水戸市学校支援活動について

鈴木陽子(水戸市総合教育研究所 指導主事)

・茨城県内教育支援ボランティア活動について 昌子佳広

・高校ボランティア活動について 柴原宏一

・ボランティア体験発表

木村奈未（教育学部４年次）

山田秀平（教育学研究科２年次）

関野 遼（理学部３年次）

・ボランティア活動の意義について 東小川昌夫

・質疑応答

(2) 教育支援ボランティア活動全体の取組状況

次頁の表は、今年度の教育支援ボランティア活動全体の取組状況である。水戸市学校支

援活動の依頼件数は154件、派遣件数は57件、実際に活動に参加した学生の数（活動延べ

人数）は172人であった。茨城県内の教育支援ボランティア活動の依頼件数は106件、派遣

件数は78件、活動に参加した延べ人数は424人であった。高等学校ボランティア活動の依

頼件数は16件、派遣件数は７件、活動に参加した延べ人数は12人であった。
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平成29年度 教育支援ボランティア活動状況

区 分 支援依頼数(件) 派遣件数(件) 活動延べ人数(人)

水戸市学校支援活動 １５４ ５７ １７２

県内教育支援ボランティア活動 １０６ ７８ ４２４

高校ボランティア活動 １６ ７ １２

合 計 ２７６ １４２ ６０８

(3) 水戸市学校支援活動

水戸市学校支援活動は、学校の年間計画や実態に合わせて５月、９月、１２月の３回に

分けて水戸市教育委員会が各幼稚園・小学校・中学校に募集をしている。昨年度までは、

教育学部と水戸市の協定に基づいた事業であったため、参加できる学生は教育学部に在籍

する学生に限られていたが、水戸市教育委員会との協議により、今年度からはすべての学

部の学生が参加できるようになった。５月の募集では、年間を通した支援活動を含めて主

に１学期の支援活動、９月の募集では主に２学期の支援活動、１２月は３学期の支援活動

が中心であった。下表は、校種別の活動状況である。

平成29年度 水戸市学校支援活動状況

派遣先 支援依頼数(件) 派遣件数(件) 活動延べ人数(人)

幼稚園 ２３ ７ １２

小学校 １０９ ４３ １３７

中学校 ２２ ７ ２３

合 計 １５４ ５７ １７２

【事業担当】

水戸市総合教育研究所 小川 佐栄子、鈴木 陽子、廣瀬 文恵

全学教職センター 五島 浩一、鯉渕 良子、叶谷 円美

学務部学務課 菊池 昌彦

依頼された支援活動及び実際に学生が参加した活動内容の詳細については、以下の通り

である。また、水戸市教育委員会による報告書も掲載する。

－ 15－



①水戸市学校支援活動　募集一覧

1. 前期募集

＜幼稚園＞

№ 希望園 担当者名 派遣希望日 人数 日数 時間 支援を受けたい内容 備考

K1 見川幼稚園 教頭　加藤聡子
平成29年5月27日（土）

※予備日は5月28日（日）
2 1 8:00～12:00

園行事の補助

（幼小合同運動会：運動会の

準備、競技・誘導・着替え

等の補助）

K2 五軒幼稚園 教頭　海老原夏代子 2学期 2 3 8:30～13:30
園外保育の引率補助

通常保育の補助

K3 城東幼稚園 教頭　小田野恵 平成29年9月4日（月） 2 1 8:30～16:00

園外保育の引率補助

（水戸芸術館パイプオルガン

見学）

K4 城東幼稚園 教頭　小田野恵 平成29年10月14日（土） 2 1 8:00～12:00

園行事の補助

（親子スポーツ会：運動会の

準備、競技の補助等）

K5 城東幼稚園 教頭　小田野恵

平成29年10月下旬～

平成29年11月上旬のうち

1日

3 1 8:30～16:00

園外保育の引率補助

（秋の遠足　日立かみね動物

園方面）

K6 見川幼稚園 教頭　加藤聡子
平成29年6月20日（火）

※予備日は6月26日（月）
2 1 8:00～13:30

園外保育の引率補助

（もみじ谷散歩：遊ぶ、誘導・

トイレ補助等）

K7 見川幼稚園 教頭　加藤聡子
平成29年10月5日（木）

※雨天決行
2 1 8:00～14:00

園外保育の引率補助

（秋の遠足　海浜公園又はア

クアワールド：遊ぶ、誘導・

トイレ補助等）

K8 見川幼稚園 教頭　加藤聡子
平成29年10月27日（金）

※予備日は10月30日（月）
2 1 8:00～12:00

園行事の補助

（ミニ運動会：運動会の準備、

競技・誘導・着替え等の補助）

K9 見川幼稚園 教頭　加藤聡子
平成30年2月2日（金）

※雨天決行
1 1 8:00～13:30

園外保育の引率補助

（見川中学校への引率）

園行事の補助

（節分の豆まき：鬼役）

K10 千波幼稚園 教頭　池田牧子
平成29年5月

～平成30年2月
2 14 9:00～14:00 通常保育の補助

K11 笠原幼稚園 園長　鯉渕恵美子
平成29年5月

～平成29年7月
3 15 8:30～15:30

通常保育の補助

（保育活動の補助）

K12 笠原幼稚園 園長　鯉渕恵美子 平成29年6月2日（金） 2 1 8:30～11:30

園行事の補助

（なかよしデー：未就園児交

流保育の補助）

K13 内原幼稚園 教頭　星野敬子 平成29年7月4日（火） 6 1 9:00～11:30

園行事の補助

（ジャガイモ掘り：掘る手伝

い、袋詰め等）

天候による日程変更があ

ります。

ジャガイモ畑は園の裏で

す。

汚れてもよい服装で来園

してください。

K14 内原幼稚園 教頭　星野敬子 平成29年10月14（水） 6 1 8:00～12:00

園行事の補助

（運動会：運動会の準備、競

技の補助等）

会場は内原ヘルスパーク

です。（内原駅から徒歩

10分）

室内で実施します。

運動のできる服装、上靴

等を持参してください。

K15 内原幼稚園 教頭　星野敬子 平成29年11月1日（水） 6 1 9:00～11:30

園行事の補助

（サツマイモ掘り：掘る手伝

い、袋詰め等）

天候による日程変更があ

ります。

サツマイモ畑は園の裏で

す。

汚れてもよい服装で来園

してください。

K16 内原幼稚園 教頭　星野敬子 平成29年12月9日（土） 6 1 8:00～12:00

園行事の補助

（発表会の補助：小道具や大

道具の準備、劇の衣装を身

に着ける手伝い等）

動きやすい服装、上靴等

を持参してください。
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＜小学校＞

№ 希望校 担当者名 派遣希望日 人数 日数 時間 支援を受けたい内容 備考

Ｅ1 三の丸小学校 教諭　武田洋子
平成29年5月27日（土）

※予備日は5月28日（日）
3 1 8:00～15:30

学校行事の補助

（運動会：準備係・進行の補

助）

運動会準備係の補助を中

心にお願いします。

動きやすい服装で参加し

てください。

男子学生を希望します。

Ｅ2 三の丸小学校 教諭　武田洋子
平成29年5月27日（土）

※予備日は5月28日（日）
2 1 8:00～15:30

学校行事の補助

（運動会：救護係・進行の補

助）

運動会救護係の補助を中

心にお願いします。

動きやすい服装で参加し

てください。

できれば、養護教諭養成

課程4年次の女子学生を

希望します。

Ｅ3 浜田小学校 教諭　石川聡

平成29年5月26日（金）

※雨天の場合は変更の場

合あり

6 1 13:00～17:00

学校行事の補助

（運動会の前日準備：ライン

引き、テント設営）

Ｅ4 浜田小学校 教諭　石川聡

平成29年5月27日（土）

※変更の場合あり

予備日は5月28日（日）

6 1 8:00～16:00

学校行事の補助

（運動会：各係・児童看護の

補助、準備、片付け）

Ｅ5 上大野小学校 教諭　五十川淳一 平成29年5月26日（金） 4 1 13:00～16:00
学校行事の補助

（運動会の前日準備）

Ｅ6 上大野小学校 教諭　五十川淳一
平成29年5月27日（土）

※予備日は5月28日（日）
4 1 7:00～15:00

学校行事の補助

（運動会：準備係・救護係・

競技の補助等）

準備係の補助2名、救護

係の補助1名でお願いし

ます。

Ｅ7 渡里小学校 教頭　上宮正人
平成29年5月27日（土）

※予備日は5月28日（日）
20 1 7:30～15:30

学校行事の補助

（運動会：児童の係活動・児

童看護・校内安全パトロー

ルの補助）

Ｅ8 吉田小学校 教諭　高星茂紀 平成29年5月26日（金） 5 1 13:00～17:00
学校行事の補助

（運動会の前日準備）
男子学生を希望します。

Ｅ9 吉田小学校 教諭　高星茂紀
平成29年5月27日（土）

5 1 8:00～16:00

学校行事の補助

（運動会：運営の補助、準備、

片付け）

男子学生を希望します。

Ｅ10 河和田小学校 教諭　野沢恵美子 平成29年5月27日（土） 2 1 8:15～15:00

学校行事の補助

（運動会：特別に配慮の要す

る児童への支援補助）

Ｅ11 上中妻小学校 教諭　井坂眞理子 平成29年5月23日（火） 4 1 15:30～16:30
学校行事の補助

（運動会の準備）

Ｅ12 上中妻小学校 教諭　井坂眞理子 平成29年5月27日（土） 4 1 8:00～12:00
学校行事の補助

（運動会：係活動の補助）

Ｅ13 見川小学校 養護教諭　遠藤愛美
平成29年5月27日（土）

※予備日は5月28日（日）
2 1 7:30～16:00

学校行事の補助

（運動会：救護係の補助等）

Ｅ14 千波小学校 教諭　石井隆子 平成29年5月20日（土） 2 1 8:00～16:30
学校行事の補助

（運動会：児童看護の補助）

養護教諭養成課程の学生

を希望します。

Ｅ15 千波小学校 教諭　石井隆子 平成29年5月20日（土） 5 1 8:00～16:30
学校行事の補助

（運動会：係活動の補助）

Ｅ16 赤塚小学校 教諭　佐藤光央

平成29年5月20日（土）

※雨天順延は5月21日（日）

　5月27日（土）

4 1 8:00～15:00

学校行事の補助

（運動会：準備、競技の補助）

※ 用具運び、後片付け、審判・

ライン引き・児童看護の

補助等

Ｅ17 吉沢小学校 教諭　石川敦子 平成29年5月27日（土） 4 1 8:00～15:00
学校行事の補助

（運動会：競技の補助）

できれば男子学生を希望

します。

Ｅ18 妻里小学校 教諭　相澤牧夫 平成29年5月27日（土） 5 1 8:00～15:00

学校行事の補助

（運動会：競技の準備、片付

け、児童看護の補助）

Ｅ19 内原小学校 教諭　常井一成
平成29年5月27日（土）

※雨天順延
3 1 8:00～15:30

学校行事の補助

（運動会：準備、競技・児童

看護の補助）

Ｅ20 三の丸小学校 教諭　武田洋子
平成29年9月11日（月）～

平成29年9月28日（木）
6 5 未定

授業における学習支援

（第6学年家庭科：ミシン学

習の補助）

詳細は問い合わせ願いま

す。
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Ｅ21 三の丸小学校 教諭　武田洋子
平成29年10月30日（月）

～平成29年11月30日（木）
6 5 未定

授業における学習支援

（第5学年家庭科：ミシン学

習の補助）

詳細は問い合わせ願いま

す。

Ｅ22 三の丸小学校 教諭　武田洋子
平成30年1月中旬

～ 1月下旬
5 6 未定

授業における学習支援

（第2学年体育科：縄跳び学

習の支援）

詳細は問い合わせ願いま

す。

Ｅ23 浜田小学校 教諭　石川聡

平成29年7月24日（月）

～平成29年7月28日（金）

※変更になる場合あり

5 5 8:30～12:00

授業における学習支援

（夏休みの水泳指導補助：25m

を泳げない児童（高学年児

童）を対象にした水泳学習）

Ｅ24 浜田小学校 教諭　石川聡
平成29年9月15日（金）

※変更になる場合あり
3 1 8:30～15:00

校外学習の引率補助

（第1学年遠足　大洗アクア

ワールド：グループ活動時

の児童への支援）

昼食代は実費になりま

す。

Ｅ25 浜田小学校 教諭　石川聡
平成29年9月22日（金）

※変更になる場合あり
2 1 8:00～16:00

校外学習の引率補助

（第4学年遠足　大子方面：

個別な配慮が必要な児童へ

の支援）

昼食代は実費になりま

す。

Ｅ26 浜田小学校 教諭　石川聡
平成29年9月26日（火）

※変更になる場合あり
3 1 8:00～16:00

校外学習の引率補助

（第2学年遠足　かみね動物

園：個別な配慮が必要な児

童への支援）

昼食代は実費になりま

す。

Ｅ27 浜田小学校 教諭　石川聡
平成29年9月29日（金）

※変更になる場合あり
2 1 8:00～16:00

校外学習の引率補助

（第3学年遠足　笠間方面：

個別な配慮が必要な児童へ

の支援）

昼食代は実費になりま

す。

Ｅ28 浜田小学校 教諭　石川聡

平成29年9月27日（水）

平成29年9月28日（木）

※変更になる場合あり

2 1
27日7:30

～28日16:00

校外学習の引率補助

（第5学年宿泊学習　白浜少

年自然の家：ウォークラ

リー・キャンプファイヤー

の児童看護補助等）

宿泊代・食事代は実費に

なります。

Ｅ29 浜田小学校 教諭　石川聡 平成29年10月中旬 3 1 未定

校外学習の引率補助（第2学

年生活科まち探検：児童の

個別支援）

Ｅ30 浜田小学校 教諭　石川聡
平成29年10月27日（金）

※変更になる場合あり
6 1 8:30～12:00

授業における学習支援

（ハミングロードでのハロ

ウィン：児童看護補助）

・ 仮装をして参加してく

ださい。

Ｅ31 浜田小学校 教諭　石川聡
平成29年11月26日（日）

※変更になる場合あり
6 1 8:30～12:00

学校行事の補助

（持久走大会：伴走、児童看

護補助）

Ｅ32 浜田小学校 教諭　石川聡 平成29年11月下旬 6 1 45分間×3回

授業における学習支援

（第2学年算数：かけ算九九

暗唱確認テストの支援）

Ｅ33 浜田小学校 教諭　石川聡 平成30年2月下旬 6 1 45分間×3回

授業における学習支援

（第2学年体育縄跳び運動：

なわとび検定において,回数

を数える）

Ｅ34 浜田小学校 教諭　石川聡 平成30年1月中旬 3 1 未定
授業における学習支援（第1

学年体育：縄跳び運動の支援）

Ｅ35 緑岡小学校 教諭　黒木明子
平成29年11月10日（金）

※予備日は11月16日（木）
6 1 9:00～11:30

学校行事の補助

（持久走大会：準備、競技中

の走行誘導等の補助）

会場は四季の原公園（千

波湖畔）です。

運動しやすい服装で参加

してください。

児童と走行する場面が多

いです。

Ｅ36 上大野小学校 教諭　五十川淳一

平成29年5月

～平成29年9月

月曜日、木曜日

3 15 10:15～12:15
授業における学習支援

（体育科）

参加のできる期日のみで

も歓迎します。

Ｅ37 上大野小学校 教諭　五十川淳一
平成29年5月

～平成30年2月
3 8

午前

2～3時間程度

授業における学習支援

（総合的な学習の時間：体験

活動）

参加のできる期日のみで

も歓迎します。

第3学年　鳥の観察会（6

月、10月、12月予定）

第4学年　川の観察会（6

月、11月、2月予定）

第4学年　草木染め教室

（11月12日）

全学年　サケの放流（2

月末予定）
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Ｅ38 上大野小学校 教諭　五十川淳一 平成29年6月2日（金） 3 1
午前

2時間程度

授業における学習支援

（プール清掃）

Ｅ39 上大野小学校 教諭　五十川淳一

平成29年6月5日（月）

～平成29年7月19日（水）

週2回（実施曜日応相談）

3 10
午前

2時間程度

授業における学習支援（体

育科水泳学習）

参加のできる期日のみで

も歓迎します。

7月12日（水）は着衣泳

です。

クロール・平泳ぎのでき

る学生を希望します。

Ｅ40 上大野小学校 教諭　五十川淳一
平成29年7月21日（金）

～平成29年8月28日（月）
3 6

午前

2時間程度

夏休みの学習支援

（理科：自由研究相談）

参加のできる期日のみで

も歓迎します。

理科教諭を目指す学生を

希望します。

Ｅ41 渡里小学校 教頭　上宮正人
平成29年5月

～平成29年7月
6 10 8:30～12:15

授業における学習支援

（第1 ～第6学年算数科：個

別支援）

参加のできる期日のみで

も歓迎します

Ｅ42 渡里小学校 教頭　上宮正人
平成29年9月

～平成29年12月
6 10 8:30～12:15

授業における学習支援

（第1 ～第6学年算数科：個

別支援）

参加のできる期日のみで

も歓迎します

Ｅ43 渡里小学校 教頭　上宮正人
平成30年1月

～平成29年2月
6 10 8:30～12:15

授業における学習支援

（第1 ～第6学年算数科：個

別支援）

参加のできる期日のみで

も歓迎します。

Ｅ44 渡里小学校 教頭　上宮正人
平成29年5月

～平成29年7月
4 10 8:30～12:15

特別な支援を要する児童に

対する個別支援

（知的学級及び自・情学級に

在籍する児童の支援補助）

参加のできる期日のみで

も歓迎します。

Ｅ45 渡里小学校 教頭　上宮正人
平成29年9月

～平成29年12月
4 10 8:30～12:15

特別な支援を要する児童に

対する個別支援

（知的学級及び自・情学級に

在籍する児童の支援補助）

参加のできる期日のみで

も歓迎します。

Ｅ46 渡里小学校 教頭　上宮正人
平成30年1月

～平成30年2月
4 10 8:30～12:15

特別な支援を要する児童に

対する個別支援

（知的学級及び自・情学級に

在籍する児童の支援補助）

参加のできる期日のみで

も歓迎します。

Ｅ47 渡里小学校 教頭　上宮正人

平成29年5月

～平成29年7月

水曜日

※雨天中止

6 10 13:30～13:50

業間（昼休み）における児

童の遊び相手・相談相手

（ロング昼休みに児童と遊

ぶ）

参加のできる期日のみで

も歓迎します。

Ｅ48 渡里小学校 教頭　上宮正人

平成29年9月

～平成29年12月

水曜日

※雨天中止

6 10 13:30～13:50

業間（昼休み）における児

童の遊び相手・相談相手

（ロング昼休みに児童と遊

ぶ）

参加のできる期日のみで

も歓迎します。

Ｅ49 渡里小学校 教頭　上宮正人

平成30年1月

～平成29年2月

水曜日

※雨天中止

6 10 13:30～13:50

業間（昼休み）における児

童の遊び相手・相談相手

（ロング昼休みに児童と遊

ぶ）

参加のできる期日のみで

も歓迎します。

Ｅ50 渡里小学校 教頭　上宮正人 平成29年9月21日（木） 3 1 8:00～15:00

校外学習の引率補助

（第1学年遠足：児童看護補

助、個別な配慮が必要な児

童への支援）

Ｅ51 渡里小学校 教頭　上宮正人 平成29年9月27日（水） 3 1 8:00～15:00

校外学習の引率補助

（第2学年遠足：児童看護補

助、個別な配慮が必要な児

童への支援）

Ｅ52 渡里小学校 教頭　上宮正人 平成29年10月5日（木） 3 1 8:00～15:00

校外学習の引率補助

（第3学年遠足：児童看護補

助、個別な配慮が必要な児

童への支援）

Ｅ53 渡里小学校 教頭　上宮正人 平成29年10月13日（金） 3 1 8:00～15:00

校外学習の引率補助

（第4学年遠足：児童看護補

助、個別な配慮が必要な児

童への支援）

Ｅ54 吉田小学校 教諭　高星茂紀
平成29年9月11日（月）

～平成29年10月3日（水）
6 10 14:30～16:00

授業における学習支援

（第6学年体育陸上：各種目

の練習支援）

Ｅ55 吉田小学校 教諭　高星茂紀 平成29年10月 6 1 未定
学校行事の補助

（就学時健康診断）
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Ｅ56 吉田小学校 教諭　高星茂紀 平成29年10月28日（土） 6 1 9:00～15:00

学校行事の補助

（吉田っ子まつり：児童看護

の補助等）

Ｅ57 吉田小学校 教諭　高星茂紀 平成29年11月 6 1 未定

学校行事の補助

（マラソン大会：児童看護の

補助等）

Ｅ58 吉田小学校 教諭　高星茂紀 平成30年2月 6 1 未定

学校行事の補助

（なわとび大会：児童看護の

補助等）

Ｅ59 石川小学校 教諭　岡部佐知子
平成30年1月

～平成30年2月
6 10 未定

授業における学習支援

（第1学年体育縄跳び運動：

検定の補助）

各クラス2名ずつでの支

援を希望します。

参加のできる期日のみで

も歓迎します。

Ｅ60 石川小学校 教諭　岡部佐知子 平成29年11月21日（火） 4 1 未定
学校行事の補助

（持久走大会）

Ｅ61 河和田小学校 教諭　野沢恵美子 平成29年9月21日（木） 2 1 8:15～16:00

校外学習の引率補助

（第2学年遠足　アクアワー

ルド大洗：個別な配慮が必

要な児童への支援）

Ｅ62 河和田小学校 教諭　野沢恵美子 平成29年10月11日（水） 2 1 8:00～16:00

校外学習の引率補助

（第1学年遠足　茨城県植物

園：個別な配慮が必要な児

童への支援）

Ｅ63 河和田小学校 教諭　野沢恵美子

平成29年5月24日（水）

～平成29年12月15日（金）

水曜日、金曜日

1 15 8:30～11:30

特別な支援を要する児童に

対する個別支援

（自・情学級に在籍する児童

の支援補助）

Ｅ64 上中妻小学校 教諭　井坂眞理子
平成29年5月

～平成29年11月
2 15

5～9月

16:00～16:45

10、11月

16:00～16:30

その他

（合奏団の練習補助：水戸市

音楽のつどいや地域のお祭

りに参加するための練習）

Ｅ65 上中妻小学校 教諭　井坂眞理子
平成29年6月下旬

～平成29年7月14日（金）
2 10 未定

授業における学習支援

（体育科水泳学習）

Ｅ66 上中妻小学校 教諭　井坂眞理子 平成29年9月29日（金） 2 1 8:15～16:00
校外学習の引率補助（第1・

第2学年遠足　笠間方面）

Ｅ67 上中妻小学校 教諭　井坂眞理子 平成29年10月6日（金） 2 1 8:15～16:00
校外学習の引率補助

（第3・4学年遠足　茂木方面）

Ｅ68 見川小学校 養護教諭　遠藤愛美
平成29年5月～平成29年

12月週1回程度
2 10 要相談

休み時間等における児童の

相談相手

Ｅ69 見川小学校 養護教諭　遠藤愛美
平成29年10月中旬

～ 11月初旬の1日
4 1 未定

その他

（就学時健康診断の補助）

Ｅ70 見川小学校 養護教諭　遠藤愛美 平成29年11月24日（金） 2 1 午前中

学校行事の補助

（持久走大会：児童看護の補

助等）

Ｅ71 千波小学校 教諭　石井隆子 平成29年5月下旬 3 2 8:10～12:30

授業における学習支援

（第4学年算数科　角度：角

度の測り方・作図の個別支

援）

Ｅ72 千波小学校 教諭　石井隆子

平成29年11月

～平成29年12月

平成30年2月

1 9 8:10～12:30

授業における学習支援

（第4学年理科　実験の準備、

実験の補助）

参加のできる期日のみで

も歓迎します。

Ｅ73 千波小学校 教諭　石井隆子 平成30年1月 5 2 8:10～12:30
授業における学習支援

（第2学年算数科　かけ算）

Ｅ74 千波小学校 教諭　石井隆子
平成29年6月、平成29年

10月
5 2 8:30～12:10

校外学習の引率補助

（第2学年生活科：町たんけ

ん）

Ｅ75 千波小学校 教諭　石井隆子

平成29年6月8日（木）

平成29年10月19日（木）

平成30年1月19日（木）

2 3 13:20～14:40
特別な支援を要する児童に

対する個別支援

茨城大学教育学部特別支

援を専攻している学生を

希望します。

Ｅ76 千波小学校 教諭　石井隆子
平成29年10月

～平成29年11月
5 1 未定

その他

（就学時健康診断の補助：内

科・歯科診察の補助）

教育学部養護教諭養成課

程の学生を希望します。

Ｅ77 笠原小学校 教頭　海藤一幸

平成29年6月

～平成30年2月

週1回程度

2 15 応相談

特別な支援を要する児童に

対する個別支援

（第1学年児童に対する学習

支援）
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Ｅ78 赤塚小学校 教諭　佐藤光央
平成29年7月21日（金）

～平成29年7月27日（金）
8 5 10:15～11:30

その他

（水泳指導の補助）

水泳のできる学生を希望

します。

Ｅ79 赤塚小学校 教諭　佐藤光央
平成29年11月18日（土）

※雨天決行
5 1 9:00～15:00

学校行事の補助

（赤小まつり：模擬店・イベ

ントの手伝い、第1 ～ 3学年

児童看護の補助等）

Ｅ80 吉沢小学校 教諭　石川敦子
平成29年6月上旬

～平成29年7月中旬
3 15 要相談

授業における学習支援

（全学年体育水泳）

Ｅ81 吉沢小学校 教諭　石川敦子

平成29年9月7日（木）

～平成29年9月28日（木）

木曜日
2 4 15:00～16:30

授業における学習支援

（第6学年体育陸上競技運動：

各種目の練習支援）

Ｅ82 吉沢小学校 教諭　石川敦子
平成29年10月5日（木）

平成29年10月6日（金）
4 2

5日8:00～

6日～17:00

校外学習の引率補助

（第5学年宿泊学習　山根少

年自然の家）

Ｅ83 吉沢小学校 教諭　石川敦子
平成29年11月17日（金）

※予備日11月20日（月）
10 1 8:00～12:30

学校行事の補助

（持久走大会）

Ｅ84 稲荷第二小学校 教頭　藤枝則子
平成29年9月5日（火）

～平成29年9月29日（金）
6 15

月・火・金

15:45～16:45

水・木

14:40～16:46

授業における学習支援

（第6学年体育陸上競技運動）

その他

（陸上記録会の練習補助）

＜中学校＞

№ 希望校 担当者名 派遣希望日 人数 日数 時間 支援を受けたい内容 備考

J1 第一中学校 教諭　結解一憲 未定 2 5 未定
授業における学習支援

（家庭科：調理実習の補助）
女子学生を希望します。

J2 第一中学校 教諭　結解一憲 未定 1 5 未定

授業における学習支援

（美術科：特別な配慮を要す

る生徒の個別支援）

女子学生を希望します。

J3 緑岡中学校 教諭　小林明子
平成30年1月

～平成30年2月
5 1 未定

校外学習の引率補助

（第2学年歩く会）

J4 赤塚中学校 教諭　綿引昌子
平成29年6月13日（火）

～平成29年6月15日（木）
2 3 16:00～17:30

その他

（補習における学習支援：英

会話大会に向けた練習会）

J5 笠原中学校 教諭　豊田かおり 平成29年6月27日（火） 12 1 16:00～17:15

その他

（期末テスト前の学習支援：

特に数学及び英語を習熟度

別で実施）

J6 笠原中学校 教諭　豊田かおり 平成29年11月21日（火） 8 1 16:00～17:15

その他

（期末テスト前の学習支援：

特に数学及び英語を習熟度

別で実施）

J7 笠原中学校 教諭　豊田かおり 平成30年2月20日（火） 8 1 16:00～17:15

その他

（期末テスト前の学習支援：

特に数学及び英語を習熟度

別で実施）

J8 笠原中学校 教諭　豊田かおり 平成30年2月21日（水） 8 1 16:00～17:15

その他

（期末テスト前の学習支援：

特に数学及び英語を習熟度

別で実施）

J9 石川中学校 教頭　河原井信幸
平成29年6月

～平成30年2月
3 15 午前

授業における学習支援

（数学）

J10 石川中学校 教頭　河原井信幸
平成29年6月

～平成29年9月
2 5 未定

授業における学習支援

（家庭科：調理実習の補助（第

1学年）、ミシン操作の補助

（第2・3学年））

J11 石川中学校 教頭　河原井信幸
平成29年10月

～平成30年2月
2 5 未定

授業における学習支援

（家庭科：調理実習の補助（第

1学年）、ミシン操作の補助

（第2・3学年））

J12 石川中学校 教頭　河原井信幸

平成29年11月

～平成30年2月

火曜日・木曜日・金曜日

3 15 10:30～12:30

授業における学習支援

（技術科：生徒が製図・木材

の加工をする際の個別支援）
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2. ９月募集

＜幼稚園＞

№ 希望園 担当者名 派遣希望日 人数 日数 時間 支援を受けたい内容 備考

K17 五軒幼稚園 教頭　海老原夏代子 平成29年10月24日（火） 1 1 8:30～15:00
園外保育の引率補助

（秋の遠足　日立方面）

K18 五軒幼稚園 教頭　海老原夏代子 平成29年11月頃 1 1 8:30～14:00

園外保育の引率補助

（飯富幼稚園での活動の補

助）

＜小学校＞

№ 希望校 担当者名 派遣希望日 人数 日数 時間 支援を受けたい内容 備考

Ｅ85 寿小学校 教諭　上野佳菜子
平成29年9月

～平成29年10月
3 15 8:40～12:10

特別な支援を要する児童に

対する個別支援

男子学生を希望します。

参加のできる期日のみで

も歓迎します。

自家用車での来校を許可

します。

Ｅ86 寿小学校 教諭　上野佳菜子
平成29年11月

～平成29年12月
3 15 8:40～12:10

特別な支援を要する児童に

対する個別支援

男子学生を希望します。

参加のできる期日のみで

も歓迎します。

自家用車での来校を許可

します。

Ｅ87 渡里小学校 教頭　上宮正人
平成29年10月21日（土）

※小雨決行
30 1 7:00～15:00

学校行事の補助

（渡里元気村の準備、児童の

活動補助、各ブースの運営

補助、校内安全パトロール

等）

Ｅ88 渡里小学校 教頭　上宮正人 平成29年11月25日（土） 20 1 8:00～15:00

学校行事の補助

（持久走大会の準備、児童看

護補助、校内安全パトロー

ル等）

渡里小学校の校庭で実施

します。

Ｅ89 見川小学校 養護教諭　遠藤愛美 平成29年9月29日（金） 2 1 7:50～16:00
校外学習の引率補助

（第3学年遠足　筑波山方面）

Ｅ90 稲荷第一小学校 教諭　鈴木麻紀 平成29年11月1日（水） 2 1 8:05～16:00

校外学習の引率補助

（第3学年社会科見学　納豆

工場）

自家用車での来校を許可

します。

Ｅ91 内原小学校 教諭　常井一成 平成29年11月28日（火） 4 1 8:30～12:30

学校行事の補助

（持久走大会：自転車を使っ

ての誘導補助、交通安全指

導補助）

男子学生を希望します。

＜中学校＞

№ 希望校 担当者名 派遣希望日 人数 日数 時間 支援を受けたい内容 備考

J13 第二中学校 教諭　大内美保子

平成29年10月12日（月）

平成29年10月16日（月）

平成29年10月30日（月）

平成29年11月16日（月）

6 4 15:00～16:30
授業における学習支援

（第1学年数学の補習）

自家用車での来校を許可

します。

J14 第二中学校 教頭　浅野正樹

平成29年9月

～平成29年2月

火曜日

1 15 13:30～15:30
特別な支援を要する児童に

対する個別支援

自家用車での来校を許可

します。

J15 第二中学校 教頭　浅野正樹

平成29年9月

～平成29年2月

水曜日

1 15 13:30～15:30
特別な支援を要する児童に

対する個別支援

自家用車での来校を許可

します。

J16 第二中学校 教頭　浅野正樹

平成29年9月

～平成29年2月

木曜日

1 15 13:30～15:30
特別な支援を要する児童に

対する個別支援

自家用車での来校を許可

します。

J17 第二中学校 教頭　浅野正樹

平成29年9月

～平成29年2月

金曜日

1 15 13:30～15:30
特別な支援を要する児童に

対する個別支援

自家用車での来校を許可

します。

J18 赤塚中学校 教諭　朝日広一

平成29年10月25日（水）

～平成30年2月28日（水）

水曜日

4 15 16:10～17:00

その他

（放課後の学習支援：第3学

年）

自家用車での来校を許可

します。
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3. １２月募集

＜幼稚園＞

№ 希望園 担当者名 派遣希望日 人数 日数 時間 支援を受けたい内容 備考

K19 五軒幼稚園 教頭　海老原夏代子 平成29年2月25日（木） 1 1 8:30～13:30
園外保育の引率補助

（城東幼稚園での活動補助）
昼食はご持参ください。

K20 五軒幼稚園 教頭　海老原夏代子 平成29年2月23日（火） 1 1 8:30～13:30
園外保育の引率補助

（飯富幼稚園での活動補助）
昼食はご持参ください。

K21 浜田幼稚園 教頭　和地久美子 3学期 1 10 8:00～15:00 通常保育の補助

近隣の方以外は自家用車

での来園を許可します。

昼食はご持参ください。

K22 笠原幼稚園 園長　鯉渕恵美子
平成29年12月4日（月）

～平成30年2月28日（水）
3 15 8:30～14:00 通常保育の補助 昼食はご持参ください。

K23 笠原幼稚園 園長　鯉渕恵美子 平成30年2月1日（木） 4 1 8:30～12:00

園行事の補助

（発表会・発表会準備・保育

補助）

動きやすい服装・上靴を

ご持参ください。

＜小学校＞

№ 希望校 担当者名 派遣希望日 人数 日数 時間 支援を受けたい内容 備考

E92 三の丸小学校 教諭　武田洋子

平成30年1月23日（火）

平成30年1月24日（水）

平成30年1月26日（金）

平成30年1月30日（火）

平成30年1月31日（水）

5 5

11:30～12:15

13:45～14:30

11:30～14:30

11:30～12:15

13:45～14:30

授業における学習支援

（第2学年体育科　なわとび学

習の支援）

E93 三の丸小学校 教諭　武田洋子

平成30年1月22日（月）

平成30年1月24日（水）

平成30年1月25日（木）

平成30年1月26日（金）

平成30年1月29日（月）

平成30年1月31日（水）

平成30年2月1日（木）

平成30年2月2日（金）

5 8

11:30～12:15

　9:30～10:15

　9:30～11:25

　9:30～14:30

11:30～12:15

　9:30～10:15

　9:30～11:25

　9:30～14:30

授業における学習支援

（第1学年体育科　なわとび学

習の支援）

1/26（金）、2/2（金）は雨

の場合は活動はありませ

ん。

E94 緑岡小学校 教諭　黒木明子
平成29年12月

～平成30年2月
5 15

8:00～15:30

（応相談）

授業における学習支援

（小学校1～4年学習内容程度）

参加日及び時間は、学生さ

んに指定していただいて構

いません。相談に応じます。

自家用車での来校を許可し

ます。

E95 緑岡小学校 教諭　黒木明子
平成29年12月

～平成30年2月
5 15

8:00～15:30

（応相談）

特別な支援を要する児童に対

する個別支援

（主に授業における学習支援）

参加日及び時間は、学生さ

んに指定していただいて構

いません。相談に応じます。

自家用車での来校を許可し

ます。

E96 上大野小学校 教諭　五十川淳一
平成29年12月4日（月）

～平成30年2月28日（水）
3 15

月・水・木曜

中休み

3・4校時

10:15～12:10

授業における学習支援

（体育科学習補助・模範演技）

体育科の学生を希望しま

す。

参加のできる曜日・期日の

みでも歓迎します。

自家用車での来校を許可し

ます。

E97 上大野小学校 教諭　五十川淳一
平成29年12月4日（月）

～平成30年2月28日（水）
3 15 2～3時間

授業における学習支援

（個別な配慮が必要な児童へ

の支援）

参加のできる曜日・期日の

みでも歓迎します。

自家用車での来校を許可し

ます。

曜日や時間は学生さんと相

談可

E98 渡里小学校 教頭　上宮正人
平成30年1月9日（火）

～平成30年2月28日（水）
5 15 8:30～12:15

授業における学習支援

（第1 ～ 6学年算数科の個別支

援）

男女は問いません。

E99 渡里小学校 教頭　上宮正人
平成30年1月9日（火）

～平成30年2月28日（水）
4 15 8:30～12:15

特別な支援を要する児童に対

する個別支援

（知的学級及び自・情学級に

在籍する児童の支援補助）

男女は問いません。

E100 渡里小学校 教頭　上宮正人

平成30年1月10日（水）

～平成30年2月28日（水）

の水曜日で可能な日

5 15 13:00～13:50

業間（昼休み）における児童

の遊び相手・相談相手

（ロング昼休みに児童と遊ぶ）

男女は問いません。
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E101 渡里小学校 教頭　上宮正人
平成30年1月9日（火）

～平成30年2月28日（水）
3 15 8:15～8:45

授業における学習支援

（第1～ 6学年の読み聞かせ）
男女は問いません。

E102 吉田小学校 教諭　高星茂紀 平成30年2月上旬 5 6 9:00～

学校行事の補助

（なわとび大会：児童看護の

補助等）

自家用車での来校を許可し

ます。

E103 河和田小学校 教諭　野沢恵美子
平成29年1月9日（月）

～平成30年2月18日（水）
2 15 8:10～12:10 授業における学習支援

自家用車での来校を許可し

ます。

E104 千波小学校 教諭　石井隆子 平成30年1月19日（木） 2 1 13:20～14:40

授業における学習支援

（特別支援学級、ムーブメン

ト）

特別支援を専攻する学生の

派遣をお願いします。

E105 千波小学校 教諭　石井隆子
平成29年11月～ 12月

平成30年2月
5 6 8:10～12:30

授業における学習支援

（第4学年理科：実験準備と補

佐）

E106 千波小学校 教諭　石井隆子 平成30年1月19日（木） 5 2 8:10～12:30
授業における学習支援

（第2学年算数科：かけ算）

E107 双葉台小学校 教諭　堀江昌代
平成29年12月4日（月）

～平成30年2月26日（月）
3 12 8:00～10:30

特別な支援を要する児童に対

する個別支援

（基本的生活習慣が身に付か

ない児童への個別支援）

E108 笠原小学校 教頭　海藤一幸
平成29年12月上旬

～平成30年2月28日（水）
1 15 8:00～12:00 養護教諭の補助

E109 石川小学校 教諭　岡部佐知子 平成30年1月26日（金） 3 1 12:30～16:00

学校行事の補助

（1年生と幼稚園児の交流活動

の補助と幼児看護補助）

自家用車での来校を許可し

ます。

＜中学校＞

№ 希望校 担当者名 派遣希望日 人数 日数 時間 支援を受けたい内容 備考

J19 第二中学校 教頭　浅野正樹

平成29年12月4日（月）

～平成30年2月28日（水）

週3日（月・火・水）を希望

1 15

8:40～12:30

13:30～15:20

の中で

可能な時間

特別な支援を要する生徒に対

する個別支援

男子学生を希望します。

参加できる期日・時間のみ

でも歓迎します。

自家用車での来校を許可し

ます。

J20 第四中学校 教諭　秋山晃 平成30年1月～ 2月 1 15
8:40～12:30

13:40～15:30

授業における学習支援

（美術科における学習補助、

道具や材料、作品資料の整理）

自家用車での来校を許可し

ます。

J21 第四中学校 教諭　秋山晃 平成30年1月～ 2月 1 15
8:40～12:30

13:40～15:30

授業における学習支援

（技術科における学習補助、

道具や材料、作品資料の整理）

自家用車での来校を許可し

ます。

J22 赤塚中学校 教諭　朝日広一

平成29年12月6日（水）

～平成30年2月28日（水）

の水曜日で可能な日

※変更になる場合あり

3 10 16:00～17:00
その他

（放課後の学習支援：第3学年）

自家用車での来校を許可し

ます。

－ 24－



№
支援活
動No

派　遣　先
(学校・園名)

活動の内容
活動
人数

№
支援活
動No

派　遣　先
(学校・園名)

活動の内容
活動
人数

1 K1 見川幼稚園
園行事の補助(幼小合同運
動会の補助)

3 30 E50 渡里小学校
校外学習の引率補助(第1
学年遠足)

3

2 K5 城東幼稚園 園外保育の引率補助 1 31 E51 渡里小学校
校外学習の引率補助(第2
学年遠足)

3

3 K9 見川幼稚園 園外保育の引率補助 1 32 E53 渡里小学校
校外学習の引率補助(第4
学年遠足)

2

4 K14 内原幼稚園
園行事の補助(運動会の補
助)

2 33 E64 上中妻小学校 合奏団の練習補助 2

5 K15 内原幼稚園
園行事の補助(さつまいも
掘り)

3 34 E68 見川小学校
休み時間等における児童
の相談相手

2

6 K17 五軒幼稚園 園外保育の引率補助 1 35 E69 見川小学校 就学時健康診断の補助 3

7 K20 五軒幼稚園 園外保育の引率補助 1 36 E70 見川小学校
持久走大会:児童看護の補
助等

1

8 E1 三の丸小学校
学校行事の補助（運動会:
準備係・進行の補助）

3 37 E71 千波小学校
授業における学習支援
(第４学年算数　角度)

1

9 E7 渡里小学校

学校行事の補助（運動会:
児童の係活動・児童看
護・校内安全パトロール
の補助）

20 38 E74 千波小学校 校外学習の引率補助 3

10 E11 上中妻小学校
学校行事の補助（運動会
の準備）

4 39 E75 千波小学校
特別な支援を要する児童
に対する個別支援

2

11 E12 上中妻小学校
学校行事の補助（運動会:
係活動の補助）

5 40 E76 千波小学校 就学時健康診断の補助 5

12 E13 見川小学校
学校行事の補助（運動会:
救護係の補助等）

2 41 E79 赤塚小学校 学校行事補助 2

13 E14 千波小学校
学校行事の補助（運動会:
児童看護の補助）

2 42 E88 渡里小学校
学校行事補助　持久走大
会

11

14 E15 千波小学校
学校行事の補助（運動会:
係活動の補助）

4 43 E89 見川小学校
校外学習の引率補助　第
３学年遠足

2

15 E19 内原小学校
学校行事の補助（運動会:
係活動の補助）

1 44 E93 三の丸小学校 授業における学習支援 2

16 E20 三の丸小学校
授業における学習支援(ミ
シン学習の補助)

3 45 E94 緑岡小学校 授業における学習支援 2

17 E24 浜田小学校
校外学習引率補助(１年遠
足大洗アクアワールド)

3 46 E99 渡里小学校
特別な支援を要する児童
に対する個別支援

3

18 E26 浜田小学校
校外学習引率補助(2年遠
足かみね動物園)

2 47 E100 渡里小学校
昼休みにおける児童の遊
び相手・相談相手

1

19 E27 浜田小学校
校外学習引率補助(3年遠
足笠間方面)

2 48 E101 渡里小学校
授業における学習支援
読み聞かせ

1

20 E28 浜田小学校
校外学習引率補助(5年宿
泊学習)

1 49 E102 吉田小学校
学校行事の補助　縄跳び
大会

3

21 E31 浜田小学校
学校行事補助　持久走大
会

4 50 E108 笠原小学校 養護教諭の補助 1

22 E36 上大野小学校
授業における学習支援(体
育科)

3 51 J1 第一中学校
授業における学習支援(家
庭科:調理実習の補助)

2

23 E37 上大野小学校 授業における学習支援 10 52 J7 笠原中学校 期末テストの学習支援 7

24 E43 渡里小学校 授業における学習支援 2 53 J9 石川中学校
授業における学習支援
(数学)

1

25 E44 渡里小学校
特別な支援を要する児童
に対する個別支援

2 54 J10 石川中学校
授業における学習支援(ミ
シン・調理実習)

2

26 E45 渡里小学校
特別な支援を要する児童
に対する個別支援

2 55 J11 石川中学校
授業における学習支援(ミ
シン・調理実習)

2

27 E46 渡里小学校
特別な支援を要する児童
に対する個別支援

3 56 J12 石川中学校
授業における学習支援(技
術科)

3

28 E47 渡里小学校
業間における児童の遊び
相手・相談相手

2 57 J13 第二中学校
授業における学習支援
(第1学年数学の補習)

6

29 E48 渡里小学校
業間における児童の遊び
相手・相談相手

2

②平成２９年度　水戸市学校支援活動　活動状況

活動件数57件(幼稚園７件、小学校43件、中学校7件)
活動延べ人数172人
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③平成 29 年度茨城大学と水戸市教育委員会との地域連携にかかる学校支援活動報告書 

                                                           水戸市教育委員会 

  

１ 支援活動の実施状況 

区 分 活動人数 活動日数 主な活動内容 

幼稚園 ６ １１
園行事（運動会，サツマイモ堀り） 

園外保育（遠足，他園との交流会） 

小学校 ９１ ３３４
各教科の学習支援，学校行事（運動会，持久

走大会等）支援，その他児童の支援 等 

中学校 １４ ７７
各教科（数学，技術・家庭等）の学習支援 

放課後における学習支援 等 

合計 １１１ ４２２  

 

２ 幼稚園，小・中学校の支援活動実施後の感想，要望 

（１）幼稚園 

・幼児に親しみやすい雰囲気でお手伝いいただき，幼児も安心して関わっていた。 

・臨機応変に準備・片付け等を速やかに行ってくださったので，大変助かった。また，

ぜひ来ていただきたい。 

  ・当日の打ち合わせでしたが，やるべきことを理解し，補助してくださった。 

・園児の荷物の確認や男子トイレの付き添いも行ってくださった。 

  ・バス内でのレクリエーションでは，幼児と積極 

的に関わってくださった。 

  ・幼児に明るく声を掛ける等，積極的に支援をし 

てくださった。 

  ・学生同士で連携し，敏速な支援をしてくださっ 

   たのでとても助かった。 

  ・子供達に明るく声を掛けたり関わったり等，積 

極的な支援をしてくださった。 

  ・丁寧な支援をしてくださったので，とても助か 

った。 

   

（２）小学校 

  ・児童や職員と協力して各競技の準備等の仕事を行ってくださった。 

  ・指示をよく聞き進んで活動してくださったため，協議等の進行をスムーズに行うこ

とができた。 

  ・運動会の片付けも積極的に取り組んでくださった。 

  ・長時間の活動にも関わらず，常に前向きな姿勢で素晴らしいと感じた。 

  ・子供たちに自ら声を掛ける等，積極的に関わってくださった。また，分担した児童

看護についても責任をもって取り組んでくださった。 

  ・週に２回，都合のつく日は午後の時間まで熱心に活動してくださった。子供たちと

【 幼 稚 園 の 支 援 】
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の関係も良好であった。 

  ・２日間の活動であったが，現在取得を目指している教員免許状にも関係のある内容

であったため，大変意欲的であった。子供たち 

   との関係づくりも積極的であった。 

  ・状況に応じて２人で同じグループに入って活動 

したり，それぞれ別の学年のグループに入って 

活動したりする姿が見られた。週に１回であっ 

たが，児童も毎回楽しみにしていた。 

  ・雨天の活動となったが，安全に配慮し，率先し 

て支援をしてくださった。 

  ・持久走大会の児童看護補助として，最下位の児 

童に声掛け寄り添いながら付いていただいた。 

  ・救護補助で，応急手当の介助にも入ってくださ 

り，スムーズな対応ができた。 

  ・職員の指示に従って，児童一人ひとりに丁寧に接してくださった。児童が安心して

活動に集中することができた。 

  ・高度肥満で体力に不安のある児童に付いて山登りをしてくださった。励ましながら，

手を引いてくださり，無事登頂することができた。 

 

（３）中学校 

  ・数学や英語の個別指導の必要な生徒に対して， 

親身になって寄り添い，丁寧に教えてくださっ 

た。 

  ・「よくわかりました。」「ありがとうございま 

した。」といった，生徒の声も聞かれ，充実し 

た時間を過ごせた生徒が多くいた。 

  ・計画的に作業が進み，生徒は怪我をすることな 

く調理実習を終えることができた。学習支援を 

行っていただき，大変ありがたかった。 

 

３ 教育委員会からの感想，要望 

    支援学生の皆さんには，学校行事の支援から各教科の学習支援まで，様々な学校支援

活動に積極的に参加していただき，感謝しております。学校（園）からは，「子供達に

丁寧に関わったり，率先して学習準備をしたりする支援学生の皆さんは，学校（園）の

支えになるばかりでなく，子供たちの成長にも大いに役立っている。」という感想をい

ただいております。 

  学校（園）の学校支援活動に対する期待はますます大きなものとなっておりますが，

参加した学生の皆さんにとっても，教職に就いた際に役立つ活動かと思います。 

  今後も，この学校支援活動に積極的に参加していただき，教育活動を支えてくださま

すよう，よろしくお願いいたします。 

【小学校の支援】 

【中学校の支援】 
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（4）茨城県内教育支援ボランティア活動

茨城県内教育支援ボランティア活動については、近年の教育事情の影響もあってなのか

年々派遣依頼件数が増えており、その活動内容もかなり広範囲なものとなってきた。その

ため、本センターだけでは対応が困難になってきたため、依頼の受け入れ先を見直すこと

とした。

具体的には、以下のように決定した。

ボランティア活動の内容

・子ども(幼児・児童・生徒)を対象とする教育、学習活動の支援・指導

・上記に関わる教職員の業務補助

依頼元機関

・国公立の幼稚園、保育園・保育所、小学校、中学校、義務教育学校、

高等学校、中等教育学校、特別支援学校

・県及び市町村教育委員会及び教育委員会の関連機関

下表は、派遣先別の活動状況である。

平成29年度 茨城県内教育支援ボランティア活動状況

派遣先 支援依頼数(件) 派遣件数(件) 活動延べ人数(人)

学校関係 ８０ ５９ ３０６

教育委員会関係 ８ ６ １８

社会教育関係 ８ ５ ３９

社会福祉関係 ８ ６ ５１

その他 ２ ２ １０

合 計 １０６ ７８ ４２４

【事業担当】

全学教職センター 五島 浩一、東小川 昌夫、鯉渕 良子、叶谷 円美

学務部学務課 菊池 昌彦

具体的に依頼された支援活動及び実際に学生が参加した活動内容の詳細については、次

頁以降に示す通りである。
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平成29年度　茨城県内教育支援ボランティア　活動状況

№ ボランティア名 募集先 活動期日 参加人数

1 当直業務（児童の生活支援・補助） 茨城県福祉相談センター 平成29年4月1日～ 30年3月31日 4

2 茨城県警察大学生サポーター
茨城県警察本部　少年課

少年サポートセンター係
平成29年4月1日～ 30年3月31日 9

3 水戸少年少女発明クラブ指導員アシスタント 水戸少年少女発明クラブ 平成29年5月27日～ 30年2月24日 17

4 学習塾ボランティア 石岡市社会福祉協議会
平成29年4月～平成30年3月

※毎週日曜日
7

5 学校行事の補助(歯科検診の補助) 水戸市立吉沢小学校 平成29年4月13日㈭ 0

6 学校行事の補助(歯科検診の補助) 水戸市立吉沢小学校 平成29年4月20日㈭ 0

7 学校行事の補助(内科検診の補助) 水戸市立吉沢小学校 平成29年5月11日㈭ 0

8 学校行事の補助(内科検診の補助) 水戸市立吉沢小学校 平成29年5月12日㈮ 0

9 学校行事の補助(心臓検診の補助) 水戸市立吉沢小学校 平成29年5月15日㈪ 0

10 学校行事の補助(耳鼻科検診の補助) 水戸市立吉沢小学校 平成29年6月9日㈮ 0

11 学校行事の補助(眼科検診の補助) 水戸市立吉沢小学校 平成29年6月21日㈬ 0

12 学習支援会「すてっぷ赤塚」 水戸市社会福祉協議会
平成29年4月15日～ 30年3月24日

※毎週土曜日、※夏休みは土曜日・水曜日　
9

13 風雲忍者！こどもの城 茨城県立児童センターこどもの城 平成29年5月3･4･5日 6

14 3泊4日自然体験学習の旅 青少年育成東海村民会議 平成29年7月27日～ 7月30日 0

15 学習支援 水戸市立渡里小学校 平成29年4月24日～ 30年2月28日 25

16 学習支援 水戸市立城東小学校 平成29年4月28日～ 7月20日 1

17 教育支援 水戸市立堀原小学校 平成29年4月24日～ 30年3月23日 15

18 城里町　学習支援
NPO法人　水戸こどもの劇場

城里コミュニティセンター
平成29年4月16日～ 30年3月30日 7

19 学びの広場サポーター 水戸市立渡里小学校
平成29年7月21日～ 27日

※土日除く5日間
6

20 女子バレーボール部活動支援 水戸市立第一中学校 平成29年4月1日～ 30年3月31日 1

21 学習支援 水戸市立上中妻小学校 随時募集 0

22 幼・小・市民合同運動会の運営支援 那珂市立横堀小学校 平成29年5月27日㈯ 12

23 水戸ピッコロ少年少女合唱団サポート隊 水戸ピッコロ少年少女合唱団
平成29年5月～

随時募集
9

24 茨城県陶芸美術館　火祭りお手伝い 茨城県県南生涯学習センター
平成29年4月29日･30日

5月3日･4日･5日
1

25 図書ボランティア 水戸市立国田義務教育学校 平成29年5月～ 30年3月 2

26 小美玉市小学生陸上記録会　補助員
小美玉市教育研究会 平成29年5月30日（火）

3
保険体育部（小美玉市立羽鳥小学校） ※順延時6月6日（火）

27 健康診断(内科検診)の補助 ひたちなか市立前渡小学校 平成29年5月25日(木) 1

28 ミニバスケットボールの指導 新荘ミニバス 平成29年5月1日～ 30年3月31日 2

29 5歳児遠足支援 茨城大学教育学部附属幼稚園 平成29年5月25日(木) 8

30 陸上記録会に向けて各競技の助言・補助 かすみがうら市立七会小学校 平成29年4月27日～ 5月25日 1

31 子ども学習支援授業
常陸太田市保健福祉部

福祉事務所社会福祉課
平成29年5月27日～ 30年3月31日 5

32 数学支援 水戸市立石川中学校 平成29年5月～ 30年3月 5

33 学びの広場 水戸市立石川中学校 平成29年7月26日・27日 3

34 余暇活動・学習支援 茨城県立水戸聾学校 平成29年5月～ 30年3月17日 5

35 子ども学習支援授業 ひたちなか未来塾
ひたちなか市福祉部福祉事務所

社会福祉課
平成29年6月下旬～ 30年3月31日 4

36 柔道体験補助 茨城大学教育学部附属幼稚園 平成29年5月17日～ 6月21日 5

37 平成29年度　春季運動会 大洗町立大洗小学校 平成29年5月27日㈯ 1

38 こどもの城歌遊び講座 茨城県立児童センターこどもの城 平成29年5月27日(土)・28日(日) 0

39 朝の英会話・英会話授業支援 水戸市立新荘小学校 平成29年6月7日～ 30年2月21日 2

40 ともとくサポーター 県立友部特別支援学校 年間を通して 0
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41 平成29年度　夏のふれあい活動の補助 茨城大学教育学部附属小学校
平成29年7月5日・6日

平成29年7月6日・7日
0

42

①スクールフェロー

②エンジョイホリデー 茨城県県南生涯学習センター

①随時募集

②6月24日・8月5日・10月21日

12月16日・2月24日

2

43 無料塾寺小屋 ツクイ土浦デイサービスセンター内
平成29年7月28日～ 9月8日

※金曜日募集
0

44 音楽ワークショップ 茨城大学教育学部附属中学校 平成29年6月20日～ 22日 5

45 第1学年　宿泊学習 茨城大学教育学部附属中学校
平成29年7月12日～ 14日

※2泊3日
2

46 第2学年　宿泊学習 茨城大学教育学部附属中学校
平成29年7月19日～ 21日

※2泊3日
1

47 第3学年　宿泊学習 茨城大学教育学部附属中学校
平成29年7月12日～ 15日

※3泊4日
1

48 学びの広場ネクストステージ 水戸市立第五中学校 平成29年8月2日・3日 2

49
①1年生親子ふれあい学級

水戸市立緑岡小学校
①平成29年6月16日(金)

0
②特別支援学級　ムーブメント ②平成29年6月23日(金)

50 第3学年英語の授業における異文化交流 茨城大学教育学部附属中学校 平成29年9月13日(水) 0

51 家庭科ボランティア 水戸市立緑岡小学校 平成29年6月19日～ 30年3月31日 4

52 平成29年度水戸聾学校通級指導教室交流会 茨城県立水戸聾学校 平成29年7月26日（水） 2

53 夏休み水泳特別練習 水戸市立渡里小学校 平成29年7月21日・24日・25日 2

54 黄門まつり補助
社会福祉法人栄寿会

わかな保育園・学童クラブ
平成29年8月6日(日) 0

55 わかなまつり(運動会)
社会福祉法人栄寿会

わかな保育園
平成29年10月14日(土) 0

56 わかなふれあいまつり
社会福祉法人栄寿会

わかな保育園・学童クラブ
平成29年12月16日(土) 3

57 1年生水泳指導補助 水戸市立石川小学校
平成29年6月27日～ 7月19日

※火・木のみ
0

58 夏季基礎・基本定着講座 牛久市立下根中学校
平成29年7月26日～ 28日

8月23日～ 25日※計6日間
4

59 宿泊を伴う共同学習 水戸市立城東小学校 平成29年9月21日～ 22日 4

60
平成29年度　第2回茨城町･大洗町小学校

合同陸上競技会(補助)

茨城町･大洗町教育研究会

体育・保健体育研究部
平成29年10月6日(金) 0

61 附属小合唱団における合唱指導補助 茨城大学教育学部附属小学校 平成29年7月10日～ 8月3日 2

62 学習支援 牛久市立下根中学校 平成29年5月22日～ 30年3月31日 3

63 5歳児　宿泊保育ボランティア 茨城大学教育学部附属幼稚園 平成29年9月15日～ 16日 4

64 部活動指導（卓球部） 石岡市立国府中学校 平成29年8月5日(土) 1

65 久慈サマーキャンプ 常陸太田市青年会議所 活動中止 0

66
土浦市特別支援教育推進事業

学生支援員派遣
土浦市教育委員会 平成29年9月上旬～ 30年3月中旬 1

67 体育祭 ひたちなか市立佐野中学校 平成29年9月9日(土) 4

68 宿泊学習(5学年) ひたちなか市立長堀小学校 平成29年9月19日～ 20日 2

69 発育測定補助 水戸市立常磐小学校 平成29年8月30日～ 9月1日 3

70
平成29年度ヤングコール相談事業

思春期支援ヤングボランティア養成講座
公益社団法人いはらき思春期保健協会 平成29年10月28日～ 30年3月10日 19

71 陸上記録会練習補助 水戸市立上中妻小学校 平成29年9月～ 10月4日 0

72 遠足引率補助 水戸市立上中妻小学校 平成29年9月29日･10月6日 0

73 宿泊学習補助 水戸市立上中妻小学校 平成29年10月31日･11月1日 0

74 第13回那珂市小学校陸上競技記録会 那珂市教育研究会
平成29年10月24日

予備日：26日
4

75 第2学年　生活科　「町たんけん」 水戸市立梅が丘小学校
平成29年10月12日

雨天時:19日
0

76 就学時健康診断補助 水戸市立常磐小学校 平成29年10月13日（金） 2

77 未就学児預かりボランティア（11月） 水戸市立常磐幼稚園 平成29年11月15日（水） 3
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78 未就学児預かりボランティア（1月） 水戸市立常磐幼稚園 平成30年1月30日（火） 3

79 キッズワールド2017 茨城大学教育学部附属小学校
平成29年10月7日（土）

雨天時:8日（日）
39

80 エッグハンター inこどもの城 茨城県立児童センターこどもの城 平成29年11月11日～ 11月13日 5

81 運動会予行練習 茨城大学教育学部附属幼稚園 活動中止 0

82 運動会補助 茨城大学教育学部附属幼稚園 平成29年10月14日（土） 11

83
平成30年度　子どもホットラインサポート

スタッフ募集のための研修
茨城県教育委員会義務教育課

平成29年11月～平成30年3月

全9回
0

84 校内合唱コンクール運営補助 茨城大学教育学部附属中学校 平成29年11月10日（金） 3

85 校内持久走大会 水戸市立城東小学校
平成29年11月11日（土）

雨天時:17日（金）
1

86 渡里小　就学時健康診断の補助 水戸市立渡里小学校 平成29年11月1日(水) 7

87 渡里小　2年生町探検の補助 水戸市立渡里小学校
平成29年10月18日(水)

雨天時:19日(木)
3

88 学習支援ボランティア 茨城大学教育学部附属中学校 平成29年10月31日(火) 4

89 学習支援ボランティア 水戸市立堀原小学校
平成29年11月2日(木)

※毎週木曜日
2

90
グロトリアンピアノ鑑賞会におけるピアノ鑑

賞会
水戸市立大場小学校 平成29年11月27日(月) 2

91 東海村立小・中学校・幼稚園学生ボランティア 東海村教育委員会 平成29年11月～ 30年3月 3

92 校内持久走大会ボランティア 笠間市立岩間第一小学校 平成29年12月1日(金) 0

93 校内持久走大会ボランティア 水戸市立常磐小学校 平成29年11月6日～ 11月22日 5

94 校内持久走大会ボランティア 水戸市立千波小学校 平成29年11月22日(水) 6

95 音楽授業における合唱指導補助 附属小学校 平成29年12月14日～ 30年2月9日 15

96 公開授業研究会の運営補助 附属中学校 平成29年11月23日 20

97 理科の授業の準備や片づけ 附属中学校 平成29年11月14日～ 30年2月28日 2

98 公開保育研究会開催補助 附属幼稚園 平成29年11月21日 0

99
数学学習サポート

「数学・学習相談SPOT in MITO
水戸市教育委員会 平成29年12月26日～ 12月28日 3

100 音楽会における運営支援、児童支援 附属小学校 平成30年2月21日 8

101 箏の授業支援 附属中学校 平成30年1月18日～ 2月15日 7

102 授業参観補助 水戸市立上中妻小学校 平成30年2月11日 4

103 卒業式の補助 水戸市立渡里小学校 平成30年3月20日 6

104 「なわとび集会」でのボランティア 水戸市立常磐小学校 平成30年2月15日 1

105 なわとび大会の補助 水戸市立渡里小学校 平成30年2月21日 5

106 授業支援 水戸市立上中妻小学校 平成30年2月19日～ 3月20日 3
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（5）高等学校ボランティア活動

教育支援ボランティア活動の派遣依頼があった高等学校とその依頼内容、並びに実際に

支援活動に参加した人数は下表の通りである。

平成29年度 高等学校ボランティア活動状況

派遣依頼学校名 支援活動の内容 活動人数(人)

翔洋学園高等学校 学習支援 ①個別学習 ②体育実技

水戸学習センター 各種イベント補助

勝田高等学校 数学課外指導補助 ３

オーケストラ部指導補助

美術部指導補助

書道同好会指導補助

鉾田第一高等学校 ソフトテニス部練習指導

バスケットボール部練習指導及び審判活動 １

ハンドボール部練習指導 １

結城第一高等学校 バレーボール部練習の指導補助

佐和高等学校 読み聞かせ実践練習・参加者交流会 １

下館第一高等学校 理科実験での補助 １

学習合宿における指導補助 ３

那珂湊高等学校 ①英語課外補助 ②部活動補助 ２

③地学観察補助等

大洗高等学校 スポレク祭 救護係補助

那珂高等学校 校内クラスマッチの審判、運営補助、生徒と

の交流試合

部活動(囲碁部)の補助

【事業担当】

全学教職センター 柴原 宏一、五島 浩一、鯉渕 良子、叶谷 円美

学務部学務課 菊池 昌彦
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（6）ボランティア活動に参加した学生の感想 

 
■水戸市学校支援活動 

○幼稚園 
【運動会の補助】 
・幼稚園の運動会ボランティアに参加することで、子どもたちをまとめることの大変さを

実感した。それと同時に、人懐っこく話しかけてくる子が多くうれしかった。待ち時間

に飽きてしまう子などをどのように待つよう指導しているのかや、叱る時のメリハリな

ど授業では知ることのできないことを知れて、よい体験になった。 
【園行事補助】 
・参加した幼稚園はもともと園児が多くはありませんが、先生の人出が少ないという印象

を強く受けました。園児は 1 人 1 人自由に行動するので、これを 1 人で見きるのは大変

だろうなと感じました。当日は先生の補助という形で園児を見ていましたが、トイレに

行きたい園児が出てきたり、ケンカを始めてしまう園児がいたりして、一人ではとても

無理だなと思いました。大変さを改めて感じましたが、やはり子どもはすごくかわいく

て、実際に教育現場にふれられた今回のボランティアに参加してよかったです。 
 
○小学校  
【運動会補助】 
・ボランティアとして初めて運動会に参加して、自分が生徒として参加している時とはま

た違った視点で見ることができた。先生方はとてもテキパキと動いていて、子どもたち

もそれを真似するように、自分の係の仕事をやっていて、とてもすごいなと感じた。小

学生が一生懸命やっている姿を見て、かわいかったし、自分も頑張ろうと思えた。 
・先生側から教育現場を感じたいと思い参加しました。自分の想像以上に先生側には広い

範囲での状況把握と判断力が必要になると感じました。行事である生徒と保護者、地域

の方々と直接的に関わり、とても広い職業であると実感しました。生徒の理解のスピー

ドや注意力も千差万別で、行事ならではの雰囲気、行動も様々な発見がありました。素

直な生徒が多く、学びと同様に非常に楽しく貴重な経験ができました。 
・前日と当日の朝、雨が降っていて会場準備を計画通りに進めることが難しく、その都度

先生方の指示を仰いで行動した。臨機応変に動くことの大切さを知った。初めて児童・

生徒という立場を離れて、自分が運営を手伝う側として学校行事に参加したが、成功さ

せるために段取りを考えて動くのは大変だと思うと同時に、うまくいって児童の笑顔が

見られた時にはやりがいを感じた。 
【遠足の児童看護補助】 
・初めて遠足のボランティアに参加したが、校外学習において、児童の安全を守ることが

第一だと思った。遠足を通し学年の仲を深めることも大切であるが、安全にスムーズに

活動内容がいくよう、教師たちが児童の様子をよく観察し、必要に応じて声かけや対応

を行っていくことが重要だと感じた。また、しおりなどから、事前に雨天時の場合も考

えるなど、想定外のことまで計画を立てておくことの大切さも学んだ。 
【家庭科の授業におけるミシン指導】 
・小学校家庭科のミシン学習においては、活動にとても個人差が出る。特に家庭科のよう
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な実技教科では、活動の個人差に対応することが、全体の活動と学びにおいてとても大

切であるということが分かった。また、実際に小学生と話をしてみて、ミシン学習のど

こにつまずくことが多いのかもわかり、説明の仕方も小学生が目で見てわかるように、

ボランティア中に改善していくよう心掛けた。活動において学んだ先生方の指導の仕方

も含め、この経験をこれからに活かしていきたい。 
【5 年生の宿泊学習の引率補助】 
・5 年生は話しかけたら話してくれる子が多く、全体的に落ち着いていた。また、自分で

やろうとする気持ちが多く、手伝おうとするとそれをはねのけて自ら取り組んでいた。

学年の先生は協力し合いながら児童の安全確認を行うなどしており、チームワークが大

切であると感じた。先生の子どもに対する指導として、中途半端に終わっているのは、

終わるまでしっかりとやらせ、自分のことが終わったらまわりの人を手伝わせるなど、

全体の様子をしっかりとみながら指導していたので、全体の様子に合わせて指示するこ

とは大切だと学んだ。 
【部活動の補助(金管)】 
・私も以前は部活動でトランペットを担当していたが、久しぶりのことだったので、指導

がぎこちなくなってしまったように思う。しかし、どの児童も私の話をきちんと聞いて

くれて演奏で表現してくれていたので、指導をして良かったと感じた。 
【持久走大会補助】 
・児童がゴールした時の誘導係を担当したが、頑張って走ってきた児童たちへの声かけが

とても大切だと思った。「よく頑張ったね!」「頑張れ!」と最後まで声をかけてあげること

で、児童たちにとって励みになるのかなと感じた。児童たち一人一人の頑張っている姿

を近くで見ることができ、パワーをもらった。改めて、教師という仕事は子どもたちの

成長を見たり支援したりできるため、とてもやりがいがあると思った。 
【なわとびの学習支援】 
・一人一人技能が違う子どもたちに子どもの目線に立って声かけができた。上手くなった

り、できるようになったりした子が増えて、教えている方も楽しかった。 
・まだ、教育実習に行っておらず、小学生と関わる機会もそれほど多くはない中で、体育

の授業補助を通して小学生と関われたことは良い経験になりました。小学生だと言語理

解が難しく、こちらの伝えたいことを上手く伝えることや、児童が言いたいことを正確

に聞くことは大変で、経験が必要であると感じました。また、技ができた時の喜びを素

直に表現し、次の学習意欲に素早く持って行けるところも小学生特有だと思いました。 
【養護教諭の補助】 
・継続的にボランティア活動をしていたことで、児童の名前を覚えたり、学校の変化を見

たりすることができた。また保健室登校の児童に長期的に関わったことで、性格や抱え

ている悩みなどを知ることができて、支援につなげられた。1 日保健室での活動をする

ことで、来室者対応や事務処理など養護教諭の仕事を経験でき、学ぶことが多かった。 
 
○中学校 
【学習支援】 
・説明の仕方、伝え方などまだまだ足りないところが多いと分かった。いろいろな生徒と

関わり数学を教えることができ良かった。 
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■地域の教育支援ボランティア 

【幼・小・市民合同運動会の運営支援】 
・幼・小・市民合同の運動会ということで、市民の方が参加する競技がいくつかある運動

会でした。まち全体で作る運動会という雰囲気が感じられ、協力的な市民の方が多くい

て、明るい空気で溢れている楽しい運動会でした。卒業した中学生たちも手伝いに来て

くれていて、地域に愛されている素敵な学校だと感じました。子どもたちの一生懸命な

姿、友達を応援する姿をみられて貴重な経験ができました。 
 
【小学校の特別支援学級補助】 
・ボランティアとして児童と関わるのが初めてだったが、特別支援学級の先生方や他の支

援の方々の児童と関わる様子を見て、非常に勉強になった。特別支援学級の児童は一般

学級の児童と異なる部分もあるが、友達と遊ぶ姿やついつい授業中におしゃべりしてし

まうところ等、変わらない部分もあり、個性のあふれる良い児童と関わることができて

良かった。 
 
【支援を必要とする児童の学習支援】 
・教室の中ではいろいろな児童いて、ノートを書くのが遅い子、問題文の内容が理解でき

ない子など、支援を必要としている子はたくさんいると感じた。また、自分が想像して

いるよりも納得していない様子が見受けられ、分かるように教える難しさを感じた。さ

らに低学年は学習だけでなく、生活指導にも気を配ることが大切で、発達障害の児童に

も配慮すべきであると感じた。 
 
【小学校の放課後学習支援】 
・なかなか学習へのモチベーションが高まらない子に対する声かけが難しかった。子ども

たちの人数があまり多くなかったため、一人ひとりをよく見ることができ、分からない

問題など、丁寧に教えることができて良かった。 
 
【5 年生の宿泊学習補助】 
・昨年に引き続き、2 回目の参加をさせてもらった。昨年は雨でウォークラリーやナイト

ハイキングができなかったが、今年はできて良かった。ナイトハイキングでは児童が一

人けがをして、その対応にあたった。初めての経験だったので、よい経験ができた。2 日

間とも児童の優しさや元気さ、そして何よりたくさんの成長を先生方と感じられたので、

とても良い経験だった。 
 
【キッズワールド 2017】 
・附属小学校へは 9 月に実習で行っていたため、毎日のように練習しているのを近くで見

ていた。練習の段階では全然完成していなかったものが、本番では完成されていて、児

童が活き活きした表情で取り組んでいるのを見て、鳥肌が立つほど感動した。また、閉

会式では各チームの得点について触れずに頑張って取り組むことを通して絆が深まっ

たことに焦点を当てていた。勝ち負けだけが大事ではないことを教えるやり方に感心し

た。 
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【中学校の学習支援】 
・「しあわせ社会」を実現するために何ができるかという内容の発表を聞いたり、それに対

するコメントやアドバイスをしたりし、一緒に課題について考える活動だったが、生徒

たちがどのように考え、とらえているのかがよく分かり、とてもおもしろい話し合いと

なった。この経験は自分が教師になった後でも、応用しながら使うことができるものだ

と感じた。 
 
【中学校の音楽ワークショップ補助】 
・今回、ボランティアをするのが初めてであった。また、自分で授業内容を考え、生徒に

楽しんでもらえるような授業ができるのか、すごく不安だったが実際に授業を行ってみ

て、すごく勉強になり、良い経験になったのでとても良かった。自分の語彙力のなさや、

どうしたら生徒を飽きさせずに活動をすることができるのかということがわかった。普

段、大学の授業ではこのような経験をすることはないし、3・4 年次の教育実習前に経験

できたことが良かったと思う。 
 
【中学校部の活動支援】 
・昨年から継続しての活動ということもあり、生徒とコミュニケーションをとりながら活

動することができ、とても多くのことを学べた。自分の思っていることをどう伝えれば

わかってもらえるのか、どうすれば生徒のやる気を引き出せるのかなど、大学では学ぶ

ことのできないことが多くあり、貴重な経験となった。また、今年は顧問の先生が変わ

り、バレーボールをやったことがない先生ということで、チーム運営や試合の組み立て

方などにも参加させていただき、中学校の部活動の現状を体験することで、理想と現実

の差を知り、自分自身の力不足を感じた。この経験を生かし、大学生活の中で、勉強や

部活動を通してスキルアップしていきたいと思った。 
 
【中学校の体育祭支援】 
・救護係の補助としての参加でしたが、養護教諭の先生に指導いただいた通りに生徒の処

置を行いました。授業ではまだ行っていないことだったので、本当にこれであっている

のかとても不安でしたが、きちんと処置をすることができたと思います。参加したこと

により、今の中学生の雰囲気を感じました。また、複数配置の養護教諭の様子も見ると

ことができました。今後に生かすことのできるとても良い経験ができました。 
 
【高等学校の数学課外指導補助】 
・月 1 回しかありませんでしたが、継続して行ったため、顔を覚えてもらうことができ、

生徒の方から声をかけてくれるようになりました。大学に入学してから数学をやってい

なかったため、最初は不安でしたが、楽しく活動することができました。 
 
【高等学校の放課後英語課外アシスタント補助】 
・課外前に問題を渡され、目を通した時に自分が予想していた点とは全く異なる角度から

生徒が質問してきたり、なぜ前置詞の「to」を使うかなど、普段私たちが当たり前だと

思っていることも生徒にとっては疑問であることが分かり、とても勉強になりました。 
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５. 理科観察実験支援事業 

                                                             水戸市教育委員会 

  

１ 事業の趣旨 

小学校・中学校等における理科の観察・実験活動の充実を図るため，観察実験アシスタン

ト（大学（院）生，退職教員，研究機関・企業等の研究者・技術者，地域人材など）が次の

内容について支援を実施する。 

①理科室及び理科準備室などの理科教育に使用する特別教室の環境整備 

②理科の観察・実験活動に係る準備，調整，片付け 

③その他，理科の観察・実験活動の充実に資すること 

 

２ 観察実験アシスタントの身分等 

 ・水戸市の臨時職員となります。 

 ・勤務時間は授業の打合せ，準備，授業支援，後片付け，理科環境の整備等を含みます。 

 ・報酬は１時間当たり１，０００円です。 

 ・通勤手当は水戸市の旅費規定により支給されます。 

 

３ 派遣先学校の感想 

 ・理科の観察・実験の場面においてＴＴで実施することができ，観察実験アシスタントとし

て実験トラブルの対応や，観察の視点をその場で丁寧に支援していただき，よりよい実験

結果を得ることができました。 

 ・授業の実験準備，観察・実験の補助，理科室備品一覧票の作成，理科室掲示物の作成によ

る環境整備の充実，学習教材の作成，学習プリントの作成等の支援をしていただき，大変

助かりました。 

 ・理科の教材の事前の準備や理科室準備等を実施していただき，授業の質が大きく向上しま

した。 

 ・児童の理科実験の際，より安全に効率的に実験を実施することができました。 

 ・大学１・２年生は大学での授業が多いため日程等の調節が難しく，アシスタントとして学

校に来られない月が多くありました。 

 

平成 29 年度 理科観察実験支援事業 

学校名 支援員の所属・学年 学校名 支援員の所属・学年 

新荘小学校 教育学部・1 年・理科選修 

教育学部・2 年・理科選修 

稲荷第二小学校 教育学部・3 年・理科選修 

教育学部・3 年・理科選修 

下大野小学校 

 

理学部・4 年・地球環境科学選修

理学部・3 年・物理選修 

大場小学校 教育学部・4 年・理科選修 

教育学部・4 年・理科選修 

稲荷第一小学校 教育学部・4 年・理科選修 

教育学部・4 年・理科選修 

飯富中学校 教育学部・4 年・人間環境教育

教育学部・3 年・理科選修 

教育学部・4 年・人間環境教育
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６．オープンキャンパス（教員を目指すひとのための相談コーナー）

大学で例年実施している「オープンキャンパス」において，今年度は全学教職センター

のブースを設け，「教員をめざすひとのための相談コーナー」を開設した。実施状況は以

下の通りであった。

(1) 日時：平成29年７月22日（土） 10：00～14：00

(2) 設置場所：図書館共同学習エリア

(3) 相談員：全学教職センター 小川哲哉，昌子佳広，柴原宏一，五島浩一

学務課職員 菊池昌彦，鯨井拓巳

(4) 配布資料：取得可能な免許の種類，教員採採用試験合格状況，Ｑ＆Ａ

(5) 来場者数（資料配付数）：50名

(6) 相談者数（保護者含む）

・高校１年生：14名

・高校２年生：15名

・高校３年生，既卒者：14名

(7) 相談時間（１組あたり）：10分～20分程度

(8) 相談状況等

10時開始でアナウンスしていたが，９時45分頃から既に来場者があったたため，早

めに開始した。午後はやや来場者が少なく来場ペースも落ちた。

主な相談内容としては以下の通りであった。

・複数の学部で取得可能な免許について，どちらの学部がよいのか。

・教育学部以外の学部から教員になれるか。

・複数の免許の取得は可能か。

・採用試験の実施状況や結果（合格状況）はどのようになっているか。

・採用試験のサポート体制はどうなっているか。

今年度初めての試みであったが，盛況であり，一定の成果はあったと思われる。一件あ

たりの相談は上記を標準的な時間と設定していたが，それを超えて長くなることもあり，

特に午前中においては１，２組の相談者が順番待ちのため待機している時間帯もあった。

相談を受けての感触となるが，将来の職業に教員を有力な選択肢の一つとして想定し，

夢や希望を抱いている高校生は多く，ただそのための学修内容や免許取得に至るプロセス

などは当然ながらまだよく把握していないため，こうした相談コーナーを設けて丁寧に説

明することはやはり有効であると思われる。

課題としては，教職を希望して大学入学を目指す学生は基本的には教育学部を志望して

おり，教育学部との「すみ分け」あるいは「コラボレーション」をどう考えるかという問

題が挙げられる。多くの相談者は教育学部での説明も受けていたが，そのうえで当センタ

ーのブースではどのような情報を提示すべきか，それはもちろん相談者の質問・要望に応

じることになるが，教育学部との事前のすり合わせ，調整を含めて，今後検討していく必

要があるものと思われる。
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７．教職キャリア支援活動 

 

 教員を目指す学生を支援する活動として、「教採講座」の実施及び主に中学校・高等学校

教員を目指している学生対象の相談活動を実施した。 

 

(1) 教採講座 

キャリア支援の一つとして、センター教員が講師となって教採講座を実施した。講

座では、全ての校種や都道府県での教採受験者を対象にして、教職教養、教育法規、

小論文等を中心に教員採用選考試験のための対策を行った。水曜日の午後に 2 講座ず

つ実施し、毎回 200 名を超える学生が参加し、意欲的に学んでいる。 
 

【 前 期 】  

番号 月日 4 講時 東小川 昌夫 5 講時 柴原 宏一 

1 4/12 ・面接対策①・教育時事・過去の問

題から傾向を知る 

・日本国憲法・教育基本法等 

2 4/19 ・面接対策②・教育時事・過去の問

題から傾向を知る 

・教員に関わる法規等(1) 

3 4/26 ・面接対策③・教育時事・過去の問

題から傾向を知る 

・教員に関わる法規等(2) 

4 5/10 ・面接対策④・教育時事・過去の問

題から傾向を知る 

・児童生徒に関わる法規等(1) 

5 5/17 

 

・面接対策⑤・教育時事・過去の問

題から傾向を知る 

・児童生徒に関わる法規等(2) 

・学校保健、学校安全、食育 

6 5/24 ・面接対策⑥・教育時事・過去の問

題から傾向を知る 

・教科書、著作権、虐待防止等 

7 5/29 ・面接対策⑦・教育時事・過去の問

題から傾向を知る 

・特別支援教育 

8 6/7 ・面接対策⑧・教育時事・過去の問

題から傾向を知る 

・学校図書館、職員会議、教育委員

会等 

9 6/14 ・教員採用一次試験模試その 1 

・教職教養問題に挑戦 

・法規演習①、教養演習① 

10 6/21 ・教員採用一次試験模試その 2 

・教職教養問題に挑戦 

・法規演習②、教養演習② 

11 7/5 ・二次試験合格作戦その 1 ・法規演習③、教養演習③ 

12 7/12 ・二次試験合格作戦その 2 ・面接等演習①、論策文等演習① 

13 7/19 ・二次試験合格作戦その 3 ・面接等演習②、論策文等演習② 

14 7/26 ・二次試験合格作戦その 4 ・面接等演習③、論策文等演習③ 

15 8/2 ・二次試験合格作戦その 5 ・面接等演習④、論策文等演習④ 
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【 後 期 】 

番号 月日 4 講時 東小川 昌夫 5 講時 柴原 宏一・萩谷 主郎 

1 10/11 ・教職の魅力とは 

・何をどうすればいいの 

・教員採用試験の動向/他 

2 10/18 ・求められる教師像とあなた 

・自分の計画をたててみる 

・教育改革の動向 

3 10/25 ・過去の教採問題分析 

・自分の考えをまとめる 

・教育基本法からの日本の教育 

4 12/6 ・学習指導要領と採用試験 その 1 

・論作文とは(過去の論作文題から) 

・新学習指導要領の方向性 

5 12/20 ・学習指導要領と採用試験 その 2 

・面接とは 

・教育法規からみた教員の責任と 

役割 

6 1/10 ・学級経営(児童生徒とどう向き合う

か)・改めてなぜ先生になりたいの

・教育法規からみた児童生徒への 

対応 

7 1/17 ・生徒指導(生徒指導提要) 

・生徒指導(不登校・教育相談) 

・教育法規からみた授業実践 

8 1/24 ・学力向上と学習指導 

・「学力向上」に関する教採対策 

・インクルーシブ教育システムと 

特別支援教育 

9 1/31 ・いじめ問題を考える 

・「いじめ問題」に関する教採対策 

・学校の安全と危機管理/学校保健 

10 2/14 ・特別支援教育 

・「特別支援教育」に関する教採対策

・児童生徒の人権 

11 2/21 ・キャリア教育 

・「キャリア教育」に関する教採対策

・保幼小接続/小中一貫/中高一貫/ 

 高大接続 

 

 

(2) 個別の相談 

教職を目指す学生のキャリア支援として、個別の相談活動を実施した。既に教育学

部に設置されていた就職相談室との連携を図り、教員採用選考試験に関する情報交換、

学生の進路に関する情報交換などを行った。その上で、主に高等学校教員になること

を志望している学生への相談、支援をさらに強化するため、非常勤の相談員を配置し

て学生の指導に当たった。 
5 月は 2 回、6 月は 5 回、7 月は 6 回、8 月は 13 回、9 月は 4 回、延べ 30 日実施し、

およそ 300 名近い学生が相談を行った。 
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８．茨城大学教員養成シンポジウム＆ＦＤ 

 

平成 29 年 12 月 20 日には、全学教職センターと教育学部との共催の形で、茨城大学教

員養成シンポジウム＆ＦＤ「教員を目指す学生の資質・能力育成の課題－文教政策の動向

と地域貢献のあり方－」が、以下のスケジュールで水戸キャンパスの講堂において行われ

た。当日は、日立・と阿見キャンパスにもＶＣＳで配信され、193 名の参加者があった。そ

の内訳は、教職員が 90 名、教育学部生が 103 名で、教員と学生が集い、活発な意見交換が

行われた。司会は、全学教職センター長の小川哲哉が行った。 

 

【講 演】教員を目指す学生の資質・能力育成の課題 

広島大学大学院教育学研究科教授坂越正樹先生 
（中教審臨時委員・教員養成部会副部会長） 

【教育学部 iOP 成果報告】 
        iOP の説明（野崎英明教務委員長） 
        学生報告１（国語選修 3 年 佐藤美咲） 
        学生報告２（養護教諭養成課程 3 年 小野梓） 
 
 開催に際しては、まず太田寛行副学長のより茨城大学の教員養成教育の方針が述べられ、

これからの学校教育を担う教員の資質向上にとって重要なのは実践的指導力の向上である

が、そのためには学校現場体験等、広く学外での教育活動の機会を増やしていくことが必

要であり、今年度から教育学部で実施している iOP( internship off-campus program)活動

の重要性が指摘された。 
 坂越氏の講演では、我が国の子どもの取り巻く社会状況に対応するためには、学校教育

や教員養成教育の大きな変革が必要であり、それに対応した教員の資質能力の向上を図る

多様な施策が必要であり、平成 27 年 12 月の中教審三答申の重要性が指摘された。また今

日の教員養成において喫緊課題とされているのは、教員養成教育の質保証であり、そのた

めの教員養成コアカリキュラムに基づいた質の高い養成教育が必要となっている。さらに

個々の教員が生涯学び続ける教員として、これからの学校教育を担う教員資質能力の向上

を図らなければならないことが指摘された。 
 続いて野崎委員長より、本年度より開始された第 3 クォーター（以下、３Ｑ）の教育学

部 iOP 活動についての説明があった。iOP は、３Ｑで行われる教育学部学生の自主的な学

外学習活動であり、海外研修、インターンシップ、サービスラーニング、発展学修などが

ある。教育学部の場合、特に「教育インターンシップ」が注目される。本年度この教育イ

ンターンシップに参加した二人の学生からは、多様な校種でのインターンシップの活動報

告がなされた。その利点としては、小中学校だけではなく、特別支援学校や高等学校まで

の様々な教育現場を経験でき、協力校実習への見通しができること。また教育実習とは違

い、教育現場を余裕をもって客観的に見ることができる点が報告された。学生の報告の後、

坂越氏との意見交換や、フロアーからの質疑応答が行われるなど、活発なやり取りがなさ

れた。 
 閉会の辞は、生越達教育学部長が行い、教育学研究科における教職大学院の取り組み等、

本学の教員養成の現状とこれからの教員養成の課題が指摘された。 
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９．高大接続事業 

 

本年度から全学教職センターでは、高大接続事業に取り組んでいる。その第一弾として、

平成 30 年 2 月 17 日には、教育学部２Ｆのプレゼンテーションルームで「県北『地域おこ

し』教育実践プログラム」として、「ワークショップ」と「シンポジウム」を行った。この

プログラムの目的は、近年の教員志望者の減少傾向に対処するため、これから大学進学を

検討する高校生を対象に、教師という職業の魅力や興味を喚起する教育活動を行うことで

あった。 
まずワークショップでは、茨城県の県北地域に位置する大子清流高等学校、小瀬高等学

校、常陸大宮高等学校の 30 人の高校生に参加してもらい、県北地域の活性化を図る PR の

動画を作成し、プレゼンテーションを行った。参加した高校生たちは、当日まで各自の高

校以外の生徒とは初対面であったが、すぐに打ち解けた雰囲気になりワークショップに熱

心に取り組んでいた。より具体的には、各高校から 10 人ずつの生徒が参加し、7 つのグル

ープに分かれ、「食」「観光」「歴史」といったテーマで、茨城県北地域を PR する１分程度

の動画制作に取り組むものである。動画は小中学生に観てもらうことを想定して作り、制

作にあたっては多くの小中学校現場でも活用されている「ロイロノート」という iPad ア

プリケーションを使用した。生徒たちは、各校の教員や TA として参加した茨城大学の学

部学生と教職大学院の院生らのサポートも受けながら、活発にアイディアを出し合い、動

画を仕上げていた。 
午後に行われたプレゼンテーションでは、常陸大宮高等学校の長島利行教頭の進行のも

と、常陸大宮市でブルーベリー農園の運営など食に関わる取り組みを進めている小口弘之

氏、茨城大学人文社会科学部の西野由希子教授、県教育庁の石井純一高校教育課長といっ

たゲスト講師らに向けて完成した動画を披露し、工夫した点や込めた思い、感想などを発

表した。7 つの動画はいずれも、ターゲットである小中学生の視点を意識した構成、ナレ

ーション、画像のアレンジの工夫が施されており、各自の高校を超えた生徒たちの交流が

短時間の間に深まり、互いに持ち寄った情報やアイディアを活かして制作に取り組んだこ

とが伝わる内容となった。 
「歴史」をテーマに、ユーモアと明るさの溢れる動画を作成した班の大子清流高校の大

高未来さんは、「初めて会ったメンバーで最初は壁もあったが、だんだんと同じテンション

をもっていることに気付き、和気あいあいと作れた。楽しんでもらえて良かった」と振り

返った。また、子どもたちが興味をもつスイーツの情報を楽しい雰囲気で紹介する動画を

発表した班の宇留野稜さんは、「自分は水戸在住で県北地域のことは良くわからなかった

が、今回の動画作成で魅力を知ることができた」と感想を述べた。会場で生徒たちの動画

を鑑賞し、発表を聞いた教師からは、「お互いがお互いを信じあう姿が見られ、尊重しあえ

ることの素晴らしさを感じた。工夫された動画を見て、自分も『こういう構成の授業がで

きたら』と思った」など、高校生たちの協働活動による作品の出来栄えを評価する声が聞

かれた。 
本センターでは、以上のような事業の取り組みは初めてであったが、現役の高校生たち

には協働して活動する面白さ、出来た作品を伝えることの喜びを十分に味わえる活動にな

ったようだ。このような事業は、入試関係と関わる高大接続事業とは一味違ったものであ
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り、教師の魅力を高校生に伝えるものとしてはユニークな試みになった。来年度以降も是

非継続していきたい。 
 

 
シンポジウムでのやり取り 

 

 
高校生たちのプレゼンテーションの様子   
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10．教員免許状更新講習

教員免許状更新講習の企画・運営・実施にあたって，当全学教職センターがその統括業

務を担うこととなり，各学部の事務担当責任者，個別の講習担当講師との連絡・調整を行

いながら，講習リーフレットの作成や，Web による受講申込み手続きの処理，教室の割

り振り等の業務を行っている。

本年度の講習の概要を以下に報告する。

(1) 講習日程（実施期日）

必修 選択必修 新課題 新展開 新展開

講習 講習 講習 講習１ 講習２

第Ⅰ期 ６月24日 ５月27日 ６月３日 ６月17日 ６月18日

（土） （土） （土） （土） （日）

第Ⅱ期 ８月５日 ８月６日 ８月21日 ８月22日 ８月23日

（土） （日） （月） （火） （水）

第Ⅲ期 ８月18日 ８月19日 ８月24日 ８月25日 ８月28日

（金） （土） （木） （金） （月）

第Ⅳ期 10月９日 10月21日 12月21日 12月24日 12月24日

（月） （土） （土） （日） （日）

(2) 開講科目と受講者数

①必修講習

講習科目名 開講期 受講人数

教育の最新事情 全期 705名

②選択必修講習

講習科目名 開講期 受講人数

学校を巡る近年の状況の変化・法令改正及び国の審 Ⅰ・Ⅳ期 21名

議会の状況等

学校における組織的対応と危機管理上の課題 Ⅰ・Ⅱ期 90名

教育相談の基礎 Ⅰ期 54名

現代キャリア教育理論と教育実践 Ⅰ期 25名

学社連携・学社融合論とその教育実践 Ⅰ期 8名

道徳教育の今日的課題と実践 Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ期 159名

学習指導要領の改訂の動向等 Ⅱ・Ⅳ期 46名

教科横断的な視点からの教育活動の改善を支える教育 Ⅱ期 18名

課程の編成，実施，評価及び改善の一連の取組

英語科教育指導法 Ⅱ期 18名
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②選択必修講習（前頁から続く）

講習科目名 開講期 受講人数

教育の情報化Ⅰ Ⅱ期 34名

主体的・対話的で深い学び／対話のある授業をつくる Ⅲ期 57名

不登校・いじめ・発達障害の教育相談 Ⅲ期 59名

身近なイギリス文化の再発：異文化理解教育への援用 Ⅲ期 20名

／アメリカ文化を通して学び教える異文化と英語教材

―文化・文学・映像と教科書―

教育の情報化Ⅱ Ⅲ期 33名

ソーシャルスキル教育 Ⅳ期 57名

③新課題講習

講習科目名 開講期 受講人数

学校臨床心理学 Ⅰ・Ⅲ期 96名

発達障害児への支援に関わる最近の動向 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期 144名

現代子ども論 Ⅰ・Ⅳ期 97名

ライフステージ別生涯スポーツの理論と実際／子ども Ⅰ期 23名

の体力トレーニング

身体コミュニケーション＆コーチング Ⅰ・Ⅲ期 93名

心を育てるグループワーク Ⅱ期 30名

社会の変化と子ども Ⅱ期 50名

哲学・倫理学的思考を小学校，中学校で生かす Ⅱ期 46名

身近な生命科学 Ⅱ期 6名

理科から分子シミュレーションへ Ⅱ期 8名

窒素循環と霞ヶ浦を例とした水循環の問題／アルコー Ⅱ期 19名

ル発酵のしくみと利用

ライフステージ別生涯スポーツの理論と実際／子ども Ⅲ期 39名

の運動と健康

今後の食教育に求められる教育内容 Ⅲ期 20名

「今，ここ」から学ぶカウンセリング Ⅳ期 27名

発達障害の二次障害に対する理解と実践 Ⅳ期 41名

④新展開講習１

講習科目名 開講期 受講人数

言葉を楽しみ言葉を磨く国語科の授業づくり／中国文 Ⅰ期 15名

言小説を読む

日本考古学／社会科における地図の活用 Ⅰ期 24名

音楽科の授業づくり／音楽科における言語活動の充実 Ⅰ期 27名

保健体育科総論／陸上運動の学習指導 Ⅰ期 13名

特別支援教育における心理・生理アセスメントの活用 Ⅰ・Ⅲ期 56名
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④新展開講習１（前頁から続く）

講習科目名 開講期 受講人数

道徳教育の今日的課題と実践 Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ期 117名

特別活動の課題と実践 Ⅰ期 22名

幼稚園教育の新展開 Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ期 114名

言葉を楽しみ言葉を磨く国語科の授業づくり／書字に Ⅱ期 48名

関する学習指導を考える

城下町・水戸の地理・歴史を学ぶ Ⅱ期 50名

英語の動詞と構文の理解を深めよう／ Developing Ⅱ期 30名

communication exercises
離散数学のトピックから／解析学のトピックから Ⅱ期 22名

身近な化学：化学と環境と生活など Ⅱ期 26名

図画工作科・美術科・工芸科教育の新展開 Ⅱ期 27名

ソルフェージュ／楽しくためになる歌唱指導 Ⅱ期 29名

保健体育科総論／体育授業における誰もが夢中で取り Ⅱ期 30名

組む教材づくり

木材とものづくり／金属とものづくり／機械とものづ Ⅲ期 27名

くり／電気・電子とものづくり

サステイナブル時代に求められる衣生活分野の教育／ Ⅲ期 11名

保育学の課題と新展開

健康相談の理論および方法／小児の疾患と救急対応 Ⅲ期 19名

⑤新展開講習２

講習科目名 開講期 受講人数

国語科の協働学習／言葉を理解するということはどう Ⅰ期 24名

いうことか

公民分野「格差社会～いま危機に直面する福祉国家と Ⅰ期 16名

子どもたち」／地理学と地理教育の新展開

中学校・高校における統計の指導／幾何学の話題から Ⅰ期 18名

身近な化学：化学と環境と生活など Ⅰ期 17名

永田小学校における卒業記念はにわ制作の実践報告及 Ⅰ期 25名

びその応用／美術鑑賞教育における美術史学的方法論

の適用

特別支援教育の授業づくり Ⅰ・Ⅳ期 36名

国語科の協働学習／文学性を育む国語教育 Ⅱ期 47名

社会科教育学／歴史学（世界史） Ⅱ期 30名

内容統合型授業（CLIL）指導の可能性を探る／ English Ⅱ期 29名

Teaching Techniques（英語授業の手法）

代数学の話題から／算数・数学授業の構想 Ⅱ期 44名
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⑤新展開講習２（前頁から続く）

講習科目名 開講期 受講人数

「環境問題をいかに教えるか」を考える／微化石を通 Ⅱ期 20名

して自然を学ぶ―地学編―

発声法と歌唱／編曲法について Ⅱ期 27名

柔道の学習指導／水泳の学習指導 Ⅱ期 17名

思春期を見据えた幼児教育と新しい保育の可能性 Ⅱ・Ⅲ期 100名

技術科の指導と評価／栽培とものづくり／情報ともの Ⅲ期 19名

づくり

接続可能な社会の担い手を育む家庭科の課題と新展開 Ⅲ期 15名

／サステイナブル時代の住まいを考える

インクルーシブ教育の理念と動向 Ⅲ期 34名

特別活動の課題と実践 Ⅲ期 50名

養護教諭が行う研究のまとめと発表の方法／学校保健 Ⅲ期 14名

の組織活動と関係機関の連携

以上の通り，第Ⅰ期から第Ⅳ期までそれぞれ５日間，計20日の講習を実施した。講習科

目数は69科目で，受講者のべ人数は3,432名である。全ての受講者が各科目の評価基準を

クリアしたものとして講習修了を認定した。

終了後の受講者アンケートでは，各科目における講習内容については概ね好評であり，

「実践に即した内容で良かった」「日々の実践に足りないものに気づかされた」などの感

想が見られた。一方，講習全体の運営面に関しては，Web による申請手続きがやや煩雑

でわかりにくい，講習当日の自家用車駐車場を十分に確保してほしい，などの要望事項も

あった。そうした要望事項への対応に関しては，さまざまな制約，物理的な意味での限界

もあり難しい面もあるが，次年度以降の運営に際して検討していきたい。
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11. 研究紀要 

 

 昨年度まで教育学部附属教育実践総合センターが行ってきた研究紀要「茨城大学教育実

践研究」の編集・発行業務を引き継ぎ、今年度、「茨城大学教育実践研究 第36号」を発

行した。28編の論文が投稿され、11月末日にWeb上に掲載された。投稿された論文のリス

トは以下の通りである。 

 

 

茨城大学教育実践研究 第36号 原稿執筆者 

№ タイトル 執筆者 

1 新学習指導要領及び高大接続の視点から見た教員養成 柴原宏一 

2 算数科における「数直線等の図」の道具性に関する研

究― 指導系統と機能の考察から― 

臼井英成・根本博 

3 幼児期における科学的探究心を育成する指導法 

― 観察のサイエンスプロセス・スキルに着目して― 

宮本直樹 

4 小学校理科における仮説設定能力を育成する指導法 

― 探究的な問いに対する仮説の洗練化と実験結果を基

にした仮説の妥当性の検討を導入して― 

筒井雅人・宮本直樹 

5 生活科における児童の観察についての一考察 

― 小学校第２学年での栽培活動を通して― 

小松原 崇・宮本直樹 

6 美術教育におけるカリキュラム論の提案 

― ユニット型連携構築方法による計画作成 ― 

向野康江 

7 岡本太郎(1911～1996)による児童画にあらわれる太陽 

― 著書『今日の芸術』(1954)「赤丸チョンチョン、

子どもの『八の字』」をめぐって― 

金山愛奈・向野康江 

8 大正期の子どもが描く挿絵についての考察 

―『骨肉』所収の向野啓助（1905～1937）の作品を対象

にして 

山田秀平・向野康江 

9 情報倫理や情報安全に関する教育に資するネットワー

ク情報モニタシステムの開発 

工藤雄司・豊田和恭 

10 小学校生活科の教育課程改善に向けた一考察 

―社会情動的スキルの発達を促す生活科の指導― 

大西 有・久保田みどり 

11 学校家庭クラブ活動による小中学生を対象とした消費

者トラブル予防出前講座の効果 

村上睦美・野中美津枝 

12 大学生の子育て関与意識と家庭科教育の課題 佐藤裕紀子 

13 小学校英語における読み書き導入および中学校英語科

との連結 

猪井新一 

14 どのような気づきが，英語教師を成長させるのか 

― 自律的な教師への道 ― 

平野紀英子・齋藤英敏 
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15 特別の支援を必要とする子どもの教育に関する政策動

向 ―日本語を中心に― 

荒川 智 

16 身体活動に制限のある子どもに対する教科学習の方法 新井英靖・三浦佳苗 

17 肢体不自由特別支援学校における音楽の活用に関する

考察 ― 重度・重複障害児を担当する教師に対するイ

ンタビュー調査から ― 

高橋 結・新井英靖 

18 水頭症事例における漢字書字習得に関する実践研究 豊田崇仁・細川美由紀 

19 特別支援学校における人間関係形成を目的としたグル

ープワークの実践 

稲葉 愛・細川美由紀・

正保春彦 

20 「養護概説」と「健康相談活動の理論及び方法」のシラ

バス調査 ― 関連科目における養護教諭の複数配置に

関する教育実態 ― 

斉藤ふくみ・鈴木 薫・

山崎隆恵 

21 保健室での健康相談ツール紹介―コラージュ体験から

の気づき― 

木 嶋 葉 子 ・ 斉 藤 ふ く み

 

22 放課後児童支援員における子どもの育成支援に関する

研究 

武藤七海・青栁直子 

23 小学校との接続・連携を強化する幼稚園のカリキュラ

ムマネジメント 

佐藤 環・菱田隆昭 

24 画像処理技術を利用したシュミレーションによる色覚

異常の疑似体験と色覚に異常がある子どもの理解への

応用 

佐々木忠之 

25 紙芝居の画像分析に関する研究 ― ショット分析の応

用の試み（2）― 

林 延哉 

26 知的障害児の運動技能習得に関する研究 ― 特別支援

学校中学部におけるサッカー授業実践から― 

松坂 晃 

 

27 外国人児童生徒及び保護者への教育支援に関する研究 

― ２つの事例への実践をもとに― 

藤井とし子・三輪壽二 

28 知的障害児に対するドラマ活動の実践 ―コミュニケ

ーション能力と社会性の向上を目指して ― 

鳩山裕子・猪狩大樹・ 

廣木 聡・正保春彦 
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12．機器共同利用室，模擬授業室の運営

全学教職センターでは，「機器共同利用室」（教育学部A202），「模擬授業室」および「教

材教具作成室」（A223，A224）の管理・運営にあたっている。これらはいずれも，各学部

における教員養成教育（教職関連科目）の支援業務の一部として，である。

「機器共同利用室」では，コピー機，印刷機（リソグラフ），パソコンとカラーレーザ

ープリンター，拡大カラープリンター，丁合機，ラミネーター，簡易製本機などを置き，

教員，学生の申請に応じて利用できるようにしている。また，「模擬授業室」ではタブレ

ット端末（iPad）20台を充電保管庫に入れて保管し，これも必要に応じて教員（教育学部

附属学校を含む）に貸し出している。「教材教具作成室」には，パソコン（ネットワーク

接続はなし）とカラープリンターを置き，模擬授業や教育実習のための資料作成などに利

用できるようにしているほか，デジタルビデオカメラ25台，カメラスタンド（一脚）25本，

ＢＤ／ＤＶＤライター（デジタルビデオの画像データをブルーレイディスクまたはＤＶＤ

に記録する）８台をキャビネット内に保管して，授業研究等に活用できるようにしている。

今年度におけるこれらの利用状況は以下の通りであった。

○カラーレーザープリンター ○拡大プリンター

・教員（教育学部） 18件 ・教員（教育学部） ８件

・学生（大学院生） ２件 ・学生 なし

○ｉＰａｄ

№ 使用者 台数 期間 使用目的

１ 教員 20 5/16 授業

２ 教員 6 5/16～5/22 授業

３ 附属小学校 20 5/22～6/12 授業

４ 附属小学校 10 6/13～6/14 授業

５ 教員 20 6/22～6/23 授業

６ 教員 5 7/4～7/11 授業

７ 教員 10 7/21～7/24 集中講義

８ 教員 20 8/8～8/10 高校生公開講座

９ 教員 15 11/24～12/11 授業

10 附属小学校 20 1/15～2/5 授業研究会

11 教員 10 2/13～2/19 情報文化課程文化祭

○デジタルビデオカメラ

・教育学部では学校教育教員養成課程３年次における附属小学校・中学校での教育実習

で，学生が行う「研究授業」を全て撮影する。そのために，25台全てを第Ⅰ期（９月），

第Ⅱ期（10月）の２度にわたって使用した。またそのデータをＤＶＤに記録するため，

ＢＤ／ＤＶＤライターを使用した。
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○模擬授業室

平成29年度 模擬授業室使用状況（申し込みのあったもの） 数字は件数

【Ａ２２４】

使用者（代表）
月 その他 その他の内容 合計

教員 学生

4 43 7 1 水戸市総合教育研究所打ち合わせ 51

5 44 13 2 発明クラブ説明会 59

6 59 20 8 免許更新講習 87

7 52 21 1 理科支援員説明会 74

8 53 24 7 免許更新講習 84

9 19 15 1 紀要編集委員会 35

10 38 18 0 56

11 23 17 15 教職実践演習 55

12 19 16 1 協力校実習事後指導 36

1 36 16 0 52

2 45 10 1 教職相談 56

3 40 6 10 教職相談等 56

計 471 183 47 701

【Ａ２２３】

使用者（代表）
月 その他 その他の内容 合計

教員 学生

4 11 0 0 11

5 27 4 0 31

6 34 12 0 46

7 15 10 24 就職相談室、オープンキャンパス 49

8 28 2 12 就職相談室 42

9 14 0 0 14

10 1 0 8 教職相談、水戸市との連携事業 9

11 0 0 2 教職相談 2

12 9 0 3 教職相談 12

1 6 0 9 協力校実習事後指導、教職相談 15

2 22 0 2 教職相談 22

3 0 0 2 教職相談 2

計 167 28 62 257
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13．茨城県教育研究連盟との連携活動 

 
茨城県は茨城大学、茨城県教育会、茨城県教育研究会、茨城県教職員組合など教育関

係諸団体によって「茨城県教育研究連盟」を組織している。連盟の任務は、研究集会の開

催、教育情報の収集と集積にある。当センターではこれらの関連資料を誰もが閲覧できる

ようにしている。また例年行われる研究集会の分科会に助言者として、教育学部の教員が

参加している。 
本連盟の今年の研究集会（第 62 回）は平成 29 年 10 月 14 日に茨城大学水戸キャンパ

ス、茨城教育会館、教育プラザいばらきの三会場において開催された。 

今年の研究集会には 570 名の参加者があった。今年度も茨城大学水戸キャンパスの都

合により、三会場での開催となった。そのため例年行われていた全体会は実施せず、各会

場での研究発表を中心に進められた。各会場での分科会では総計で 233 名が実践レポート

を報告し，それにもとづいて熱心な討議が行われた。それぞれの分科会に助言者として、

以下の教育学部教員にお願いした。 
 

国語教育 昌子佳広 
外国語教育 齋藤英敏 
数学教育 栗林博之 
社会科教育 木村勝彦 
理科教育 宮本直樹 
生活科・総合・環境教育  杉本憲子 
技術教育 大西有 
家庭科教育 石島恵美子 
音楽教育 藤田文子 
美術教育 向野康江 
保健教育 廣原紀恵 
体育・保健体育教育 松坂晃 
特別活動 打越正貴 
道徳教育 青栁路子 
生活指導・幼保小連携 坂場克身 
進路指導 望月厚志 
情報化と教育 本田敏明 
特別支援教育 細川美由紀 
教育条件整備と教育の問題 藤田達人 
個性の尊重とその評価 三輪壽二 
人権保障と共生の教育 丸山広人 

 
※茨城県教育研究連盟の事務局長は、茨城大学全学教職センター長が兼務している。 
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14. 県立鹿島灘高校・結城第二高校におけるキャンパスエイド活動 

 
連携先 

 茨城県教育庁高校教育課・茨城県立鹿島灘高校・茨城県立結城第二高校 

 

活動メンバー 

 大学院学校臨床心理専攻 10 名 

 学部生 11 名 

養護教諭養成課程 4 名・国語選修 4 名・音楽選修 1 名・人間環境教育課程心理コース

2 名 

 指導教員 3 名 

  守屋英子・正保春彦（学校臨床心理専攻）・三輪壽二（学校教育） 

 

活動の内容・目的 

平成 17 年度に開校した単位制・三部制のフレックススクール茨城県立鹿島灘高等学校，

および平成 20 年度に同じくフレックススクールとして開校した茨城県立結城第二高等学

校へ，生徒達の心のケアの一端を担うこと（気軽な話し相手となり，生徒達のストレスを

軽減する）を目的とするキャンパスエイドとして学部生・大学院生を派遣する。 

 エイドの活動内容は以下の４点である。 

(1)生徒に対する話し相手としての役割で行う支援活動。 

(2)「心理学」（必修授業）授業時に補助として参加するなど学校カウンセリングに関

わる活動。 

(3)学校カウンセリングに関わる校内研修会等への参加。 

(4)活動内容について記入した「キャンパスエイド活動日誌」を，毎回校長に提出する。 

 

今年度の活動 

 今年度のキャンパスエイド活動説明会を 4 月 20 日に行い，キャンパスエイドを希望す

る学部生に集まってもらった。多くの学部生が参加したが, 活動可能な曜日が限られてお

り,同じ曜日に活動希望者が集中してしまうという事態となってしまい, 説明会に参加し

た 5 名の学部生（3 年次 4 名，2 年時１名）には今年度の活動を見送って貰うこととなっ

た。 

今年度は,鹿島灘高校，結城第二高校ともに月曜～金曜までの５日間, どの曜日もエイ

ドが高校にいて活動する態勢を取ることができた。毎月最終週にミーティングを持ち，１

ヶ月のキャンパスエイド活動を振り返った。各自の活動を報告し，活動上疑問や困難を感

じることについて話し合うとともにエイド室に来室する生徒についての情報を共有し， 

生徒理解と対応を考える時間を持った。エイドと高校側教員との研究協議会が, 鹿島灘高

校では 4 月 26 日，9 月 27 日，11 月 10 日に, 結城第二高校では 4 月 28 日と 12 月８日に

開催され, エイド達と指導教員が参加した。 

 また，キャンパスエイドがふだん活動する高校以外のフレックス高校を訪問し，エイド

活動をする機会を持つことができた（鹿島灘高校→結城第二高校７名，結城第二高校→鹿
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島灘高校６名）。今年度はこれに加えて, １１月１０日に開催された「茨城県立多部制定

時制単位制高等学校連絡協議会」の分科会に「キャンパスエイド」を加えて頂き, 県内の

他のフレックス高校である茎崎高校, 水戸南高校のキャンパスエイドと意見交換する機

会を持つことができた。 

 

活動の成果・意義 

 対人関係上の困難を抱えているために同年代の生徒とはうまく関わることができない

など教室に居場所がない生徒達に居場所とコミュニケーションの機会を与えることがで

きたと考える。 

キャンパスエイド達は高校での活動と毎月のミーティングを通して，エイド室を訪れる

生徒達に対する理解や，対応の仕方などを学び，対人援助についての理解を深めることが

できた。他校を訪問したこと, 他校のエイドとの話し合いの機会により，学校の特色によ

ってそれぞれ違いがあり，その違いに合わせた様々な工夫があることも学ぶことができた。 
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15. 第９回茨城地域教育臨床研究会 

 

大学生・大学院生による中学・高校でのメンタル・サポート 

－ キャンパスエイド活動，今までとこれから － 

 
【日時】平成 30 年 3 月 18 日（日）13 時～17 時 

【場所】茨城大学教育学部 A 棟 2F プレゼンテーションルーム 

【プログラム】 

１．開会挨拶  

茨城県高校教育課 高校教育改革推進室長     柳橋常喜先生 

茨城大学全学教職センター センター長      小川哲哉先生 

茨城地域教育臨床研究会 代表          守屋英子 

２．キャンパスエイド活動 －今までとこれから－ 

 (1)県立鹿島灘高校・結城第二高校へキャンパスエイドを派遣して（茨城大学）  

 (2)県立茎崎高校へキャンパスエイドを派遣して（筑波大学） 

 (3)県立水戸南高校へキャンパスエイドを派遣して（常磐大学） 

 (4) 茨城大学教育学部附属中学校へキャンパスエイドを派遣して（茨城大学） 

３．キャンパスエイド活動 －今までとこれから－（キャンパスエイドによる発表） 

(1)茨城県立鹿島灘高校におけるキャンパスエイド活動（茨城大学学部生・院生） 

(2)茨城県立結城第二高校におけるキャンパスエイド活動（茨城大学学部生・院生） 

(3)茨城県立茎崎高校におけるキャンパスエイド活動（筑波大学院生） 

(4)茨城県立水戸南高校におけるキャンパスエイド活動（常磐大学学部生・院生） 

(5)茨城大学教育学部附属中学校におけるキャンパスエイド活動（茨城大学院生） 

４．グループディスカッション  

５．シェアリング 

 

 

  

鹿島灘高校 
フリースペース（上左）

と室外の掲示（上右） 
室内の掲示物（下段） 
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16. 教育学研究科 臨床心理相談室活動報告 

 
１．平成 28 年度・平成 29 年度（2 月末現在）の相談活動 
 平成 28 年度および平成 29 年度の相談状況は以下の表１～表３のとおりであった。 

但し平成 29 年度の数値はすべて平成 29 年 2 月末日のものである。 
 

表１ 平成 28・29 年度相談件数 

年度 新規 

件数 

継続 

件数 

総件数 延べ来談

件数 

延べ面接

回数 

終結 

件数 

中断 

件数 

H28 78 132 195 1，365 1，949 56 2 

H29 57 165 222 1，227 1，959 30 2 

 
表２ 平成 26・27 年度新規相談内訳 

 年度 心理面接 親子面接 コンサルテーション  その他 合計 

H28  17 41 7 13 78 

H29 15 32 2 8 57 

 
表３ 平成 26・27 年度新規相談年齢別構成 

 年度 幼児 小学生 中学生 高校生 専門・大学生 成人 コンサルテーション 合計 

H28  7 22 11 8 2 21 7 78 

H29 3 21 6 7 0 18 2 57 

 
２．過去５年間の新規相談内容の推移 
 過去 5 年間の新規相談内容の推移は表 4 および下図のとおりである。
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表 4 過去 5 年間の新規相談内容の推移 

年度 25 26 27 28 29

不登校 10 17 13 22 10

人間関係 6 4 4 8 4

行動上の問題 3 7 7 4 4

情緒的問題 9 17 11 15 8

発達障害 14 12 17 13 10

精神的な問題 11 5 12 6 5

家庭の問題 3 6 7 3 14

コンサルテーション 9 4 8 7 2

その他 0 1 0 0 0

合計 65 73 79 78 57
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Ⅲ．専任教員から



全学部の教育実習指導を担当して

全学教職センター副センター長 昌子佳広

平成24年度から旧教育学部附属教育実践総合センター専任教員となり，６年目となった。

昨年度一年間で全学教職センターへの業務移行を済ませ，本年度から実質的に業務を開始

することになったが，私は主に各学部学生の教育実習関連の指導にあたってきた。これま

で教育学部学生を対象とする同様の指導に携わってきた経験を活かしながら取り組んでき

たが，各学部の状況・特性に応じてさらにその内容・方法の改善に取り組む必要があると

考えている。それは次年度以降への課題であるが，以下では今年度初めて教育学部以外の

各各部の教育実習関連の指導に関わった，その感想を述べておきたい。

教育学部は教員養成を主目的としている学部であるから，全ての在籍学生が卒業時に何

らかの教員免許状を取得することとなり，教育実習を行うことは必須である。だが卒業後

の進路選択はあくまでも学生本人の意思に基づくもので，教職に就くことを選ばない場合

も当然ある。教育実習への取り組みについて言えば，ほとんどの学生は，将来教職を目指

すかどうかは別にして，緊張感と熱意をもって意欲的に取り組み，充実した学修期間を過

ごすが，ごく一部には，既に教職に就かないことを決め，それ自体は問題ではないが，教

職課程の学修全体にも教育実習にも十分な意欲をもって取り組んでいるとは言い難い学生

もある。残念ながら４年次の教育実習において特にそれが顕れてしまう。

教育学部以外の学部では教員養成を主目的としていないので，それらの各学部で教職課

程科目を履修し，教育実習にも取り組むという場合において，教育学部同様に必ずしも全

ての学生が意欲を高く持つ者ばかりではなく，むしろ意欲的な学生は少数ではないかと

思っていた。しかし，今年度の指導を通して，その認識は誤っていたことに気づいた。逆

に，それらの学部においては少なからず教職への志向をもつ学生が自らの意思で積極的・

主体的に教職課程を履修しているのだから，かなり高い意識をもって取り組んでいること

が見てとれた。教職への志向をはっきりと持たない者，曖昧な意識のまま教職課程をとっ

ている者は次第に履修を取り止めていき，最終的な教育実習を履修する段階においては，

目標を明確に持って，意欲的に取り組もうとする者が残っていくようだ。

事前指導（オリエンテーション）の中で，自分の目指す教師像や，教育実習での目標に

ついて書かせてみた。多くの学生が，与えられた欄をいっぱいに使って，自らの描く像，

目標をしっかりと記述していた。教師のあり方について資料に基づいて思考した結果を話

し合い，全員の前で発表したり，教育実習の場をイメージして模擬的に生徒の前で自己紹

介をしたりする場面など，自ら積極的に名乗り出て発表しようとする学生が多い。良い意

味で予想が覆され，私自身もその時間を楽しむこともできた。

このような姿に触れると，今，教員の仕事は大変に多忙で，学校という職場が「ブラッ

ク」視されているとか，教員養成系の学部の志願倍率が下がっているとか，そういう報道

にやや暗澹とさせられる気持ちにも，一筋の光が差すように思える。

教育学部の学生たちも含め，彼らの教職に就きたいという願いが叶うよう，さまざまな

面でのサポートに取り組んでいきたい。
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教育実習事前指導科目（教育実地研究入門Ⅱ）への取組から

全学教職センター専任教員 五島 浩一

今年度は、主に、教育学部とそれ以外の学部の教育実習に関わる事前指導・事後指導の

担当及び教育支援ボランティア活動への学生の派遣を担当した。その中で、教育学部で実

施している教育実習の事前指導に相当する授業科目の「教育実地研究入門Ⅱ」について述

べてみたい。

「教育実地研究入門Ⅱ」は２年次を対象とし、年間を通して実施する講義と水戸市内の

小・中学校を訪問し観察、参加する体験活動を組み合わせた授業として展開した。

講義では、教職に関する基礎的な知識を確認し、他の教職に関する授業での学びと統合

させて新たな学びを獲得することをねらいとした。具体的には、「学校とはどのようなと

ころか」「教師の仕事はどのようなものか」「子ども理解と生徒指導の在り方」「学習指導

の在り方」「これからの教師に求められるもの」などのテーマに沿って実施した。

学校訪問は、水戸市教育委員会や水戸市学校長会の協力を得て、６月、７月、10月、11

月の計４回実施した。学生は毎回違う学校を訪問するようにし、小学校、中学校、大規模

校、小規模校など、さまざまな学校現場にふれることで、学校というものの捉え方を深め、

教育、教師、子どもに関する実感を伴った理解を深めることをねらった。

この授業の最後にまとめとして書いたレポートの中に次のような記述があった。

私はこの授業を通して「教師とは何か、どうあるべきか」ということはもちろん、「私

が教師になったら」ということについてたくさん考えた。

小さい頃から、何となく先生になりたいと思っていた。小・中・高とさまざまな先生

と接して「なんとなく」がだんだん現実的な目標になり、教育学部を選択した。教育に

ついて、学校について、子どもについて、教師について、自分では考えていたつもりだ

った。しかし、この授業で学習指導について考えたり、学校訪問で生の授業や子どもた

ちの様子を見たりして、私はもっと教師というものに真摯に向き合わなければいけない

と感じた。

（中略）

私が子どもたちに関わることで、子どもたちの時間を無駄にはしたくない。教師が子

どもの可能性を潰すようなことがあってはならない。やはり教師は恐ろしい存在である

とこの授業を通して改めて感じたし、生半可な気持ちでいてはいけないと思った。授業

のテクニックや子どもとの付き合い方など、ほとんどのことは実際現場に出てみないと

分からないし、身に付かないと思う。だからせめて、今の私にできることは、教師とい

う存在について考え、向き合っていくことなのだと学んだ。

学んできたことを学校で実際に見て確かめたり、自分でも教育活動の一部に参加したり

することで、多くの学生は、今までの学びを振り返り自分自身を見つめ直すことができた

ようだ。実際の教育現場の現実を知ることで、教師を目指す気持ちがより強くなったり、

逆に不安が大きくなったりする学生も見られた。いずれにしても、教育実習前に教職とい

うものについて改めて深く考える貴重な機会になった。

－ 60－



- 1 -

教採講座の取り組み 

 

                                           全学教職センター客員教授 東小川 昌夫 

 

「できるようにする」ための工夫 

 過日，小・中学校の授業をそれぞれに 1 日参観する機会を得た。 

 小・中学校の担任や各教科担当は，いかに児童生徒の興味・関心を高め，主体的に意欲

を持ち続けながら学ばせるかということに腐心していると感じた。学習課題の提示にして

も，児童生徒からの発想やひらめき・疑問をもとにうまく構成されている場面に出会った。

教師の力量が試される場面で，しっかりとした取り組みができているなと感心した。 

 私だけが教育の情報・現代化から取り残されているかもしれないが，小学生の体育の授

業でマット運動を参観して驚いた。授業では，児童がマットで後転した姿を固定したビデ

オカメラで撮影し，後転し終わった１０秒後（設定により変動）に大画面で繰り返し見ら

れるという。児童は，自分の後転している姿が思った通りにできているかどうかや，どこ

をどのように直していけばよいかが把握しやすくなり，「後転ができた・好き」につなが

るという担任の説明であった。 

これまでのこの種の手立てを振り返ると，自分の後転している姿をより明確に把握させ

るための苦労を重ねてきたように思う。後転後，「後続の児童の様子を観察し，観点を決

めて口頭でアドバイスする」という古い昔の話から，いかに客観的に振り返えられるかに

苦心してきた。しかし，ビデオカメラが学校に登場し，小型・軽量・廉価化してからは状

況が一変した。映像媒体を教材として使用することにより，より一層の教師の手立ての進

展が可能となってきたはずである。教育の根幹は変わらずとも，児童生徒に接する手立て

の種類と方法の豊富さは，昔の教師としてはうらやましい限りである。 

さて，教採講座では，より授業実践に近い形での学習の機会を体験すれば，学生の手立

ての数と種類が増えるのではないかと考え工夫を試みている。 

個人や集団面接，さらには集団討論への対策として，「自分の意見を素早くまとめ，わ

かりやすく簡潔に伝える」活動である。具体的には，新聞記事に掲載された投書を読み，

短時間で自分の意見をまとめ，隣に座る学生にわかりやすく文章で伝えるという活動を設

けている。それは，集団討論の際に，他の受験生の主張した意見を受けて，素早く自分の

考えをまとめるという場面を想定している。さらにおまけとして，互いの意見文を読み合

い，コメントに残すということを付け加えている。本来なら，小グループでの話し合いの

場を設け，各自の意見を練り直し，発表し合う時間も欲しいところだが，時間的な制約が

大きい。自己の意見をしっかりまとめて記述する，さらに，書かれた意見に対して，心に

残るコメントを素早く書くという実践でとどまっているところである。 

「できるようにする」ために，まず「できるようになる」という実践をこれからも継続

していきたい。 
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