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は じ め に 

 

全学教職センター長 小川 哲哉 

 

 全学教職センターも本格稼働してから 2 年目に入り、全学の教員養成教育の向上を図る

取り組みの成果が徐々に出ております。特に他学部向けの教職オリエンテーションに関し

ては、2 年連続で増加傾向にあり、従来は希望者が少数であった工学部の学生の参加者も

増えております。また今年の茨城県教員採用試験に関しては、これまでのような人文社会

科学部や理学部の学生の合格者だけではなく、農学部からの合格者も出ており、地域社会

で活躍する人材育成に力を入れている本学にとって喜ばしい結果となりました。 

 このように教職を目指す本学から学生が巣立っていくことは喜ばしいことなのですが、

教職に対する世間一般の評価は、依然として厳しいものがあります。特にメディアが伝え

る教職に対するイメージは年々悪くなっているのではないでしょうか。近年「ブラック部

活」とか、教職は「ブラック」である等という表現がメディアに頻繁に登場し、教師が過

酷な条件の中で働かされているとのイメージが拡散しております。確かに教師がなすべき

仕事量が年々増え、それをとらえて教師という職業は長時間労働を強いられる「ブラック」

職業であると誤解されることはあるかもしれません。 

しかしながら「ブラック」という言葉の一般的定義づけを今一度確認してください。ブ

ラックとは一般的に、労働者を酷使し、使い捨てにし、長時間のノルマを課して、それを

乗り越えた者だけを引き上げ、落伍者にたいしては過酷な業務を強いることを言います。

そしてそのような業務を強いている企業は数多くあることは否定できません。 

しかし皆さん今一度考えてください。教師という職業はそんな仕事でしょうか。私には

そのようには思えません。教師という仕事は、組織の一員として歯車のように酷使され、

過剰な仕事を強いられる職業とは全く違い、教え子である児童生徒の人生の一部を共有で

き、彼らの成長に寄り添い、彼らと共に泣き笑い、彼らの成長を見届けられる素晴らしい

職業だと思います。それなのに、一般的なブラック的職業と同じ言葉で一括りにしてしま

うことは極めて問題があると思いませんか。教師の仕事は、酷使や強制させられる仕事で

はなく、人との触れ合いを通して人の温かさを感じられる魅力のある職業であり、時間を

忘れて没頭してしまう職業ではないでしょうか。そうした教師・子ども関係が、教育現場

では至る所で見つけることができます。 

 全学教職センターは、このような教職の本当の魅力を伝えるために様々な事業を展開し

ております。特に本年度は各学部に対する教職ガイダンス等を充実させ、きめの細かい教

職指導を徹底させました。本活動報告書には、その貴重な記録が報告されております。来

年度も、教職ガイダンス、教育ボランティア活動、夏と冬のオープンキャンパス時の相談

業務、さらには高校生向けの高大接続事業（高校生とのワークショップ等）、そして他学部

でも始められる iOP 活動を充実させていきたいと思います。 

 このようにセンターは、茨城大学の全ての教職希望学生に対する様々な取り組みを通し

て、充実した支援活動を展開しておりますので、全学の教職希望の学生諸氏や学部の先生

方も是非当センターを訪れてみてください。 
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Ⅰ．平成 30 年度 年間活動記録  

 

■平成 30 年  

4 月 4 日(水) 第 1 回企画会議  

4 月 9 日(月) 新入生対象教職オリエンテーション 

4 月 11 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Ⅳ（水戸） 

 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） 

 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 

 第 2 回企画会議 

4 月 17 日(火) 教育学部「教育実地研究入門Ⅱ」ガイダンス 

4 月 18 日(水) 農学部教育実習オリエンテーションⅣ（阿見） 

4 月 25 日(水) 農学部教育実習オリエンテーションⅠ（阿見） 

 第 3 回企画会議 

 教育学部４年次春期協力校教育実習事前指導 

5 月 2 日(水) 第 4 回企画会議 

 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) 

5 月 8 日(火) 教育学部「教育実地研究入門Ⅱ」授業開始 

5 月 9 日(水) ボランティアガイダンス 

5 月 11 日(金) 水戸少年少女発明クラブボランティア説明会 

5 月 16 日(水) 第 5 回企画会議 

5 月 23 日(水) 第 6 回企画会議 

5 月 26 日(土) 教員免許状更新講習（Ⅰ期）（6 月 17 日(日)まで） 

5 月 29 日(火) 第 1 回紀要編集委員会 

6 月 6 日(水)  第 7 回企画会議 

6 月 13 日(水) 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 20 日(水) 第 8 回企画会議 

6 月 27 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 4 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 6 日(金) 茨城大学教育実践研究 第 37 号 執筆申込締切 

7 月 11 日(水) 第 10 回企画会議 

7 月 17 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 18 日(水) 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 25 日(水) 第 11 回企画会議 

 教育学部「教育実地研究入門Ⅰ」第２回授業 

－ 3－



 7 月 26 日(木) 教員免許状更新講習（Ⅱ期）（8 月 27 日(月)まで） 

 7 月 28 日(土) オープンキャンパス 

 7 月 31 日(火) 第 1 回全学教職センター運営委員会（メール会議） 

 8 月 6 日(月) 第 1 回介護等体験専門委員会 

 教員採用試験二次試験対策指導 

 8 月 8 日(水) 第 12 回企画会議 

 8 月 29 日(水) 第 13 回企画会議 

 9 月 5 日(水) 第 2 回全学教職センター運営委員会（メール会議） 

 9 月 7 日(金) 

～18 日(火) 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 11 日(火) 第 2 回教員免許状更新講習専門委員会（メール会議）  

 9 月 12 日(水) 第 14 回企画会議 

 9 月 14 日(金) 第 3 回教員免許状更新講習専門委員会（メール会議） 

 9 月 18 日(火) 茨城大学教育実践研究 第 37 号 原稿提出締切 

 9 月 25 日(火) 第 2 回紀要編集委員会 

 9 月 27 日(木) 第 93 回国立大学教育実践関連センター協議会参加（会場：宮城教育大学） 

10 月 3 日(水) 第 15 回企画会議 

10 月 10 日(水) 第 16 回企画会議 

10 月 17 日(水) 第 17 回企画会議 

10 月 18 日(木) 第 18 回企画会議 

10 月 24 日(水） 平成 30 年度教員免許状更新講習連絡会 

 教育学部「教育実地研究入門Ⅱ」水戸市内学校訪問（第３回） 

10 月 26 日(金) 第 3 回全学教職センター運営委員会 

10 月 27 日(土) 教員免許状更新講習（Ⅲ期）（12 月 27 日（木）まで） 

11 月 7 日(水) 第 19 回企画会議 

11 月 8 日(木) 平成 30 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 

 （当番校：茨城大学 会場:茨城大学） 

11 月 14 日(水) 第 20 回企画会議 

 教育学部３年次教育実習事後指導 

11 月 15 日(木) 第 4 回教員免許状更新講習専門委員会  

11 月 21 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 27 日(火) 第 4 回全学教職センター運営委員会 

11 月 28 日(水) 第 21 回企画会議 

11 月 30 日(金) 茨城大学教育実践研究 第 37 号 発行 

12 月 4 日(火) 農学部教育実習オリエンテーションⅡ，４年次事後指導（阿見） 

12 月 5 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Ⅱ，４年次事後指

導（水戸） 

 教育学部４年次教育実習事後指導 

12 月 12 日(水) 第 22 回企画会議 

12 月 14 日(金) 第 2 回介護等体験専門委員会 
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12 月 15 日(土) 教員養成シンポジウム「若手の先生が語る 教職の魅力とは何か」 

12 月 26 日(水) 第 23 回企画会議 

 

■平成 31 年 

 1 月 9 日(水) 第 24 回企画会議 

 1 月 11 日(金) 第 5 回教員免許状更新講習専門委員会(メール会議) 

 第 3 回介護等体験専門委員会(メール会議) 

 1 月 16 日(水) 第 25 回企画会議 

 介護等体験オリエンテーション（教育学部） 

 1 月 23 日(水) 介護等体験オリエンテーション（教育学部・人文社会科学部・理学部） 

 1 月 26 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Ⅲ（水戸） 

 1 月 30 日(水) 第 26 回企画会議 

  農学部教育実習オリエンテーションⅢ（阿見） 

 2 月 2 日(土) 茨城大学全学教職センター高大接続事業  

 ワークショップ「教員をめざす君たちへ」 

 2 月 12 日(火) 第 27 回企画会議 

 2 月 13 日(水) 介護等体験全体事前指導, 疑似体験 

 2 月 14 日(木） 人文社会科学部・理学部・工学部・農学部 2 年次向け教育実習ガイダンス 

 人文社会科学部・理学部・工学部・農学部 1・2 年次向け教員採用試験対

策ガイダンス 

 2 月 15 日(金) 第 94 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(日) 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 9 日まで） 

 2 月 18 日(月) 第 5 回全学教職センター運営委員会(メール会議) 

 採用前相談会 

 2 月 20 日(水) 介護等体験疑似体験 

 2 月 28 日(木) 採用前相談会 

 3 月 6 日(水) 第 28 回企画会議 

 3 月 8 日(金) 採用前相談会 

 3 月 13 日(水) 第 29 回企画会議 

 3 月 14 日(木) 採用前相談会 

 3 月 19 日(火) 第 30 回企画会議 

 3 月 24 日(日）、25 日（月）教員採用試験対策講座 
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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

農学部，人文社会科学部，理学部，工学部の新入生を対象として，教員免許状を取得す

るための授業科目の履修等について説明するための「教職オリエンテーション」を以下の

通り実施した。

(1) 日時 平成30年4月9日（月）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，菊地利幸，五島浩一

学務課職員 菊池昌彦，菅谷香

(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（小川）

・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

教育実習については，各学部における運営担当部署（教育実習委員会・教務委員会等）

と連携を図りながら，特に事前事後の指導に関わってきた。教育学部と，農学部・人文社

会科学部・理学部との間では教育実習カリキュラムが異なっており，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），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】＊工学部は教育実習実施者はなし

※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。人文社会科学

部・理学部では教科（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。農学部では３・４年次の全

員（計９名）で懇談を行った。 グループ懇談会の様子

(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。

－ 12－



- 4 -

(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

(7) 教育実習ガイダンス（２年次対象）

・２月に実施。水戸キャンパスで行い，工学部・農学部はＶＣＳ配信とした。４年次

で教育実習を行うためには，２年次末の段階で実習校（母校）に仮申し込みをしな

ければならないので，その手続きに関する説明を中心とし，また仮申告カードを提

出させて教育実習実施人数と学部・教科別の割合などを把握した。

【成果・総括】

教育学部においては，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。その他の３学部においては，事後指導での学生からの成果報告を

通じて，事前オリエンテーションにおける指導内容は概ね適切なものであり，それをふま

えて充実した実習を行ったことが確認できた。一方では，事前のオリエンテーションを全

て受講しながら結果的に教育実習を行わなかった学生も各学部に見られたことは残念であ

る。進路検討・決定の過程での学生自身の決断であろうが，教育実習を行うことが人生に

おいてマイナスになることはないであろうし，実習校（母校・協力校）との関係において

も，希望した学生の全てが教育実習そのものを全うできるのが望ましい。今後の指導・支

援のあり方において意識しなければならない課題の一つである。

また，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運営担当部署（教

育実習委員会，教務委員会）や事務部との連携・協力が必要であるのは言うまでもないが，

特に教育学部以外の３学部において，連携が十分であったとは言い難い点もあった。これ

は昨年までと同様な課題であり，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，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その運営にあたっている。委員会は介護等体験実

施の対象学生が所属する教育学部・人文社会科学部・理学部の３学部それぞれから選出さ

れた委員各２名と，上記のセンター専任教員（委員長）計７名によって構成される。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月から具体的な準備に入り，実施年度の２月末頃までを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29年度】

・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）

・２月11日（日） 介護等体験事前指導（全学部共通）

【平成30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 １１ ７３ ９ ９３

Ｂ ２ ７５ ６ ８３

Ｃ ０ ６６ ５ ７１

Ｄ ０ ４１ ０ ４１

計 １３ ２５５ ２０ ２８８

○特別支援学校体験

期 人文 教育 理 計

前期 ０ １０７ ５ １１２

後期 １２ １４８ １５ １７５

計 １２ ２５５ ２０ ２８７
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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実施人数に違いがあるのは，

体験の取止めがあったためであるが，総体においては昨年度より途中取止めの人数は

減少し，社会福祉施設体験で１件（名）〔昨年度は12〕，特別支援学校体験で２件（名）

〔昨年度は11〕であった。ただしこの中に直前指導を無断で欠席したために取り止め

の措置となった学生が２名あり，残念であった。

【平成31年度実施に向けて】

・12月14日（金） 介護等体験専門委員会開催

・１月16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）

・ 23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13日（水），20日（水） 介護等体験事前指導

事前指導については，これまで休日１日で一斉に実施していたが，今年度は実施方法・

内容を改め，２月13日（水）午前に全体の講義（知的障害について，肢体不自由について）

を行い，その日の午後と20日（水）の午前午後に分けて，学部（人・理），課程・コース

・選修（教育）ごとに分かれての体験活動を行った。この方法では，学生の所属単位ごと

に担当する教員がその体験活動に立ち会い，安全に留意するとともに，態度面や行動面で

の指導をより密接な形で行うことができた。

全体を通しての課題は，上記の「取止め」の問題も含め，各体験先施設・学校から，学

生がそれぞれの施設・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。また，４年次で教員免許状発行申請を行うに際し，施設・学校から発行された証明書

を紛失してしまうという案件も今年度は特に目立った。

多くの学生が体験に真摯に取り組み，その意義を感じて，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

していかなければならない。
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４．教育支援ボランティア活動 

 

 教育支援ボランティア活動とは、学生が学校やその他の教育関係機関に出向いて、子ど

もの教育活動の補助・支援を行ったり、教職員等の業務の補助を行ったりすることである。

教育支援ボランティア活動は、学校などの教育現場を支えるための活動であることはもち

ろんだが、参加する学生にとっても大きな意味のある活動である。教員養成の段階におい

ても教員としての実践的な指導力の育成が求められる現在、実際の教育現場での体験を通

した学生の学びは、大学の中だけでは得ることのできない貴重なものになるからである。 

本センターでは、平成１６年度から水戸市との協定に基づいた学生たちによる教育支援

ボランティア活動を、「水戸市学校支援活動」という名称で開始した。現在では、教育学

部だけでなくすべての学部の学生が参加対象となり、幼稚園から高等学校あるいは特別支

援学校というように校種も広がり、その活動は広がってきている。  

 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３０年５月９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（１１３名）  

④ 内 容  ・センター長あいさつ    

        ・教育支援ボランティア活動の流れについて    

        ・ボランティア活動体験発表  

          清宮暖佳（教育学部４年次）  

          照井 徹（人文学部４年次）  

          北島勇人（教育学部４年次）  

          ・質疑応答  

 

５月９日（水）１２時４０分～１４時１０分まで教育学部 D 棟２０１番教室において、

平成３０年度ボランティア活動ガイダンスを実施した。１００名を超える学生が参加した

が教育学部の１年生がほとんどだった。人文社会科学部、理学部の１年生も数人参加して

いた。  

はじめに、小川哲哉全学教職センター長からあいさつとボランティア活動全体について

お話があり、続いてボランティア活動の流れや手続きについて説明があった。  

次に、昨年度ボランティア活動に参加した学生から体験発表があった。教育学部技術選

修４年の清宮暖佳さんからは、水戸市内の小学校で行った学習支援について、人文学部４

年の照井徹さんからは、水戸市内の中学校と地元牛久市内の中学校で行った学習支援につ

いて、教育学部音楽選修４年の北島勇人さんからは、附属小学校・附属中学校での音楽授

業支援について発表があった。  

参加した学生たちは、真剣な表情で発表に耳を傾けていた。  

 

－ 16－



(2) 教育支援ボランティア活動全体の取組状況 

 以下の表は、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２３７件、昨年度は１５４件だったので８３件増加している。派遣件

数は６７件で昨年度より若干増えているが、実際に活動に参加した学生の数（活動延べ人

数）は１５２人で昨年度より２０人少なくなっている。茨城県内の教育支援ボランティア

活動の依頼件数は１０４件、派遣件数は７８件、活動に参加した延べ人数は４４７人で、

ほぼ昨年と同様であった。高等学校ボランティア活動の依頼件数は２２件で昨年度より６

件増えた。派遣件数は５件、活動に参加した延べ人数は１２人であった。高校ボランティ

ア活動も派遣依頼は増えているがなかなか希望に応えられていない。  

県内教育支援ボランティアや高校ボランティアでは、自ら希望した学校で活動を行う学

生も増えてきている。今年度は小・中学校で４人、高等学校で６人が自己希望により活動

を行なった。  

 

平成 30 年度 教育支援ボランティア活動状況  

活動名  支援依頼件数  派遣件数  活動延べ人数  

 水戸市学校支援活動     ２３７       ６７      １５２  

 県内教育支援ボランティア活動       １０４        ７８      ４４７ 

 高校ボランティア活動        ２２          ５        １２  

合    計   ３６３ １５０ ６１１ 

 

学部別・支援内容別活動人数 (実人数) 

学 部  水戸市学校支援

活動  

県内教育支援  

ボランティア  

高校ボランティア  合 計  

教育学部  ９２  １８３  １０  ２８５  

人文社会科学部    １    ６   ０    ７  

理学部   ３    ７   ２   １２  

農学部   ０    ３   ０    ３  

工学部   ０    ２   ０    ２  

合計  ９６  ２０１  １２  ３０９  

 

学部別・学年別活動人数 (実人数) 

学 部  1 年次  2 年次  3 年次  4 年次  大学院  合 計  

教育学部  ４０  ３９  １１７  ７３  １６  ２８５  

人文社会科学部   ２   ４    １   ０   ０    ７  

理学部   ２   ４    ４   １   １   １２  

農学部   ３   ０    ０   ０   ０    ３  

工学部   ２   ０    ０   ０   ０    ２  

合計  ４９  ４７  １２２  ７４  １７  ３０９  
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(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、８月、１月の３回に分

けて水戸市教育委員会から募集依頼がきた。昨年度からすべての学部の学生を対象に募集

を行っている。今年度の活動では教育学部以外の学生は、人文社会科学部１人、理学部３

人が参加した。  

平成 30 年度 水戸市学校支援活動状況  

派遣先  支援依頼件数  派遣件数  活動延べ人数  

幼稚園          ４７          ５         ７ 

小学校        １６７        ５５       １３４  

中学校          ２３          ７         １１ 

合 計        ２３７        ６７       １５２  

 

【事業担当】  

 水戸市総合教育研究所 鈴木  陽子、海老澤里枝  

 全学教職センター   五島  浩一、鯉渕  良子  

 学務部学務課     菅谷 香  

 

  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、24 ページ

以降の通りである。また、水戸市教育委員会による報告書も掲載する。  

 

(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は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。本センターだけでは対応が困難になってきたた

め、昨年度から依頼の受け入れ先及び活動内容を見直し、今年度に至っている。  

下表は、派遣先別の活動状況である。  

 

平成 30 年度 茨城県内教育支援ボランティア活動状況  

派遣先  支援依頼件数  派遣件数  活動延べ人数  

学校関係     ７６ ６２       ３５５  

教育委員会関係     ８    ６       ５９ 

教育関係機関    ２０ １０         ３３ 

合 計  １０４ ７８      ４４７  

 

【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  

学務部学務課     菅谷 香  

 

  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、44～45 ペ

ージに示す通りである。  
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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内容、実際にボランティ

ア活動に参加した人数は下の表の通りである。 

 

 
 

課題としては、昨年度より依頼件数は多かったが、地域や学生の希望とのマッチングが

かなわず表のようになった。学年の幅をさらに広げると共に、学生のニーズや高等学校の

希望を考慮して、対応することを考える。 

【事業担当】 

 全学教職センター 菊地 利幸、鯉渕 良子 

 学務部学務課   菅谷 香 

茨城県立那珂湊高等学校

活動人数

8時間耐久学習会

10

3

2

7

8

№

1

ボランティア名

冬季合宿(学習合宿 )

芸術Ⅰ・Ⅲの授業(音楽)補助

派遣依頼学校名

9 演劇部指導補助

18

13

17

夏季休業中の被服製作課外の補助

16

部活動指導の補助

20

19

バレーボール部活動指導補助

バドミントン部活動指導補助

高等学校の業務補助全般

6

吹奏楽部指導補助

バレーボール部活動指導補助

4

部活動練習指導

5

11

12

実用英語技能検定試験対策①

実用英語技能検定試験対策②

茨城県立下館第一高等学校

茨城県立下館第一高等学校

茨城県立下妻第一高等学校

茨城県立水戸商業高等学校

茨城県立下妻第一高等学校

茨城県立勝田高等学校

14 夏季休業中の調理実習課外の補助

15

茨城県立藤代紫水高等学校

茨城県立藤代紫水高等学校 一般文理数学課外

茨城県立石岡第二高等学校

茨城県立石岡第二高等学校

高等学校の業務補助茨城県立桜ノ牧高等学校常北校

茨城県立古河第三高等学校

美術部　部活指導

1

茨城県立桜ノ牧高等学校常北校

茨城県立友部高等学校

陸上部生徒への指導

茨城県立日立北高等学校

高等学校の教育活動全般の補助

2

22 スクールサポーター茨城県立磯原郷英高等学校

21 ハンドボール部指導補助茨城県立鉾田第二高等学校

2

4

平成30年度　高校ボランティア活動状況

3

茨城県立東海高等学校

茨城県立友部高等学校

茨城県立日立北高等学校

茨城県立波崎柳川高等学校

－ 19－



(6) ボランティア活動に参加した学生の感想 

 

1. 水戸市学校支援活動 

 

〇幼稚園  

【通常保育の補助】 
・園児の補助をする際、どこまで補助すれば良いのかが難しかった。園児が自分でできる

ことは、手を出さず見守ることも自主性を育てるために大切だということが分かった。

また、活動をする中で、人にお願いするときは「お願いします」と言うようにうながす

など、生活の中で礼儀を身につけられるようにしていると感じた。 
【園行事補助・運動会】 

・普段はなかなか幼稚園児と関わる機会がないので、とてもよい経験になった。園児が分

かるような言葉の使い方や話すスビードと、表現の仕方などに気をつけて接することが

できた。子どもたちがとても素直で、好奇心旺盛で一緒にお話していて本当に心が温ま

った。 

・子どもたちの様子や先生方の話し方、注意の仕方などを近くで見ることができ、とても

勉強になった。また、競技で使う道具や衣装が一つ一つとても可愛くて、先生方の思い

やりを感じる運動会だった。 

 

〇小学校  

【運動会補助】 

・運動会は初めて参加しましたが、授業とは当然雰囲気が違い、すごく楽しかったです。

特別支援学級に通う児童にとって、ダンスは動きがたくさんあるし、日程もずれたりし

てすごく大変だったけど、頑張っている所をみることができました。子どもたち１人１

人に気を配ることや、けがなどの対応も大変そうだと感じましたが、小学校もとてもよ

いなと感じました。 

・実際に普通学級に通う支援を要する子どもに１日付っきりの活動は初めてでした。多動

ということもあり、なかなか競技に出られなかったりと、大変な一面もありましたが、

その中でも「先生」と呼んでくる子どもがとても可愛かったです。普通クラスのお友だ

ちと共に生活する大変さもありますが、互いに刺激し合うことも大切なのかなと感じま

した。とてもよい経験をすることができました。 

【家庭科の授業におけるミシン指導】 
・第 5 学年ということもあり、ミシンを上手に使うことができない児童が多かったが、そ

の分、私が使い方を教えて上手く縫えた時はやりがいを感じた。児童によってスピード

が異なるため、早く終わった児童に発展的な作業を用意する等が必要だと学んだ。実際

に授業に参加してみて、児童に言いたいことを伝える難しさを感じたが、児童と関わる

楽しさも感じることができた。 

【特別な支援を要する児童に対する活動補助】 

・特別な指導を要する児童が何に困っていて、どんな支援をしたらその困りを減らすこと

ができるのかを考える力がついた。とてもいい経験だった。 
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【就学時健康診断補助】 

・就学児健診の全体の流れを知ることができた。準備物や会場をどのように設営するかな

ど、実際に養護教諭になって就学時健診を運営していく立場となる上でとても勉強にな

った。短時間で多くの子どもが様々な検診をすませなければいけないため、いかにスム

ーズに進行できるかということが大切であると感じた。 

【授業における学習支援】 

・初日は積極的に学習支援を行うことができなかったが、2 回目は手が止まっている子に

自ら声かけをすることができた。学級全体を見回し、変化に気づくことが必要で、授業

での教師の大変さを痛感した。授業では、学習の進みが早い子と遅い子の差があり、授

業の工夫次第でその差は小さくなるため、参考になる点も多かった。分からない子にど

のように教えると分かるようになるのかという支援の仕方が難しかった。 

・学習に遅れがあるように見えても、何らかの困難さから遅れているのか、能力的には問

題がないが、やる気が出ずに遅れてしまっているのか、遅れの原因を探ることが難しい

と感じた。また、子どもに対してどの程度までサポートをすればよいのか、どこまで見

守るべきかについても難しさを感じた。これからの学習支援ボランティアにて、先生の

子どもへの対応を見学し、自分のものとしたい。 

【持久走大会補助】 
・商店街を使用してのマラソン大会で、地域とのつながりを感じることができた。また、

走り終えた児童が嬉し泣きや悔し涙を流している姿を見て、本気で臨んでいるのだなと

感動した。救護としては吐き気を催してしまう児童への対応や、実際に嘔吐してしまっ

たものの処理など実践的に学ぶことができた。 

・児童全員が完走することができて私も嬉しかった。何週も遅れてしまっている児童を先

生方や他の児童が一生懸命応援している姿がとても印象的だった。順位よりも個々の成

長や頑張りを認めることが大切だと改めて感じた。先生方の児童との関わり方を実際に

見ることができてとても勉強になった。 

【なわとびの学習支援】 
・２度目の「なわとび集会」であったため、昨年よりも全体の流れや様子が分かり、心に

余裕をもって行動できたと思う。児童 1 人１人、又はクラスが一つとなって良い結果が

残せるよう頑張る姿が見られ、自分自身の活力になったように感じる。 
【宿泊学習の引率補助】 
・教師・指導者として宿泊学習に参加したことがなかったので、どのような安全面に配慮

して指導すれはよいのか学ぶことができて良かった。宿泊学習は通常の学校生活では体

験することができない経験が多くあるので、それだけ危険も多くありより注意して指導

する大切さが分かった。 
 

〇中学校 
【学習支援】 
・自分で理解していることと、相手に理解させることの差を痛感しました。今後もこの経

験を糧に積極的にボランティア活動に参加していきたいです。 
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2. 地域の教育支援ボランティア 

 

〇小学校 
【小学 5 年生の授業における学習支援(算数科)】 
・算数が苦手な子はどこがつまづくのか。どういうところが分かりにくいのかについて、

回数を重ねていくうえで少し理解でき、とてもよい経験になりました。また、教員の先

生方の授業を見ることができ、参考としたい点、もっとこうしたら良いなと感じる点に

ついて分かり、自分の教員への大きな経験となりました。 
【寄宿舎での読み聞かせボランティア】 
・小学 5 年生がおもしろいと思ってもらえるような本を選ぶのが難しかったです。また読

み聞かせ以外にも、子どもたちと話したり遊んだりでき、とても楽しかったです。月 2
回継続的に子どもたちと関わることができて、とてもよい経験になりました。盲学校で

の取り組みや校舎なども見ることができて勉強になりました。 
【水泳学習指導支援】 
・実際に水泳の指導をすることで、教えることの大変さ、難しさを改めて実感した。また、

自分が指導した技能を児童が習得できたことで、短期間でありながらも教えることのや

りがいを感じることができた。このボランティアを通して子どもを指導することについ

て改めて考えることのできる良い機会となった。 
【学校行事の補助】 
・今回のボランティアでは、教師がすべてやってあげるのではなく、児童が主体となって

活動することの大切さを学ぶことができた。具体的には、新入生と１年生の交流会で、

１年生がお兄さんお姉さんとなって自分たちでお世話をしてあげたり、楽しませようと

工夫したりする姿が見られ、1 年でこんなに成長するのかと感じることができた。主体

的な活動は児童生徒の成長に大きく貢献することが分かった。 
【夏のふれあい活動】 
・今回のボランティアでは、児童の活動の見守りを中心に取り組んできたが、1～6 年生全

員を見ていくことは大変だなあと改めて感じた。危険な場所へ行かないか、体調を崩し

ている生徒はいないかなど、生徒の行動や顔色をよく観察していく必要があるのだなと

ボランティアを通して学ぶことができた。体調を崩した児童への声かけもまた、児童に

とって苦痛を少しでも和らげることにつながるのだと思った。 
【特別支援学校の学習支援】 
・実際に特別支援学校のボランティアに参加して、子どもたちの注意を教師に向けさせる

ためにどのような工夫をすればよいかを学ぶことができた。先生方は子どものほおをさ

わるなどして、教師に注意を向けさせていた。実際に子どもたちと関わることで、大学

では学ぶことができない多くのことを学ぶことができた。 
【音楽授業における合唱指導補助】 
・今回初めて教師対児童としての合唱の音取りを行い、小学生の児童に対して音取りをど

こまで厳密に行うか、どのような発声指導を行えば児童たちが楽によく響く正しい発声

ができるようになるのかなど、課題を見つけることができた。自分が今まで勉強し学ん

できたことを相手に抵抗なく、分かりやすく教えることは非常に難しいと感じた。 
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〇中学校 

【数学学習サポート SPOT in MITO】 
・短い時間ではあったが生徒の個性も見ることができた。また、それと同時に生徒一人一

人にあわせた指導をする必要があると感じた。 
【外国籍生徒の日本語学習のサポート】 
・日本語指導は日本語を教えるだけでなく、今回は途中でスキー合宿があったので、しお

りの読みあわせをもう一度やったり、現地は布団なので使い方を確認したり、生徒が不

安に思わないようにしていることが印象に残りました。 
 
〇高等学校 
【家庭科課題研究の被服製作、課外授業の補助】 
・茨城県の高等学校には特色のある専門学科があるため、専門学科でボランティア活動を

させていただき、先生方から現場の様子、指導方法、生徒の実態についてもお話を伺う

ことができ、貴重な経験になりました。特に専門性の高さや深さが求められる校種であ

ることを実感し、改めて大学で多くのことを学びたいと思いました。 
【学習支援ボランティア(保健室経営)】 
・教育実習では高校を選ぶことができなかった分、このボランティアで高校の様子や生徒

たちの生活を知ることができて良かった。保健室以外にも様々なことを経験させていた

だき自分の学びにつながったと感じる。 
 

〇地域の活動 

【ひたちなか未来塾】 
・自分が理解していても、それを児童に教えるということが難しかった。特に算数の「割

合」については、理解するのが困難な児童が多く、次回の未来塾ではもっと上手に教え

られるように教え方を調べたりした。また、放課後ということもあり、なかなか学習に

集中できない児童が多く、どうすれば学習意欲をもたせられるのか、今後も考え、学習

意欲を高めるために取り組んでいきたい。児童への教え方だけでなく、児童との関わり

方についても学ぶことがたくさんあった。 
【夏休み企画 美術館で学ぼう】 
・子どもたちがどのような作品に興味を持ち、どのような感想を持つのかを間近で見るこ

とができ、美術科教員を目指す上で貴重な体験ができた。それだけではなく、美術館の

展示を自由に鑑賞することができたため、大学の講義ではあまり触れられない、陶芸に

ついての理解も深めることができた。 
【子どもの学習支援事業】 
・中学生への学習支援を行うことは初めてだったので、とても有意義な活動になった。特

に生活保護を受けている世帯という特殊な背景を持つ子どもとの関わりは、難しいと思

っていたが、とても楽しく関わることができた。 
・とてもまじめな子や勉強のやる気があるのに塾に通えない子どもたちの現状をみて、経

済格差が与える影響は大きいと感じた。また、不登校の子もいて、普段関わらない子ど

もたちと触れ合える貴重な経験になった。 
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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 時間

希望する

日数

（日）

1日当た

りの人数

（人）

学校支援活動の内容 その他

K1 五軒幼稚園 教頭　海老原夏代子

平成30年6月26日（火）

※天候によって，6月

27日（水）に変更

8:00～14:00 1 1
園外保育の引率補助

（保育活動の保育補助）

昼食を各自用意してきてくださ

い。

K2 五軒幼稚園 教頭　海老原夏代子 3学期中 8:00～14:00 1 1
園外保育の引率補助

（保育活動の保育補助）

昼食を各自用意してきてくださ

い。

K3 城東幼稚園 教頭　小田野恵

平成30年10月13日(土)

※雨天決行（城東小学

校体育館）

8:00～12:00 1 4

園行事の補助

（親子スポーツ会：準備

の手伝い，競技補助）

自家用車での来校を許可しま

す。

K4 浜田幼稚園 教頭　和地久美子
平成30年5月～平成31

年2月
9:00～14:00 1 1

通常保育の補助（保育活

動の保育補助）

昼食代は実費になります。動き

やすい服装，上靴・水筒等を持

参してください。

K5 浜田幼稚園 教頭　和地久美子 平成30年5月23日（水） 8:30～15:00 1 1

園行事の補助・通常保育

の補助

(運動会予行練習：準備，

競技誘導，着替え補助)

昼食代は実費になります。

K6 浜田幼稚園 教頭　和地久美子

平成30年5月26日（土）

※雨天の場合は5月27

日（日）

8:00～12:00 1 1

園行事の補助(運動会：

準備，競技誘導，着替え

補助)

K7 浜田幼稚園 教頭　和地久美子 平成30年6月22日（金） 8:00～15:00 1 1

通常保育の補助

（プール遊び・通常遊び：

着替え・水遊び・誘導・

トイレ補助）

昼食代は実費になります。プー

ルに入る準備とビーチサンダル

を持参してください。

K8 浜田幼稚園 教頭　和地久美子 平成30年6月29日（金） 8:00～15:00 1 1

通常保育の補助

（プール遊び・通常遊び：

着替え・水遊び・誘導・

トイレ補助）

昼食代は実費になります。プー

ルに入る準備とビーチサンダル

を持参してください。

K9 浜田幼稚園 教頭　和地久美子 平成30年7月3日（火） 8:00～16:00 1 1

通常保育の補助

（プール遊び・通常遊び：

着替え・水遊び・誘導・

トイレ補助）

昼食代は実費になります。プー

ルに入る準備とビーチサンダル

を持参してください。

K10 浜田幼稚園 教頭　和地久美子 平成30年7月6日（金） 8:00～16:00 1 1

通常保育の補助

（プール遊び：着替え・

水遊び・誘導・トイレ補

助）

園行事の補助

（七夕：保育活動の保育

補助）

昼食代は実費になります。プー

ルに入る準備とビーチサンダル

を持参してください。

K11 浜田幼稚園 教頭　和地久美子 平成30年7月7日（土） 8:00～12:00 1 1

園行事の補助補助

（夏祭り：着替え補助，

模擬店手伝い）

K12 浜田幼稚園 教頭　和地久美子 平成30年7月30日（月） 8:00～16:00 2 2

通常保育の補助

（夏の遊び：環境準備・

片付け等）

昼食代は実費になります。

K13 浜田幼稚園 教頭　和地久美子

平成30年10月19日（金）

※変更になる場合あ

り。

8:00～14:00 1 1

園外保育の引率補助

（百樹園：保育活動の保

育補助）

昼食代は実費になります。

歩きやすい服装・靴の準備と，

リュックサックを持参してくだ

さい。

K14 浜田幼稚園 教頭　和地久美子

平成30年11月9日（金）

※変更になる場合あ

り。

8:00～15:00 1 1

園外保育の引率補助

（歴史館：遊び・トイレ

補助等）

昼食代は実費になります。

歩きやすい服装・靴の準備と，

リュックサックを持参してくだ

さい。

K15 浜田幼稚園 教頭　和地久美子

平成30年12月5日（水）

※変更になる場合あ

り。

8:00～12:00 1 1
園外保育の引率補助

（中学校：遊びの補助）

中学校との連絡会において変更

になる場合があります。

K16 浜田幼稚園 教頭　和地久美子

平成31年2月8日（金）

※変更になる場合あ

り。

8:00～15:00 1 1

園外保育の引率補助

（日立方面：バス・電車

の乗り降り・遊び補助等）

昼食代は実費になります。
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№ 希望園 担当者名 派遣希望日 時間

希望する

日数

（日）

1日当た

りの人数

（人）

学校支援活動の内容 その他

K17 見川幼稚園 教頭　加藤聡子

平成30年5月26日（土）

※雨の場合は5月27日

（日）

8:00～16:00 1 2

園行事の補助

（幼小合同運動会：準備，

競技の補助・園児の誘導）

昼食は用意致します。

K18 見川幼稚園 教頭　加藤聡子

平成30年6月26日（火）

※雨天の場合は6月27

日（水）

8:00～14:00 1 1

園外保育の引率補助

（もみじ谷：保育活動の

保育補助）

昼食を各自用意してきてくださ

い。

K19 見川幼稚園 教頭　加藤聡子 平成30年10月26日(金) 8:00～12:00 1 2

園行事補助

（ミニ運動会：準備，競

技の補助，園児の誘導）

昼食は用意致します。

K20 見川幼稚園 教頭　加藤聡子

平成30年10月12日(金)

※雨天の場合は延期

（日程は未定）

8:00～14:00 1 2

園外保育の引率補助

（笠間方面：保育活動の

保育補助）

昼食を各自用意してきてくださ

い。

K21 見川幼稚園 教頭　加藤聡子 平成31年2月1日(金) 8:00～14:00 1 1

園行事の補助

（節分の豆まき：鬼になっ

て行事に参加，中学校へ

の豆まき引率）

昼食は用意致します。

K22 石川幼稚園 教頭　蛯澤法子

平成30年5月～平成31

年2月

※月1～ 2日間（園と予

定を調整して決定）

9:00～14:00 7 2

通常保育の補助（保育活

動の保育補助）

※行事等の補助・園外保

育の引率等もあり

昼食を各自用意してきてくださ

い。

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。参加のできる月だ

けでも構いません。

K23 酒門幼稚園 教諭　石田真澄 平成30年10月20日（土） 8:00～13:00 1 3

園行事の補助（運動会：

用具の出し入れ，片付け

等）

昼食代は実費になります。

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

K24 酒門幼稚園 教諭　石田真澄 平成30年12月14日（金） 9:00～12:30 1 3
園行事の補助（発表会：

舞台準備，片付け）

昼食代は実費になります。

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

K25 笠原幼稚園 教頭　菊池美也子
平成30年5月～平成31

年2月
8:30～16:00 15 3

通常保育の補助

（保育活動の保育補助）

昼食・水筒は持参ください。運

動しやすい服装上靴を持参して

ください。

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

K26 笠原幼稚園 教頭　菊池美也子 平成30年5月15日（火） 8:30～14:00 1 4

園外保育補助

（運動会全体：練習見学

補助）

昼食・水筒・帽子・運動しやす

い服装・運動靴・上靴等を持参

してください。

派遣学生の自家用車での来園を

許可します。

K27 笠原幼稚園 教頭　菊池美也子 平成30年5月18日（金） 8:00～12:00 1 2
通常保育の補助

（保育活動の保育補助）

水筒・帽子・運動しやすい服装・

運動靴・上靴等を持参してくだ

さい。

派遣学生の自家用車での来園を

許可します。

K28 笠原幼稚園 教頭　菊池美也子 平成30年6月2日（土） 8:00～12:00 1 4
園行事の補助（親子で遊

ぼう会）

水筒・帽子持参してください。

運動しやすい服装・運動靴・上

靴等を持参してください。

K29 笠原幼稚園 教頭　菊池美也子 平成30年7月7日（土） 8:00～12:00 1 3
園行事の補助（夏祭り：

保育活動の保育補助）

水筒・帽子持参してください。

運動しやすい服装・運動靴・上

靴等を持参してください。

K30 笠原幼稚園 教頭　菊池美也子

平成30年10月13日（土）

※雨天の場合は10月14

日（日）

8:00～12:00 2 4
園行事の補助（運動会：

準備，片付け，保育補助）

水筒・帽子持参してください。

運動しやすい服装・運動靴・上

靴等を持参願います。

K31 笠原幼稚園 教頭　菊池美也子
平成30年10月22日（月）

～ 10月26日（金）
8:30～15:00 5 2

通常保育の補助（保育活

動の保育補助）

昼食・水筒は持参ください。運

動しやすい服装上靴を持参くだ

さい。

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

K32 笠原幼稚園 教頭　菊池美也子 平成30年10月29日（月） 8:00～14:00 1 2

園外保育（パイプオルガ

ン鑑賞：保育活動の保育

補助）

昼食は実費でお願いします。運

動しやすい服装上靴を持参くだ

さい

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。
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№ 希望園 担当者名 派遣希望日 時間

希望する

日数

（日）

1日当た

りの人数

（人）

学校支援活動の内容 その他

K33 笠原幼稚園 教頭　菊池美也子 平成30年11月2日（金） 8:00～15:00 1 3

園行事の補助（幼稚園へ

ようこそ：未就園児交流

の補助）

昼食・水筒は持参ください。運

動しやすい服装上靴を持参くだ

さい

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

K34 笠原幼稚園 教頭　菊池美也子 平成30年12月14日（金） 8:00～12:00 1 2

園行事の補助（発表会：

大道具準備，片付け，保

育補助）

昼食・水筒は持参ください。運

動しやすい服装上靴を持参くだ

さい。

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

K35 笠原幼稚園 教頭　菊池美也子 平成31年2月1日（金） 8:00～14:00 1 2

園行事の補助（節分の集

い：準備，片付け，保育

補助）

昼食・水筒は持参ください。運

動しやすい服装上靴を持参くだ

さい

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

K36 内原幼稚園 教頭　國分真由美 平成30年7月3日（火） 9:00～11:30 1 6

園行事の補助

（ジャガイモ掘り：掘る

補助，掘ったジャガイモ

の袋詰め等）

天候によって日程を後日に変更

する場合があります。天候の心

配のある時は，園まで連絡くだ

さい。

畑は園のすぐ裏です。

汚れてもよい服装でお願いしま

す。

派遣学生の自家用車での来園は

要相談。

K37 内原幼稚園 教頭　國分真由美 平成30年10月13日（土） 8:00～12:00 1 10

園行事の補助

（運動会：準備，協議の

補助）

※0～ 5歳児が対象です。

運動会の場所は，内原ヘルス

パークです。内原駅から徒歩10

分程の場所です。室内ですので

期日に変更はありません。

運動のできる服装，上靴等を持

参してください。

K38 内原幼稚園 教頭　國分真由美 平成30年11月2日（金） 9:00～11:30 1 6

園行事の補助

（サツマイモ掘り：掘る

補助，掘ったジャガイモ

の袋詰め等）

天候によって日程が後日に変更

する場合があります。天候の心

配のある時は，園まで連絡くだ

さい。

畑は園のすぐ裏です。

汚れてもよい服装でお願いしま

す。

派遣学生の自家用車での来園は

要相談。

K39 内原幼稚園 教頭　國分真由美 平成30年12月8日（土） 8:00～12:00 1 6

園行事の補助

（発表会：小道具や大道

具の準備，身支度の補助）

内原保育所・幼稚園で行います。

動きやすい服装，上靴を持参し

てください。

＜小学校＞

№ 希望校 担当者名 派遣希望日 時間

希望する

日数

（日）

1日当た

りの人数

（人）

学校支援活動の内容 その他

E1 三の丸小学校 教諭　武田洋子 平成30年5月26日（土） 8:00～15:30 1 5

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。

昼食を各自用意してきてくださ

い。

E2 三の丸小学校 教諭　武田洋子 平成30年5月26日（土） 8:00～15:30 1 2

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。

昼食を各自用意してきてくださ

い。

E3 三の丸小学校 教諭　武田洋子 平成30年6月 未定 5 5

授業における学習支援

（第5学年家庭科：手縫い

学習の補助）

E4 三の丸小学校 教諭　武田洋子 平成30年11月 未定 5 5

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）
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№ 希望校 担当者名 派遣希望日 時間

希望する

日数

（日）

1日当た

りの人数

（人）

学校支援活動の内容 その他

E5 三の丸小学校 教諭　武田洋子 平成30年11月 未定 5 5

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）

E6 三の丸小学校 教諭　武田洋子 平成31年1月下旬 未定 5 5

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）

E7 三の丸小学校 教諭　武田洋子 平成31年1月下旬 未定 5 5

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）

E8 三の丸小学校 教諭　武田洋子
平成30年5月～平成30

年9月

月

15:00～17:30

火・水・木・

金

16:00～17:30

10 5

その他

（吹奏楽部への指導の補

助)

参加できる期日のみでも歓迎し

ます。

吹奏楽経験者を希望します。

自家用車での来校を許可しま

す。

E9 三の丸小学校 教諭　武田洋子
平成30年10月～平成30

年12月

月

15:00～17:30

火・水・木・

金

16:00～17:30

10 5

その他

（吹奏楽部への指導の補

助)

参加できる期日のみでも歓迎し

ます。

吹奏楽経験者を希望します。

自家用車での来校を許可しま

す。

E10 三の丸小学校 教諭　武田洋子
平成31年1月～平成31

年2月

月

15:00～17:30

火・水・木・

金

16:00～17:30

10 5

その他

（吹奏楽部への指導の補

助)

参加できる期日のみでも歓迎し

ます。

吹奏楽経験者を希望します。

自家用車での来校を許可しま

す。

E11 三の丸小学校 教諭　武田洋子

平成30年6月19日（火），

7月10日（火），

平成30年9月18日（火），

10月16日（火），

平 成30年11月20日

（火），12月11日（火），

平成31年1月22日（火），

2月19日（火），

平成30年3月12日（火）

13:30～16:00 9 2
授業における学習支援

（クラブ活動の実験補助）

参加できる期日のみでも歓迎し

ます。

理科専攻の学生を希望します。

E12 三の丸小学校 教諭　武田洋子 平成30年10月11日（木） 8:10～16:00 1 3

校外学習の引率補助

（第2学年遠足アクアワー

ルド大洗：児童看護補助，

個別な配慮が必要な児童

への支援）

動きやすい服装で参加してくだ

さい。

昼食を各自用意してきてくださ

い。

E13 三の丸小学校 教諭　武田洋子 平成30年10月12日（金） 8:10～16:00 1 6

校外学習の引率補助

（第1学年遠足森林公園：

児童看護補助，個別な

配慮が必要な児童への支

援）

動きやすい服装で参加してくだ

さい。

昼食を各自用意してきてくださ

い。

E14 三の丸小学校 教諭　武田洋子
平成31年1月中旬～平

成31年2月
未定 5 5

授業における学習支援

（第1学年体育科：なわと

び学習の補助）

参加できる期日のみでも歓迎し

ます。

動きやすい服装で参加してくだ

さい。

E15 三の丸小学校 教諭　武田洋子
平成31年1月中旬～平

成31年2月
未定 5 5

授業における学習支援

（第2学年体育科：なわと

び学習の補助）

参加できる期日のみでも歓迎し

ます。

動きやすい服装で参加してくだ

さい。

E16 三の丸小学校 教諭　武田洋子
平成31年1月中旬～平

成31年2月
未定 5 5

授業における学習支援

（第3学年体育科：なわと

び学習の補助）

参加できる期日のみでも歓迎し

ます。

動きやすい服装で参加してくだ

さい。

E17 浜田小学校
教諭　石川聡

教諭　鈴木和也

平成30年5月25日（金）

※雨天の場合は変更あ

り

13:00～17:00 1 5

学校行事の補助

（運動会準備：ライン引

き，テント設営）

自家用車での来校（相乗り）を

許可します。

E18 浜田小学校
教諭　石川聡

教諭　鈴木和也

平成30年5月26日（土）

※雨天の場合は変更あ

り

8:00～16:00 1 5

学校行事の補助

（運動会：各係の手伝い，

準備，片づけ，児童看護）

昼食代は実費となります。
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E19 浜田小学校
教諭　石川聡

教諭　鈴木和也

平成30年7月23日（月）

～ 25日（水）

平成30年7月30日（月）

～ 31日（火）

8:30～12:00 5 5
その他

（夏季休業中の水泳学習）

自家用車での来校（相乗）を許

可します。

E20 浜田小学校 教諭　大山三代
平成30年9月14日（金）

※変更になる場合あり
8:30～15:00 1 3

校外学習の引率補助

（第1学年遠足大洗水族

館：個別支援が必要な児

童への支援またグループ

活動時の児童への支援）

昼食代は実費になります。

自家用車での来校を許可しま

す。

E21 浜田小学校 教諭　髙貫まさ子
平成30年9月19日（水）

※変更になる場合あり
8:00～16:00 1 3

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。

自家用車での来校を許可しま

す。

E22 浜田小学校 教諭　松本晶美
平成30年9月21日（金）

※変更になる場合あり
8:00～16:00 1 3

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。

自家用車での来校を許可しま

す。

E23 浜田小学校 教諭　綿引則子
平成30年9月28日（金）

※変更になる場合あり
8:00～16:00 1 2

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。

自家用車での来校を許可しま

す。

E24 浜田小学校 教諭　富永幸枝

平成30年9月26日（水）

～ 9月27日（木）

※変更になる場合あり

7:30～17:00 2 3

校外学習の引率補助

（第5学年宿泊学習水戸少

年自然の家：ウォークラ

リー・キャンプファイ

ヤー実施時の児童看護

等）

食事，宿泊代等は実費になりま

す。

自家用車での来校を許可しま

す。

E25 浜田小学校
教諭　石川聡

教諭　川村公美子

平成30年10月22日（月）

※変更になる場合あり
8:30～12:00 1 10

学校行事の補助

（ハミングロードハロ

ウィーン：グループ活動

時の児童看護等）

仮装して参加してください。

自家用車での来校（相乗）を許

可します。

E26 浜田小学校 教諭　髙貫まさ子 平成30年10月中旬 未定 1 5

校外学習の引率補助

（第2学年生活科まちたん

けん：児童への個別支援）

自家用車での来校許可します。

E27 浜田小学校
教諭　石川聡

養護教諭　菅谷五月
平成30年10月30日(火) 12:00～16:00 1 5

その他

（就学時健康診断：係児

童の支援）

自家用車での来校許可します。

E28 浜田小学校
教諭　石川聡

教諭　鈴木和也

平成30年11月25日（日）

※変更する場合あり
8:30～12:00 1 10

学校行事の補助

（マラソン大会：伴走，

児童看護補助等）

自家用車での来校（相乗）を許

可します。

E29 浜田小学校 教諭　大山三代 平成31年1月下旬 未定 3 3

授業における学習支援

（第1学年体育：跳び箱運

動の支援）

自家用車での来校許可します。

E30 浜田小学校 教諭　髙貫まさ子 平成31年2月中旬 未定 3 6

授業における学習支援

（第2学年の体育：なわと

び運動の支援）

自家用車での来校許可します。

E31 緑岡小学校 教諭　高村啓子
平成30年6月下旬～ 7

月

9:35～11:20

10:35～12:10
2 10

授業における学習支援

（低学年：水泳学習の支

援）

曜日によって時間帯が決まる予

定です。

天候によって実施しない場合は

連絡します。

E32 緑岡小学校 教諭　高村啓子
平 成30年10月 ～ 11月

の金曜日
8:40～11:20 2 10

授業における学習支援

（低学年体育：マット・

跳び箱遊びの支援）

E33 緑岡小学校 教諭　高村啓子 平成30年6月 午前中 1 10

授業における学習支援

（5年家庭科：初めての手

縫いの授業の支援）

E34 緑岡小学校 教諭　高村啓子 平成30年9月 午前中 1 10

授業における学習支援

（6年家庭科ミシンの授

業）

E35 緑岡小学校 教諭　高村啓子 平成30年10月 午前中 1 10

授業における学習支援

（5年家庭科ミシンの授

業）

－ 28－



№ 希望校 担当者名 派遣希望日 時間

希望する

日数

（日）

1日当た

りの人数

（人）

学校支援活動の内容 その他

E36 上大野小学校 教諭　五十川淳一 平成30年5月25日（金）
13:30～16:00

1 3
学校行事の補助

（運動会の前日：準備）

自家用車での来校を許可しま

す。

E37 上大野小学校 教諭　五十川淳一

平成30年5月26日（土）

※雨天の場合は5月27

日（日）

7:00～15:00 2 4

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）

自家用車での来校を許可しま

す。

E38 上大野小学校 教諭　五十川淳一 平成30年5月26日（土） 8:00～15:00 1 2

学校行事の補助

（運動会：救護係の補助，

競技の補助等）

自家用車での来校を許可しま

す。

教育学部養護教諭養成課程の学

生を希望します。

E39 上大野小学校 教諭　五十川淳一 平成30年5月～ 7月

月・木

9:30～11:20

火

10:15～12:10

10 3

授業における学習支援

（体育科：学習補助・模

範演技・水泳学習の準備

や補助）

自家用車での来校を許可しま

す。

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。

E40 上大野小学校 教諭　五十川淳一 平成30年9月～ 12月 未定 10 3

授業における学習支援

（体育科：学習補助・模

範演技・持久走大会の補

助）

自家用車での来校を許可しま

す。

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。

E41 上大野小学校 教諭　五十川淳一 平成31年1月～ 2月 未定 10 3

授業における学習支援

（体育科：学習補助・模

範演技・なわとび検定の

補助）

自家用車での来校を許可しま

す。

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。

E42 上大野小学校 教諭　五十川淳一 平成30年7月～ 8月
午前中

2時間程度
6 3

その他

（夏休みの学習支援理科：

自由研究相談）

自家用車での来校を許可しま

す。

理科の学生を希望します。

参加のできる期日のみでも歓迎

します。

E43 渡里小学校 教頭　上宮正人
平成30年5月1日（火）～

7月13日（金）
8:30～12:15 10 5

授業における学習支援

（第1 ～ 6学年の算数科：

学習内容を理解するのに

時間を要する児童に個別

支援）

動きやすい服装で参加してくだ

さい。

参加できる期日については，学

生さんと相談の上決定させてく

ださい。

自家用車での来校を許可しま

す。

E44 渡里小学校 教頭　上宮正人
平成30年5月1日（火）～

7月13日（金）
8:30～12:15 10 4

特別な支援を要する児童

生徒に対する個別支援

（知的2クラス，自情1ク

ラスの児童の個別支援）

動きやすい服装で参加してくだ

さい。

参加できる期日については，学

生さんと相談の上決定させてく

ださい。

自家用車での来校を許可しま

す。

E45 渡里小学校 教頭　上宮正人

平成30年5月1日（火）～

7月13日（金）

※毎週水曜日のみ

8:15～8:45 10 4

授業における学習支援

（第1 ～ 6学年へ読み聞か

せ）

動きやすい服装で参加してくだ

さい。

参加できる期日については，学

生さんと相談の上決定させてく

ださい。

自家用車での来校を許可しま

す。

E46 渡里小学校 教頭　上宮正人

平成30年5月1日（火）～

7月13日（金）

※毎週水曜日のみ

13:00～13:50 10 5

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

と一緒に遊ぶ。）

動きやすい服装で参加してくだ

さい。

参加できる期日については，学

生さんと相談の上決定させてく

ださい。

自家用車での来校を許可しま

す。

E47 渡里小学校 教頭　上宮正人
平成30年5月26日（土）

※雨天の場合は順延
7:30～15:30 1 5

学校行事の補助

（運動会：準備係，児童

看護補助，校内パトロー

ル補助，当日準備，片付

け）

動きやすい服装で参加してくだ

さい。

昼食は，渡里小で準備します。

E48 渡里小学校 教頭　上宮正人
平成30年7月23日（月）

～ 7月27日（金）
10:00～11:30 5 5

授業における学習支援

（体育科：水泳補習学習

の補助）

動きやすい服装で参加してくだ

さい。

参加できる期日については，学

生さんと相談の上決定させてく

ださい。

自家用車での来校を許可しま

す。
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E49 渡里小学校 教頭　上宮正人
平成30年8月27日（月）

～ 12月19日（水）
8:30～12:15 10 5

授業における学習支援

（第1 ～ 6学年の算数科：

学習内容を理解するのに

時間を要する児童に個別

支援）

動きやすい服装で参加してくだ

さい。

参加できる期日については，学

生さんと相談の上決定させてく

ださい。

自家用車での来校を許可しま

す。

E50 渡里小学校 教頭　上宮正人
平成30年8月27日（月）

～ 12月19日（水）
8:30～12:15 10 4

特別な支援を要する児童

生徒に対する個別支援

（知的2クラス，自情1ク

ラスの児童の個別支援）

動きやすい服装で参加してくだ

さい。

参加できる期日については，学

生さんと相談の上決定させてく

ださい。

自家用車での来校を許可しま

す。

E51 渡里小学校 教頭　上宮正人

平成30年8月27日（月）

～ 12月19日（水）

※毎週水曜日のみ

8:15～8:45 10 4

授業における学習支援

（第1 ～ 6学年へ読み聞か

せ）

動きやすい服装で参加してくだ

さい。

参加できる期日については，学

生さんと相談の上決定させてく

ださい。

自家用車での来校を許可しま

す。

E52 渡里小学校 教頭　上宮正人

平成30年8月27日（月）

～ 12月19日（水）

※毎週水曜日のみ

13:00～13:50 10 5

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

と一緒に遊ぶ。）

動きやすい服装で参加してくだ

さい。

参加できる期日については，学

生さんと相談の上決定させてく

ださい。

自家用車での来校を許可しま

す。

E53 渡里小学校 教頭　上宮正人 平成30年9月20日（木） 8:00～15:00 1 3
校外学習の引率補助

（1年生遠足）

動きやすい服装で参加してくだ

さい。

参加できる期日については，学

生さんと相談の上決定させてく

ださい。

自家用車での来校を許可しま

す。

E54 渡里小学校 教頭　上宮正人 平成30年9月26日（水） 8:00～15:00 1 3
校外学習の引率補助

（2年生遠足）

動きやすい服装で参加してくだ

さい。

参加できる期日については，学

生さんと相談の上決定させてく

ださい。

自家用車での来校を許可しま

す。

E55 渡里小学校 教頭　上宮正人 平成30年10月4日（木） 8:00～15:00 1 3
校外学習の引率補助

（3年生遠足）

動きやすい服装で参加してくだ

さい。

参加できる期日については，学

生さんと相談の上決定させてく

ださい。

自家用車での来校を許可しま

す。

E56 渡里小学校 教頭　上宮正人 平成30年10月12日（金） 8:00～15:00 1 3
校外学習の引率補助

（4年生遠足）

動きやすい服装で参加してくだ

さい。

参加できる期日については，学

生さんと相談の上決定させてく

ださい。

自家用車での来校を許可しま

す。

E57 渡里小学校 教頭　上宮正人 平成30年10月13日（土） 7:30～15:30 1 10

学校行事の補助

（渡里元気村：準備，各

ブースの運営，片付け）

動きやすい服装で参加してくだ

さい。

昼食は，渡里小で準備します。

E58 渡里小学校 教頭　上宮正人 平成30年11月23日（金） 7:30～12:15 1 10

学校行事の補助

（持久走大会：準備係，

児童看護補助，校内パト

ロール補助，当日準備，

片付け）

動きやすい服装で参加してくだ

さい。

E59 渡里小学校 教頭　上宮正人 平成31年1月～ 2月 8:30～12:15 10 5

授業における学習支援

（第1 ～ 6学年の算数科：

学習内容を理解するのに

時間を要する児童の個別

支援）

動きやすい服装で参加してくだ

さい。

参加できる期日については，学

生さんと相談の上決定させてく

ださい。

自家用車での来校を許可しま

す。
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E60 渡里小学校 教頭　上宮正人 平成31年1月～ 2月 8:30～12:15 10 4

特別な支援を要する児童

生徒に対する個別支援

（知的2クラス，自情1ク

ラスの児童の個別支援）

動きやすい服装で参加してくだ

さい。

参加できる期日については，学

生さんと相談の上決定させてく

ださい。

自家用車での来校を許可しま

す。

E61 渡里小学校 教頭　上宮正人
平成31年1月～ 2月

※毎週水曜日のみ
8:15～8:45 10 4

授業における学習支援

（第1 ～ 6学年への読み聞

かせ）

動きやすい服装で参加してくだ

さい。

参加できる期日については，学

生さんと相談の上決定させてく

ださい。

自家用車での来校を許可しま

す。

E62 渡里小学校 教頭　上宮正人
平成31年1月～ 2月

※毎週水曜日のみ
13:00～13:50 10 5

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

と一緒に遊ぶ。）

動きやすい服装で参加してくだ

さい。

参加できる期日については，学

生さんと相談の上決定させてく

ださい。

自家用車での来校を許可しま

す。

E63 渡里小学校 教頭　上宮正人 平成31年2月20日（水） 9:00～12:15 1 10

学校行事の補助

（なわ跳び大会：当日準

備，片付け，児童看護補

助）

動きやすい服装で参加してくだ

さい。

自動車での来校を許可します。

E64 吉田小学校 教諭　高星茂紀 平成30年5月26日（土） 8:00～16:00 1 3
学校行事の補助

（運動会：児童看護）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E65 吉田小学校 教諭　高星茂紀 平成30年10月27日（土） 8:00～16:00 1 10
学校行事の補助

（児童看護，模擬店参加）

昼食は用意します。派遣学生は

公共交通機関を利用して来校願

います。。

E66 吉田小学校 教諭　高星茂紀 平成30年11月8日(木) 10:00～16:00 1 5

学校行事の補助

（就学時健康診断：新入

児童の誘導等）

昼食は各自で済ませて来てくだ

さい。派遣学生の自家用車での

来校を許可します。

E67 酒門小学校 教諭　菊池　智子
平成30年10月19日（金）

※変更になる場合あり
9:00～16:00 1 3

校外学習の引率補助

（第5学年宿泊学習水戸市

少年自然の家：ウォーク

ラリー等の支援）

現地集合，現地解散です。

自家用車での来所も許可しま

す。

昼食は持参してください。（弁

当を希望する場合は事前に連絡

して下さい）

E68 河和田小学校 教頭　臼井洋子 平成30年5月～ 7月 8:40～12:10 10 3

授業における学習支援

（1年生の授業：配慮が必

要な児童への支援）

※運動会の練習含む

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E69 河和田小学校 教頭　臼井洋子

平成30年6月25日～ 7

月13日（金）

※雨天の場合は中止

8:40～12:10 10 2
授業における学習支援

（体育科：水泳学習）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E70 河和田小学校 教頭　臼井洋子 平成30年10月10日（水） 8:00～15:30 1 2
校外学習の引率補助

（1年生の遠足）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します

昼食代は実費になります。

E71 河和田小学校 教頭　臼井洋子
平成30年9月28日（金）

～ 9月29日（土）

28日8:00～

29日17:00
2 2

校外学習の引率補助

（第5学年宿泊学習水戸市

少年自然の家）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します

昼食代は実費になります。

E72 河和田小学校 教頭　臼井洋子 平成30年5月～ 9月 8:40～12:10 10 2

授業における学習支援

（2 ～ 6年生：配慮が必要

な児童への支援）

※運動会の練習含む

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E73 河和田小学校 教頭　臼井洋子 平成30年10月～ 12月 8:40～12:10 10 2

授業における学習支援

（2 ～ 6年生：配慮が必要

な児童への支援）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E74 河和田小学校 教頭　臼井洋子 平成31年1月～ 2月 8:40～12:10 10 2

授業における学習支援

（2 ～ 6年生：配慮が必要

な児童への支援）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E75 上中妻小 教頭　鈴木俊之 平成30年5月26日(土) 8:00～15:30 1 4

学校行事の補助

（運動会補助：競技準備，

出発合図，児童看護等）

昼食は準備します。

派遣学生の自家用車来校は許可

します。駐車場所は後日連絡。
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E76 見川小学校 教諭　木野内喜久恵
平成30年5月26日（土）

※雨天の場合は順延
7:30～16:00 1 3

学校行事の補助

（運動会運営補助：競技

種目の準備及び片づけ）

昼食代は実費になります。

E77 見川小学校 教諭　木野内喜久恵
平成30年7月23日（月）

～ 7月27日（金）
8:00～10:00 5 5

授業における学習支援

（4年生から6年生までの

算数科：個別指導）

E78 見川小学校 教諭　木野内喜久恵

平成30年7月23日（月）

～ 7月25日（水）

※天候によっては中止

になることあり

10:00～12:30 3 3

その他

（夏季休業中の6年水泳学

習：個別指導）

E79 見川小学校 教諭　木野内喜久恵

平成30年11月22日（木）

※変更になる場合あり

※雨天の場合は11月27

日

8:30～12:00 1 3

学校行事の補助

（校外での持久走大会：

運営補助，低学年の伴走，

途中審判など）

E80 見川小学校 教諭　木野内喜久恵 平成30年6月～ 12月 8:00～12:00 10 3

授業における学習支援

（低学年：生活及び学習

支援）

活動日は学生さんのご都合のよ

い時をご相談ください。

E81 千波小学校 教諭　石井隆子

平成30年5月19日（土）

※雨天により変更にな

る場合あり

7:30～16:00 1 6

学校行事の補助

（運動会：各係・児童看

護の補助，準備，片付け）

昼食代は実費になります。

救護係補助として養護教諭養成

課程の学生，他の係補助として

教育学部生を希望します。

E82 千波小学校 教諭　石井隆子

平成30年11月22日（木）

※雨天により変更にな

る場合あり

8:30～12:10 1 6

学校行事の補助

（校内持久走大会：各係・

児童看護の補助，準備，

片付け）

救護係補助として養護課程学

生，他の係補助として教育学部

生を希望します。

逆川緑地公園の現地集合解散と

なります。派遣学生の自家用車

での来校を許可します。

E83 千波小学校 教諭　石井隆子 平成30年10月30日(火) 13:00～16:00 1 6
学校行事の補助

（就学時健康診断の補助）

内科・歯科健診の補助・準備・

片付け

E84 双葉台小学校 教頭　豊田雅之 平成30年5月25日（金） 13:00～16:00 1 4
学校行事の補助

（運動会の前日準備）

E85 双葉台小学校 教頭　豊田雅之

平成30年5月26日（土）

※雨天の場合は5月27

日（日）

8:00～15:30 1 3

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。

E86 双葉台小学校 教頭　豊田雅之

平成30年5月26日（土）

※雨天の場合は5月27

日（日）

8:00～15:30 1 2

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。

E87 双葉台小学校 教頭　豊田雅之

平成30年10月11日（月）

※変更になる場合あり 8:30～15:00 1 3

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。

E88 双葉台小学校 教頭　豊田雅之

平成30年9月27日（木）

※変更になる場合あり 8:00～16:00 1 3

校外学習の引率補助

（第4学年遠足個別な配慮

が必要な児童への支援）
昼食代は実費になります。

E89 双葉台小学校 教頭　豊田雅之
平成30年9月28日（金）

※変更になる場合あり
8:00～16:00 1 3

校外学習の引率補助

（第2学年遠足個別な配慮

が必要な児童への支援）

昼食代は実費になります。

E90 双葉台小学校 教頭　豊田雅之
平成30年9月29日（金）

※変更になる場合あり
8:00～16:00 1 3

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。

E91 双葉台小学校 教頭　豊田雅之

平成30年10月24日（水）

～ 10月25日（木）

※変更になる場合あり

24日7:30～

25日16:00
2 4

校外学習の引率補助

（第5学年宿泊学習水戸少

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。
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E92 双葉台小学校 教頭　豊田雅之
平成30年11月21日（水）

※変更になる場合あり
8:30～12:00 1 5

学校行事の補助

（持久走大会：伴走，児

童看護補助）

E93 双葉台小学校 教頭　豊田雅之 平成30年11月下旬 45分間×3回 10 5

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）

参加のできる期日のみでも歓迎

します

E94 双葉台小学校 教頭　豊田雅之 平成31年2月下旬 45分間×3回 10 5

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）

参加のできる期日のみでも歓迎

します

E95 双葉台小学校 教頭　豊田雅之 平成31年1月中旬 未定 10 3

授業における学習支援

（第1学年体育：縄跳び運

動の支援）

参加のできる期日のみでも歓迎

します

E96 双葉台小学校 教頭　豊田雅之 平成30年5月～ 7月 8:30～12:15 10 5

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

E97 双葉台小学校 教頭　豊田雅之
平成30年9月～ 12月

8:30～12:15 10 5

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

E98 双葉台小学校 教頭　豊田雅之
平成31年1月～ 2月

8:30～12:15 10 5

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。

E99 双葉台小学校 教頭　豊田雅之
平成30年5月～ 7月

8:30～12:15 10 4

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。

E100 双葉台小学校 教頭　豊田雅之 平成30年9月～ 12月 8:30～12:15 10 4

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。

E101 双葉台小学校 教頭　豊田雅之
平成30年5月～ 7月

※雨天中止
13:30～13:50 10 5

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。

E102 双葉台小学校 教頭　豊田雅之
平成30年9月～ 12月

※雨天中止
13:30～13:50 10 5

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。

E103 双葉台小学校 教頭　豊田雅之
平成31年1月～ 2月

※雨天中止
13:30～13:50 10 5

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。

E104 双葉台小学校 教頭　豊田雅之 平成30年10月 未定 1 5
学校行事の補助

（就学時健康診断）

E105 双葉台小学校 教頭　豊田雅之 平成30年11月10日（土） 9:00～15:00 1 5

学校行事の補助

（ふたばっ子まつり：児

童看護の補助等）

E106 笠原小学校 教頭　海藤一幸
平成30年5月～ 9月

※週1日程度
8:30～12:00

10
2

その他

（保健室における養護教

諭の補助）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E107 笠原小学校 教頭　海藤一幸
平成30年10月～ 12月

※週1日程度
8:30～12:00 10 2

その他

（保健室における養護教

諭の補助）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E108 笠原小学校 教頭　海藤一幸

平成31年1月下旬～ 2

月

※週1日程度

8:30～12:00 10 2

その他

（保健室における養護教

諭の補助）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。
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E109 赤塚小学校 教諭　石井富美代 平成30年5月26日（土） 8:00～15:00 1 5

学校行事の補助

（運動会：運営補助、準備・

片付け）

動きやすい服装で参加してくだ

さい。

E110 赤塚小学校 教諭　石井富美代
平成30年11月17日（土）

※雨天決行
9:00～15:00 1 5

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）

E111 吉沢小学校 教諭　石川敦子

平成30年9月6日（木）～

10月5日（金）

木曜日・金曜日（1回だ

けでも可）

15:00～16:30
10

3

授業における学習支援

（第6学年陸上記録会に向

けての練習：陸上競技の

技能指導）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E112 吉沢小学校 教諭　石川敦子

平成30年6月中旬～ 7

月中旬

（1回だけでも可）

8:45～15:30

の中で2時間
10 3

授業における学習支援

（全学年：水泳の技能指

導）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E113 吉沢小学校 教諭　石川敦子 平成30年5月26日（土） 8:00～15:00 1 5

学校行事の補助

（運動会：競技の運営補

助）

重いものを運びます。

E114 吉沢小学校 教諭　石川敦子

平成30年11月1日（木），

2日（金）

※1日だけでも可

8:00～15:00 2 5

校外学習の引率補助

（第5学年宿泊学習水戸少

年自然の家）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

食事代などの実費は負担してい

ただきます。

E115 吉沢小学校 教諭　石川敦子 平成30年11月16日（金） 8:00～12:30 1 10

学校行事の補助

（全学年四季の原公園：

持久走大会の運営補助）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E116 稲荷第二小 教頭　藤枝則子
平成30年9月4日～ 9月

30日まで
15:45～16:45 10 5 授業における学習支援

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E117 稲荷第二小 教頭　藤枝則子

平成30年9月5日～ 9月

27日まで

水曜日・木曜日

14:40～16:45 8 5 授業における学習支援
派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E118 大場小学校 教諭　藤井伸
平成30年10月24日（水）

※変更になる場合あり
13:00～14:00 1 2

その他

（グロトリアンピアノの

演奏：グロトリアンピア

ノ鑑賞会での演奏）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E119 鯉淵小学校 教諭　大野純一

平成30年5月26日（土）

※雨天の場合は5月27

日（日）

8:00～15:30 1 3

特別な支援を要する児童

に対する個別支援

（運動会において，知的

学級及び自・情学級に在

籍する児童の支援補助）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

短時間での，参加も歓迎します。

E120 鯉淵小学校 教諭　大野純一
平成30年5月～ 9月

水曜日
13:00～15:30 10 2

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）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

参加のできる期日のみでも歓迎

します。

E121 鯉淵小学校 教諭　大野純一
平成30年10月～ 12月

水曜日
13:00～15:30 10 2

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）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

参加のできる期日のみでも歓迎

します。

E122 鯉淵小学校 教諭　大野純一
平成31年1月～ 2月

水曜日・木曜日
13:00～15:30 10 2

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）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

参加のできる期日のみでも歓迎

します。

E123 鯉淵小学校 教諭　大野純一

平成30年11月27日（火）

実施日変更のためキャ

ンセル

午前中

（詳細は未定）
1 5

学校行事の補助

（持久走大会：児童看護

の補助等）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E124 鯉淵小学校 教諭　大野純一
平成30年6月～平成31

年2月
8:10～12:20 10 3

授業における学習支援

（算数科の授業における

個別支援）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

参加のできる期日のみでも歓迎

します。

E125 鯉淵小学校 教諭　大野純一 平成30年6月
午前3時間程

度
1 3

授業における学習支援

（プール清掃）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。
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№ 希望校 担当者名 派遣希望日 時間

希望する

日数

（日）

1日当た

りの人数

（人）

学校支援活動の内容 その他

E126 妻里小学校 教諭　大澤恵子
平成30年5月～ 9月

※週2回程度
8:00～15:00 10 5

授業における学習支援

（第1 ～第6学年授業にお

ける個別支援）

昼食代は実費になります。

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

参加のできる期日のみでも歓迎

します。

E127 妻里小学校 教諭　大澤恵子
平成30年10月～ 12月

※週2回程度
8:00～15:00 10 5

授業における学習支援

（第1 ～第6学年授業にお

ける個別支援）

昼食代は実費になります。

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

参加のできる期日のみでも歓迎

します。

E128 妻里小学校 教諭　大澤恵子
平成31年1月～ 2月

※週2回程度
8:00～15:00 10 5

授業における学習支援

（第1 ～第6学年授業にお

ける個別支援）

昼食代は実費になります。

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

参加のできる期日のみでも歓迎

します。

E129 妻里小学校 教諭　大澤恵子 平成30年5月26日（土） 8:00～15:00 1 5
学校行事等の補助

（運動会：活動補助）

昼食代は実費になります。

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E130 内原小学校 教諭　常井一成 平成30年5月26日（土） 8:05～16:30 1 4

学校行事の補助

（運動会：準備，児童看

護補助等）

男子学生を2名希望します。

E131 城東小学校 教諭　鹿島真佐美　
平成30年9月26日（火）

※変更になる場合あり
8:00～16:00 1 3

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。

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E132 石川小学校 教諭　志田由美子
平成30年11月22日（木）

※変更になる場合あり
9:00～12:00 1 3 持久走大会の補助

昼食代は実費になります。

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E133 飯富小学校 教諭　和田祐輝
平成30年11月15日（木）

平成30年11月16日（金）

15日（木）

8:00～17:00

16日（金）

9:00～15:00

2 2

宿泊学習の引率補助

（第5学年宿泊学習：徒歩

移動時の安全指導補助，

レクレーション・飯盒炊

飯の補助）

昼食代は実費になります。

派遣学生の自家用車での来校を

許可します（要相談）。

E134 飯富小学校 教諭　川島麻美
平成30年5月～ 7月

※可能な日
8:00～15:00 10 1

授業における学習支援

（第4学年算数）

昼食を各自用意してきてくださ

い。

（実費で給食も可能ですが，要

相談。）

活動日は学生さんのご都合のよ

い時をご相談ください。

E135 飯富小学校 教諭　川島麻美 平成30年9月～ 12月 8:00～15:00 10 1
授業における学習支援

（第4学年算数）

昼食を各自用意してきてくださ

い。

（実費で給食も可能ですが，要

相談。）

活動日は学生さんのご都合のよ

い時をご相談ください。

＜中学校＞

№ 希望校 担当者名 派遣希望日 時間

希望する

日数

（日）

1日当た

りの人数

（人）

学校支援活動の内容 その他

J1 第二中学校 教諭　高星陽二
平成30年6月～平成31

年2月
午前（応相談） 15 2

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。

J2 第二中学校 教諭　内海直樹
平成30年6月～平成31

年2月

午前・午後

放課後

（応相談）

15 8
授業における学習支援

（第1学年数学）

自家用車での来校を許可しま

す。

J3 第二中学校 教諭　鈴木諒
平成30年6月～平成31

年2月

午後・放課後

（応相談）
15 8

授業における学習支援

（第2学年数学）

自家用車での来校を許可しま

す。

J4 第三中学校 教頭　小沼信行 平成30年5月～ 9月

平日

16:00～18:30

土日

(午前又は午

後)

10 1

その他

（柔道部の部活動指導支

援）

昼食代は実費になります。

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

可能な日だけでかまいません。

事前に予定を確認します。
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№ 希望校 担当者名 派遣希望日 時間

希望する

日数

（日）

1日当た

りの人数

（人）

学校支援活動の内容 その他

J5 第三中学校 教頭　小沼信行 平成30年10月～ 12月

平日

16:00～18:30

土日

(午前又は午

後)

10 1

その他

（柔道部の部活動指導支

援）

昼食代は実費になります。

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

可能な日だけでかまいません。

事前に予定を確認します。

J6 第三中学校 教頭　小沼信行 平成31年1月～ 2月

平日

16:00～18:30

土日

(午前又は午

後)

10 1

その他

（柔道部の部活動指導支

援）

昼食代は実費になります。

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

可能な日だけでかまいません。

事前に予定を確認します。

J7 笠原中学校 教諭　豊田かおり 平成30年6月26日（木） 16:15～17:00 1 10

その他

（定期テスト前日の学習

相談：数学・英語を中心

とした個別指導）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

J8 笠原中学校 教諭　豊田かおり
平 成30年11月20日

（火），21日（水）
16:15～17:00 2 5

その他

（定期テスト前の学習相

談：数学・英語を中心と

した個別指導）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

J9 笠原中学校 教諭　豊田かおり
平成31年2月19日（火），

20日（水）
16:15～17:00 2 5

その他

（定期テスト前の学習相

談：数学・英語を中心と

した個別指導）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

J10 石川中学校 教諭　大津裕明 平成30年6月～ 9月 8:40～12:30 10 3
授業における学習支援

（1年～ 3年数学）

支援活動期間や時間については

相談に応じます。

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

J11 石川中学校 教諭　野口真納美 平成30年6月～ 12月 10:40～12:30 10 2

授業における学習支援

（1年生家庭科：調理実習

補助）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

J12 石川中学校 講師　綿引晴夫 平成30年5月～ 10月 10:40～12:30 10 4
授業における学習支援

（技術科：実習補助）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。
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２．８月募集

＜幼稚園＞

№ 希望園 担当者名 派遣希望日 時間

希望する

日数

（日）

1日当た

りの人数

（人）

学校支援活動の内容 その他

K40 五軒幼稚園 教頭　海老原夏代子 平成30年10月18日（木） 8:30～14:00 1 1

園行事の補助

（三園交流保育の保育補

助，運動遊び用具準備補

助等）

昼食は,おにぎりを持参してく

ださい。

K41 五軒幼稚園 教頭　海老原夏代子 平成30年10月25日（木） 8:00～15:00 1 1
園外保育の引率補助（大

洗水族館予定）
昼食は持参してください。

K42 五軒幼稚園 教頭　海老原夏代子 平成30年11月2日（金） 8:30～13:30 1 1

園行事の補助

（五軒まつりのゲーム補

助）

昼食は実費になります。

＜小学校＞

№ 希望校 担当者名 派遣希望日 時間

希望する

日数

（日）

1日当た

りの人数

（人）

学校支援活動の内容 その他

E136 五軒小学校 教諭　柴田幸紀
平成30年10月23日（火），

10月24日(水）
8:00～16:00 2 2

校外学習の引率補助（第

5学年宿泊学習：オリエ

ンテーリングやキャンプ

ファイヤー等の活動の補

助）

食事代は実費になります。

派遣学生の自家用車で活動場所

（山根少年自然の家）への来校

を許可します。

宿泊せず通っていただいても，

1日だけでも構いません。

E137 五軒小学校 教諭　柴田幸紀

平成30年12月6日（木）

※ 変更になる場合あり

※ 雨天の場合は12月7

日(金） 

8:00～12:00 4 4

学校行事の補助

（マラソン大会：第3学年

～第6学年の男子の部及

び女子の部の先頭集団の

誘導や最後尾児童の伴走

等）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E138 上大野小学校 教諭　関谷宣子 平成30年11月9日（金） 8:00～16:00 1 4

学校行事の補助

（全国小学校理科研究大

会の運営の補助）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E139 上大野小学校 教諭　関谷宣子 平成30年12月7日（金） 9:00～12:10 1 6

学校行事の補助

（「お飾り作り」の準備の

補助）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E140 石川小学校 教諭　志田由美子
平成30年9月～平成31

年2月
9:30～12:10 15 3

授業における学習支援

（算数科における授業支

援）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

参加のできる期日のみでも歓迎

します。

E141 上中妻小学校 教諭　長山恭代
平成30年11月27日（火）

※ 予備日は11月28日（水）
8:15～12:00 1 4

学校行事の補助

（持久走大会：補助員，

児童看護の補助等）

動きやすい服装で参加してくだ

さい。

E142 上中妻小学校 教諭　長山恭代 平成31年2月10日（日） 13:00～15:30 1 2

学校行事の補助

（感謝の集い：各学年の

児童発表の準備・手伝い，

児童看護の補助等）

動きやすい服装で参加してくだ

さい。

E143 下大野小学校 教諭　小林久代
平成30年10月～ 2月

※月1回程度
10:35～11:20 5 3

授業における学習支援

（第1学年音楽科：鍵盤

ハーモニカの指導補助）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E144 下大野小学校 教諭　平山貴子
平成30年10月～ 2月

※月1回程度
11:25～12:10 5 3

授業における学習支援

（第2学年音楽科：鍵盤

ハーモニカの指導補助）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E145 妻里小学校 教諭　大澤恵子 2学期 未定 15 3

授業における学習支援

（第1 ～第6学年国語・算

数・その他：個別支援）

参加のできる期日のみでも歓迎

します。

昼食代は実費になります。

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E146 内原小学校 教諭　常井一成 平成30年11月27日（火） 8:05～16:30 1 4

学校行事の補助

（校内持久走大会での準

備，児童看護，伴走等）
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＜中学校＞

№ 希望校 担当者名 派遣希望日 時間

希望する

日数

（日）

1日当た

りの人数

（人）

学校支援活動の内容 その他

J13 第一中学校 教諭　結解一憲 9月下旬から11月 2時間程度 10 2

授業における学習支援

（第1学年家庭科：調理実

習の補助）

日数と人数は希望以下でもやっ

ていただけると助かります。

J14 双葉台中学校 教頭　山田浩司
平成30年12月13日（木）

※雨天決行
8:00～16:00 1 4

校外学習の引率補助

（第2学年歩く会　森林公

園：各学級の補助）

昼食は学校で準備します。

歩きの活動になるので，水筒・

雨具等の準備が必要です。

動きやすい服装で参加してくだ

さい。

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。（要事前確認）

J15 笠原中学校 教諭　豊田かおり
平 成30年11月20日

（火），21日（水）
16:00～17:00 2 12

その他

（第1学年及び第2学年期

末テスト前の学習相談：

個別指導）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

J16 笠原中学校 教諭　豊田かおり
平成30年2月19日（火），

20日（水）
16:00～17:00 2 12

その他

（第1学年及び第2学年期

末テスト前の学習相談：

個別指導）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

J17 石川中学校 教諭　大津裕明
平成30年10月～平成31

年2月
8:40～12:30 15 3

授業における学習支援

（第1学年～第3学年数学

科）

支援活動期間や時間については

相談に応じます。

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

J18 石川中学校 講師　綿引晴夫
平成30年10月～平成31

年2月
10:40～12:30 15 4

授業における学習支援

（技術科）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

前期の学生2名に引き続きお願

いしたい。

J19 内原中学校 教頭　山本一典

平成30年10月～平成31

年2月

週1回程度

10:30～12:30

または

13:30～15:20

15 2
授業における学習支援

（各学年数学の補助）

自家用車での来校を許可しま

す。
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３．１月募集

＜幼稚園＞

№ 希望園 担当者名 派遣希望日 時間

希望する

日数

（日）

1日当た

りの人数

（人）

学校支援活動の内容 その他

K43 飯富幼稚園 教頭　中村広子 平成31年1月～ 2月 8:00～14:00 5 2 通常保育の補助

参加のできる期日のみでも歓迎

です。

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

K44 飯富幼稚園 教頭　中村広子 平成31年2月8日（金） 8:00～15:00 1 2
園外保育の引率補助（バ

スでの遠足引率補助）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

K45 笠原幼稚園 教頭　菊池美也子 平成31年1月18日（金） 8:30～15:00 1 3

園行事の補助

（新入園児一日体験入園・

保護者会での保育補助）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

K46 笠原幼稚園 教頭　菊池美也子 平成31年2月14日（木） 8:30～15:00 1 3

園行事の補助

（縄跳び大会での保育補

助）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

K47 笠原幼稚園 教頭　菊池美也子 平成31年2月28日（木） 8:30～15:00 1 3

園行事の補助

（新入園児一日体験入園・

保護者会・用品販売での

保育補助）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

＜小学校＞

№ 希望校 担当者名 派遣希望日 時間

希望する

日数

（日）

1日当た

りの人数

（人）

学校支援活動の内容 その他

E147 五軒小学校 教諭　小林小百合
平成31年1月～ 2月

の火曜日，金曜日
8:45～12:15 10 1

授業における学習支援

(算数：個別支援，学習

プリント等の添削補助）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E148 五軒小学校 教諭　小林小百合
平成31年2月15日（金）

※変更になる場合あり
10:40～12:15 1 4

学校行事の補助

（縄跳び大会の看護補助）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E149 五軒小学校 教諭　小林小百合

平成31年1月～ 2月

の月曜日，水曜日，金

曜日

8:45～12:15 10 1

授業における学習支援

（第1学年全教科：個別支

援，学習プリント等の添

削補助）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E150 緑岡小学校 教諭 　高村啓子
平成31年1月28日（月）

～ 2月15日（金）
8:00～15:30 10 5

授業における学習支援

（算数等での個別支援）

参加のできる期日のみでも，歓

迎します。

E151 吉田小学校 教諭　高星茂紀 平成31年1月29日（火） 9:30～12:00 1 3

学校行事の補助

（新入児童保護者説明会

の受付，運営補助）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E152 吉田小学校 教諭　高星茂紀 平成31年2月5日（火） 9:30～12:00 1 4

学校行事の補助

（新入児童と1年生との交

流会における，補助）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E153 吉田小学校 教諭　高星茂紀 平成31年2月28日（木） 8:40～12:00 1 4

学校行事の補助（地域防

災訓練での6学年児童の

活動補助）

自家用車での来校不可

E154 河和田小学校 教頭　臼井洋子 平成31年2月22日（金） 14:30～16:30 1 2

学校行事の補助

（懇談会時の児童預かり

看護補助）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E155 河和田小学校 教頭　臼井洋子 平成31年2月26日（火） 14:30～16:30 1 2

学校行事の補助

（懇談会時の児童預かり

看護補助）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E156 河和田小学校 教頭　臼井洋子
平成31年1月15日（火）

～ 1月25日（金）
9:30～11:30 9 2

授業における学習支援

（第3学年算数）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E157 千波小学校 教諭　石井隆子 平成31年1月～ 2月 8:00～12:10 5 3

授業における学習支援

（第1学年体育：なわとび

運動の補助）

運動のできる服装，靴でお願い

します。

給食を希望するときはお知らせ

ください。240円です（実費）。

E158 千波小学校 教諭　石井隆子 平成31年1月～ 2月 8:00～12:10 4 4

授業における学習支援

（第2学年算数：かけ算

九九の補助）

給食を希望するときはお知らせ

ください。240円です（実費）。

E159 双葉台小学校 教頭　豊田雅之 平成31年1月24日（木） 9:00～11:00 1 6
学校行事の補助

（第1学年昔遊び体験）
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№ 希望校 担当者名 派遣希望日 時間

希望する

日数

（日）

1日当た

りの人数

（人）

学校支援活動の内容 その他

E160 下大野小学校 教諭　小林久代
平成31年1月～ 2月

※月3回程度
10:35～11:20 6 2

授業における学習支援

（第1学年音楽：楽器指導

補助）

昼食代は実費になります。

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E161 下大野小学校 教諭　平山貴子
平成31年1月～ 2月

※月3回程度
11:25～12:10 6 2

授業における学習支援

（第2学年音楽：楽器指導

補助）

昼食代は実費になります。

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E162 下大野小学校 教諭　浜野裕太
平成31年1月～ 2月

※月3回程度
10:35～11:20 6 2

授業における学習支援

（第3学年音楽：楽器指導

補助）

昼食代は実費になります。

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E163 下大野小学校 教諭　三宅由美子
平成31年1月～ 2月

※月3回程度
11:25～12:10 6 2

授業における学習支援

（第4学年音楽：楽器指導

補助）

昼食代は実費になります。

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E164 下大野小学校 教諭　渡辺隆
平成31年1月～ 2月

※月3回程度
10:35～11:20 6 2

授業における学習支援

（第5学年音楽：楽器指導

補助）

昼食代は実費になります。

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E165 下大野小学校 教諭　萩谷早苗
平成31年1月～ 2月

※月3回程度
11:25～12:10 6 2

授業における学習支援

（第6学年音楽：歌唱指導

補助）

昼食代は実費になります。

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E166 妻里小学校 教諭　大澤恵子 平成31年1月～ 2月 未定 10 3
授業における学習支援

（全学年の全教科）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E167 飯富小学校 教諭　川島麻美 平成31年1月～ 2月 8:00～15:00 10 1
授業における学習支援

（第4学年算数）

昼食を各自用意してきて下さ

い。(実費で給食も可能ですが

要相談。)活動日は学生さんの

都合のよい時をご相談下さい。

＜中学校＞

№ 希望校 担当者名 派遣希望日 時間

希望する

日数

（日）

1日当た

りの人数

（人）

学校支援活動の内容 その他

J20 第一中学校 教諭　結解一憲 平成31年1月～ 2月
家庭科の授業

（2時間）
7 3

授業における学習支援

（第1学年及び第2学年の

家庭科：調理実習の補助）

7日間できなくでも可能です。

J21 緑岡中学校 教諭　小林和子 平成31年1月～ 2月 9:00～12:00 10 3

その他

（家庭学習ノート等の確

認補助

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

J22 双葉台中学校 教諭　鈴木由香子

平成31年1月～ 2月

※1/10，2/19，20，21

は除く

8:30～12:30 10 2

特別な支援を要する生徒

に対する個別支援

（第1学年の数学）

J23 石川中学校 教諭　加勢結麻

平成31年1月～ 2月

の火曜日，水曜日，木

曜日

9:30～14:30 10 2
授業における学習支援

（理科：観察・実験補助）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

活動時間や曜日については相談

に応じます。
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№
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 K4 浜田幼稚園 通常保育の補助 1 35 E66 吉田小学校
学校行事の補助(就学児健康診
断)

2

2 K7 浜田幼稚園 通常保育の補助 1 36 E67 酒門小学校 校外学習の引率補助 1

3 K16 浜田幼稚園 園外保育の引率補助 1 37 E70 河和田小学校 校外学習の引率補助 1

4 K17 見川幼稚園
園行事の補助(幼小合同運動会
の補助)

2 38 E71 河和田小学校 校外学習の引率補助 2

5 K28 笠原幼稚園
園行事の補助(親子で遊ぼう
会)

2 39 E74 河和田小学校 授業における学習支援 1

6 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）

5 40 E75 上中妻小学校 学校行事の補助(運動会支援) 4

7 E2 三の丸小学校
学校行事の補助（運動会:救護
係・進行の補助）

1 41 E81 千波小学校 学校行事の補助(運動会支援) 3

8 E6 三の丸小学校 ミシン学習の補助(第5学年) 1 42 E82 千波小学校 学校行事の補助(持久走大会) 2

9 E8 三の丸小学校 吹奏楽部への指導の補助 2 43 E83 千波小学校
学校行事の補助(就学児健診の
補助)

1

10 E14 三の丸小学校 授業における学習支援 1 44 E86 双葉台小学校 学校行事の補助() 2

11 E15 三の丸小学校 授業における学習支援 1 45 E98 双葉台小学校 授業における学習支援 2

12 E16 三の丸小学校 授業における学習支援 1 46 E107 笠原小学校
保健室における養護教諭の補
助

4

13 E20 浜田小学校 校外学習の引率補助 1 47 E108 笠原小学校
保健室における養護教諭の補
助

4

14 E24 浜田小学校 校外学習の引率補助 1 48 E109 赤塚小学校 学校行事補助(運動会支援) 5

15 E27 浜田小学校 就学児健康診断:係児童の支援 4 49 E118 大場小学校 グロトリアンピアノの演奏 2

16 E28 浜田小学校 学校行事(マラソン大会)の補助 6 50 E119 鯉淵小学校
特別な支援を要する児童生徒
に対する個別支援

1

17 E38 上大野小学校
学校行事の補助（運動会:救護
係の補助・競技の補助）

1 51 E137 五軒小学校 学校行事の補助 4

18 E43 渡里小学校 授業における学習支援(算数) 1 52 E138 上大野小学校 学校行事の補助 4

19 E44 渡里小学校
特別な支援を要する児童生徒
に対する個別支援

2 53 E140 石川小学校 授業における学習支援 1

20 E45 渡里小学校
授業における学習支援(読み聞
かせ)

1 54 E146 内原小学校 学校行事の補助 2

21 E46 渡里小学校
業間における遊び相手・相談
相手

2 55 E147 五軒小学校 授業における学習支援 1

22 E47 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）

5 56 E148 五軒小学校
学校行事の補助(縄跳び大会の
看護補助)

2

23 E49 渡里小学校 授業における学習支援 5 57 E149 五軒小学校 授業における学習支援 1

24 E50 渡里小学校
特別な支援を要する児童生徒
に対する個別支援

3 58 E152 吉田小学校 学校行事の補助 1

25 E51 渡里小学校
授業における学習支援(読み聞
かせ)

1 59 E154 河和田小学校
学校行事の補助(懇談会時の児
童預かり)

2

26 E52 渡里小学校
業間における遊び相手・相談
相手

1 60 E155 河和田小学校
学校行事の補助(懇談会時の児
童預かり)

2

27 E53 渡里小学校 校外学習の引率補助 3 61 J9 笠原中学校 定期テスト前の学習相談 1

28 E54 渡里小学校 校外学習の引率補助 2 62 J11 石川中学校 授業における学習支援 1

29 E56 渡里小学校 校外学習の引率補助 2 63 J12 石川中学校 授業における学習支援 2

30 E57 渡里小学校 学校行事の補助 1 64 J17 石川中学校 授業における学習支援 3

31 E58 渡里小学校 学校行事(マラソン大会)の補助 10 65 J18 石川中学校 授業における学習支援 2

32 E59 渡里小学校 授業における学習支援 7 66 J20 第一中学校 授業における学習支援 1

33 E60 渡里小学校
特別な支援を要する児童生徒
に対する個別支援

4 67 J23 石川中学校 授業における学習支援 1

34 E63 渡里小学校
学校行事の補助(なわとび大
会)

2 活動件数67件、幼稚園5件、小学校55件、中学校7件、活動延べ人数152人

② 平成３０年度　水戸市学校支援活動　活動状況
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③ 茨城大学と水戸市教育委員会との連携協力によ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 9 
通常保育補助，園行事の補助，園外保育引率

補助 

小学校 85 360 

授業における学習支援，学校行事の補助，校

外学習の引率補助，特別な配慮を要する児童

に対する個別支援等 

中学校 8 68 
授業における学習支援，放課後における学習

支援  

合計 99 437  

 

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 

  ・積極的に手伝いを申し出て，意欲的に何でも取り組もうとする向上心が見られた。 

  ・幼児に自ら声をかけてすぐに打ち解け，一 

緒に遊びを楽しむことができた。幼児から 

は「先生と遊んで楽しかった」という感想 

が多数聞かれた。 

・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。 

・様々なことに迅速に対応していただいた。 

・優しい接し方なので，幼児は安心して関わ 

ることができた。 

・準備・片付けの事前打合せができたので， 

指示通りに迅速に動いていただき，行事が 

計画通りに進行できた。 

  

（２）小学校 

  ・ミシンの基本的な使用方法を指導したり，学習の補助をしたりしてくださった。 

  ・楽器演奏の個別指導を行ったり，困っている児童に声をかけたりしてくださった。 

  ・児童が縄を跳んだ回数を数える支援では，一人一人に声をかけて励ましていただけ

たので，児童が楽しく活動することができた。 

  ・積極的に支援していただけたので，活動がスムーズに進んでとても助かった。 

  ・グループ活動において担当班の看護補助を行った際は，役割をよく理解し，積極的

に児童と関わっていた。 

  ・係活動では，児童と一緒になって積極的に活動していた。児童への声かけも多く，

すぐによい関係を築くことができた。 

【 幼 稚 園 の 支 援 】
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  ・自分から仕事を見つけて動いていただけたので，とても助かった。 

  ・割り振られた仕事以外にも，教職員に声をかけて取り組む姿が見られた。 

  ・持久走大会では，歩き始めてしまった児童に寄り添って一緒に走っていただいた。 

・将来，自分で就学時健康診断を実施することをイメージしながら活動できるよう，

様々な役割の補助をお願いした。 

・穏やかで優しく児童と関わりながら共に活 

動に参加し，手伝いをしていただけたので， 

大変助かった。 

・児童一人一人への声かけが適切で，児童に 

寄り添った言葉かけが自然にできていた。 

・自主的に状況を見ながら児童と共に活動に 

参加し，手伝っていただけたので，大変助 

かった。また，お願いしたい。 

・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。 

・怪我をしていた児童の手当てなどを丁寧に 

行い，保護者からも仕事ぶりを褒めていただいた。機会があれば，また協力をお願

いしたい。 

・支援活動に協力してくださる学生がいることで，教師が児童看護に専念でき，トラ

ブルを起こさずにスムーズに行事を実施することができた。 

 

（３）中学校 

  ・１学級の生徒数が多く，教科担任だけでは 

指導・支援が届きにくい状況があったが， 

学生の支援をいただいたおかげで，個別な 

支援を要する生徒にも対応が行き届き，と 

ても助かった。 

  ・学生は，様々なことによく気が付き，自ら 

進んで活動する姿が見られた。安全面から 

もこのような支援活動はとても助かる。 

 

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）の感想から，支援活動に対する関心が益々高まっていることを，ひしひし

と感じております。 

今後は，学校の教育活動を学生に支援していただくばかりでなく，教職を目指す意欲

的な学生を現場から支えるという面も意識しながら，学校支援活動の推進に努めて参り

ます。 

【中学校の支援】 

【小学校の支援】 
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④ 平成30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 活動人数

1 ミニバスケットボールの指導 五軒ミニバス 4月1日～ 3月31日 0

2 入学式の補助 水戸市立渡里小学校 4月9日 6

3 水戸市少年少女発明クラブ指導員アシスタント 水戸市教育委員会 5月12日～ 2月23日 22

4 放課後学力サポート事業「学習サポーター」 水戸市総合教育研究所 4月1日～ 3月31日 17

5 学習支援ボランティア 水戸市立新荘小学校 4月1日～ 3月31日 17

6 水戸聾学校寄宿舎支援ボランティア 茨城県立水戸聾学校 5月1日～ 3月31日 4

7 子どもの学習支援事業「ひたちなか未来塾」 ひたちなか市教育委員会 5月29日～ 3月22日 9

8
無料学習支援会「すてっぷ赤塚」・「すてっぷ

吉沢」
水戸市社会福祉協議会

6月2日～ 3月30日

※毎週土曜日　

※夏休みは土曜日・水曜日

3

9 チャレンジ・ザ・原始人 水戸市内原中央公民館 研修　6月23日～ 6月24日 3

10
特別なニーズを必要とする児童への生活指導

補助
附属小学校 4月23日～ 3月22日 1

11 スクールフェロー 県南生涯学習センター 4月～ 3月 7

12 運動会運営支援 那珂市立横堀小学校 5月26日 9

13 小美玉市小学生陸上記録会補助員 小美玉市教育研究会保健体育部 5月29日 0

14 公開授業研究会運営ボランティア 附属小学校 7月20日～ 7月21日 36

15 陸上記録会練習 かすみがうら市七会小学校 4月27日～ 5月22日 1

16 開放学級支援員(水戸市立稲荷第一小学校) 水戸市教育委員会 4月～ 3月 0

17 運動会救護ボランティア 水戸市立常磐小学校 5月19日 2

18 運動会運営補助 水戸市立常磐小学校 5月19日 5

19 養護教諭の保健室運営にかかわる実務補助 附属小学校 5月7日～ 7月20日 1

20 学びの広場　ネクストステージ 水戸市立第五中学校 7月30日、7月31日 6

21 学びの広場サポーター 水戸市教育委員会 夏季休業中 5

22 運動会支援 水戸市立渡里小学校 5月26日 7

23 学習支援 水戸市立渡里小学校 5月14日～ 2月28日 3

24 学びの広場サポーター 水戸市立渡里小学校 7月23日～ 7月27日 1

25 保健データ処理支援 水戸市立渡里小学校 5月21日～ 6月29日 0

26 総体期間中の音楽ワークショップ 附属中学校 6月19日～ 6月21日 1

27 合唱の音とり 附属中学校 5月26日、6月3日、7月1日、7月16日 3

28 教育支援 水戸市立堀原小学校 4月23日～ 3月22日 6

29 はてな?に答える学習室 日立市教育委員会 5月28日～ 3月26日 4

30 スクールフェロー　水泳学習のサポート つくば市立吾妻中学校 中学校の水泳学習の時間 0

31 スクールフェロー　授業中の学習サポート つくば市立吾妻中学校 中学校の授業時間 0

32
スクールフェロー　外国籍生徒の日本語学習

サポート
つくば市立吾妻中学校 中学校の授業時間 0

33 スクールフェロー　養護教諭補助 牛久市立下根中学校 6月～ 10月 0

34 子どもの学習支援事業 常陸太田市役所　社会福祉課 5月26日～ 3月30日 3

35 柔道体験 附属幼稚園 5月16日、5月23日、6月6日 4

36 宿泊共同学習　第1学年 附属中学校 7月17日～ 7月19日 2

37 宿泊共同学習　第2学年 附属中学校 7月17日～ 7月19日 2

38 宿泊共同学習　第3学年 附属中学校 7月17日～ 7月20日 0

39 宿泊共同学習　養護ボランティア 附属中学校 1.・2.年　7月17日～ 7月19日 3

40 学習支援 牛久市立神谷小学校 5月25日～ 2月22日 1

41 運動会における準備等の補助 水戸市立国田義務教育学校 6月9日～ 6月12日 3

42 夏のふれあい活動の補助 附属小学校 7月4日～ 7月5日 8

43 上大野チャレンジ教室 水戸市立上大野小学校 6月13日～ 2月13日 0

44 平成30年度　学校公開の補助 茨城県立盲学校 11月10日 0

45
校内ギャラリーで開催する中村義孝彫刻展の

受付案内
水戸市立第一中学校 6月25日～ 7月22日 0

46 寄宿舎における放課後の学習・余暇活動支援 茨城県立盲学校 6月～ 3月 2

47 剣道部練習補助 附属中学校 6月～ 3月 0

48 夏休み特別企画　美術館で学ぼう 茨城県陶芸美術館 8月17日～ 8月26日 1

49 特別支援教育に関する学生支援員 土浦市教育委員会 9月上旬～ 3月中旬 0

50 第3学年水泳学習指導支援 水戸市立石川小学校 6月18日～ 7月19日 1

51 未就園児預かりボランティア 水戸市立常磐幼稚園 7月4日 1

－ 44－



№ ボランティア名 募集先 活動期日 活動人数

52 未就園児預かりボランティア 水戸市立常磐幼稚園 11月26日 4

53 未就園児預かりボランティア 水戸市立常磐幼稚園 1月29日 4

54 放課後学習サポート 水戸市立上中妻小学校 6月15日～ 3月8日 3

55 幼児の園外活動(買い物) 附属幼稚園 7月10日 3

56 水泳指導 水戸市立常磐小学校 6月25日～ 7月13日 0

57 図書室整備支援 水戸市立渡里小学校 8月20日～ 8月24日 6

58 宿泊学習　(第5学年) ひたちなか市立長堀小学校 9月11日～ 9月12日 2

59 茨城町・大洗町小学校合同陸上記録会
茨城町・大洗町教育研究会体育・保健体育研

究部
10月5日 0

60 思春期支援ヤングボランティア養成講座 いはらき思春期保健協会 10月27日～ 3月9日 1

61 2年生町探検の補助 水戸市立渡里小学校 9月6日 2

62 宿泊学習　(第5学年) 水戸市立城東小学校 9月27日～ 9月28日 2

63 全国小学校理科研究大会の運営補助 水戸市立上大野小学校 11月9日 0

64 茨城県小学校管楽器合奏フェスティバル 茨城県小学校管楽器教育研究会 11月4日 3

65
第6学年陸上記録会に向けた陸上指導ボラン

ティア
附属小学校 9月10日～ 10月11日 18

66 那珂市陸上記録会 那珂市教育研究会　体育・保健体育研究部 10月19日 3

67 就学時健康診断補助 水戸市立上中妻小学校 11月1日 2

68 授業時における教員の補助 龍ヶ崎市立長山小学校 随時 1

69 女子バレーボール部活動支援 水戸市立第一中学校 9月14日～ 3月31日 2

70 第6学年陸上記録会に向けての練習の指導補助 水戸市立石川小学校 9月18日～ 10月9日 1

71 キッズワールド2018の運営補助ボランティア 附属小学校 10月6日 40

72 生活科　町探検 水戸市立城東小学校 10月4日 2

73 未就学児健康診断のサポート つくばみらい市富士見ヶ丘小学校 11月1日 0

74
養護教諭の児童の健康管理にかかる教育活動

補助
つくばみらい市富士見ヶ丘小学校 9月～ 3月 0

75 水戸市小学校陸上記録会 水戸市小学校体育連盟 10月9日～ 10月11日 0

76 学習支援　毎週木曜日 水戸市立堀原小学校 10月11日～毎週木曜日 5

77 附属幼稚園運動会 附属幼稚園 10月13日 2

78 就学児健康診断の補助 水戸市立渡里小学校 11月1日 6

79 箏の授業補助 附属中学校 11月14日～ 12月中旬の水・木の午後 4

80 校内合唱コンクール運営補助 附属中学校 11月8日 3

81 校内持久走大会 水戸市立城東小学校 12月8日 0

82 校内持久走大会運営補助 水戸市立梅が丘小学校 11月28日 11

83 持久走大会の補助 水戸市立渡里小学校 11月23日 7

84 宿泊子ども大学 子ども大学実行委員会 12月22日～ 12月24日 8

85 持久走大会の運営補助 水戸市立常磐小学校 11月5日～ 11月20日 7

86 持久走大会での児童の看護及び誘導 ひたちなか市立勝倉小学校 12月4日 3

87 保健室経営補助 水戸市立常磐小学校 11月～ 2

88 スクールフェロー　わかまつ祭サポート 土浦市立中村小学校 11月20日 0

89 音楽授業における合唱指導補助 附属小学校 12月17日～ 2月9日 15

90 公開授業研究会の運営補助 附属中学校 11月30日 14

91 児童生徒の学習支援 茨城県立伊奈特別支援学校 12月～ 2月 2

92 数学・学習相談　SPOT in MITO 水戸市教育委員会・水戸市総合教育研究所 12月25日～ 12月27日 2

93 教務支援ボランティア 附属小学校 12月～ 3月 15

94 教育支援ボランティア 茨城県立友部特別支援学校 12月10日・12月11日 0

95 日本人外国語指導助手 日立市立大久保小学校 1月9日～ 3月 1

96 研究会の手伝い 附属幼稚園 2月15日 3

97 中学生の部活動補助 日立市立日高中学校 1月4日～ 3月27日 0

98 音楽会における運営支援、児童支援 附属小学校 2月19日 19

99 卒業式の補助 水戸市立渡里小学校 3月20日 5

100 なわとび集会でのボランティア 水戸市立常磐小学校 2月15日 2

101 保健指導補助・児童とのふれ合いボランティア 那珂市立菅谷西小学校 2月20日～ 3月20日 2

102 金管バンド部の楽器指導補助 水戸市立渡里小学校 2月14日、15日、19日、26日 0

103 授業支援 附属中学校 2月25日 0

104 教務支援ボランティア 附属中学校 2月21日～ 3月27日 0

募集依頼件数　104件　　活動件数　78件　　活動延べ人数　447人 合計 447
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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 
 ・理科の授業準備や，授業のアシスタントとして支援していただき，授業準備や片付け

の効率化が図られただけでなく，理科室全体の整備をしていただき，大変助かりまし

た。 
 ・理科の観察・実験の授業において適切に児童に声をかけ支援をしていただき，きめ細

かい授業を実施することができました。 
 ・理科観察実験アシスタントの方々のおかげで，理科の授業の準備や後片付けに余裕が

でき，十分な観察や実験の時間確保ができたため，充実した授業を行うことができま

した。 
 ・５・６年生担任の理科実験準備の負担を軽減していただきました。 
 ・アシスタントの大学生が学校に来てくださることを毎回児童が楽しみにしており，児

童の理科に関する興味・関心が高まり，理解が深まりました。ありがとうございまし

た。 
平成 30 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・3 年・理科選修 

教育学部・3 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・4 年・理科選修 

赤塚小学校 

 

教育学部・3 年・理科選修 

教育学部・3 年・理科選修 

教育学部・3 年・理科選修 

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 

下大野小学校 教育学部・3 年・理科選修 

教育学部・4 年・環境コース 

妻里小学校 教育学部・4 年・理科選修 

教育学部・4 年・理科選修 
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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」において全学教職センターとして「教

員をめざすひとのための相談コーナー」のブースを開設した。当日の実施状況は以下の通

りであった。

(1) 日時：平成30年７月28日（土） 9：00～13：00

(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，菊地利幸，五島浩一

学務課職員 菊池昌彦，菅谷香

(4) 配布資料：取得可能な免許の種類，教員採用試験合格状況，Ｑ＆Ａ

(5) 来場者数（資料配付数）：64名

(6) 相談者数（保護者含む）

・高校１年生：13名

・高校２年生：23名

・高校３年生：15名

・不明 ：13名

※茨城県，秋田県，福島県，栃木県，埼玉県，他各地から来場

(7) 相談時間（１組あたり）：10分～20分程度

(8) 相談状況等

９時開始でアナウンスしていたが、台風のため受付が早まったことから、８時３０分

から相談を開始した。午後も相談者が途切れずに来たため、１３時３０分まで延長した。

ほぼ途切れることなく来場者があり，相談員は休憩がとれないほどであった。

・主な相談内容

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

複数の免許の取得は可能か

幼稚園教諭の免許状取得について

採用試験状況はどうか

教育学部以外の学部から教員になれるか

採用試験や、教育実習のことについて、詳しく知りたい。

昨年度に引き続き，盛況・好評であった。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った。高校生との話を通じて，将来の職業

に教員を有力な選択肢の一つとして想定し，夢や希望を抱く様子に心強いものを感じた。

小中・中高一貫教育，連携教育（義務教育学校，中等教育学校の設置）が推進されつつ

ある現在，免許状も一校種のみの取得ではそれらに対応しにくくなることを考えて，複数

校種の免許状取得を想定している相談者も少なくない。それが無理なくできるかどうかが

気になっているようであった。これを丁寧に説明するのはもちろんのこと，前提として各

学部の教職課程（授業カリキュラム）の整備・充実を一層進めていかなければならない。
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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、全学の学生を対象とした「教採講座」の実施

及び相談員による相談活動を実施した。 

 

（1）教採講座 

   教員をめざす学生のキャリア支援の 1 つとして、本センターの教員が講師となって 

  「教採講座」を実施した。内容は、小中高他すべての校種、全国各地の教採受験者を対 

  象とした講座である。教職教養、教育法規、小論文、面接方法等教員採用試験のための 

  対策講座である。前期が主に 4 年生、後期が主に 3 年生を対象に、水曜の 4・5 講時に 

   開講した。毎回述べ 200 名を超える学生が受講し、意欲的に学んでいる。 

 

【　前　期　】

４講時　　東小川　昌夫 5講時　菊地　利幸

1 4月11日
・面接対策　自分の意見をまとめる練習をしよう。①
・教育時事に関して（校務分掌、時間割）
・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月18日
・面接対策　自分の意見をまとめる練習をしよう。②
・教育時事に関して（保護者はモンスター？）
・過去の問題から傾向を知る。

教員に関わる法規等(１)

3 4月25日
・面接対策　自分の意見をまとめる練習をしよう。③
・教育時事に関して（課題を持つ児童生徒への対応）
・過去の問題から傾向を知る。

教員に関わる法規等(２)

4 5月2日
・面接対策　自分の意見をまとめる練習をしよう。④
・教育時事に関して（県学校教育指導方針･次期学習指導要領）
・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月9日
・面接対策　自分の意見をまとめる練習をしよう。⑤
・教育時事に関して（再び　いじめ問題について）
・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月16日
・面接対策　自分の意見をまとめる練習をしよう。⑥
・教育時事に関して（生徒指導提要から）
・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月23日
・面接対策　自分の意見をまとめる練習をしよう。⑦
・教育時事に関して（学級経営は、何を、どうするの）
・過去の問題から傾向を知る。

特別支援教育

8 6月6日
・面接対策　自分の意見をまとめる練習をしよう。⑧
・教育時事に関して（子供に好かれる教師とは）
・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月13日
・教員採用試験一次試験模擬その1
　＊これまでの腕試し　教職教養問題に挑戦 法規演習①、教養演習①

10 6月20日
・教員採用試験一次試験模擬その2
　＊これまでの腕試し　教職教養問題に挑戦 法規演習②、教養演習②

11 7月4日
＊一次試験の結果はおそらく全員合格だろう。
　さて、二次試験をどうする。
・二次試験合格作戦その１

法規演習③、教養演習③

12 7月11日
・二次試験合格作戦その２
　　個別面接への徹底準備 面接等演習①、論策文等演習①

13 7月18日
・二次試験合格作戦その３
　・自己PRを5分で書いてみる。
　・自己PRを読んでもらい、質問を想定して答える。

面接等演習②、論策文等演習②

14 7月25日
・二次試験合格作戦その４
　・これで論作文は完璧　50分で書ききり完成させる。 面接等演習③、論策文等演習③

15 8月1日
・二次試験合格作戦その５
　・二次試験へのまとめ 面接等演習④、論策文等演習④

番号 月日
講　　座　　内　　容
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（2）個別の教職相談 

   教員採用試験等の支援として、相談員による個別の相談活動を実施した。教育学部に 

  設置されている就職相談室とタイアップして、教員採用試験の情報交換、学生の進路相 

   談等の情報交換、さらには教採試験対策等も含めて相談を行った。 

    加えて、高等学校教員志願者には、支援をさらに強化するため、非常勤の相談員の配 

   置を行い、学生の指導に当たった。5 月に 4 回、6 月に 4 回、7 月に 10 回、8 月に 8 回、 

   9 月に 4 回と延べ 30 日実施し、およそ 100 名近い学生が複数回にわたり相談に訪れた。 

【　後　期　】

４講時　　東小川　昌夫 5講時　菊地　利幸

1 10月3日
・　教職の魅力、今の学校（教員）の現状は？
・　何をどう準備すればいいの(先輩の取り組みから）

教員になるために

2 10月10日
・　自分の考えをまとめる。その１（志望動機）
・　試験までの計画を立てる。

学校組織の特徴と「チームとしての学校」

3 10月17日
・　自分の考えをまとめる。その２（自己PR）
・　教員採用試験に挑戦　　過去の採用問題分析

日本国憲法と教育基本法

4 10月24日
・　自分の考えをまとめる。その３（目指す児童生徒像）
・　論作文の書き方（800字を基本に）

教育基本法からみた日本の学校教育

5 10月31日
・　自分の考えをまとめる。その４（目指す教師像）
・　論作文を構成する。（過去の論作文題から）

教育法規から見た教員の責任と役割

5 12月19日
・　集団討論対策　その１（素早く考えをまとめる）
・　学習指導要領と採用試験　その１

学校を取り巻く諸問題

5 12月26日
・　集団討論対策　その２
・　学習指導要領と採用試験　その２

新しい教育制度改革

6 1月9日
・　集団討論対策　その３
・　教採の面接とは？（何を聞かれ､答えるの場面指導とは）

教育法規から見た児童生徒への対応

7 1月16日
・　集団討論対策　その４
・　学級経営に関すること（児童生徒にどう向き合うか）
・　生徒指導（生徒指導提要）の大事なこと（含過去問）

学校の危機管理と保健・安全

8 1月23日
・　集団討論対策　その５
・　学力向上と学習指導に関する教採対策（含過去問）

虐待防止といじめ防止

9 2月6日
・　集団討論対策　その６
・　いじめ問題に関する教採対策（含過去問）

インクルーシブ教育

10 2月13日
・　集団討論対策　その７
・　特別支援教育に関する教採対策（含過去問）

特別支援教育➀

11 2月20日
・　集団討論対策　その８
・　キャリア教育に関する教採対策（含過去問）
・　４月までにすべきこと

特別支援教育②

番号 月日
講　　座　　内　　容
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(3)  採用前相談会 

 

  ４月から教員になる学生が教員生活を迎えるに当たって感じている不安やわからな

いことについての相談に応じ、その悩みを少しでも解消できるようにするために、下記

のように「採用前相談会」を行った。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月から教員になる人のための 
 

 

 

 

  ４月から教員になるみなさん、いよいよ卒業と就職が迫ってきました。卒業論文や研究の発

表会、友人との思い出旅行などを控えている人も多いと思いますが、教員としての「はじめの

一歩」を踏み出すのはもうすぐです。自分はどこに採用されるのだろうか、今から何を準備し

ておけばよいのだろうか、授業はうまくできるだろうか、学級担任としてしっかりやっていけ

るのだろうか…。ここに来て心配なことやわからないことが出てきているのではないでしょう

か。 

 そんな不安を抱えたまま先生方や子どもたちの前に立って、しなくてもよかった失敗をしな

いようにしたいものです。そこで、わからないことや気になっていることを自由に語り合い教

員としての心構えをつくる相談会を、以下のように企画しました。ぜひ参加してください。 

 

 

日  時   ２月１８日（月） 13：30～15：00 

       ２月２８日（木） 13：00～14：30 

       ３月 ８日（金） 13：00～14：30 

       ３月１４日（木） 15：30～17：00 

 

場  所   教育学部Ａ棟２階 模擬授業室（A224） 

 

講  師   就職相談室 日高 唯志 先生 

             菊池 泰三 先生 

                          石島 光夫 先生 

              全学教職センター教員 

 

内  容   ・不安や悩みの共有 

       ・素朴な疑問の解消 

       ・先輩教員からのアドバイス   自由に語り合う場です 

 

参加対象    ４月から教員になる人（教諭・養護教諭・講師を問わない） 

 

 

 

－ 50－



８．教員養成シンポジウム

12月15日（土）に開催した教員養成シンポジウムでは，「若手の先生が語る 教職の魅

力とは何か」をテーマとして，本学の卒業生で茨城県内で教職に就いている方のうち，経

験年数３～５年の若手の方をシンポジストとして招き，教職生活のスタートから今日まで

どのような経験を積んでこられたか，その中で教職の魅力をどのように捉えられているか

を語っていただくこととした。教員の仕事について，昨今では多くのメディアを通して何

かと「ブラック」な側面が強調される。そのような報道等に触れて，教職に就くことに躊

躇いを感じる学生も少なくない。今回は，１年次・２年次の学生を主な聴き手として想定

し，比較的年齢の近い先輩にあたる先生方の話を直接聴くことを通して，教職の魅力につ

いて考えを深められる機会になればという願いから，このような企画とした。

シンポジストとしてお招きしたのは以下の方々である。

○實原朋恵さん（神栖市立深芝小学校・５年目）

○清水さやかさん（土浦市立土浦第六中学校・３年目）

○塚原周平さん（茨城県立日立第一高等学校・４年目）

○佐藤公美さん（茨城県立石岡第二高等学校

養護教諭・３年目）

小学校・中学校・高等学校，各校種の先生に加え，養護教諭

の先生にも登壇いただいた。４名とも本学教育学部のご卒業で

あるが，實原さんは国語選修，清水さんは家庭選修，塚原さんは社会選修，佐藤さんは養

護教諭養成課程と，それぞれ専門とされる教科等も異なり，お話もバリエーション豊かな

ものとなった。

いずれの方も，３年間から５年間の教職生活の中で，

日々どのような思いを持ちながら児童・生徒の指導に当

たってこられたか，豊かな言葉でお話をしてくださった。

そして，学生たちには驚きであったようだが，僅か数年

の経験の中で早くも教科主任等を勤められ，学校全体の

運営にも関わるような責任のある仕事に取り組んでおら

れる。さらにもちろん学級担任，

部活動顧問として，直接の指導に

あたる児童・生徒の成長に関わることを通して，教師としての仕

事にやりがいを強く抱いておられることがわかった。４名の方々

はすべて，大学に入学する以前から教職を志し，夢や希望をもっ

て大学での勉学に励み，願いを叶えて教職に就かれたわけである

が，当然どの方にも実際の教職生活には戸惑うことが多く，時に

は失敗もあったようだ。だが，先輩の先生からのアドバイス，管

理職の先生からの励ましなどを受けて一つ一つ困難を乗り越え，
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何よりも児童・生徒の笑顔や一生懸命な姿に触れることで自分を

奮い立たせ，あるいは救われた思いになったというお話がどの先

生からも共通して聞かれた。教師という仕事の醍醐味が感じられ

る言葉であった。

４名の先生方にお一方ずつお話をいただいた後，センターの専

任教員３名（菊地，五島，昌子）も登壇して，座談会形式でさら

に話を深めていった。３名ともそれぞれ小学校・中学校・高等学

校での勤務経験をもっており，シンポジストのお話に共感しなが

ら聴いていたところであったが，自らの経験も含めながら教職の

魅力を語り合い，楽しい時間であった。

さらに，フロアからの質疑応答の時間も設けた。あまり多くの時間をとることができな

かったのが残念であった。

学生たちからの感想記述には以下のようなコメントがあった。

・自分が将来働き始めるにあたっての不安や心配はあたりまえのことで誰もが通る道な

のだと思った。

・プライベートが充実すれば仕事も充実するという話が印象的だった。

・自分がいっぱいいっぱいになってしまうとその焦りや緊張感が子どもに伝わってしま

うという話が印象に残った。

・子どもたちの生活や命に対する責任の重さがわかった。

・「たくさん悩んだ方がいい」というメッセージは印象的だった。

・生徒が「癒し」になるということがわかった。

・苦悩の上にやりがいがあるということが聞けてよかった。

・子どものことを想像しながら子どものために苦労することは楽しい，という考え方は

とても素敵だと思った。自分もそのように考えられるようになりたい。

・大変ではあるが先生は成長し続けることができる仕事だとわかった。できることから

がんばろうと思う。

・良いことだけを魅力とせず，苦労や大変さを含めて魅力なのだと気づくことができた。

・何もかも全て完璧にできなくてはいけない，というわけではなく，児童・生徒と一緒

に成長し，助けられていくということが聞けてよかった。

・大変なことをたくさん聞いて，本当に教員になりたいのかを改めて考え，それでもな

お先生になりたいと思えた。

これらの学生のコメントが，本シンポジウムの意義

を物語っているだろう。

今回の話が良い刺激となって，多くの学生が教職に

向かう意欲を高め，今後力強くその歩みを進めてくれ

ればと思う。

改めて，シンポジストの方々に深く御礼申し上げる

次第である。
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９．高大接続事業 

 

 今年度は、高大接続事業の一環として８月に「高校生公開講座」、２月に「高校生ワーク

ショップ」を計画し、本学等を進学に考え、さらには教員を目指す生徒を対象に事業を展

開する予定だった。８月の公開講座は、予定日に台風の影響が有り、県教委と協議の上中

止になった。一方、２月のワークショップは予定どおり実施でき、盛況であった。 

 ワークショップであるが、水戸市内の高校を中心に、水戸

第二高等学校、水戸第三高等学校、緑岡高等学校、水戸桜ノ

牧高等学校から、８３名の参加があった。当初、４０名の予

定であったが、申し込み多数により、倍増での対応となった。

おかげさまで、生徒一人一人が教員を目指すことに、思いを

新たにし、楽しく参加していた。 

 ワークショップ「教員を目指す君たちへ」は、２月２日(土)

１０時から本学 D 棟 101 教室を主会場に開催された。当日の朝は、厳しい寒さにもかかわ

らず、インフルエンザに罹った高校生を除いた 83 名の参加があった。 

 茨城県教育庁高校教育課石井純一課長、長島利行指導課長補佐の来校他、高等学校から

8 名の先生方の参観もあった。石井課長の挨拶そして本センター長小川哲哉教授の主催者

挨拶と学科紹介があり、そのあと、グループワークに入った。 

 i-Movie を使った動画や写真を使って、「理想の教師をつく

る」という課題に、学生・大学院生のアシスタントの下、各

班が昼食を挟んで午後 2 時 30 分まで、各班での役割分担、学

内の教室や大学構内での撮影、そして編集と主体的に積極的

にそれぞれの高校生がグループワーク参加していた。2 時 30

分過ぎ、各班順につくった作品のプレゼンテーションが行わ

れた。笑いありの楽しい時間を過ごせた。 

終わりに、各班で振り返りをし、石井課長と小川センター長から講評をいただき、閉講

となった。それぞれの高校生、学生アシスタント、セ

ンターの職員、学務課の皆さんともの有意義な楽しい

時間を過ごせた。参加した高校生が、本学入学そして

教員になることを祈願する。 

 課題としては、人数に制限をかけることと土曜日の

実施は課外等を実施している私立高等もあるので次

回実施については考慮してゆきたい。 
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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

務を担っており，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

り等の運営業務を行っている。

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）

必修講習 選択必修講習 新課題講習 新展開講習

第Ⅰ期 5月26日(土) 5月27日(日) 6月10日(日) ６月16日(土)

16日(土) 17日(日)

17日(日)

第Ⅱ期 8月 4日(土) 8月 5日(日) 7月26日(木) 7月27日(金)

18日(土) 18日(土) 31日(火) 30日(月)

19日(日) 8月 1日(水) 8月 1日(水)

2日(木) 2日(木)

20日(月) 7日(火)

21日(火) 20日(月)

22日(水) 21日(火)

23日(木) 22日(水)

24日(金) 23日(木)

27日(月) 27日(月)

第Ⅲ期 10月27日(土) 10月28日(日) 12月22日(土) なし

25日(火)

26日(水)

27日(木)

(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 1213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と危機管理上の課題 全期 120名

法令改正・審議会等の状況と「チーム学校」による組 全期 68名

織的対応の考え方
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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

主体的・対話的で深い学び／対話のある授業をつくる Ⅰ・Ⅱ期 82名

ソーシャルスキル教育 Ⅰ・Ⅲ期 117名

現代キャリア教育理論と教育実践 Ⅰ・Ⅱ期 70名

道徳教育の今日的課題と実践 全期 262名

教育の情報化Ⅰ Ⅰ・Ⅲ期 64名

学習指導要領の改訂の動向等 Ⅱ期 98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 28名

課程の編成，実施，評価及び改善の一連の取組

教育相談の基礎 Ⅱ期 110名

学社連携・学社融合論とその教育実践 Ⅱ期 34名

英語帯活動の指導／英語ディスカッション指導 Ⅱ期 27名

教育の情報化Ⅱ Ⅱ期 67名

異文化理解としてのアメリカ／身近なイギリス文化の Ⅱ期 20名

再発見：異文化理解教育への援用

多文化教育について考える・外国につながる児童生徒 Ⅱ期 28名

の現状と課題を通して

③新課題講習

講習科目名 開講期 受講人数

伝え合い理解し合う集団のために Ⅰ・Ⅱ期 97名

発達障害の二次障害に対する理解と支援 Ⅰ・Ⅲ期 129名

子どもの体力づくり／心身のコンディショニング Ⅰ期 37名

思春期までを見据えた幼児教育と新しい保育の可能性 全期 163名

特別活動の課題と実践 Ⅰ・Ⅱ期 96名

児童の時制理解の発達―「サザエさん」と「さわやか Ⅰ・Ⅱ期 71名

３組」の役割

「今、ここ」から学ぶカウンセリング Ⅰ期 28名

現代子ども論 全期 260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・Ⅱ期 58名

言語教育と言語学 Ⅰ期 26名

身体コミュニケーション＆コーチング 全期 182名

幼児教育の現状と課題 Ⅰ・Ⅱ期 140名

特別支援学校における授業づくりと評価 Ⅰ期 33名

道徳教育の今日的課題と実践 全期 146名

発達障害児への支援に関わる最近の動向 Ⅱ期 235名

アクティブ・ラーニングによる授業づくり Ⅱ期 100名

小学校プログラミング教育 Ⅱ期 29名

ICTを活用したアクティブラーニング活動 Ⅱ期 30名
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③新課題講習（前頁から続く）

講習科目名 開講期 受講人数

心を育てるグループワーク Ⅱ期 58名

公衆衛生 Ⅱ期 48名

子ども虐待の予防と防止／子どもの貧困問題について Ⅱ期 50名

考える～いま危機に直面する福祉国家と次世代の再生産

生と死の教育 Ⅱ期 38名

地質学で探る地球の歴史 Ⅱ期 26名

土壌が担う役割／乳製品の製造 Ⅱ期 40名

交通の安全教育と教育的価値 Ⅱ期 49名

学校臨床心理学 Ⅱ・Ⅲ期 80名

子どもの運動と健康 Ⅱ期 49名

総合的な学習の指導法 Ⅱ期 39名

児童生徒の命を守る学校防災 Ⅱ期 29名

インクルーシブ教育の理念と動向 Ⅱ期 24名

今後の食教育に求められる教育内容 Ⅲ期 16名

④新展開講習

講習科目名 開講期 受講人数

国語科の協働学習／書字に関する学習指導を考える Ⅰ期 36名

身近な化学：化学と環境と生活など Ⅰ・Ⅱ期 59名

柔道の学習指導／陸上運動の学習指導 Ⅰ期 17名

発話の背後にある意味を探る／ English Teaching Ⅰ期 23名

Techniques (英語授業の手法)

解析学のトピックから／幾何学の話題から Ⅰ期 27名

学習指導要領の改訂と地理学習 Ⅱ期 19名

小学校英語教育 Ⅱ期 45名

算数科教育法（初等） Ⅱ期 27名

国語科の協働学習／文学性を育む国語教育 Ⅱ期 36名

離散数学の話題から／確率統計の話題から Ⅱ期 34名

言葉を楽しみ言葉を磨く国語科の授業づくり／言葉を Ⅱ期 48名

理解するということ

「環境問題のとらえ方」を考える／地球表層環境の変遷 Ⅱ期 30名

社会科・地歴科における地図の活用／日本史の最新研 Ⅱ期 46名

究と学習内容

岡倉天心の五浦時代を学ぶ Ⅱ期 24名

図画工作科・美術科教育の新展開 Ⅱ期 30名

言葉を楽しみ言葉を磨く国語科の授業づくり／中国文 Ⅱ期 31名

言小説（漢文で書かれた小説）を読む
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④新展開講習（前頁から続く）

講習科目名 開講期 受講人数

理科教育の動向と授業づくり Ⅱ期 30名

音楽科の授業づくり／編曲法 Ⅱ期 16名

保健体育総論／誰もが夢中で取り組む体育の授業 Ⅱ期 30名

音楽科の授業づくり／楽しくためになる歌唱指導 Ⅱ期 30名

技術科の指導と評価／材料と加工の技術（木材）／材 Ⅱ期 25名

料と加工の技術（金属・プラスチック）／生物育成の

技術

持続可能社会における衣生活分野の教育 Ⅱ期 29名

生体リズムと心身の健康／小児の疾患と救急対応 Ⅱ期 49名

家庭経営をめぐる諸課題と家庭科の新展開 Ⅱ期 21名

城下町・水戸の地理・歴史を学ぶ Ⅰ・Ⅱ期 79名

代数学の話題から／算数・数学授業の構想 Ⅱ期 22名

ソルフェージュ／楽しくためになる歌唱指導 Ⅱ期 24名

ダンス・表現運動の学習指導／水泳の学習指導 Ⅱ期 19名

英単語の法則性を探る／ Developing communication Ⅱ期 23名

exercises
量子論入門 Ⅱ期 6名

発声法と歌唱／音楽科における言語活動の充実 Ⅱ期 24名

デザインの新展開/絵画の新展開 Ⅱ期 21名

技術科・工業科・情報科の指導と評価／エネルギー変 Ⅱ期 14名

換の技術（機械）／エネルギー変換の技術（電気）／

情報の技術

サスティナブル時代の住まいを考える Ⅱ期 15名

健康相談の理論及び方法/再生医療を考える Ⅱ期 29名

以上の通り，第Ⅰ期から第Ⅲ期まで，計28日の講習を実施した。講習科目数は124科目

（複数回数含む）で，受講者のべ人数は5852名（昨年度より1.7倍増）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 

 

今年度、「茨城大学教育実践研究 第37号」を発行した。29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 生徒が主体的に取り組める中学数学の指導法に関する研究 菊地利幸・細貝和基 

2 実践的指導力の育成を目指した教員養成  

― アクティブ・ラーニングの視点からの授業設計 ― 

五島浩一 

3 梃子の釣り合いの等式表現におけるデータ解釈の指導方略

― 表象による推論プロセスを導入して ― 

宮本直樹 

4 霞ケ浦環境科学センターにおける環境学習の利用効果  

― 湖上体験スクールの担当者アンケートの分析から ― 

細田直人・宮本直樹 

5 理科授業における科学的探究可能な「問い」の生成モデル

構築 ― 児童・生徒の認知的プロセス及び教師の手立てを

手がかりにして ― 

河原井俊丞・宮本直樹 

6 新旧高等学校学習指導要領の音楽科に関する内容と、教

育方法の特色と課題 

山口（藤田）文子 

7 表現の独自性が表れる絵画指導法 

― 活動主体の区別から生まれる独自性 ― 

小口あや 

8 美術科教育の実践における美的感覚の育成  

― 教師と児童生徒への支援、及び教育内容の検討  ― 

小口あや・中川知子・有田

洋子・金子一夫 

9 美術科教育における表現の独自性尊重 

― 教育現場での知見から ― 

小口あや・中川知子・髙橋

文子・金子一夫 

10 導入教材としてのジグ製作学習の実践と分析 小貫陽介・金澤大輝・坂

口竜之介・松下朗大 
・工藤雄司 

11 小学校教員免許取得予定大学生を対象とした技術に関する

イメージの調査研究 

齋藤安那・臼坂高司 

12 ルーブリックの提示順序がスピーキング力・学習意欲に及ぼ

す効果  

― 中学校1年生のインタビュー活動を通して ― 

小林 翔 

13 成長曲線からみたダウン症児における肥満とその支援 勝二博亮・山本理沙・内田

清香 
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№ タイトル 執筆者 

14 特別支援教育における若手教師の実践力育成方法に関する検

討 

― 実践的科目を受講した大学院生の授業評価アンケートから 

― 

新井英靖・細川美由紀 

15 地域若者サポートステーション利用者の学びと社会的つながり 新井英靖・湯浅恭正・福田敦

志・吉田茂孝 

16 イギリスのディスレクシア・フレンドリー・スクールに関する研究 

― 英国ディスレクシア協会の評価項目を中心に ― 

根矢悠花・新井英靖 

17 重度・重複障害児の聴覚評価に関する事例的検討 佐藤楓佳・田原 敬・勝二博

亮 

18 小学校養護実習におけるウエルカムボード（掲示物）作成の効果

と課題 

斉藤ふくみ・古池雄治・堀江

直子・鈴木彩羅・松田芽生 

19 保健室における養護教諭の効果的なタッチングに関する研究 平田桃花・斉藤ふくみ 

20 養護教諭がコーディネーターとしての役割を果たすために必要

な要素の構造化 

― 心身の健康問題を持つ子どもへの支援におけるインタビュー

分析から（第 2 報）― 

内田清香・海老澤紫・片山美

千恵・髙橋雅子・髙橋裕子・

斉藤ふくみ 

21 規範意識と主体性を関連させた保健指導の在り方・ 菊地さおり・青栁直子 

22 中学生における朝の部活動に関する意識調査 西嶋紗英・青栁直子 

23 児童期における男女交際の実態と恋愛観・ 大澤愛海・青栁直子 

24 教科横断的な教育活動による道徳実践に関する研究 
― 茨城県高校道徳の事例を中心に ― 

小川哲哉・石井純一・長島利

行・渡邊哲郎・宮本夏海 

25 学社連携による郷土教育の実践 

― 水戸市立千波小学校制作「千波かるた」の事例 ― 

佐藤 環 

26 ノーバディーズ・パーフェクト・プログラムを用いた園内研修プログ

ラムの検討 

― アウトリーチ型参加者対象プログラムの実施から ― 

木村由希・神永直美・中島美

那子 

27 新学習指導要領を志向したタブレット端末上で操作するグルー

ピングソフトウェアを活用した理科の教育実践 

岩﨑有朋・小林祐紀・中川一

史 

28 大学での情報教育と言語表現教育のかかわり 関 友作 

29 知的障害児の走運動スキルの練習効果に関する研究 松坂 晃・大木靖子・田村元

哉 
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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。

○拡大プリンター

・教員（教育学部） 27件

・学生 なし

○ｉＰａｄ

№ 使用者 台数 期間 使用目的

１ 教員 13 5/11～5/16 授業

２ 教員 17 5/30～6/6 授業

５ 教員 20 7/6～7/24 授業

６ 教員（専任） 20 1/28～2/4 センター主催ワークショップ

○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30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」の主な内容 合計

教員 学生

4 11 3 16 就職相談室 30

5 28 5 32 就職相談室，教員免許状更新講習 など 65

6 27 5 27 就職相談室 59

7 32 4 35 就職相談室，オープンキャンパス など 71

8 22 21 10 就職相談室 53

9 21 15 0 36

10 8 44 6 教員免許状更新講習 58

11 8 46 12 教職実践演習 66

12 17 34 9 教職実践演習 60

1 13 12 20 教育実習オリエンテーション など 45

2 5 2 33 フォローアップ講座 など 40

3 0 1 42 フォローアップ講座 など 43

計 192 192 242 626

【Ａ２２３】

使用者（代表）
月 その他 その他の内容 合計

教員 学生

4 8 6 28 就職相談室 42

5 5 2 34 就職相談室 41

6 5 0 34 就職相談室 39

7 13 5 61 就職相談室、オープンキャンパス 79

8 17 7 14 就職相談室 38

9 0 6 0 6

10 0 0 0 0

11 2 0 0 2

12 11 0 0 11

1 0 0 2 就職相談室 2

2 5 0 2 介護等体験事前打ち合わせ など 7

3 9 2 0 11

計 75 28 175 278
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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」を組織しています。連盟の任務は、研究集会の

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

ようにしています。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

が参加しています。 
本連盟の今年の研究集会（第 63 回）は平成 30 年 10 月 13 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ました。 

今年の研究集会には 551 名の参加者がありました。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りました。そのため今年も全体会は実施せず。各会場

での研究発表中心に進められました。各会場での分科会では総計で 213 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ました。それぞれの分科会に助言者とし

ては、以下の教育学部教員にお願いいたしました。 
 

国語教育 鈴木一史 
外国語教育 猪井新一 
数学教育 梅津健一郎 
社会科教育 村山朝子 
理科教育 宮本直樹、郡司晴元 
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 野中美津枝 
音楽教育 田中健次 

美術教育 向野康江、甲斐教行 
保健教育・食育 斉藤ふくみ 
体育・保健体育教育 富樫泰一 
特別活動 打越正貴 
道徳教育 生越達 
生活指導・幼保小連携 坂場克身 

進路指導 小林祐紀 
情報化と教育 本田敏明 
特別支援教育 田原敬 
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 佐藤環 
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ます。 
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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 

 

連絡先 

 茨城教育庁高校教育課・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修院生11名 

 学部生8名 

  養護教諭養成課程1名 

  英語選修2名 

  国語選修1名 

  人文学部人文コミュニケーション学科人間科学コース2名 

  人文社会科学部現代社会学科メディア文化コース1名 

  人文社会科学部人間文化学科1名 

 指導教員2名 

  正保春彦・地井和也（学校臨床心理専攻） 

 

活動の内容・目的 

 単位制・三部制のフレックススクールとして平成 17 年度に開校した茨城県立鹿島灘高校および平成

20年度に開校した茨城県立結城第二高校へ、生徒たちの心のケアの一端を担うことを目的とするキャン

パスエイドとして大学院生・学部生を派遣する。 

 エイドの活動内容は以下の4点である。 

(1) 生徒たちに対する気軽な話し相手としての役割を通した支援活動を行う。 

(2) 「心理学」「道徳」授業時に補助者として参加する。 

(3) 学校カウンセリングに関わる校内研修会・協議会へ参加する。 

(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」を毎回提出する。 

 

今年度の活動 

 鹿島灘高校では前期5名、後期6名が、結城第二高校では前期5名、後期5名がキャンパスエイドと

して活動した。キャンパスエイドが活動できる曜日に偏りがあり、鹿島灘高校では前期月曜日と後期金

曜日にそれぞれ2名が活動する一方で、前期水曜日にエイドが活動することができなかった。結城第二

高校では前期金曜日に2名が活動する一方で、前期火曜日は前期木曜日のエイドが不定期に活動を行っ

た。 

 毎月最終木曜日に大学内でミーティングを持ち、1 か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、情報の共有を図ると共に、活動上困難を感じることなどについて高校毎に話し合った

後、全体で協議を行った。 

 また、キャンパスエイドの普段活動する高校以外のフレックス高校を訪問し、エイド活動を行う機会

を持ち、他校の状況を知ることができた。 
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活動の成果・意義 

 フレックス高校に在学する生徒は、小・中学校時代に不登校やいじめを経験していたり、何らかの発

達障碍（またはその傾向）を持っていることも多く、そのために対人関係上の困難を抱えていることが

多い。加えて、昨今は生活上の困難を抱えていることも少なくない。そのような生徒たちに対し、年齢

の近い少し年上の存在として話をすることにより、心の支援を行うことができた。また、教室に居場所

がなくてお昼休みや空き時間に居場所を求めて来室する生徒などに、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。 

 キャンパスエイドたちは、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たち

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。また、他校を

訪問したことにより、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さまざまな工夫が

あることも学ぶことができた。 
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15. 第 10 回茨城地域教育臨床研究会 

 

大学生・大学院生によるフレックス高校でのメンタル・サポート 

－ 完成とさらなる高みへ － 

 
【日時】平成 31 年 3 月 21 日（木）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           正保春彦 

２．キャンパスエイド活動 －キャンパスエイド活動、完成とさらなる高みへ－ 

 (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)県立高萩高校へキャンパスエイドを派遣して（茨城キリスト教大学） 

３．キャンパスエイド活動 （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（常磐大学生） 

(5)茨城県立高萩高校におけるキャンパスエイド活動（茨城キリスト教大学生） 

４．グループディスカッション  

５．シェアリング 
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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 29 年度・平成 30 年度の相談活動 
 平成 29 年度および平成 30 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 30 年度の数値はすべて平成 31 年 2 月末日のものである。 
 
表 1 平成 29・30 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 

H29 57 159 223 1,227 1,959

H30 49 183 208 1,225 1,896

 
表 2 平成 29・30 新規相談年齢（属性）別構成     

年度 幼児 小学生 中学生 高校生 専門・大学生 成人 その他 合計 

H29 3 21 6 7 0 18 2 57 

H30 2 17 5 4 2 18 1 49 

 

２．過去 2 年間の新規相談内容 

 過去 2 年間の新規相談内容は表 3 および下図のとおりである。 

 

表 3 平成 29・30 年度新規相談内容

年度 H29 H30

不登校 10 10

人間関係 4 4

行動上の問題 4 4

情緒的な問題 8 5

発達障害 10 7

精神的な問題 5 6

家庭の問題 14 4

コンサルテーション 2 9

その他 0 0

合計 57 49
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Ⅲ．専任教員から



仰げば尊し…

教授・副センター長 昌子 佳広

教育学部では教育実習事前指導科目として「教育実地研究入門Ⅰ」・「（同）Ⅱ」があり，

「Ⅰ」は１年次で，「Ⅱ」は２年次で行う。これらの授業運営は当センターが担当してい

て，それぞれの内容は本活動報告書の該当ページに説明している通りである。特に「Ⅰ」

で夏休み期間中の課題にしている「恩師へのインタビュー」は，できれば教育学部以外の

学部における教育実習事前指導でも同じように学生への課題にしたいと考えているが，今

のところそれを課すタイミングなどが難しく，実現に至っていない。

そもそもこの課題は，ある書籍から着想を得たものである。その書籍とは『過去と記憶

の“リ・メイキング”―学校時代の「事件」に出会いなおす方法』（府川源一郎編，1998

年，太郎次郎社）というもので，編者は某大学の教員であり，教職課程に位置付く担当授

業科目の中で学生に課したレポートを基に編まれたものだ。詳しい内容は割愛するが，こ

れと同じことを私自身もやってみたいと思い，かつて教育学部で担当していた専門科目で

授業の中心的な課題・内容・活動として実施していた。「教育実地研究入門Ⅰ」での課題

は，言わばその縮小版である。

かつて教育学部で実施した科目（「総合演習」といった）では，簡単に言うと，自分が

小学生・中学生であった頃に体験した事柄の中で強く印象に残っているできごとを文章に

まとめ，それを，そのできごとに直接・間接に関わっていた当時の先生に読んでもらい，

コメントをもらって，自分自身さらに考えたことを加え，レポートにまとめるということ

を中心的な課題とした。学生たちにこの課題を提示する前に，活動およびレポートのモデ

ルとして示すために，私自身も，中学生時代の担任の先生に連絡し，直接会うことは時間

的・距離的に難しかったので文章を郵送し，返信をもらった。モデルというより，学生た

ちに取り組ませる活動のシミュレーションを自分自身でやってみよう，というのが当初の

目的であったが，結果的には，それは単なるシミュレーションとか，学生のモデルとかい

うレベルにとどまるものではなく，自分自身にとって忘れがたい貴重な経験となった。そ

のとき先生から送られてきた返信の文書は今でも（あれから既に15年が経っている）大切

に保管している。そもそも先生に電話をしたとき，私が中学生当時30代半ばであった先生

はある中学校の校長先生になっておられたが，20年以上を経ているのに私のことをよく覚

えていてくださり，私の部活動のことや自宅の様子など記憶にあることを細かく話してく

ださった。単純に感激した。そして，私の送った文章（その内容は紙幅の都合もあるので

ここには書かない）に対して，当時の先生ご自身の思いを詳しく書き綴っていただいた。

具体的に紹介できないのがもどかしいが，その内容を通じて先生の「教師魂」に触れた気

がした。その先生の「教師魂」を，私が受け継いでいかなければ，と思った。

「教育実地研究入門Ⅰ」での学生のレポートを読むのは本当に楽しい。教職課程で学ぶ

学生にとって，かつての恩師はその“原点”あるいは“出発点”なのだ。学生自身もそう

だろうが，私も“原点”に還ったような気持ちになる。

「仰げば尊し我が師の恩」。今や滅多に歌われることがなくなったようだが，教職課程

に学ぶ学生たちに，改めて噛みしめてほしい一節である。
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教採講座を担当して 

 

                        教授 菊地 利幸 

 

 前期は４年生対象の直前指導を含めた対策講座、後期は来年度教採試験を目指す３年生

を中心に対策講座を行った。前期は採用試験までの短期間に教育法規を中心に問題演習を

含めて実施した。日本国憲法に始まり、教育基本法を基本理念とし学校教育法、教育公務

員特例法、地方公務員法などの法律のほか、関係省令、関係規則を中心に過去問を含めて

実践形式での取り組みを行う。当座、学生たちは無味乾燥な条文に理解も不十分であった

が、回を重ねるごとに法令にも慣れ、学習の成果も出て理解が増した。学生たちの熱い眼

差しに答えるべく、こちらも一生懸命に講義した次第であった。 

 後期は、３年生を中心に、前期と同様に教育法規を中心の講義を展開したが、近年、グ

ローバル化や情報化が大きく変化する中で、学校において複雑化・困難化した課題や教員

の労働環境の悪化による働き方改革が叫ばれている。そうした状況にあって、講義の中で

２つの答申を取り上げてみた。 

１つは、「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について」の答申である。もう

１つは、「共生社会の形成に向けた、インクルーシブ教育システム構築のための特別支援教

育の推進（報告）」という答申である。前者は、これからの学校教育の働き方改革を含め，

チーム体制やマネジメント強化が述べられており、後者は、インクルーシブ教育の認識を

踏まえ、これからの教育現場への新たな流れとなるものである。「インクルーシブ教育シス

テム」とは、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組みであり、障害のある者が教育

制度一般から排除されないこと、自己の生活する地域において初等中等教育の機会が与え

られること、個人に必要な「合理的配慮」が提供される等が必要とされている。また、同

じ場でともに学ぶことを追求するとともに、その時点で教育的ニーズにもっとも的確に応

える指導を提供できる、多様で柔軟な仕組みを整備すること、そのために通常の学級、通

級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった連続性のある「多様な学びの場」を

用意しておくことが必要である。」となっている。学校が今後の多様な学びの場であり、イ

ンクルーシブな教育の推進を踏まえ、これからの教育を担う学生のためとの思いから講義

で取り上げた。 

今日、学校現場では、いじめや不登校、発達障害そして虐待、さらには教員のコンプラ

イアンスの問題と学校の課題は尽きない。一方で、古来より、教員は子どもたちの成長を

見守り、次世代を担う子どもたちを教育するという大きな意義と役目を持つ魅力ある仕事

である。そのような教員を目指す学生を育成することは、私たち教職の担当者としてもや

りがいのある大きな意味を持つことでもある。今後もこの講座を通して、「人を育てる」教

職の道に学生が進まれることを微力ながら支援していこうと思う。 
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教職の魅力を伝え、実践的な力を育む 

 

准教授 五島 浩一 

「教職の授業を受けるたびに迷うんです。」  

 教員免許状を取得するために教職課程を履修している理学部の学生が発した言葉であ

る。話をしてみると、教員免許状の取得は目指しているが今のところ教員になるつもりで

はないとのことであった。それなのに、授業を受けて教職の世界に触れるたびにその楽し

さや魅力を感じ、教員になるのも悪くないかもしれないと思うらしい。そんな声を聞くと、

そっと背中を押してあげたい気持ちになる。  

 一方で、「教職の授業を受けるたびに迷うんです。」という同じ言葉を、違った意味で

耳にすることもある。子どもの頃から教員になりたいと思っていて、その夢をかなえるた

めに教育学部に入学し今まで学んできた。大学の授業を通して教職について知れば知るほ

どその難しさや大変さがわかり、自分には務まらないのではないかと不安になっていると

のことだ。追い打ちをかけるように、教員の勤務状況が問題視されメディアで取り上げら

れる機会が大変多くなり、さらに不安を大きくしているようだ。  

 教職の魅力は、子どもたちとの関わりからたくさんの感動をもらえることだと思う。他

人から見れば他愛もないことかもしれないが、子どもとの関係の中に生まれる日々の小さ

な感動が、子どものためならば労を惜しまず仕事に取り組む教員の原動力になっているの

ではないだろうか。教員になりたいという夢をもって大学に来た学生たちに、少しでも教

職の魅力を感じさせてあげたい、教員としての実践的な指導力を育めるような手助けをし

てあげたいという思いが強くなる。  

それを具現化する機会のひとつとして、私が担当している授業に「教師の資質と教職設

計」というものがある。その授業について簡単に述べてみたい。  

金曜日の５限目という１週間の最後に位置づいている授業である。本来であれば週末の

夜を友と楽しみたいところだと思うのだが、熱心な学生たちが多く集まり学び合っている。

３年次の後期から４年次の前期にかけて学生たちにとって目の前に迫っているのは教員採

用試験かもしれないが、決してそれはゴールではない。そこで、目の前の試験ではなくそ

の先の教員としての人生を見据えながら、より実践に即して学べるようにすることを目的

とした。  

授業で大切にしていることは「自分で調べる」ことと「対話する」ことである。まず事

前に課題を提示し、その課題に取り組むために自分で資料を探し調べることを義務づけた。

与えられた学習ではなく、学びを自分事にしたいからである。次に、授業の中では学生同

士が議論する場や協力して何かをつくる場を設け、対話を重視した。学生たちは対話を通

して深く考え、他者の考えから自分の考えを再構築することによって学びを深めていって

いる。それだけではなく、過程、コース、選修を超えた学び合いを通して、同じ夢や目標

を持つ仲間づくりにもつながっていると感じている。この授業でどれだけ学生たちの不安

を軽くしてあげられたか、実践的な力を育んであげられたかは定かではないが、実践的な

内容について仲間と議論し合うことで、教員になることへのモチベーションが高まったと

話す学生は多い。  

これからも様々な機会を通して、教師を目指す学生たちを支援していきたい。  
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                                 客員教授 東小川 昌夫 
 教員を目指す教育学部等の学生にとっては、学校現場で教育活動の支援をしながら、実践を

通して児童生徒への接し方や教員の業務内容を学ぶ機会として「ボランティア活動」は貴重な

体験の場となっている。さらに、教育実習の前後に、実習期間では学べないような現場での体

験は、教員としての資質を伸長させる上でも絶好の機会である。 

全学教職センターが取り扱う「教育支援ボランティア活動」は、年々参加学生数が増加し、

活動内容も多岐にわたっている。「水戸市学校支援活動」は、いわゆる“求人”側の学校所在

地が学生の居住地にも近く、取り組みやすい活動内容でもある。また、「県内教育支援ボラン

ティア活動」は、学校に限らず、教育行政や教育関係諸団体からの募集も見られ、学生に多様

な体験の場をもたらしている。活動内容の詳細は、本報告書の「教育支援ボランティア活動」

を参照いただくとして、今年度、活動希望が増えた「自己希望ボランティア」の現状と課題に

ついてまとめる。 

「自己希望ボランティア」とは、学校等からのボランティアの求め“求人”に応じて活動す

るものではなく、学生の出身小中学校や高等学校に“求職”し、ボランティア活動の内容等を

依頼して体験するものである。例えば、自宅に近い小中学校や出身高等学校での学習支援ボラ

ンティア活動や保健室経営支援等があげられる。まれに、在校時の担任や教科担当の教師がま

だ出身校に勤務している場合もあり、受け入れが円滑に進む場合が多い。 

「自己希望ボランティア」の抱える課題についてまとめる。 

○ 依頼を受ける学校の関わり方 

多くの学校の場合、「学生であっても、一人でも教室に多くいてくれて支援してくれるの

は助かる」という返答が多い。しかし、一部の学校には、教員の働き方の見直しからか、教

育活動に密接に関係しない業務内容と捉えられ、担当者の許諾が難しく、受け入れが思うよ

うに進まない場合も見られる。「現在の児童生徒に正対し､本来の指導をやり遂げるのが本

務」と言えばそれまでであるが、後輩を育て「教育の継続と向上」を求めることも、学校現

場としては大切な要素はずである。「子供と向き合う時間を大切に」という考え方を最重要

視するとともに、教育の魅力に触れされることにより、より多くの後輩教員を育てるという

観点から「自己希望ボランティア」活動の存在そのものを周知させ、当該校への依頼を丁寧

にとりおこなう必要がある。 

○ 学生の活動希望動機 

教育実習で体験できなかった、「学校や児童生徒の日常に接したい」という学生の想いは

十分理解できる。短期間の教育実習では、指導案作成や実習簿のまとめ等に多くの時間を費

やし、児童生徒とのふれあいや教師の実務の実態理解に時間をかけることが難しい現況であ

る。出身校や県内居住地から近い学校を選択するのは、利便性という観点からは好都合であ

るが、明確な活動理由もなく活動に参加しようとする学生が見られるのも否めない。 

教員採用試験の志願書裏面には「ボランティア活動の履歴」を記入する欄が設けてある。

その欄を適切な表現で文字を埋めたいという思いも理解できるが、いざ学校に出向いて「な

ぜ、ボランティア活動を本校でしたいのですか」という活動の根本に関わる質問には、いつ

どのような形で問われても、明確に答えられる準備が望まれる。 
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