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は じ め に 

 

全学教職センター長 小川 哲哉 

 

 全学教職センターが 2016 年に開設されてから本年度で 3 年目になりますが、全学の教

職希望者に対するサポート活動も本格的になってきました。例年行っている 4 月の新入生

向けのオリエンテーションに参加する学生の数も年々増えておりますし、事前事後指導を

受けている学生諸氏の真剣な姿勢を目の当たりにするとき、センターの支援活動をさらに

充実させなければならないことを痛感させられます。 

 近年全国的な傾向として教員離れが進んでおり、それは茨城県でも例外ではありません。

県の採用試験の倍率も年々下がってきており、意欲と資質が十分であれば教職に就くこと

は以前よりも比較的容易になっているのに、教職に対するイメージの問題が倍率を下げて

いると言われています。未来の子どもたちと共に学び、彼らの人生の一部を共有できる職

業は、教職において他はありません。教え、教えられることの素晴らしさを教師となって

どうか体験してほしいと思います。 

 全学教職センターの役割の第一は、教職を希望し、教職を目指す学生たちに様々なサポ

ート活動を行うことです。本年度も様々な活動を行ってきました。この活動報告は、それ

らの活動の軌跡をまとめたものです。例えば、学年ごとの教職ガイダンス、地域に密着し

た教育ボランティア活動、茨大の教職課程の魅力を広く伝えるオープンキャンパス時の進

学相談会、さらには高校生に教職の素晴らしさを伝える高大接続事業（ワークショップ活

動等）、また他学部でも始まった iOp 活動等は、様々な事業の記録がまとめられておりま

す。 

 このようにセンターは全学の教職希望学生に対する様々な取り組みを展開してきました

が、本年はこうした一連の活動を外部の方々に評価していただきました。外部評価委員会

を設置し、総合的評価をいただいた結果は、「期待される水準を上回る評価」でありました。

しかし、こうした評価に甘んずることなく、今後とも全学の教職希望学生にとって有意義

な支援活動を展開していきたいと思っておりますので、是非当センターを訪れてみてくだ

さい。 
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平成 31/令和元年度 年間活動記録 

 

■平成 31年 

 

■令和元年 

５月 ８日 水戸少年少女発明クラブボランティア説明会 

５月 ９日 教育学部「教育実地研究入門Ⅱ」授業開始 

 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１３日 第 1回介護等体験専門委員会(メール会議) 

５月１５日 介護等体験直前オリエンテーション（社会福祉施設第 1四半期） 

 第 5回企画会議 

 ボランティアガイダンス 

５月２２日 第 6回企画会議 

 第 1回全学教職センター運営委員会（メール会議） 

５月２６日 教員免許状更新講習（Ⅰ期）（6月 23日(日)まで） 

５月２８日 第１回紀要編集委員会 

６月 ５日 介護等体験直前オリエンテーション（特別支援学校前期） 

６月１２日 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１９日 第 8回企画会議 

６月１９日 介護等体験直前オリエンテーション（社会福祉施設第 2四半期） 

４月 １日 就職・進路相談室相談業務開始 

４月 ３日 第 1回企画会議 

４月 ８日 農学部教育実習事前指導Ⅰ（阿見） 

４月 ９日 新入生対象教職オリエンテーション 

４月１０日 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・理学部教育実習事前指導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 

 教育学部「教育実地研究入門Ⅱ」ガイダンス 

４月１７日 農学部教育実習オリエンテーションⅣ（阿見） 

 第 3回企画会議 

４月２６日 教育学部４年次春期協力校教育実習事前指導 
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６月２５日 第 2回全学教職センター運営委員会（メール会議） 

６月２６日 いばらき輝く教師塾の説明会 

７月 ３日 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 茨城大学教育実践研究 第 38号 執筆申込締切 

７月１０日 第 10回企画会議 

７月１２日 教育学部「教育実地研究入門Ⅱ」水戸市内学校訪問（第２回） 

 教育学部「教育実地研究入門Ⅰ」第１回授業 

７月１７日 理科観察実験アシスタント説明会 

 第 11回企画会議 

７月１８日 第 1回教員免許状更新講習専門委員会（メール会議 

７月２２日 教員採用試験直前対策指導（8月 23日（金）まで 

７月２４日 茨城大学全学教職センターシンポジウム「学生と語る教師の魅力 

 第 12回企画会議(メール会議) 

７月２７日 オープンキャンパス 

７月３１日 第 13回企画会議 

 教育学部「教育実地研究入門Ⅰ」第２回授業 

８月 ２日 教育インターンシップ説明会（全学教職センター主催） 

８月 ３日 教員免許状更新講習（Ⅱ期）（8月 26日(月)まで 

８月 ９日 高校生向け公開講座「これからの教師の姿を考えよう」 

８月２４日 教員免許状更新講習（Ⅱ期：筑西地区）（8月 30日(金)まで） 

９月 ４日 第 14回企画会議 

９月 ５日 第 95回国立大学教育実践関連センター協議会参加（会場：岐阜大学） 

 第 2回全学教職センター運営委員会（メール会議 

９月５日～ 

９月１５日 

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１３日 第 3回全学教職センター運営委員会（メール会議 

９月１７日 第 15回企画会議 

 茨城大学教育実践研究 第 38号原稿提出締 

９月１９日 茨城県教育研修センターとの連携企画 

「高校教師の魅力を考えてみよう」 

９月２０日 介護等体験直前オリエンテーション（社会福祉施設第 3四半期 

９月２４日 第 16回企画会議 

９月２５日 第 2回紀要編集委員会 
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９月２６日 第 2回教員免許状更新講習専門委員会（メール会議） 

１０月 １日 介護等体験専門委員会 

１０月 ２日 教員採用試験対策講座開校式 

 第 17回企画会議 

１０月１６日 介護等体験直前オリエンテーション（特別支援学校後期） 

 第 18回企画会議 

１０月１９日 教員免許状更新講習（Ⅲ期）（12月 25日（水）まで） 

１０月２３日 第 19回企画会議 

１０月２８日 第 4回全学教職センター運営委員会 

１０月３１日 教員免許状更新講習連絡会 

１１月 ６日 第 20回企画会議 

１１月１１日 第 3回教員免許状更新講習専門委員会（メール会議） 

１１月１３日 第 21回企画会議 

１１月２０日 第 5回全学教職センター運営委員会（メール会議 

 第 22回企画会議 

１１月２８日 教員採用試験合格体験発表会 

１２月 ４日 第 23回企画会議 

１２月 ６日 第 4回教員免許状更新講習専門委員会（メール会議） 

１２月１１日 第 24回企画会議 

１２月１３日 介護等体験専門委員会 

１２月１８日 介護等体験直前オリエンテーション（社会福祉施設第 4四半期） 

 第 25回企画会議 

１２月２１日 教員採用試験対策講座（協同出版共催）他 2日間 

１２月２３日 第 5回教員免許状更新講習専門委員会（メール会議） 

１２月２５日 第 6回全学教職センター運営委員会（メール会議） 

 

 

■令和 2年 

１月 ８日 第 26回企画会議 

１月１０日 第 6回教員免許状更新講習専門委員会（メール会議） 

１月１５日 介護等体験オリエンテーション（教育学部） 

１月２２日 介護棟体験オリエンテーション（人文社会科学部・理学部） 

１月２８日 全学教職センター外部評価委員 

１月２９日 第 27回企画会議 

２月 ２日 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」 
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２月 ５日 第 7回全学教職センター運営委員会（メール会議） 

 第 28回企画会議 

２月１１日 教育実習事前指導Ⅲ（阿見） 

２月１２日 第 29回企画会議 

２月１３日 介護等体験事前指導、疑似体験 

 第 30回企画会議(メール会議) 

２月１４日 教員採用試験対策ガイダンス全学部 2年次向け 

 教育実習ガイダンス 2年次向け 

 教育実習事前指導Ⅲ（水戸） 

２月１５日 全学教職センターシンポジウム 

「教職の魅力について 現職の先生と語り合う」 

２月１７日 農学部・人文社会科学部・理学部教育実習事前指導Ⅳ 

（各教科 3月 5日まで） 

２月１９日 介護等体験疑似体験 

２月２０日 第 31回企画会議(メール会議) 

２月２８日 第 32回企画会議(メール会議) 

３月 ３日 第 33回企画会議 

３月 ５日 採用前ウォームアップ研修会① 

３月１０日 第 34回企画会議 

３月１３日 採用前ウォームアップ研修会② 

３月２５日 第 35回企画会議 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ.活動・事業の実施概要 
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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31年4月9日（火）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300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 菅谷香，南澤亜樹

(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（菊地）

・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）：「教育実習指導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月，センター主催シンポジウム「教職の魅力について 現職の先生と語り合う」

に参加を呼びかけた（任意）。１年次では77名が参加した。
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(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），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，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月に２回（各半日），11月に１回（一日）

の３回にわたり，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月に行った一日を通じての学校体験は，本年度初めて設定したものである。こ

の日，教育学部教員の理解の下で２年次対象の授業を休講とする措置をとり，受講

する全学生が参加することができた。学校生活の一日を通じて，さまざまな教育場

面を参観・見学・体験することで，教員の職務の実態や，児童・生徒の実態をより

よく理解することができたと思われる。

・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。
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(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。

【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) 教育実習事前指導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) 教育実習事前指導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年次の全員で懇談を行った。
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(5) 教育実習事前指導Ⅲ（３年次対象）

・２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，

また履修簿を参照しながら教育実習の具体について見通しを持ち，道徳を例として

授業づくりの基礎的・基本的な考え方について指導した。

(6) 教育実習事前指導Ⅳ（教科別）（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３コマ分

（90分×３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】

当センターの本格的な業務開始から３年が経ち，特に人文社会科学部・理学部・工学

部・農学部において当センターが入学時の教職オリエンテーションから一貫して支援・指

導を担当してきた学生が今年度で３年次となった。複数の学部にわたる指導において，セ

ンター内の分担のあり方も次第に整い，各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・協力の面においても安定しつつあるように思われる。

教育実習を終えた学生は，実習を通じて自らの教職適性を見極め，あるいは教職に就く

ことを断念する学生もあるが，多くの学生にとって教育実習は有意義で充実したものであ

り，教職への志向をより高める方向に機能している。さらなる指導と支援に注力していき

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，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30年度】

・12月14日（月） 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）

・２月13日（水），20日（水） 介護等体験事前指導

【平成31／令和元年度】

・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 ４ ７２ １８ ９４

Ｂ ５ ７２ １１ ８８

Ｃ １ ６８ ５ ７４

Ｄ ０ ４３ ０ ４３

計 １０ ２５５ ３４ ２９９

○特別支援学校体験

期 人文 教育 理 計

前期 ０ １１１ ５ １１６

後期 １０ １４１ ２８ １８３

計 １０ ２５２ ３３ ２９５
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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。社会福祉施設体験で３件（名），特別支援学校体

験で７件（名）であった。主な理由は，本人の希望・事情（家庭事情，進路変更等）

によるものであるが，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３名，体験自体を無断で欠席した者が１名あり，残念であった。

【令和２年度実施に向けて】

・12月13日（金） 介護等体験専門委員会開催

・１月15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）

・ 22日（水） 〃 （教育学部養護教諭養成課程，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（木），19日（水） 介護等体験事前指導

事前指導については，本年度から教職課程の新カリキュラムにおいて必修となった「特

別な支援を必要とする子どもの理解と支援」が１年次向けに開講されたため，この授業の

履修をもって事前指導における「講義」を兼ねることとした。ただし，同授業において学

修成果（成績）が不十分と判断された学生については，「補習」の時間を設けた。

一方，人文社会科学部・理学部で次年度に介護等体験を行う学生は２年次であるため，

上記授業は履修できない。このため，上記２学部の学生に対しては，昨年度に行った事前

指導の VTR を用いた「ビデオ講義」として実施した。教育学部の「補習」対象者もここ
に参加させ，追加の学修の機会とした。

そして，車椅子の操作（介助）を中心とする体験活動を，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。

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。今後も各学部の担当者（専

門委員会委員を中心とする）との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，運営に取り組んでいきたい。
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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、学生が学外（学校やその他の教育関係機関）で子ども

たちの教育の補助・支援を行ったり教員の業務の補助をしたりすることである。教育支援

ボランティア活動は、学校や教育機関などの教育活動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において、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。  

本センターは、水戸市を中心とした茨城県内すべての学校、教育機関を対象にした教育

支援ボランティア活動について、各学校や教育機関との連絡・調整、学生への周知を行っ

ている。教育学部だけでなくすべての学部の学生がその参加対象であり、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、活動場所、活動内容も多様である。  

 今年度の教育支援ボランティア活動への取組状況は以下の通りである。  

 

(1) ボランティアガイダンス 

 

① 日 時  令和元年５月１５日(水) １２:４０～１４:００  

② 場 所  教育学部 D 棟２０１番教室  

③ 参加者   教育学部・人文社会学部・理学部の学生（約２００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  

          清水 梨沙（教育学部３年次）  

          渡邊 健太（教育学部４年次）  

          齋藤 ゆか（教育学部４年次）  

          ・質疑応答  

 

５月１５日（水）１２時４０分～１４時まで教育学部 D 棟２０１番教室において、令和

元年度ボランティア活動ガイダンスを実施した。今年度は昨年度の倍近い２００名ほどの

学生が参加した。教育学部の１年次生がほとんどであったが、他の学部の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ボランティア活動の重要性についての話が

あり、続いてボランティア活動を行う際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。教育学部養護教

諭養成課程３年次の清水梨沙さんから、水戸市内の小学校で行った行事支援について、教

育学部教育基礎選修４年次の渡邊健太さんからは、大洗町親子ふれあいセンターで行った

未就学児支援について、教育学部技術選修４年次の齋藤ゆかさんからは、中学校での部活

動支援について発表があった。  

参加した学生たちは真剣な態度で発表に耳を傾け、ボランティア活動への関心を高めて

いたようである。  
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(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１９４件、派遣件数は４２件であった。活動に参加した学生の数（活

動延べ人数）は１０７人で昨年度より４５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１１２件、派遣件数は７４件で昨年度より若干増えている。活

動に参加した延べ人数は３０９人で、昨年度よりも減少した。高等学校ボランティア活動

の依頼件数は５件で、派遣件数は２件、活動に参加した延べ人数は４人であった。高校ボ

ランティア活動は派遣依頼件数が昨年度より減少した。参加人数が減少した原因として

は、教育インターンシップなども始まり学生がボランティア活動以外の活動で教育現場に

行く機会が増えたことが考えられる。また、令和２年３月２日から新型コロナウィルスの

感染拡大防止のため、全国の小・中・高等学校が春休み前まで休校になった。そのため３

月に予定していた活動が中止になったことも挙げられる。  

一方で、茨城県内教育支援ボランティア活動や高校ボランティア活動では、自らが希望

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２

人が活動を行った。  

 

令和元年度 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  １９４       ４２ １０７  

 県内教育支援ボランティア活動  １１２       ７４ ３０９ 

 高校ボランティア活動      ５       ２      ４  

合    計 ３１１ １１８ ４２０ 

 

学部別・活動別参加人数 (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  ６８  ２０７   ４  ２７９  

人文社会科学部    ３    ２   ０    ５  

理学部   ０    ３   ０    ３  

農学部   ０    ０   ０    ０  

工学部   ０    ０   ０    ０  

合計  ７１  ２１２   ４  ２８７  

 

 

(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情に合わせて５月と１０月に水戸市教育委

員会から募集依頼がきた。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

では教育学部の学生が６８人、人文社会科学部の学生が３人活動した。  
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令和元年度 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          ２９          ５        １７ 

小学校        １５５        ３５         ８７ 

中学校          １０          ２          ３ 

合 計        １９４        ４２       １０７ 

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、２３頁以降

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。下表は、派遣先別の活動状況である。  

 

令和元年度 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(高校含む)    ７８ ５９       ２３７ 

教育委員会関係  １６  １１       ４３ 

教育関係機関    ２３  ６         ３３ 

合 計  １１７ ７６      ３１３ 

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頁以降

に示す通りである。  

 

(5) 高等学校ボランティア活動 

高等学校でのボランティア活動も 3 年目に入り、高校での活動を希望する学生も増えて

きている。しかし、その内容や時間的な制約から依頼を受けたボランティア活動に応えら

れないことも多いため、現場からのニーズにどこまで応えられるかが今後の課題である。 

 

令和元年度 高等学校ボランティア活動状況  

№  活動名  派遣希望校  活動日  募集  

人数  

活動

人数  

１  健康診断補助  茨城県立鉾田第一高等学校  5 月～6 月の健

康診断実施日  

１～２  １  

２  茶華道部  茨城県立石岡第一高等学校  6/10～2/21 ２   

３  学習探究部  茨城県立石岡第一高等学校  7/1～7/26 ２   

４  スクールサポーター  茨城県立磯原郷英高等学校  7 月～3 月    

５  音楽の授業における

学習支援  

茨城県立磯原郷英高等学校  12/9～12/13 ５  ３  
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(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  

【園行事補助】 

・あまり大きくない幼稚園ではあるが、やはりその中に支援を要する子どもがいて、増え

てきていることを実感した。小学校とは違ってトイレに行くことや休憩の取り方など、

配慮がとても細かいと感じた。 

・幼稚園の行事の補助は 2 回目だった。ここで感じたのは、園行事の運営の大変さです。 

女性の先生がほとんどという幼稚園の現場で、会場設営をしたり、小人数で行事を運営

することは本当に大変だと感じ、人数の少なさというのも実感しました。また、色々な

家庭の形がある中で、親子ふれあい学習を行うということは、様々な配慮が必要だとい

うことも改めて学ぶことが出来ました。 

・園児の親や幼稚園の先生と会場づくりや片付けをし、役にたてて良かった。園児のした

くを手伝うときに少しだけ園児と触れ合うことが出来たが、夏祭りが始まってからは模

擬店の手伝いであまり触れ合うことが出来なかった。 

 

〇小学校  

【運動会補助】 

・仲間と協力して準備や片付けに取り組み、大変なこともあったが、それ以上に楽しかっ

た。大人数を動かすことの大変さや子供の声かけを間近で感じることが出来、自分の将

来につながる大きな経験となった。これからもこのような機会があったら積極的に参加

していきたいと思った。 

・運動会を通して、何事も全力で取り組む児童たちから、無邪気さや素直な姿を感じるこ

とができた。また、5・6 年生を中心にした委員会活動により全体がスムーズに進行して

いた。学年が上がるにつれて生まれる責任感など児童の成長の違いを学ぶことが出来た。 

・昨年も同じボランティアに参加し、子どもたちは覚えてくれていた。1 年生の女の子を

みたが、保護者がその子どもの特性を受け入れられないのか、できないことを強要して

いる姿をみて、自分の子どもを受け入れられている親ばかりではないことを学べた。 

・小学校との連携を準備を通してやることが出来た。小学生が主体だったため、ボランテ

ィアの私たちはあくまで補助であり、係の子が一生懸命に自分の役割を行っていたのが

印象的であった。単純に小学生と話せて、一緒に準備・片づけをしてすごく楽しかった

です。 

・元気な生徒が多く、天気も良かったため、ボランティアが 5 人いても忙しかった。運動

会ではダンスが多く取り入れられていて校内には英字新聞が貼られていたり、生徒の放

送が英語であったりと自分が小学生の時の小学校とは大きく違い、今の小学校の様子や

子どもの様子を知る良い機会だった。 

・運動会での養護教諭の仕事を経験することが出来ました。救護テントだけでなく、応援

席の児童や保護者、他の先生方の様子を観察しておくことも大切だと感じました。また、
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その日の気温や天気に合わせて進行を変えてもらうように進言できなければいけない

と思いました。 

【特別な支援を要する児童に対する学習支援】 

・この一年間同じ児童についてきたため、機嫌が悪い時や助けを求めている時などのサイ

ンが分かるようになった。児童についてよく知ることで、適切な支援ができるというこ

とを身をもって体験することが出来た。 

・特別支援学級での学習支援をしてみて、自分が介助する時、しない時のタイミングの重

要性を感じました。支援だからといって何もかもやってしまうのではなく、できること

は自分の力で児童がやるように促し、困難なことはできるようになる手立てをする。そ

こが重要だと感じました。そこは特別支援学校ではないからこそのアプローチの仕方で

あると思いました。また、学校に戻った時の他の児童とのかかわりやクラスの中での存

在というところも目を配り、担任の先生とコミュニケーションをとって考えていく必要

があると感じました。特別支援学校とはまた違った支援の形を学べるよい機会になりま

した。 

【就学時健康診断補助】 

・就学児健康診断のボランティアはなかなか経験することが出来ないため貴重なものにな

り大変有意義でした。 

・手伝いの 6 年生と連携して活動ができました。まだ幼稚園生ということもあり、突発的

な行動が見られたこともあったけれど、他の先生方と協力することで無事に終えること

が出来ました。 

【授業における学習支援】 

・初めて小規模学校でのボランティアをしてみて、小規模ならではの教師と児童の信頼感、

学年関係ない仲の良さに気づくことが出来ました。また、ボランティアに行くと全校生

徒と毎回コミュニケーションをとることが出来たし、休み時間には全員と遊べたりと子

どもとの関りが大好きな自分にとっては、とても意味のある活動でした。一方で、特別

支援学級がないというのも小学校の魅力だと感じます。全員が同じ学級で学び、生活を

共にすることで得られるものも多くあるということを学びました。 

【持久走大会補助】  

・とても寒い中開催された持久走大会でしたが、自分の目標に向かい一生懸命走っている

児童の支えになれてとても良かったです。各学年、色々な思いを持って臨んでいました。

児童生徒の体調面には注意を払う必要があり、朝の健康観察などをしっかり行うことが

大切でした。 

・校長先生が全体の伴走を行っていた。子どもたちも一生懸命応援していた。行事を 

通じて学校が 1 つになっていると感じた。ビデオ撮影は順位を決めるため、誘導はコー

スミスがないようになど、細かいところまで工夫されていると感じた。 

・昨年も参加させていただいたボランティアでしたが、コースが変更になっており怪我な

どの可能性を踏まえて行われたということが感じられました。児童と交流する機会はあ

まりなかったのですが、学校行事を行うために先生方がどのように動いているかを学ぶ

ことが出来ました。 
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2. 地域の教育支援ボランティア 

 

〇小学校 

【学びの広場サポーター)】 

・算数が得意な子どもとそうでない子どもの差をすごく感じた。こんなに差があるのに、

実際みんなで同じ授業を受けていると思うと授業の形式等むずかしいと考えた。できた

時に喜びを分かち合えてうれしかった。  

・改めて分からない子へのヒントの与え方の難しさを感じた。分からない子の視点にたつ

ことが大切だと感じた。 

【学習支援】 

・子どもたちが授業を受ける様子や先生方の授業の工夫を実際に見ることができ、生かし

たい知識・技能を増やすことができた。子どもと関わる時間を多くとることができ、子

どもの悩みや困っていることにもふれることができた。子どもひとりひとりが思ってい

ることや感じていることを受け取り、手助けとなる言葉かけをすることの難しさを実感

し、子どもとの関り方について考えるきっかけになった。  

・特別支援学校のボランティアに参加することが多かったので、貴重な経験になりました。

子どもたちと問題を一緒に取り組み、達成感を分かち合ったり、休み時間に一緒に遊ぶ

中で、学ぶこともたくさんありました。後期は授業が忙しくなってしまい、なかなか参

加できませんでしたが、来年も時間があれば引き続き参加したいです。  

【持久走大会の補助】 

・教職員が学校行事にどのように取り組んでいるのか学ぶことができた。声をかけ合いな

がら連携している様子を見て、改めて連携の大切さを実感した。また、保護者との関り

についても学ぶことができたよい機会であった。  

・児童が一生懸命走っている姿を見ることができた。河川敷のトイレへの道は車の通りが

あったので、飛び出すことがないよう声かけを行った。持久走運営における先生方の準

備を真近かでみて、教員としての心構えについて考える機会になった。  

【就学時健康診断の補助】  

・聴力検査を任せていただき、幼稚園・保育園児相手にスムーズに検査を行うために試行

錯誤した。実践的な学びを得ることができた。  

・実際に未就学児と接し、子どもへの言葉かけの難しさを感じ、自分のふがいなさを感じ、

改めて見つめなおそうと思いました。  

【キッズワールド 2019 運営補助】 

・授業以外の教師の働きを知ることができてとても勉強になった。子どもたちとも関わる

ことができて良かった。 

・実習で一緒に過ごした子どもたちの頑張る姿を見ることができて非常に良かった。次に

何をすれば良いのかもわかりやすく、素早く行動することができた。  

【特別支援学校体育連盟スポーツ競技会】 

・特別支援学校の生徒たちがその学校ごとにチームとして協力しながら頑張る姿を見るこ

とができもっと深く関わりたいとこ感じた。生徒の様子を見ながら安全にサッカー大会

が行えるように、状況に合わせてルールを変更するなど、先生方が見守り臨機応変にサ

ポートしていることがよく分かった。  
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【音楽授業における合唱指導補助】  

・5 年生のクラスの合唱授業に参加した。子どもたちは 1 回目の合唱授業であったが、ピ

アノで弾く音を聴きながら、口を大きく開いて歌っている様子が見られた。何度も練習

する中で、どんどん音がとれて上手に歌うことができ、すばらしいと感じた。”自分から”

という姿勢が多くみられ、授業の中で子どもたちが意欲的に活動できる場を教師がどの

ように作っていくかを考えることは大切であると思った。  

 

〇中学校 

【特別支援学級の学習支援】  

・私は大学で特別支援教育を専攻しており、障害や特別支援については学んできたつもり

でしたが、実際に現場にいるとわからないことばかりでした。知的障害と一言で言って

も、一人一人困り感は違っていて、それらを個性としてうまく向き合っていくというこ

とが大事だと学びました。今後も継続して学んでいきたいです。  

【思春期電話相談】 

・様々な悩みを聞くことで中高生の実態を少し知ることができた。話を聞くことで満足し

てくれる人がいたので、人の話を聞くことはとても大切だと感じた。  

 

〇地域の活動 

【無料学習支援会】 

・子供たちが学習する際につまづくポイントや苦手な範囲、学校で教えられた勉強法や覚

え方など様々なことを知ることができ、勉強になった。また、以前に教えた内容を覚え

たり、テストの点数が上がったなどの報告をもらえるとやりがいを感じた。  

・勉強を教えるときに、わからないところを気軽に聞いてもらえる関係を作ると効率が良

くなると感じました。長期間の活動でしたので、生徒との関係の作り方を学べました。 

【チャレンジ・ザ・原始人】 

・キャンプ経験の少ない私だったが、周りの人々の力を借りつつ無事にサポートしきるこ

とができた。年齢の違う人たちが集まって、協力して何かをこなすことは意外と難しく、

失敗ばかりではあったが、5 日間で絆が深まりともに良い経験と満足感を得るとこがで

きた。 

【一本杉ふれあいのつどい】  

・一本杉ふれあいのつどいは、地域の方々を沢山招いて、書道や読み聞かせ、ダンスなど

様々なことを行っていた。また、保護者の方々はバザーなどを行い、そこに参加する人々

全員が楽しむことができる学校行事であると感じた。こういった行事は地域の人々も学

校づくりに関わっていると実感できる行事であると同時に、学校・保護者・地域が連携

することにつながるので、とても大切であると思った。  

【寄宿舎夏祭り】  

・盲学校に行く機会があまりないので、私にとって目が見えない子どもたちと関わるのは

初めてでしたが、子どもたちは素直で優しく、逆に私がたくさんのことを教えてもらい

勉強させていただきました。とても楽しかったです。あまり知識がない中での参加だっ

たので、次回ある時はもっと勉強して参加したいです。  



J1

第一中学校 教諭　結解　一憲 令和元年9月下旬～
11月

家庭科の授
業

（２時間）

16 調理実習の補助（1年
生）

2 自家用車の来校は許可しま
せん。
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。

J2

緑岡中学校 教諭　益子　寛明 未定 8:00～15：00 12 授業における学習支援
（理科：実験の準備補
助）

1 自家用車での来校を許可し
ます。
昼食は実費になります。

J3

緑岡中学校 教諭　谷貝　理恵 令和２年１月31日（金）
※予備日は２月７日
（金）

8:00～16：00 1 学校行事の補助
（第２学年歩く会の引率
補助）

3 自家用車での来校を許可し
ます。
昼食は実費になります。

J4

笠原中学校 教諭　青山　尚樹 令和元年11月25日
（火）

16:00～17：00 1 期末テスト前
学習相談個別指導
中学１・２年生対象

12

派遣学生の自家用車での来
校を許可します。

J5

笠原中学校 教諭　青山　尚樹 令和2年2月17日（月）
～18日（火）

15:00～
16:00
16:00～
17:00

2 期末テスト前
学習相談個別指導
中学１・２年生対象

12

派遣学生の自家用車での来
校を許可します。

J6

石川中学校 講師　鴨志田　遼 令和元年6月～9月 8:40～12:30 15 数学の授業における学
習支援
（１年～３年）

3 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。

J7

石川中学校 講師　綿引　晴夫 令和元年5月～9月 10:40～12:30 10 技術科の授業における
実習補助

2～4 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。

J8

内原中学校 教諭　中根　泰司 令和元年8月1日(木)2
日(金)

8：00～11：00 2 「学びの広場ネクストス
テージ」の際の，学習指
導

9
（多けれ
ば多い
ほど助
かりま
す）

自家用車での来校を許可し
ます。

J9

石川中学校 講師　綿引　晴夫 令和元年10月～令和
2年2月

8:40～12:30 15 数学の授業における学
習支援
（１年～３年）

3 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。

J10

石川中学校 講師　綿引　晴夫 令和元年10月～令和
2年2月

10:40～12:30 10 技術科の授業における
実習補助

2～4 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。

<中学校>

その他№ 希望校 担当者名 学校支援活動の内容
希望す
る人数

希望す
る日数

時間派遣希望日
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№
支援活
動No 派　遣　先 活動の内容

活動
人数

№
支援活
動No 派　遣　先 活動の内容

活動
人数

1 K3 浜田幼稚園 夏祭りの補助 2 24 E59 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

2 K5 浜田幼稚園 発表会補助 1 25 E63 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

3 K16 笠原幼稚園
園行事の補助(親子ふれ
あい遊び)

2 26 E65 渡里小学校
行間における児童の遊び
相手・相談相手

1

4 K17 笠原幼稚園 園行事の補助(夏祭り) 3 27 E66 渡里小学校
学校行事の補助（運動
会）

5

5 K19 内原幼稚園
幼稚園行事の補助(ジャ
ガイモ堀り)

4 28 E69 渡里小学校
校外学習の引率補助(２
年生遠足)

2

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）

4 29 E73 渡里小学校
学校行事の補助(持久走
大会の補助)

6

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）

2 30 E74 渡里小学校
学校行事の補助(縄跳び
大会の補助)

2

8 E24 浜田小学校 学校行事の補助（運動会） 5 31 E89 上中妻小学校
学校行事の補助（運動
会）

2

9 E28 浜田小学校
学校行事の補助（校外学習
の引率補助）

1 32 E102 千波小学校
学校行事の補助（運動会:救
護係・進行の補助）

4

10 E34 浜田小学校
就学児健康診断時の係児童
の支援

1 33 E103 千波小学校
学校行事の補助（運動会:準
備係・会場係の補助）

3

11 E35 浜田小学校
学校行事の補助(マラソン大
会)

1 34 E104 千波小学校
学校行事の補助（就学児健
康診断）

2

12 E36 浜田小学校
授業における学習支援(第1
学年の体育)

1 35 E106 千波小学校
学校行事の補助（持久走大
会の準備・児童看護）

1

13 E39 常磐小学校
学校行事の補助（運動会:児
童看護・救護係の補助）

6 36 E107 千波小学校
学校行事の補助（持久走大
会の救護・児童看護）

1

14 E41 常磐小学校
学校行事の補助（持久走大
会:伴走・児童看護補助）

5 37 E109 赤塚小学校
学校行事の補助（運動会:準
備、片付け、係活動の補
助）

4

15 E42 常磐小学校
学校行事の補助（なわと
び）

1 38 E119 鯉淵小学校
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）

2

16 E46 緑岡小学校
学校行事の補助(持久走
大会の補助)

3 38 E120 鯉淵小学校
学校行事の補助（運動会:準
備、運営、児童看護の補
助）

1

17 E50 上大野小学校
授業における学習支援
(体育科学習補助)

1 40 E138 双葉台小学校
特別な支援を要する児童生
徒に対する個別支援

1

18 E51 上大野小学校
授業における学習支援
(なわとび)

1 41 J7 石川中学校
技術科の授業における実
習補助

1

19 E54 渡里小学校
授業における学習支援
(第1～6学年の算数科)

2 42 J10 石川中学校
技術科の授業における実
習補助

2

20 E55 渡里小学校
授業における学習支援
(第1～6学年の算数科)

4

21 E56 渡里小学校
授業における学習支援
(第1～6学年の算数科)

4

22 E57 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

23 E58 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 活動延べ人数　107人

活動件数　42件

②令和元年度　水戸市学校支援活動　活動状況

幼稚園　5件、小学校　35件、中学校　2件
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③令和元年度国立大学法人茨城大学と水戸市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 12 12 
通常保育補助，園行事の補助，園外保育引

率補助 

小学校 61 225 

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 ２ 32 授業における学習支援 

合計 75 269  

 

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 

  ・真面目に取り組み，幼児たちや地域の方と積極的に関わっていた。 

  ・支援の必要な幼児に丁寧に接していた。 

・昨年度の支援活動の経験を活かし，積極的に

保育補助を行っていた。 

・各保育室と園庭でのレクレーションにおいて  

幼児への関わりや用具の準備・片付けの手伝 

いを行い，暑い中手際よく作業をしていただ 

き，大変助かった。 

・積極的に行動し，時間内に効率よく作業をし

ていただいた。 

・保育補助では，はっぴの着替えや模擬店の手伝いを行い，楽しみながら幼児や保護

者と関わっていただいた。 

・穏やかな表情で園児たちと関わり，素直に一生懸命支援をしていただいた。今後の

支援活動にもぜひ参加してほしいと思う。 

  

（2） 小学校 

  ・運動会では積極的に活動し，係以外の仕事にも臨機応変に対応して児童の活動をサ

ポートしていただいた。 

・あいさつがきちんとでき，行事の後片付けまで行ってくれた。 

  ・１年生の跳び箱遊び運動において，安全面に留意し，温かい声かけをしていただき

児童は安心して活動することができた。 

  ・２年生の校外学習において，児童の健康状態を積極的に聞いたり，トイレの付き添

いを行ったりした。児童の健康状態等を担任や学年主任に必要に応じて報告するこ

とができた。 

  ・マラソン大会実施中に，転倒などのけがで来室した児童に対して，養護教諭の指示

【 幼 稚 園 の 支 援 】
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を聞き的確にサポートをしてくれた。 

  ・持久走大会前夜の豪雨により，グラウンドコンディションが悪かったが学生の支援

により整備が間に合い開催することができた。 

  ・校内持久走大会において，学生の支援が効果的だったと職員や保護者から感想が寄

せられた。児童と共に走るだけでなく，懸命に声を

かけたり，絶えず励ましながら伴走したりする姿が

見られた。学生のおかげで子供たちはがんばれたと

いう声が聞かれた。 

・準備や片付けなど，率先して活動してくれたため，

大会運営が円滑に行うことができた。 

・明るく穏やかで，児童に優しく声をかけながら支援

活動を行ってくれた。児童と共に汗を流しながら運

動し，学習活動の活性化に貢献した。休み時間に外で一緒

に遊んだり，会話したりするなど児童の輪に入って積極的に関わることができた。 

  ・ロング昼休みにおいて，状況に応じてグループに入って活動してくれた。週

に１回であったが，児童は毎回とても楽しみにしていた。 

  ・運動会では，朝の準備や後片付けを気持ちよく手伝ってくれ，ありがたかっ

た。 

  ・就学時健康診断では，早めに集合し活動について十分確認し活動することが

できた。円滑に検査ができるようにグループの誘導を行った。 

  ・運動会では，その場で急遽お願いした仕事も効率よく行ってくれた。児童へ

の対応も適切だった。後片付けは教職員だけでは手が足りず，手伝っていた

だいて大変助かった。来年度もぜひお願いしたい。 

 

（3） 中学校 

  ・技術の授業において，作業が遅れがちな生徒に対

して個別に対応し，生徒の実態や課題を理解して

適切に支援に当たった。 

  ・来校時のあいさつがきちんとできていた。 

 

３ 教育委員会からの感想，要望 

    学校支援に関わっていただいた学生の皆さんには，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，意欲的に活動する様子や子供たちと温かく関わる様子が見ら

れ，支援活動に対する関心が高まっていることを感じております。 

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】 

 

 



№ 活動名 募集先 活動期日 活動人数

1 入学式の補助 水戸市立渡里小学校 平成31年4月9日 1

2 学習支援 茨城県立伊奈特別支援学校 平成31年4月～令和2年3月 1

3 学習支援 水戸市立新荘小学校 平成31年4月～令和2年3月 17

4 養護教諭補助 龍ヶ崎市立長山小学校 平成31年4月～令和2年3月 0

5 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 令和元年5月12日～令和2年3月8日 15

6 学習支援 茨城県立水戸聾学校 令和元年5月～令和2年3月 7

7 運動会運営の補助 水戸市立常磐小学校 令和元年5月25日 0

9 健康診断補助 水戸市立緑岡小学校 令和元年4月～5月 0

10 運動会の補助 水戸市立渡里小学校 令和元年5月25日 6

11 学びの広場サポートプラン事業のサポーター 水戸市立渡里小学校 令和元年7月22日～7月26日 6

12 学習支援 水戸市立渡里小学校 平成31年4月～令和2年2月 0

13 放課後子ども教室 水戸市立渡里小学校 5/13、6/3、6/10、6/17、6/24、7/8 1

14 教育ボランティア 日立市教育委員会 令和元年5月～令和2年3月 3

15 運動会運営支援 那珂市立横堀小学校 令和元年5月25日 8

16 那珂市小学校陸上記録会補助員 那珂市教育研究会 令和元年6月19日 0

17 夏のふれあい活動の補助 附属小学校 令和元年6月25日～6月27日 0

18 SMAILフェス 日立市立日立特別支援学校 令和元年8月24日 4

19 水戸市チャレンジザ・原始人 水戸市教育委員会 令和元年8月17日～8月21日 4

20 4歳児遠足補助 附属幼稚園 令和元年5月24日 2

21 5歳児遠足補助 附属幼稚園 令和元年5月23日 1

22 学びの広場サポートプラン事業のサポーター 鉾田市教育委員会 令和元年7月29日～8月30日 0

23 学びの広場サポートプラン事業のサポーター 水戸市教育委員会 令和元年7月～8月 5

24 子ども学習支援事業 常陸太田市役所社会福祉課 5月25日～3月28日 2

25 第1回授業研究会運営補助 附属中学校 R1.5.30 0

26 第2回授業研究会運営補助 附属中学校 R1.6.27 1

27 学習支援ボランティア 水戸市立堀原小学校 5月30日～　毎週木曜日 3

28 堀原小教育支援 水戸市立堀原小学校 5月16日～3月24日 1

29 学びの広場　ネクストステージ　(数学) 水戸市立第五中学校 7月29日～7月30日 1

④平成31/令和元年度　教育支援ボランティア　活動状況

無料学習支援会「すてっぷ赤塚・吉沢・末広」8 水戸市社会福祉協議会 令和元年6月～令和2年3月 7
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30 放課後学力サポート事業　学習サポーター 水戸市役所放課後児童課 5月～3月 1

31 開放学級(学童保育)支援員 水戸市役所放課後児童課 5月～3月 3

32 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

33 寄宿舎　夏祭り 茨城県立盲学校 R1.7.16 1

34 ボランティアスクール　(講座) 茨城県立水戸特別支援学校 6月16日～12月1日 1

35 小美玉市小学生陸上記録会　補助員 小美玉市教育研究会 令和1年6月4日 0

36 運動会補助　 水戸市立鯉淵小学校 令和1年5月25日 0

37 那珂市学童保育所支援員　 那珂市役所 夏休み期間 0

38 学習支援・業務支援 東海村教育委員会 5月～3月 2

39 理科支援員 東海村教育委員会 5月下旬～2月下旬 0

40 健康診断補助 茨城県立鉾田第一高等学校 5月から6月の健康診断実施日 1

41 学びの広場サポーター 石岡市教育委員会 7月22日～8月31日 1

42 体育授業の水泳指導補助 ひたちなか市立中根小学校 6月24日～7月12日 0

43 放課後子ども教室 水戸市立国田義務教育学校 6月11日～11月12日 2

44 柔道体験 附属幼稚園 5/29,6/5、6/12 2

45 補助講師 茨城中学校 6月16日～3月31日 6

46 第一学年宿泊共同学習 附属中学校 7/17～7/19 2

47 第二学年宿泊共同学習 附属中学校 7/17～7/19 1

48 第三学年宿泊共同学習 附属中学校 7/16～7/18 1

49 茶華道部支援 茨城県立石岡第一高等学校 6/10～2/21 0

50 学習探求部支援 茨城県立石岡第一高等学校 0

51 学びの広場サポートプラン事業 水戸市立柳河小学校 7/22～7/26 2

52 寺子屋事業学習アドバイザー 笠間市教育委員会 6月～3/14 0

53 教育研究発表会 附属小学校 7/19～7/20 24

54 「朝の英会話」ボランティア 水戸市立新荘小学校 6/6～2/20　木曜日 1

55 保健室の業務に関する支援 水戸市立石川小学校 6月～3月 2

56 宿泊学習(1泊2日） 水戸市立城東小学校 9月25日～9月26日 2

57 放課後学習サポート 水戸市立上中妻小学校 7月12日～3月13日までの間で13回 0

58 スクールサポーター 茨城県立磯原郷英高等学校 7月～3月月 0

59 ともとくサポーター 茨城県立友部特別支援学校 7月～3月 1

60 野外活動実習 茨城県教育庁総務企画部 8月～10月 1

61 カレーパーティー 附属幼稚園 7月10日 1

62 ヤングボランティア育成指導者研修会 県南生涯学習センター 8月3日、8月10日 0
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63 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

64 ワーホリふくしま 福島県企画調整部地域振興課 8月～9月、2月～3月 0

65 放課後子ども教室での卓球活動への支援 水戸市立渡里小学校 9/2、9/9、9/30 1

66 宿泊保育 附属幼稚園 9/13～9/14 0

67 宿泊学習(5学年) ひたちなか市立長堀小学校 9/10～9/11 0

68 スクールフェロー　学習支援 つくば市立吾妻中学校 中学校の授業時間 0

69 スクールフェロー　部活動支援 つくば市立吾妻中学校 放課後 0

70 スクールフェロー　養教補助 つくば市立吾妻中学校 中学校の生活時間 0

71 スクールフェロー　学習支援 つくは市立豊里中学校 9月から3月 0

72 スクールフェロー　養教補助 龍ヶ崎市立長山小学校 通年 0

73 スクールフェロー　養教補助 土浦市立神立小学校 通年 0

74 ヤングボランティア相談員養成講座 思春期保健協会 10月～3月 0

75 バレーボール部活動指導補助 水戸市立第一中学校 8月～3月 1

76 キッズワールド2019の運営補助　9/30 附属小学校 令和1年9月30日 6

77 キッズワールド2019の運営補助　10/5 附属小学校 令和1年10月5日 33

78 音楽の授業における学習支援 茨城県立磯原郷英高等学校 12月9日～12月13日 3

79 スポーツ競技大会(知的障害) 茨城県特別支援学校体育連盟 令和1年11月7日 11

80 スクールフェロー 茨城県県南生涯学習センター 1

81 就学時健康診断補助 ひたちなか市立勝倉小学校 令和1年10月10日 0

82 市陸上記録会に向けての練習補助 附属小学校 10月17日、28日、24日 0

83 子どもホットラインサポートスタッフ 茨城県教育委員会 0

84 就学時健康診断補助 水戸市立常磐小学校 令和1年10月11日 3

85 一本杉ふれあいのつどい 水戸市立常磐小学校 令和1年11月9日 2

86 4年生校外学習の補助 水戸市立渡里小学校 令和1年11月14日 2

87 運動会 附属幼稚園 令和1年10月12日 6

88 水戸市小学校陸上記録会に向けての指導 水戸市立五軒小学校 10月7日～11月5日 3

89 校内持久走大会の補助 水戸市立常磐小学校 11月5～8、12、15、15、19 1

90 第5学年　宿泊学習 水戸市立飯富小学校 10月10日～11日 1

91 校内持久走大会 水戸市立城東小学校 令和1年11月9日 3

92 2年生まち探検の補助 水戸市立渡里小学校 令和1年10月30日 1

93 就学時健康診断補助 水戸市立渡里小学校 令和1年10月31日 5

94 技術・家庭教育研究会　茨城大会の補助 茨城県教育研究会 令和1年10月24日 10

95 校内持久走大会 運営補助 水戸市立梅が丘小学校 令和1年12月11日 2
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96 校内持久走大会の看護及び誘導 ひたちなか市立勝倉小学校 12月3日　予備日12月4日 0

97 寄宿舎での学習ボランティア 茨城県立盲学校 11月～3月 1

98 小学校4・5・6年生の合唱指導補助 附属小学校 平成31年3月18日 15

99 スポーツ競技会(サッカー競技) 茨城県特別支援学校体育連盟 令和1年11月26日 2

100 卒業式の補助 水戸市立渡里小学校 平成31年3月18日 9

101 第2学年の体育授業補助 附属小学校 12月2日～3月19日 2

102 夜間学習支援会 水戸市社会福祉協議会 10月～2月末の毎週水曜日 0

103 外出支援ボランティア講座 水戸市障害福祉課 1/18 1/25 2/1 2/8 0

104 ワーホリふくしま 福島県 0

105 数学・学習相談 SPOT in MITO 水戸市教育委員会 12/24 12/25 12/26 1

106 研究会の手伝い 附属幼稚園 令和2年2月14日 3

107 「なわとび集会」八の字跳び練習ボランティア 水戸市立常盤小学校 令和2年1月20日～2月13日 1

108 「なわとび集会」ボランティア 水戸市立常盤小学校 令和2年2月14日 0

109 第2回真壁町芸術展　展示作品説明員 全日本美術家作品保管協会 令和2年2月2日～3月3日 0

110 幼児教育プロジェクト　絵画教室アシスタント 全日本美術家作品保管協会 令和2年4月12日～令和3年3月14日 0

111 小学校5・6年生における日本伝統音楽授業支援 附属小学校 2月21日～3月4日 1

112 ミシン学習(5年生、ランチョンマット作り) 水戸市立五軒小学校 1月21日、22日、28日、29日 5

113 校内音楽集会の補助 附属小学校 令和2年2月13日 8

114 教務支援 附属小学校 令和2年2月12日～3月24日 4

115 保健体育科授業補助 附属中学校 令和2年2月12日～3月24日 2

116 英語科授業補助 附属中学校 令和2年2月12日～3月24日 1

117 理科アシスタント 水戸市教育委員会 8月～12月 7

合計 313

- 47 -



- 48 - 

 

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。 

令和元年度 理科観察実験支援事業 

学校名 支援員の所属・学年 

吉田小学校 教育学部・4年・理科選修 

教育学研究科 2年・理科専攻 

赤塚小学校 

 

教育学部・4年・理科選修 

教育学部・3年・理科選修 

下大野小学校 教育学部・4年・理科選修 

稲荷第二小学校 教育学部・4年・理科選修 

大場小学校 教育学研究科 2年・理科専攻 
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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：令和元年７月27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 菅谷香，南澤亜樹

(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）：76名

(6) 相談者数（保護者含む）

・高校１年生：14名

・高校２年生：23名

・高校３年生：37名

・不明 ：２名

※茨城県，北海道，宮城県，福島県，栃木県，長野県，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。

教員を志望する，教員免許状の取得を希望するという場合，まず想定されるのは教育

学部に入学することであるはずだが，教育以外の専門分野にかかわる学習・研究に取り

組みたいという希望もあって，その選択に悩む生徒が多いようだ。一方，教員志望が明

確である者は教育学部での相談を優先すべきかと思われるが，当コーナーが目についた

ためにひとまずこちらに来た，という生徒も少なくなかった。全体の案内にもう少し工

夫を加えたい。しかしながら，教職を目指す高校生と話し合う場は，当センターにとっ

て，彼らのニーズに応えられる教職課程のあり方を検討する機会として，有益・有意義

なものである。今後も継続して取り組みたい。
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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

と、今年度から就職進路相談室が全学教職センターの所属となり、就職指導講師による相

談業務を開始した。 

(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。学生の参加人数が減少傾向にあることが気になる。 

 

【前期】

4講時　東小川　昌夫 5講時　菊地　利幸

1 4月10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。

教採に向けて
日本国憲法と教育基本法について

2 4月17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Ⅰ

3 4月24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Ⅱ

4 5月15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Ⅰ

5 5月22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Ⅱ

6 5月29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。

学校保健・安全、著作権等に関わる法規

7 6月5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。

虐待・いじめ防止等に関わる法規
特別支援に関わる法規Ⅰ

8 6月12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。

特別支援に関わる法規Ⅱ

9 6月19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

総合演習➀

10 7月3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

総合演習②

11 7月10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
　　場面指導（面接中含）に答える。

2次対策講座➀

12 7月17日
・二次試験合格作戦その２
　　個別面接への徹底準備

2次対策講座②

13 7月24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。

2次対策講座③

14 7月31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。

2次対策講座④

15 8月7日
・二次試験合格作戦その５
　・二次試験へのまとめ

2次対策講座⑤

講座内容

番号 月日
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(2)就職進路相談室 

 全学の４年生(前期)と３年生(後期)及び院生を対象に、教員採用試験に関わる各受験自

治体の情報提供、教員採用試験に向けた自分づくり(志願理由や自己ＰＲの作成)や心構え、

面接や論作文に対する考え方や技能について相談を実施してきた。また、集団討論や集団

面接、場面指導や模擬授業については、その内容や技法的な習熟の場として、後期１月か

ら前期８月までの間で演習を位置づけた。さらに、採用前の４年生や院生に対しては、教

職に就くことへの不安解消や見通しをもてるようにするために、３月に二度に渡って「採

用前ウォームアップ研修会」を実施した。 

 教員採用試験の準備開始期の後期３年生には、学習の仕方や学習の計画作り等、「動き出

せるようにする」ためのガイダンス的な相談を位置づける必要性を感じている。 

【後期】

4講時　東小川　昌夫 5講時　菊地　利幸

1 10月2日
・　教職の魅力を捉え直す。今の学校（教員）の働き方の現状は？
・　何をどう準備すればいいの(先輩のアドバイスから）

教員になるために

2 10月9日
・　教採に向けて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16日
・　教採に向けて自分の考えをまとめる。その２（自分について）
・　平成３１年採用教員採用試験に挑戦　　過去７年間の採用問題分析

日本国憲法と教育基本法

4 10月23日
・　教採に向けて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・1200字）

教育基本法からみた日本の学校教育

5 10月30日
・　教採に向けて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

6 12月18日
・　集団討論対策　その１（素早く意見をまとめる）
・　学習指導要領と採用試験　その１

学校を取り巻く諸問題

7 12月25日
・　集団討論対策　その２（４００字程度に素早くまとめる）
・　学習指導要領と採用試験　その２

新しい教育制度改革

8 1月8日
・　集団討論対策　その３
・　学級経営をどうするか（児童生徒にどう向き合うか）

教育法規から見た児童生徒への対応

9 1月15日
・　集団討論対策　その４
・　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

10 1月22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

11 1月29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）その１

インクルーシブ教育

12 2月5日
・　集団討論対策　その７
・　いじめ問題に関する教採対策　教師の感覚を研ぎ澄ます　その２

特別支援教育

13 2月19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）

教科書・著作権・学校図書館等

講座内容

番号 月日
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(3)  採用前ウォームアップ研修会 

 

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「採用前ウォームアップ研修会」を行った。  

 

１ ねらい 〇採用前の自分の心と頭と体を目覚めさせる。  

      〇正体のはっきりしない不安に向き合う。  

      〇初歩的で素朴な疑問を共有する。  

 

２ 日 時 第１回 ３月 ５日(木)  １３:００～１５:００  

      第２回 ３月１３日(金)  １０:００～１２:００  

 

３ 場 所 教育学部 A 棟 模擬授業室  

 

４ 担 当 就職進路相談室の先生方  

 

５ 日程と内容  

         第１回(第１日目)  

          〇ガイダンス  

           ・学校の４月１日はこう始まる。  

           ・二日間の研修の内容  

           ・自分の不安や疑問に向き合おう。  

          〇採用されたあなたに求められること  

           ・３月中にすること  

・４月１日にすること  

・４月１日から始業式までにすること  

・１日目始業式にすること  

・２日目３日目にすること  

・４日目以降にすること  

・１か月を目処にすること  

         第２回(第２日目) 

          〇教師として大切にすること  

           ・小学校教諭と朝の会・帰りの会  

           ・中学校教諭と生徒理解  

           ・高校教諭とホームルーム運営  

           ・特別支援学校教諭の子ども理解と保護者対応  

           ・養護教諭の１日  

          〇Q&A プラス 

         

延べ 30 名の学生が参加し、不安に思っていることを出し合いながら参加者同士で考え 

たり、就職進路相談室の相談員からアドバイスをもらったりすることができた。  
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８.教員養成シンポジウム 

 

(1) 学生と語る教師の魅力 

7 月 24 日に、茨城県教育委員会教育長の柴原宏一

氏を招聘して「学生と語る教師の魅力」と題して全学

教職センターシンポジウムを開催した。このシンポジ

ウムは、三大学連携協定に基づいて、茨城キリスト教

大学、常磐大学にも案内した。参加者は約 120 名であ

った。柴原氏の高校教員時代の教え子との関わりの講

演は、感動的であり、多くの学生たちの共感を呼んだ。

講話後のフリートークでは、学生たちと近い距離で対

話的に語り合う形で進められ、学生にとって極めて有益なものとなった。  

実施後のアンケートによれば、94 名の学生が回答を寄せてくれた。柴原教育長の講演に

ついては、100％よかったと回答し、フリートークについても 81％の学生が満足したとの

回答をしていた。講演会では、「教育長自身の失敗や経験、教え子とのお話は感動的であり

改めて教師の魅力を感じた時間でもあった。」「教師は生徒の可能性を伸ばすのが仕事であ

るという言葉が印象的であった。」フリートークで

は、「学生の質問に丁寧に答えてくださってありが

たかった。」「裏付けとなるデータを提示していた

だきわかりやすかった。」「もう少し時間がほしか

った。」と言った感想が寄せられていた。「このよう

な講演会やシンポジウムをもっと増やしてほし

い。」といった意見もあり、参加してくれた学生た

ちにとって充実した時間となり、教育的効果は大

であった。  

（アンケートの自由記述から）  

・とても具体的でリアルな話をしてくれたので、私が実際教員になってからの創造もでき、

生徒をきちんと見てあげられる教師になりたいと思った。  

・自分の体験に基づいて話しているだけでなく、1 つ 1 つの日常が大切だということを熱

心に語っていることがとても印象的でした。生徒への信頼というものを感じないといけ

ないと感じた。  

・教員が子どもを育てるという考え方しかなかったが、生徒に自分は育てられているとい

う話を聞いて、心が動かされるような気持になり、新しい考え方を知ることができた  

・私は絶対教員になりたいので、教員(教育)のことばかりに興味をもつようにしていたけ

れど、広い世界、いろいろな世界を見ようと思いました。  

・今の教育現場の実情や必要な視点などたくさん知れて良かったと感じました。  

・学生の本音に親身に応えて下さって、早ければ来年度に教員になる予定の自分にとって、

自分なりに頑張りたいと思えた。 

・教師の大変さ・苦労というものはもちろんありますが、それ以上にやりがいがあること、

モチベーションとなるような感動があることが分かりました。 
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(2) 教職の魅力について現職の先生と語り合う 

令和２年２月１５日（土）に、「教職の魅力について現職の先生と語り合う」という

テーマで教員養成シンポジウムを開催した。全国的に多くに自治体において教員採用数

が多い状況の中で、教職を志望する学生は減少してきていると言われている。そこで、

教職を目指している学生たちが教員の仕事について見つめ、喜び、難しさ、やりがいと

いった教職がもつ魅力を改めて感じることができるようにしたいと願い、今回のシンポ

ジウムを企画した。 

主な内容は次のとおりである。 

①茨城県内で教職に就いている本学の卒業生の中で採用２～４年目の若手教員を招い

てお一人ずつお話を伺う。 

②全学教職センター教員を交えて座談会のような形で、参加した学生からの疑問や質

問にざっくばらんに答えながら、教職の魅力についての考えを深めていく。 

 

お招きした教員（卒業生）は以下の方々である。 

・海老根麻斗さん 

（大洗町立南小学校教諭・理科選修卒・４年目） 

・室井健太さん 

（水戸市立赤塚中学校教諭・数学選修卒・３年目） 

・赤田部友貴さん 

（茨城県立日立北高等学校教諭・国語選修卒・２年目） 

・石田朱里さん 

（大子町立上小川小学校養護教諭・養護教諭養成課程卒・３年目） 

 

 小学校、中学校、高等学校のそれぞれの校種で勤務されている先生と小学校で養護教

諭として勤務されている４名の方に来ていただいた。まず、お一人ずつ、現在の仕事の

内容、教員１年目から今までを振り返って苦労したこと・よかったこと・嬉しかったこ

と、今後の目標や課題などについて話をしていただいた。職種、校種、専門教科が違う

ことによって、経験されていることや勤務の環境もそれぞれ違っていて、どの先生の話

もたいへん興味深いものであった。実際に仕事をしている様子や子どもたちとの活動の

様子などを画像で紹介してくださり、勤務校での日常の様子が参加した学生たちにとっ

てもイメージしやすい話であった。 

 １年目から今までの間にはたくさんの苦労があったよう

だが、周りの支えもあってそれらを乗り越えてきた様子な

ども語ってくださった。４名の先生方からは、教師の仕事

には日々の忙しさや苦労を超えたやりがいや喜びがあるこ

とがひしひしと伝わってきた。子どもたちに注ぐ愛情の深

さや、教育にかける思いの強さのようなものが会場全体に

溢れていた。 
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 シンポジウムの後半は、４名の先生にセンター専任教

員（昌子、菊地）も加わって座談会のような形で話を深

めていった。あまり堅苦しい話題にならないように、参

加した学生たちからの質問に４名の先生方が答えていく

流れで進められた。 

 主な話題としては、学生のうちに何をしておいたらよ

いか、同僚の先生との関係づくり、子どもとの距離感の

つくり方、特別な支援が必要な子どもへの対応、学習指

導で子どものやる気をどうやってつくるかなど、多岐にわたっていた。最後の頃には、

「教員はブラックだと言われているが、やめたくなったことはありますか。そこでやめ

ない信念みたいなものは何かありますか。」というような質問があった。先生方の考え

に共通していたことは、子どもたちとかかわる時間や子どもたちのために頑張る時間は

自分の元気や成長につながり、それこそが教職のやりがいだということである。先生方

が本音で語ってくださり、聞いていた学生たちも納得した様子であった。 

 

参加した学生は約１００名であったが、「今回のシンポジウムに満足できたか」とい

うアンケートに対して９割近くの学生が「とてもよかった」と回答していた。その主な

理由として以下のようなものがあった。 

 ・実際の教育現場で働いている先生にしかわから  

ない話が聞けて非常に有意義でした。 

 ・座談会で生の声が聞けてよかった。 

 ・若い先生たちだったので、私たちに近い感覚で   

話していただけたのでよかった。 

 ・教員になったときに役立ちそうな内容でよかっ

た。様々な視点から教職をみることができて、

価値観や視野が広がった。 

 ・明るく、生き生きとした先生方を見て、自分ももっと頑張りたいと思った。 

 ・先輩方の実際の経験を踏まえた話を聞き、教師を目指す気持ちが高まりました。 

 ・教員のやりがいについてたくさん話が聞けて、今後のモチベーションになった。 

 ・リアルな教員生活のやりがいや苦労を聞けてよかったし、より教員に向けてのやる

気が湧いたのでよかった。 

 ・何年か前に自分と同じ大学生だったとは思えないくらい４人の先生方がしっかりし

ていて、本当に尊敬しました。今は正直教師になろうか迷っていましたが、今回の

話を聞いて教師になりたいという思いがいっぱいになりました。 

 

 今回の４名のような先輩教員が憧れや目標となって、教職を目指すモチベーションの

高まりにつながることを期待している。 
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９．高大接続事業 

 

 高大接続事業の一環として 8 月に高校生向け「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した。 

 

(1) アドミッションセンターとの連携による「公開講座」 

 公開講座「これからの教師の姿を考えよう」を 8 月 9 日に実施した。定員 40 名の予定だ

ったが、盛況で定員をはるかに超えた 68 名希望者があった。この企画に対する高校生から

の期待は大きい。グループワークを通して、「これからの理想とする教師の姿」をプレゼン

する企画であり、動画編集アプリ（i-Movie）を使って発表にそれぞれのグループが意欲的

に取り組んでいた。まさにアクティブラーニング的な活動であった。参加した生徒たちは、

プレゼンをはじめ、諸所の活動を楽しんでいた。 

(2)本学学生対象ワークショップ 

 9月 19 日に本学教育学部以外の 1 年生を対象の中心にした初期段階からの意識づけとし

て、茨城県教育研修センターとの初めての連携事業として企画した。招聘講師谷田部博貴

氏の講演「高校教員のライフプラン」では、高校教員のメリットが経済的側面から明らか

になり、極めて興味深いものであった。安藤県教育研修センター長をはじめ、菊地次長、

薄井課長、糸川主任指導主事他 2 名の指導主事が列席・参加され、講演会、模擬授業そし

て若手高校教員とのディスカッションと短い時間ではあったが、高い教育的効果があった。 

   

 

(3)高校生ワークショップ 

  2 月 2日日曜日に高校 1･2 年生対象ワークショップ「茨城県の教員を目指す君たちへ」

を実施した。市内 9 校より 33 名の高校生が参加した。茨城県子教員採用試験の現状を踏

まえ、本教育学部の PR も兼ねて、教員の魅力を探っていく企画である。グループワークに

よる動画作成によるプレゼンテーションを行い、高校生の考えている先生像を作り上げた。

高校生たちは、グループワークを通し、他校生との交流やみんなで作り上げていくアクテ

ィブラーニング的な活動に満足していた様子であった。  

   



- 57 - 

 

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 6月22日(土) 5月26日(日) 6月 9日(日) 

16日(日) 

23日(日) 

6月 9日(日) 

16日(日) 

23日(日) 

第Ⅱ期 8月 3日(土) 

17日(土) 

 

(筑西地区会場) 

8月24日(土) 

8月 4日(日) 

18日(日) 

 

(筑西地区会場) 

8月28日(水) 

8月19日(月) 

20日(火) 

21日(水) 

22日(木) 

23日(金) 

26日(月) 

 

(筑西地区会場) 

8月27日(火) 

29日(木) 

30日(金) 

8月19日(月) 

20日(火) 

21日(水) 

22日(木) 

23日(金) 

26日(月) 

第Ⅲ期 10月19日(土) 10月27日(日) 12月21日(土) 

24日(火) 

25日(水) 

12月25日(水) 

 

(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 777名 

 

②選択必修講習 

講習科目名 開講期 受講人数 

学校をめぐる近年の状況の変化と危機管理上の課題 Ⅰ・Ⅱ期 99名 

法令改正・審議会等の状況と「チーム学校」による組織的対応

の考え方 

Ⅰ・Ⅱ期 39名 

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 101名 

ソーシャルスキル教育 Ⅰ・Ⅲ期 87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 

教師・学校と親・家庭及び地域の連携及び協働 Ⅰ期 45名 

教育の情報化Ⅰ Ⅰ・Ⅱ期 62名 

教育相談の基礎 Ⅱ期 55名 

総括的・形成的評価を考える/英語技能統合型(技能統合型)指

導 

Ⅱ期 16名 

外国にルーツを持つ児童・生徒に対する日本語教育・学習支援 Ⅱ期 51名 

学習指導要領改訂に伴う学校と社会との連携 Ⅱ期 44名 

カリキュラム・マネジメントの理論と実践 Ⅱ期 14名 

現代キャリア教育理論と教育実践 Ⅱ期 8名 

考え、議論する道徳授業のあり方 Ⅱ・Ⅲ期 117名 

多文化教育について考える：外国につながる児童生徒の現状と

課題を通して 

Ⅱ期 31名 

教育の情報化Ⅱ Ⅲ期 8名 

 

③新課題講習 

講習科目名 開講期 受講人数 

発達障害の二次障害に対する理解と支援 Ⅰ・Ⅱ期 112名 

食教育 Ⅰ期 17名 

学級経営の視点から見た教育問題への対応 Ⅰ期 36名 

電子メディアの教育活用 Ⅰ期 22名 

身体コミュニケーション＆コーチング 全期 127名 

「今、ここ」から学ぶカウンセリング Ⅰ期 29名 

インクルーシブ教育の理念と動向 Ⅰ期 38名 

アクティブ・ラーニングによる道徳授業 Ⅰ期 29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 

相手の世界に近づくフィールドワーク Ⅰ期 30名 

子ども論Ⅰ 教師の存在から考える Ⅱ期 50名 

心を育てるグループワーク Ⅱ・Ⅲ期 51名 

昆虫の細胞の多倍数化とステロイドホルモン研究の最前線 Ⅱ期 11名 

児童生徒の命を守る学校防災 Ⅱ期 39名 

水の利用と環境/作物の育種と世界 Ⅱ期 26名 

特別支援学校の授業づくり Ⅱ期 50名 

アクティブ・ラーニングの実現に向けた授業づくり Ⅱ・Ⅲ期 53名 

現代社会と道徳教育 Ⅱ・Ⅲ期 65名 

発達障害の理解と支援 Ⅱ期 240名 

公衆衛生 Ⅱ期 40名 

子ども虐待の予防と防止/子どもの貧困問題について考える～

いま危機に直面する福祉国家と次世代の再生産 

Ⅱ期 40名 
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特別支援教育における心理・生理アセスメントの活用 Ⅱ期 39名 

③新課題講習（前頁から続く） 

講習科目名 開講期 受講人数 

授業研究の課題と方法 Ⅱ期 40名 

子ども論Ⅱ いじめ・不登校から考える Ⅱ・Ⅲ期 129名 

幼児教育の可能性を探る Ⅱ期 79名 

アクティブ・ラーニングによる地域教育教材のあり方 Ⅱ期 10名 

教育相談 ～不登校を中心に～ Ⅱ期 50名 

 

④新展開講習 

講習科目名 開講期 受講人数 

保健体育総論／柔道の学習指導 Ⅰ期 5名 

発話の背後にある意味を探る／English Teaching Techniques

（英語授業の手法） 

Ⅰ期 10名 

小学校プログラミング教育 Ⅰ・Ⅱ期 57名 

幼児教育の現状と課題 全期 167名 

言語活動と語彙／言葉を理解するということ Ⅰ期 16名 

身近な化学；化学と環境と生活など Ⅰ期 6名 

量子論入門／素粒子論入門 Ⅰ期 4名 

城下町・水戸の地理・歴史を学ぶ Ⅰ・Ⅱ期 72名 

解析学のトピックから／幾何学の話題から Ⅰ期 16名 

バレーボールの学習指導／陸上運動の学習指導 Ⅰ期 14名 

英米文学・文化事情の理解と英語教科書の活用（アメリカ文化

/イギリス文化） 

Ⅱ期 34名 

総合的な学習の時間の指導法 Ⅱ期 38名 

養護教諭の組織行動論／健康相談理論及び方法 Ⅱ期 14名 

小学校英語教育 Ⅱ期 24名 

新学習指導要領に基づく数学科の指導 Ⅱ期 30名 

デザインの新展開／造形活動（彫刻）の新展開 Ⅱ期 13名 

ダンス・表現運動の学習指導／水泳の学習指導 Ⅱ期 11名 

学習指導要領の改訂と歴史学習／日本史の最新研究と学習内容 Ⅱ期 31名 

離散数学の話題から／三角形・四角形の対称性と群 Ⅱ期 14名 

ソルフェージュ/編曲法 Ⅱ期 12名 

技術科の指導と評価／材料と加工の技術（木材）／材料と加工

の技術（金属・プラスチック）／生物育成の技術 

Ⅱ期 10名 

言語活動と語彙/文学性を育む国語教育 Ⅱ期 25名 

初等理科教育の現状と課題及び小学校理科の授業づくり／ESD

（持続可能な開発のための教育）と防災教育 

Ⅱ期 13名 

持続可能社会における衣生活分野の教育 Ⅱ期 12名 

生体リズムと心身の健康／幼児期における科学的教育 Ⅱ期 49名 
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「環境のとらえ方」を考える／地球表層環境の変遷 Ⅱ期 16名 

④新展開講習（前頁から続く） 

講習科目名 開講期 受講人数 

図画工作・美術科の新展開 Ⅱ期 22名 

発声法と歌唱／楽しくためになる歌唱指導 Ⅱ期 30名 

言葉を楽しみ言葉を磨く国語科の授業づくり／書字に関する学

習指導を考える 

Ⅱ期 40名 

小学校プログラミング教育の指導と評価／ビジュアル・プログ

ラミング／アンプラグド・プログラミング／フィジカル・プロ

グラミング 

Ⅱ期 8名 

技術科・工業科・情報科の指導と評価／エネルギー変換の技術

（機械）／エネルギー変換の技術（電気）／情報の技術 

Ⅱ期 12名 

家庭経営をめぐる諸課題と家庭科の指導 Ⅱ期 6名 

生体リズムと心身の健康／再生医療とゲノム編集 Ⅱ期 12名 

 

以上のとおり，Ⅰ期からⅢ期まで，計 23 日の講習を実施した。講習科目数は 104 科目

（複数回数含む）で，受講者の延べ人数は 3,886 名（昨年度（5,852 名）より 33.6％減）

であり，受講者のほとんどが各科目の評価基準を満た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，

「教育現場が直面している問題に対し，なぜこうなってきたかを学術的に説明してくださ

り大変興味深く受講できた」「前回から 10年間の間の社会事情から見た教育界の変化を，

講義で確認することができ，よく分かりよかったです」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，「家から遠いので、学校内に食事を買えるコンビニ的なもの

があると良い」「生協が閉まっていたのは残念でした」「今日は、お昼を食べるところが

教室しかなく，ラウンジとか解放されていたらよかったな，と感じました」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，講習の実施時期との関係で難しい面

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．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） 26件

・学生 なし

○ｉＰａｄ

№ 使用者 台数 期間 使用目的

１ 教員 20 7/29～8/19 高校生対象公開講座

２ 教員 15 8/20～8/22 教員免許状更新講習

３ 教員 14 1/27～2/3 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

令和元年度 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 9 3 35 就職相談室 47

5 16 4 28 就職相談室，発明クラブ説明会など 48

6 20 18 30 就職相談室，教員免許状更新講習など 68

7 32 6 30 就職相談室，理科支援員説明会など 68

8 16 9 30 就職相談室，教員免許状更新講習など 55

9 49 14 0 63

10 20 14 8 教員免許状更新講習 42

11 26 24 19 教職実践演習，大学院入試など 69

12 56 13 5 教職実践演習 74

1 23 11 36 就職相談室 70

2 10 11 19 就職相談室 40

3 0 4 18 採用前ウォームアップ講座，就職相談室 22

計 277 131 258 666

【Ａ２２３】

使用者（代表）
月 その他 その他の内容 合計

教員 学生

4 11 1 10 就職相談室 22

5 9 1 11 就職相談室 21

6 8 0 12 就職相談室 20

7 14 0 44 就職相談室，オープンキャンパス 58

8 8 0 45 就職相談室，直前対策講座 53

9 0 0 0 0

10 1 0 5 学務グループ 6

11 0 0 4 学務グループ 4

12 0 0 8 学務グループ 8

1 12 0 22 学務グループ 34

2 7 0 3 介護等体験事前打ち合わせ など 10

3 0 0 0 0

計 70 2 164 236
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１２．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 64回）は、令和元年 10月 12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る予定でしたが、台風の影響のため中止

となりました。 

以下は、予定されていた分科会における教育学部教員の助言者名簿です。 

 

国語教育 昌子佳広 

外国語教育 小林 翔 

数学教育 荻原文弘 

社会科教育 木村勝彦 

理科教育 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 藤田文子 

美術教育 小口あや、島田裕之 

保健教育・食育 竹下智美 

体育・保健体育教育 勝本 真 

特別活動 打越正貴 

道徳教育 生越 達 

生活指導・幼保小連携 渡部玲二郎 

進路指導 永田 博 

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 豊田昌幸 

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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１３.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大学院生 9名 

 学部生 10名 

  養護教諭養成課程 1名 

  教育学部人間環境課程心理コース 1名 

  人文社会科学部人間文化学科 8名 

 指導教員 2名 

  正保春彦・地井和也（大学院学校臨床心理専攻） 

 

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 4名、後期 5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。エイドは基本的に月曜日〜金曜日を 1名ずつ分担して担当するが、活動できる曜日に偏

りがあり、鹿島灘高校ではエイドが活動することができない曜日があった。また今年度は 8名の人文社

会科学部の学部生も活動に加わった。 

 毎月最終木曜日放課後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検討を行った。 

 また、県内の他のフレックス高校を訪問して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。 

 

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、発達障碍（ま

たはその傾向）を持っていることも多く、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、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。 
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１４.教育学研究科 臨床心理相談室活動報告 

 

1. 令和元年度の相談活動 

令和元年度の相談状況は以下の表 1〜3のとおりであった。尚、比較のため平成 29年度・30年度の

結果を含む。また数値は令和 2年 3月 16日現在のものである。 

 
表 1 令和元年度相談件数・面接回数 

年度 新規件数 継続件数 総取扱件数 延来談件数 延面接回数 

H29 58 159 223 1,431 2,182 

H30 55 159 214 1,368 2,123 

H31・R1 41 162 203 1,306 2,033 

 
表 2 令和元年度相談区分別件数 

区分 受理面接 心理面接 親子面接 コンサル 検査面接 文書料 集団面接 

H29 44 263 909 71 2 7 27 

H30 33 214 1,051 61 5 4 0 

H31・R1 31 225 986 67 2 5 0 

 
表 3 令和元年度新規相談内訳 

年度 不登校 人間関係 
行動上の 

問題 

情緒的 

問題 
発達障害 

精神的 

問題 

家庭の 

問題 

コンサル 

テーション 
その他 

H29 10 4 4 8 10 6 14 2 0 

H30 11 3 4 7 8 7 5 10 0 

H31･R1 14 4 4 7 3 4 3 2 0 

 
図 1 令和元年度新規相談内訳 
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