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は じ め に 

 

全学教職センター長 小川 哲哉 

 

2 年以上も続くコロナ問題は終息する兆しが見えません。会議や授業をオンラインで行

うことも今や日常的になってしまいました。人と人が対面で語り合うことが普通に行える

日常生活はいつ取り戻せるのでしょうか。先の見えない将来への不安が続いています。 

でも、こうした生活をネガティヴではなく、ポジティブに捉えていくことは大切だと思

います。with コロナの日常を暮らしていかなければならない現実を、我々は引き受けざる

を得ない状況にいます。この時代をポジティブに捉えたいものです。幸い教育現場では ICT

を活用しながら、＜学び＞の可能性が拡大しつつあります。限られた教育ツールを駆使し

ながら、児童生徒たちの＜学び＞のあり方の向上を図る試みが続けられています。小学校

では多くの学校でタブレット端末を使った授業が展開されつつあります。GIGA スクール

構想の実現が前倒しで進められることになったのは、コロナを乗り越えるためだと考えて

いけば、遅れていた教育現場のデジタル化への取り組みにも拍車がかかるはずです。対面

かオンラインかの二者択一ではなく、両者の望ましい融合は、ハイブリットラーニングの

多様な可能性の示すものと言えるでしょう。そうした＜学び＞のあり方は、まさに新学習

指導要領が求めているものと深く関わっているはずです。 

本年度から始まった本学の大きな教育改革の推進にも、このような＜学び＞のあり方は

大きな影響を与えています。全学の教員養成機能の向上を、本学の教育改革と連動して進

めて行くためにも、皆様方のセンターの活動へのご協力が必要です。本活動報告書をお読

みいただき、センターの活動へのご支援を賜りますようよろしくお願いします。 
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令和 3 年度 年間活動記録 

 

■令和 3年 

6 月 23 日 第 7回企画会議 Teams会議 
6 月 24 日 第 1回全学教職センター運営委委員会 メール会議 
7 月 2日 茨城大学教育実践研究 第４０号 執筆申込締切 

7 月 7日 第 8回企画会議 メール会議 
7 月 16 日 就職・進路相談室 直前対策～8 月 19 日まで 
7 月 21 日 第 9回企画会議 Teams会議 
7 月 25 日 教員免許状更新講習第Ⅰ期（～8月 26日まで） 

8 月 6日 高校生向け公開講座「令和の時代の教師の姿を考えよう」(中止) 
8 月 11 日 第 10回企画会議 Teams会議 
8 月 20 日～ 国の緊急事態宣言、県独自の緊急事態宣言のためボランティア中止 

9 月 10 日 第 1回教員免許状更新講習専門委員会 メール会議 

9 月 15 日 第 11回企画会議 メール会議 
9 月 15 日 茨城大学教育実践研究 第 40号原稿提出締切 

9 月 22 日 第 12回企画会議 メール会議 
9 月 22 日 第 2回紀要編集委員会 Teams会議 
10月 6 日 第 13回企画会議 メール会議 
10月 6 日 教員採用試験対策講座開講式、就職・進路相談室開室式 (Teams) 
10月 13日 水戸市学校支援活動再開、県内教育支援ボランティア活動再開 
10月 15日 第 99回国立大学教育実践関連センター協議会 オンライン会議 

4 月 1日 就職・進路相談室相談業務開始(3月 31まで) 
4 月 7日 第 1回企画会議 Teams会議 
4 月 8日 教職オリエンテーション（人理工農）の 1年次向け 

4 月 14 日 教育実習事前指導Ⅰ（3年次学生向け），教育実習事前指導Ⅴ（4年次学
生向け） 

4 月 14 日 1年次学生（人理工農）向け教職課程履修相談 

4 月 21 日 第 2回企画会議 Teams会議 

4 月 22 日 第 1回介護等体験専門委員会 メール会議 

5 月 12 日 第 3回企画会議 Teams会議 

5 月 12 日 いばらき輝く教師塾説明会 

5 月 19 日 第 1回紀要編集委員会 メール会議 

6 月 2日 第 4回企画会議 Teams会議 

6 月 9日 第 5回企画会議 Teams会議 

6 月 16 日 第 6回企画会議 Teams会議 
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10月 16日 教員免許状更新講習第Ⅱ期（～11月 20日まで） 
10月 20日 第 14回企画会議 メール会議 

10月 27日 第 15回企画会議 メール会議 
11月 9 日 模擬授業（茨城県立水戸桜の牧高等学校） 
11月 10日 第 16回企画会議 Teams会議 
11月 11日 茨城県公立学校教員選考試験説明会 
11月 11日 教員採用試験対策発表会（就職・進路相談室） 
11月 17日 千葉県教育委員会 出前講座 「先生っていいもんだ」 
11月 24日 第 17回企画会議 Teams会議 
11月 26日 
11 月 29日 

第 2回全学教職センター運営委員会 メール会議 

第 2回教員免許状更新講習専門委員会 メール会議 
11月 30日 茨城大学教育実践研究 第 40 号 発行 
12月 1 日 第 18回企画会議 Teams会議 
12月 10日 第 2回介護等体験専門委員会 メール会議 
12月 15日 第 19回企画会議 Teams会議 

12月 15日 介護等体験事務担当者会議（茨城県社会福祉協議会） 
12月 15日 第 3回全学教職センター運営委員会 メール会議 
12月 19日 教育実習事前指導Ⅱ、教育実習事後指導 

12月 27日 
～29 日 

教員採用試験対策講座(協同出版共催) 

 

 

■令和 4年 

1 月 5日 第 20回企画会議 Teams会議 
1 月 6日 第４回全学教職センター運営委員会 メール会議 

1 月 19 日 第 21回企画会議 Teams会議 
1月 26日 第 22回企画会議 メール会議 
1 月 29 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」 
2月 2日 第 23 回企画会議 Teams 会議 
2月 9日 第 24回企画会議 メール会議 
2月 11日 教育実習事前指導Ⅲ (Teams) 
2月 14日 教育実習ガイダンス 2年次向け (Teams) 
2月 14日 教育実習事前指導Ⅳ（各教科 2 月 22 日まで） 
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 
2月 16日 第 25回企画会議 Teams会議 
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2月 17日 教員養成シンポジウム&FD（教職課程の内部質保証） 
2月 18日 第 100回国立大学教育実践関連センター協議会 オンライン開催 
2月 20日 教員養成シンポジウム（現職の先生と語り合う，教職の魅力― 国語科の

先生と話そう！ ―） 
2月 21日 第 26 回企画会議 メール会議 
3月 16日 第 27 回企画会議 Teams 会議 
3月 16日 採用前なんでも相談会（就職・進路相談室） 
3月 30日 第 28 回企画会議 Teams 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」は以下の

通り実施した。 

 

○日時  令和３年４月８日（木） 13 時～ 

○場所  Microsoft Teams によるオンライン 

○参加者 農学部・人文社会科学部・理学部・工学部新入生 （約 230 名） 

○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，東小川昌夫 

      教育支援課職員 菅谷香，栗田和香 

○資料  『教職課程履修のてびき』（全学教職センター） 

○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） 

      ・「教職概論」の授業について（東小川） 

      ・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。 

 

  また，オリエンテーションの出席者（および録画視聴者）を対象として，Microsoft 

Forms による調査を実施した。取得を希望する教員免許状の校種・教科と，現時点での

教員志望度（「教員を強く志望している」／「教員を進路選択の一つとしている」／

「免許状は取得するが教員を目指してはいない」から選択）を調査した。教員志望度

についてはおよそ 

 

   「教員を強く志望している」         … 13％ 

  「教員を進路選択の一つとしている」     … 54％ 

  「免許状は取得するが教員を目指してはいない」… 33％ 

 

  という割合であった。 
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２．教育実習指導

センターが担当する教育実習指導は，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実施している。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28日（水），Microsoft Teamsによるオンラインで，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14日（水），同じくオンラインで第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。

・７月21日（水）同じく，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６日（月）～10日（金），附属小学校・中学校訪問・見学（授業参観）を実施

する予定であったが，新型コロナウィルス感染拡大に伴う緊急事態宣言の発出より

一時延期，その後年度内の実施は難しいと判断して，代替の活動を行うこととした。

・上記に対応するものとして，附属小・中学校校長（大学教員兼務）の学校運営状況

に関する講話と，両校が７月・８月に実施したオンラインによる研究発表会におけ

る公開授業動画を視聴し，コース・選修ごとにその内容に基づく学習会を行うこと

とした。

・10月27日（水），第３回授業を実施（オンライン）。上記の各学校長講話と，授業

動画視聴に関する事前の指導を行った。

・10月28日（木）～11月26日（金）を授業動画視聴期間とし，各学生が任意の時間に

選択した授業動画を視聴した。

・11月29日（月）～12月３日（金），コース・選修別に学習会を実施した。

・12月13日（月）～１月12日（水），４年次の教育実習（茨城県内協力小学校・中学
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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）：「教育実習指導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27日（火），Microsoft Teamsによるオンラインにて授業ガイダンスを行った。

・６月１日（火）より，定期授業を開始した。オンライン実施を基本とし，教職全体

に関わる講義，演習（グループ討議など）を行った。

・７月７日（水）午後，水戸市内公立小中学校31校に分散して，見学・授業参観，教

育活動への部分参加等の活動を行った。

・10月20日（水）午後，同38校に分散して２回目の活動を行った。

・12月２日（木），同43校に分散して３回目の活動を行った。今回は午前午後を通じ

て１日の日程で行った。

・１月19日（水），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）

・４月21日（水）および６月30日（水），４年次対象の協力校実習事前指導をオンラ

インで実施した。必要な事項の連絡、心構え、実習生相互の顔合わせと連絡体制の

確立（代表者の決定、連絡網の作成）などを行った。

・６月９日（水），３年次附属小学校・中学校実習に対する事前（直前）指導をオン

ラインで実施した。

・12月13日（月）～１月12日（水），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した。コース・選修に

分かれて学習会とし，前述(1)の通り，１年次学生が参加した。

・１月19日（水），３年次附属小学校・中学校実習に対する事後指導を実施した。３

講時にコース・選修別の学習会（前述（2)の通り，２年次学生を交えての報告会）

を対面（一部オンライン）で行い、４講時に全体会（附属小・中各校の教育実習主

任による講話）を行った。

(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

(1) 教育実習事前指導Ⅰ・前半（３年次対象）

・４月14日，Microsoft Teamsによるオンラインで実施した。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。

(2) 教育実習事前指導Ⅴ（４年次対象）

・４月14日，Microsoft Teamsによるオンラインで実施した。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。

(3) 教育実習事前指導Ⅰ・後半（３年次対象）

・６月18日（金）～７月16日（金），「セルフラーニング」（Microsoft Teamsに資料

を掲載し，各学生の任意の時間に取り組む）によって実施した。教育実習事前指導

Ⅱまでに各自で取り組む課題（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）の内容，取り組

み方について伝達した。

(4) 教育実習事前指導Ⅱ(1)（３年次対象）

・12月19日（日），Microsoft Teamsによるオンラインで実施。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。次に，

(4)における事前課題の成果に基づく話し合い（グループ協議）を行った。

(5) 教育実習事後指導（４年次対象）・兼 教育実習事前指導Ⅱ(2)（３年次対象）

・12月19日（日），Microsoft Teamsによるオンラインで実施。前半は本年度に教育

実習を行った４年次学生のみを対象とし，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

自己の学習成果を整理した。後半から３年次が加わり，４年次から３年次へ教育実

習における体験・成果報告，３年次からの質問や相談などをグループ（４年次・３

年次それぞれ４～５名程度）単位で行った。

(7) 教育実習事前指導Ⅲ（３年次対象）

・２月，Microsoft Teamsによるオンラインで実施。(5)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。
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(7) 教育実習事前指導Ⅳ（教科別）（３年次対象）

・２月14日（月）～２月22日（火）に対面またはオンライン（Microsof Teamsまたは

Zoomミーティング）で実施した。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。

(8) 教育実習ガイダンス（２年次対象）

・２月14日（月）に実施。Microsoft Teamsによるオンラインで行った。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した。

【成果・総括】

本年度も，新型コロナウィルス感染拡大の問題に関わって，４年次学生の教育実習日程

の変更・調整が数多く必要であり，大学における事前・事後の指導もオンライン方式を中

心とせざるを得なかったが，前年度の実施状況や対応に準じて行い，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）や事務部と連携・協力し，大きな混乱はなく

無事に全ての教育実習を実施できた。

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。

【令和２年度】

・12月15日（火）～18日（金） 介護等体験専門委員会（メール会議）開催

・１月19日（火） 介護等体験オリエンテーション（教育学部）

・ 29日（金） 〃 （人文社会科学部，理学部）

【令和３年度】

上記のようにして令和３年度の実施に向けて準備をしていたが，年度末の時点で，令和

２年８月11日に公布された「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免

許法の特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」（令和2年文部科学省令第29

号）の適用期間が延長されることとなったので，関係機関と協議のうえで，令和３年度も

「社会福祉施設体験」「特別支援学校体験」とも全て実施せず，上記の省令に基づいて大

学（教育学部）における特別支援教育に関する授業科目の受講（単位修得）をもって代替

とすることとした。

教育学部障害児教育教室との調整を経て，これに該当する授業科目を「障害児教育総論」

に定め，７月までに学生に事情説明・周知を図り，特別支援学校教員免許状の取得を予定

（希望）して既に特別支援教育に関する科目の単位修得をしている学生を除き，全員が同

科目を受講することとした。

授業は10月23日（土）～30日（土）に集中形式（オンライン＋オンデマンド）で実施さ

れた。

【令和４年度実施に向けて】

令和３年度末の時点においても「新型コロナウィルス」感染の問題は未だ収束に至らず，

介護等体験実施の見通しをもつことができない。１月にオリエンテーション実施を想定し

て準備をしていたが，年度末までの実施は見送り，保留している。
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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。それは、

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価値のある活動である。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。  
 今年度は、昨年度に引き続きコロナ禍による緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の対

応を余儀なくされ、それに伴い教育支援ボランティア活動も大きく制限せざるを得ない状

況になった。しかし、その限られた活動期間の中でも、積極的にボランティア活動に参加

しようとする学生の姿も見られた。以下にその取組状況を示す。  
 
(1) 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１５８件、派遣件数は２１件であった。活動に参加した学生の数（活

動延べ人数）は６４人で昨年度よりは若干増えた。茨城県内の教育支援ボランティア活動

の依頼件数は３０件、派遣件数は２０件であった。活動延べ人数は昨年度より２０人ほど

少ない９９人だった。高等学校ボランティアは今年度も募集を行わなかった。今年度活動

に参加した延べ人数は１６５人で、昨年度とほぼ変わらなかった。また、自らが希望した

学校で活動を行うボランティアは、高等学校で２人だった。  
 

令和３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  １５８         ２１    ６４   
 県内教育支援ボランティア活動  ３０         ２０   ９９   

 高校ボランティア活動  ０       ２       ２   

合    計 １８８   ４３   １６５   

 
参加実人数 117 人 (教育学部 106 人、人文社会科学部 1 人、理学部 8 人、工学部 2 人) 

 
(2) 水戸市学校支援活動 

今年度もコロナ禍の状況ではあったが、通常通り５月にボランティア募集を開始した。

徐々に参加者が増えてきたところで、再び８月２０日から９月３０日まで緊急事態宣言が

出され、引き続き学生の入構制限が１０月１２日まで延長されたため、ボランティア活動

も制限されてしまった。その後いったんは感染者減少によりボランティア活動を再開でき
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たが、今度はオミクロン株の急速な感染拡大により、１月２７日から３月２１日まで、ま

ん延防止等重点措置の期間となり、新規のボランティア募集は行えず、今年度のボランテ

ィア活動は終了となった。  
この間、すでに活動しているボランティアについては、活動先と学生の間で感染対策を

徹底しながら継続した。  
令和３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          １９          １         １ 

小学校        １２２        １８         ６０ 

義務教育学校           ３          ０          ０ 

中学校     １４      ２      ３ 

合 計        １５８        ２１        ６４ 

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、21 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。  
 
(3) 茨城県内教育支援ボランティア活動 

今年度もコロナ禍の状況が続き、ボランティア活動に参加したいと思ってもなかなか希

望する活動が行えなかった。それでも昨年度は中止となった「理科観察実験アシスタント

事業」が今年度は通常通り行われ、９名の学生が４つの小学校でアシスタントとして活動

できた。また、水戸市社会福祉協議会か募集した「子どもの学習支援事業」には１７名の

参加があった。学校行事がコロナの関係で日程変更になったりして、予定していたボラン

ティアに参加できなくなるケースもあった。そのため、教育委員会などの学習支援事業で、

活動期間が長いボランティアに参加する学生が多かった。  
 

令和３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)    １８ １Ⅰ        ４８ 

教育委員会関係    ７   ５        ２５ 

教育関係機関     ５   ４         ２６ 

合 計   ３０  ２０        ９９ 

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、35 頁以降に

示す通りである。  
 

(4) 高等学校ボランティア活動 
昨年度に続いて今年度も高等学校へのボランティア募集は行わなかったが、２名の学生

が自ら希望してボランティア活動を行った。  
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(5) ボランティア活動に参加した学生の感想 

 

○業間（昼休み）における児童の遊び相手・相談相手 

・どの学年もみんな元気いっぱいに遊んでいた。学年関係なく、仲良く遊んでいる姿が印象的だ

った。私も児童と鬼ごっこをして遊んだ。体力がある子や足が速い子が多く、追いかけていて

疲れてしまったが、みんなが楽しそうに遊んでいるのを見て、私も一緒に楽しむことができ

た。数回訪れると、私のことを覚えてくれる子が増え、話しかけにきてくれて嬉しかった。昼

休みの間は、児童だけでなく先生方も数名グラウンドに出て、児童を見守ったり一緒に遊んだ

りしていた。昼休みのグラウンドでは、けがをしそうな危険な場所や場面があったので、教師

が見守ることは児童の安全のために大切であると思った。また、先生と一緒に遊んでいる児童

はとても楽しそうで、先生も全力で遊んでいた。教師も児童と一緒に遊ぶことで、信頼関係を

築くことができるし、けんかをしてしまった児童がいたときに指導をすることができる。その

点で、昼休みは単なる休み時間ではなく、子どもたちと関わることのできる大切な時間である

と感じた。 

 

〇理科観察実験アシスタント 

・今回の観察実験アシスタントでは、感心したりや難しいと感じたり、学ぶところが多かったで

す。私は、アシスタント活動の中で、児童の発言や表情、態度に注目して、児童の実態や考え

方を理解しようと努めていました。小学生は、何事に対しても興味・関心があり、理科の授業

においても、初めて見る物質にすごく興味を示していました。そのため、児童一人一人が生き

生きと、主体的に実験に取り組んでいて、とても感心しました。私は、このように、好奇心に

あふれ、主体的に取り組める生徒を育てていきたいと思いました。次に、現場対応については、

難しいと感じました。具体的に、問題が発生したら、他の先生方に報告し、情報共有をしたり、

急な状況変化にも柔軟に対応していくことです。私は、連携を意識し、事前準備をしっかりし

て、どんな状況にも適切に対応するように心がけました。このように、学ぶところが多く、教

員を目指すうえで、いい経験になったと感じました。 

・実際に先生方の授業を見ることができるので、授業面でも多く勉強になりました。また、実験

の準備や補助を通して、小学校の実験についてより理解が深まりました。実験中は主に机間指

導という形で各班を回りましたが、子どもたちの気付きや反応、疑問に直接触れることができ、

貴重な経験になりました。教育実習以外では、なかなか子どもたちと触れ合う機会がないので、

そういった面でも、実践的な活動ができたと感じます。 

 

〇特別な支援を必要とする児童の支援 

・今回のボランティア活動を通して、子どもの実態や支援の方法についてより間近で実践的に学

ぶことができました。実際の学校現場での子どもの様子や先生方の支援は大学で学びきれない

ことがたくさんあり、とても貴重な経験をすることができました。また、継続して子どもたち

と関わることで関係を築くことができ、とても楽しく一緒に学ぶことができました。今回の活

動で子どもたちや先生方から学んだことを大切にして、子どもの困り感や気持ちに寄り添い、
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子どもが安心して学べる環境づくりができるように、これからも頑張りたいと感じました。 

・支援が必要であっても通常の学級に在籍できる場合には、なるべく他の児童と差が生まれない

ようにしようと支援を行ったが、とても難しかった。どのように声をかければよいのか、どの

程度まで支援をすればよいのかが判断しにくかった。しかし、私自身も沢山笑顔にさせてもら

ったり、学ぶことも多くあり、このボランティアに参加して良かったと感じている。 

・特別な支援を要する児童は、授業の最後まで席についていることや集中して先生の話を聞くこ

とが難しく、活動を促すことが難しく感じた。しかし、子どもと一緒に遊んだり話したりする

ことを通じて、声かけのタイミングや伝え方が分かってくるようになり、できることが増えて

いくと、やりがいを感じることができた。 

 

〇水戸市教育委員会「数学・学習相談 SPOT in MITO」サポーター 

・中学生が数学でつまずきやすいポイントを確認することができたので、勉強になりました。中

学生が集中して問題を解いたり、考えたりしている様子を見て、私も頑張ろうと思うことがで

きました。 

・レベルが高い子が集まっていた印象があった。そのため、聞かれた問題も難しいものが多かっ

たが、しっかりと理解させることができたと思う。ボランティアを行っていた他の人ともコミ

ュニケーションをとることができたので、いろいろ情報共有もできたのが良かった。 

 

○学校行事の補助（持久走大会） 

・子どもたちが一生懸命走る姿を近くで見て応援することができとても感動した。子どもたちの

応援の態度への指導や声援の送り方など、教員として小学生にどのように接すると効果的であ

り適切なのかを現場で間近で見て考えるきっかけになった。学校行事の意義について再度考え

られ、準備や片付けなど教員の仕事についても教員の視点で考えることができ良かった。 

・中学年と高学年では雰囲気が少しずつ異なるが、どの学年でも全員が目の前の友だちを必死に

応援しているところに胸を打たれた。児童 1 人ひとりがゴールに向かってひたむきに努力して

いる姿を見て、自分の限界に挑戦することが成長に繋がっていくのだと実感した。また、ボラ

ンティアとして数時間補助をした私でさえ思わず涙が出そうになるくらい感動したので、もし

担任として児童の頑張りを見守ることになったらとても楽しそうだと思った。 

・小学生の年に 1 度の学校行事に携わることができて光栄だった。子どもたちが全力で走り、喜

んだり、悔しがったりする姿をボランティア員という立場で近くで見ることができ、新たな学

びを得るとともに、教員へのモチベーションが高まった。 

 

〇まち探検の補助 

・まち探検を行ったのが小学 2 年生ということもあり、目的地と学校を行き来する間、児童の安

全を確保するのが難しかった。列がすぐ崩れたり唐突に走り出す児童がいるからである。しか

し、質問の際には、小学 2 年生ならではの鋭い質問が飛び交い、新しい発見が多かった探検で

あったと考える。 

・歩くのが慣れていない道で不安もあったが，教員や保護者の方が一緒の班にいてくれて，心強
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かった。ずっとお喋りしてしまう児童や，何かに興味を持ち立ち止まってしまう児童，信号で

前列と離ればなれになってしまう児童など，一人で約 10 名の児童を見るのは難しいと思った。

今回のように，何人かの大人たちが協力して児童を見守ることで児童の安全を確実に守ること

ができると感じた。教育実習以来，複数の小学生と話すことは無かったので，教育実習を思い

出すような感覚になった。初対面だったが，慣れてくるといろいろお話してくれて嬉しかった

し，小学生の可愛さを改めて実感した。 

 

〇就学児健康診断の補助  

・スムーズに健康診断が進むようにするには、誘導の仕方がとても大切だと感じました。就学時

健康診断では、学校の先生方がコンタクトを取り合っていることが分かり、勉強になりました。

誘導しながら、幼児の観察をしていたため、子どもの発達段階について学ぶことができました。

また、就学時健康診断の運営や具体的な流れについても大まかに把握することができました。 

・普段未就学児と関わる機会がないため、最初は戸惑ったが、目線を低くしたり、言葉遣いを普

段より優しめにしたりと徐々に相手に合わせた対応ができるようになった。また、保護者の方

への丁寧な対応も身につけることができた。先生方がどのように連携して働いているのかとい

うことを間近に見ることができた。 

 

〇子どもの学習支援事業 

・学力レベル、境遇、目指している学校など多種多様な子どもたちと接し、一緒に勉強すること

ができ、とても良い経験になった。子どもたちがつまずきやすいとこはどこか、どのようにア

ドバイスしてあげればよいか等、実際に子どもたちと接することでしか学ぶことのできないこ

とをたくさん学ぶことができた。とても有意義なボランティア活動ができた。 

・学習面だけでなく，生活面に関してのサポートもとても充実されていて，そういった点で，家

庭教師や塾講師のアルバイトなどでは味わえない経験をさせていただき，とても勉強になった。

休み時間に子供たちと話したり，外でリレーなどを行うのがとても楽しかった。生活困窮世帯

の子ども、子どもの発達段階、ボランティア活動を行う社会人などについての見識を深めるこ

とができました。 

・子どもが多くの大人と関わることの大切さを感じました。生活困窮世帯では親が不在である時

間が長いため、子どもはコミュニケーションをとる機会が少ないと推測されます。そのため、

幼い時期に他人との関わり方を学ぶということに関して障害があるものと思われます。実際に

学習会に通っていた子どもの中には、最初、明らかに他人との関わりが不得手な子どもがいま

した。しかし、何度も通い続けるうちに、段々と周りの子どもと打ち解けていくことができて

いました。これは、子ども同士もそうですが、多くの大人とコミュニケーションをし、その方

法を学ぶことができた結果だと思います。子どもが両親と関わることは自立性や社会性の発達

に関わることが研究の結果分かっているそうなので、両親でなくとも、より多くの大人とのか

かわりは子どもの成長に好影響をもたらすと考えました。社会人になっても、こういった活動

に積極的に取り組んでいきたいです。 
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〇学習支援 

・机間指導をしていて、学力の差を感じ、授業についていけない子に対しての支援を担任一人で

していくのは難しいと実感した。それでも、自力で答えを導こうとしている姿や友達に教え合

う姿を見ることができ、学級経営の大切さも学んだ。オンライン授業では、1年生を見てい

て、家で保護者がいない状況では一人で40分画面に向かうことは難しく、学力の差が出てしま

うと感じた。全学年に少しずつ関わることができ、それぞれの学年や学級の特色を感じること

ができ、教育現場で学ぶ機会をいただけたことに感謝している。 

・教育実習はずっと同じクラスしか見ることができないが、このボランティアは様々な学年とク

ラスを回って子どもたちの学習支援を行うことができ、一つ学年が違うだけで子どもってこん

なに違うんだなと実感した。また、子どもたちはとても素直で一生懸命勉強している姿を見る

ことができたので、私もその思いにこたえたいと思い、問題がわからなくて困っている子に対

してはその子が納得できるまで一生懸命教えた。また、子どもの様子だけでなく、先生の在り

方も見ることができ、先生の表情がとても大事なんだなと感じた。いつもニコニコして子ども

に寄り添っている先生の姿があり、その先生を見て、子どももその先生に心を開いて話してい

る場面を見ることができ、先生の表情や動作で子どもとの関り方も変わってくるなと感じた。

10回のボランティアを行い、今の学校の実態を知ることができ、感じたことや学んだことを教

員になった際に活かしていきたいと感じた。 

 

〇中学校の体育祭救護補助 

・実習では行う機会の少なかった外傷の手当てを行うことができ、小学校実習でとても役に立ち

ました。指導して下さった養護教諭の細かな気遣いや手当てで気を付けることを多く知ること

ができて良い経験になりました。また、行事での先生方の行動や準備、片付けの流れも知るこ

とがラスを回って子どもたちの学習支援を行うことができました。 

 

〇高等学校の教育支援 

・授業や休み時間、掃除の時間などで生徒と触れ合うことができ、高校生の実態や高校での教員

の仕事について身をもって学ぶことができました。体育の授業を中心に授業の補助を行いまし

たが、生徒と一緒に授業を作っていくことの楽しさについて学ぶことができました。高校の教

員を目指す自分にとって、とても有意義な体験になり、この経験を活かせるような教員になり

たいと思いました。 

・基本的には教員の補助に入り、できない生徒や困難を抱える生徒に対し声掛け・アドバイス等

を行うことが主たる活動内容でした。座学の授業だけでなく保健体育の授業補助にも入り、教

師の目の届かない生徒に球技でのフォームのアドバイスやサッカーでのけり方のコツ、用具の

安全確認の仕方などを教員の指示のもと行いました。高校では不登校の生徒や学校が苦手な生

徒、暴力的な生徒など困難を抱える生徒が多く在籍しているため、生徒との一定の距離感を保

ちつつも、生徒を観察しながらアドバイスなどを行いました。 



K1

浜田幼稚園 教頭　吉原理恵子 令和３年12月16日（木） ８：00～12：00 1 発表会補助
（道具の出し入れ，保育
補助）

2 自家用車での来園は１台までで
す。
動きやすい服装で，上靴，水筒
等を持参してください。

K2

浜田幼稚園 教頭　吉原理恵子 令和３年12月17日（金） ８：00～12：00 1 発表会補助
（道具の出し入れ，保育
補助）

2 自家用車での来園は２台までで
す。
動きやすい服装で，上靴，水筒
等を持参してください。

K3

常磐幼稚園 教頭　加藤聡子 令和３年６月24日（木）
※　予備日は６月25日
（金）

８：00～12：00 1 園外保育引率
（保和苑への園外保育補
助）

2 自家用車での来校は１台までで
す。
動きやすい服装，上靴，水筒，
帽子等を持参してください。

K4

常磐幼稚園 教頭　加藤聡子 令和３年10月15日（金） ８：00～12：00 1 園行事の補助
（幼小合同運動会：運動
会の準備，競技・誘導・着
替え等の補助）

2 自家用車での来校は１台までで
す。
動きやすい服装，上靴，水筒等
を持参してください。

K5

常磐幼稚園 教頭　加藤聡子 令和４年２月３日（木） ８：00～12：00 1 豆まきの鬼
（子どもたちの豆まき保
育）

2 自家用車での来校は１台までで
す。
動きやすい服装，上靴，水筒等
を持参してください。

K6

緑岡幼稚園 教頭　山林かほり ２学期 ８：00～14：00 10 通常保育及び
園行事の補助

2 動きやすい服装で参加してくだ
さい。

K7

見川幼稚園 教頭　大金裕美 令和３年６月24日（木）
※　予備日は６月25日
（金）
※　変更になる場合あり

８：45～13：30 1 園外保育の引率補助 2 自家用車での来園を許可しま
す。
昼食代は実費になります。

K8

見川幼稚園 教頭　大金裕美 令和３年10月15日（金） ８：15～11：30 1 ミニ運動会の準備補助 2 自家用車での来園を許可しま
す。

K9

見川幼稚園 教頭　大金裕美 令和３年11月 ８：45～14：00 1 園外保育の引率補助 2 自家用車での来園を許可しま
す。
昼食代は実費になります。

K10

梅が丘幼稚園 教頭　井上悦子 令和３年10月８日（金） ８：30～13：30 1 園外保育の補助
（園外保育の引率，補助）

1 自家用車での来園を許可しま
す。
昼食代は実費になります。
雨天時は園内活動になります。

K11

梅が丘幼稚園 教頭　井上悦子 令和３年11月19日（金）
（紅葉の様子により1週
間程度の延期あり）

８：30～13：30 1 園外保育の補助
（園外保育の引率，補助）

1 自家用車での来園を許可しま
す。
昼食代は実費になります。
雨天時は園内活動になります。

K12

梅が丘幼稚園 教頭　井上悦子 ２学期 ８：30～13：30 8 通常保育の補助 1 自家用車での来園を許可しま
す。
動きやすい服装で参加してくだ
さい。
昼食はご持参ください。

K13

笠原幼稚園 園長　小田野 恵 令和３年10月22日（金）
※　予備日は10月25日
（月）

８：30～12：00 1 園行事（運動会）の補助
（競技の準備・片付け・補
助）

2 派遣学生の自家用車での来校
可です。
水筒・上靴・帽子持参してくださ
い。
運動しやすい服装でお願いしま
す。

K14

笠原幼稚園 園長　小田野 恵 令和３年10月29日（金）
※　雨天延期（期日未
定）

８：00～16：00 1 園行事（秋の遠足）の補
助
（引率補助・トイレ付き添
い等）

2 派遣学生の自家用車での来校
可です。
水筒・上靴・帽子持参してくださ
い。
運動しやすい服装でお願いしま
す。

K15

笠原幼稚園 園長　小田野 恵 令和３年１2月10日（金） ８：30～12：00 1 園行事（発表会）の補助
（園児の着替え・ステージ
準備等）

1 派遣学生の自家用車での来校
可です。
水筒・上靴・帽子持参してくださ
い。
運動しやすい服装でお願いしま
す。

①水戸市学校支援活動　募集一覧

〈幼稚園・認定こども園〉

その他№ 希望校（園） 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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K16

内原認定こど
も園

副園長　國分真由
美

令和３年10月２日（土） ８：00～12：00 1 園行事の補助
（運動会の準備・競技の
補助）

5 会場は内原ヘルスパークです。
内原駅から徒歩10分程度の場
所です。
室内ですので期日に変更はあり
ません。
運動できる服装，上靴・水筒等
をご持参ください。
派遣学生の自家用車での来場
は要相談。

K17

石川認定こど
も園

園長　蛯澤法子 令和３年６月１日（火）～
令和４年２月28日（月）

８：30～13：30
または

９：00～16：00

18
（月２
回程
度）

日常保育・行事等の補助
（活動日，活動内容は未
定です。話し合いで活動
日・活動内容や時間を決
定します。）

2 派遣学生の自家用車での来園
を許可します。
昼食は持参して下さい。
動きやすい服装で参加して下さ
い。

K18
見川幼稚園 教頭　大金　裕美 令和３年12月10日（金） ８：15～12：00 1 生活発表会の補助・

用具配置・片付け補助な
ど

2 自家用車での来園を許可しま
す。

K19

笠原幼稚園 園長　小田野　恵 令和３年11月18日（木）
雨天中止

９：30～13：30 1 園行事（園外保育）の補
助
〈引率補助・トイレ付き添
い等〉

2 水戸市歴史館駐車場に現地集
合・解散（車での来園可）
弁当・水筒・帽子・持参
動きやすい服装でお願いしま
す。

G１

国田義務教育
学校

教頭　塚本　繁雄 令和３年12月３日（金） 10：00～12：30 1 学校行事の補助
（後期課程持久走記録
会：
　運営補助）

4 自家用車での来校は，不可。
体操服で参加してください。

G２

国田義務教育
学校

教頭　塚本　繁雄 令和３年12月10日（金） ９：00～12：30 1 学校行事の補助
（前期課程持久走記録
会：
　運営補助）

4 自家用車での来校は，不可。
体操服で参加してください。

G３

国田義務教育
学校

教頭　塚本　繁雄 令和３年12月14日（火）
※予備日

９：00～15：30 1 学校行事の補助
（前期課程，後期課程持
久走記録会：運営補助

8名
午前：
4名

午後：
4名

自家用車での来校は，不可。
体操服で参加してください。
午前（前期課程）のみ，午後（後
期課程）のみ可。

〈義務教育学校〉

№ 希望校 担当者名 派遣希望日 時間
希望す

る
日数

学校支援活動の内容
希望

する人
数

その他

  - 22 -



E1

三の丸小学校 教諭　前川　美和 令和３年10月30日（土）
※　予備日は10月31日
（日） 11月２日（火）
11月４日（木）

８：00～16：00 1 学校行事の補助
（運動会５名：看護補助４
名）

9 公共の交通機関で来校してく
ださい。
運動のできる衣服、水筒、汗
拭きタオル等の準備をお願い
します。

E2

三の丸小学校 教諭　前川　美和 令和３年11月16日（火）
※　予備日は未定

８：00～12：30 1 学校行事の補助
（持久走大会：コースの見
守り３名，看護補助２名）

5 ホーリーピッチで行います。（３
～６年）学校に集合の上、徒歩
で会場に向かいます。

E3

五軒小学校 教諭　久野  順矢 令和３年９月13日（月）
～10月８日（金）

15：00～16：30 期間中
全日
18

陸上記録会に向けての練
習補助

4 派遣学生の自家用車での来校
を許可します。

E4

五軒小学校 教諭　久野  順矢 令和３年11月26日（金） 全日（予定） 1 学校行事の補助
（持久走大会:看護，運営）

4 派遣学生の自家用車での来校
を許可します。

E5

浜田小学校 教諭　渡邊　修 令和３年９月７日（火） ８：00～16：00 1 学校行事の補助
（１学年遠足【大洗】：児童
の看護）

3 派遣学生の自家用車での来校
を許可します。

E6

浜田小学校 教諭　渡邊　修 令和３年９月９日（木） ８：00～16：00 1 学校行事の補助
（２学年遠足【日立】：児童
の看護）

3 派遣学生の自家用車での来校
を許可します。

E7

浜田小学校 教諭　渡邊　修 令和３年９月17日（金） ８：00～16：00 1 学校行事の補助
（３学年遠足【笠間】：児童
の看護）

3 派遣学生の自家用車での来校
を許可します。

E8

浜田小学校 教諭　渡邊　修 令和３年10月23日（土） ８：00～16：00 1 学校行事の補助
（運動会：児童看護係，救
護係，準備係

4 派遣学生の自家用車での来校
を許可します。

E9

常磐小学校 養護教諭　鬼澤　香織令和３年８月下旬（複数
日実施予定）

８：30～11：30 3 学校行事の補助
（発育測定の補助）

各日3名 派遣学生の自家用車での来校
を許可します。

E10

常磐小学校 養護教諭　鬼澤　香織令和３年10月頃 12：00～16：00 1 学校行事の補助
（就学時健康診断検査の
補助）

8 派遣学生の自家用車での来校
を許可します。

E11

常磐小学校 教諭　瀬谷　吏恵 令和３年10月18日（月） ８：30～15：00 1 校外学習の引率補助
（１年校外学習の補助：ア
クアワールド大洗）

6 派遣学生の自家用車での来校
を許可します。
動きやすい服装，弁当・水筒
持参でお願いします。

E12

常磐小学校 教諭　小澤　康子 令和３年10月20日（水） ８：30～16：00 1 校外学習の引率補助
（２年校外学習の補助：日
立かみね公園）

6 派遣学生の自家用車での来校
を許可します。
動きやすい服装，弁当・水筒
持参でお願いします。

E13

常磐小学校 教諭　浅野小百合 令和３年10月19日（火） ８：30～16：00 1 校外学習の引率補助
（３年校外学習の補助：
ミュージアムパーク）

4 派遣学生の自家用車での来校
を許可します。
動きやすい服装，弁当・水筒
持参でお願いします。

E14

常磐小学校 教諭　佐々木邦彦 令和３年10月21日（木） ８：30～16：00 1 校外学習の引率補助
（４年校外学習の補助：大
子方面）

4 派遣学生の自家用車での来校
を許可します。
動きやすい服装，弁当・水筒
持参でお願いします。

E15

常磐小学校 教務　伊藤　恭子 令和３年10月５日（火），
６日（水）

８：30～16：00 2 校外学習の引率補助
（宿泊学習の補助：水戸
市少年自然の家）

各日6名 派遣学生の自家用車での来校
を許可します。
動きやすい服装，弁当・水筒
持参でお願いします。

E16

常磐小学校 教務　白土　恵美 令和３年９月 ①８：30～10：
15
②10：35～
12：10
③13：00～
14：40

1 学校行事の補助
（スポーツのつどいの補
助：①３，４年，②１，２年，
③５，６年）

6 動きやすい服装，弁当・水筒
持参でお願いします。（１日の
方）
①～③のいずれかの時間帯
のみでも大丈夫です。

〈小学校〉

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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E17

常磐小学校 教務　白土　恵美 令和３年９月～11月 ①８：30～10：
15
②10：35～
12：10
③13：45～
14：30

6 授業における学習支援
（算数授業の補助：４，５，
６年復習の徹底）

各学年3名派遣学生の自家用車での来校
を許可します。
採点ペンは学校で用意しま
す。
①～③のいずれかの時間帯
のみでも大丈夫です。

E18

常磐小学校 教諭　皆川　寛貴 令和３年11月16日（火）
※　予備日は11月19日
（金）

未定 1 学校行事の補助
（持久走大会の補助）

6 派遣学生の自家用車での来校
を許可します。
動きやすい服装，水筒持参で
お願いします。

E19

常磐小学校 教諭　皆川　寛貴 令和４年１月～２月 未定 ３～６ 学校行事の補助
（１～３年生の八の字跳び
指導の補助）

4 派遣学生の自家用車での来校
を許可します。
動きやすい服装，水筒持参で
お願いします。

E20

緑岡小学校 教諭　片根亜樹子 令和３年９月22日（水） ８：00～15：00 1 校外学習の引率補助
（第２学年遠足　ツインリ
ンク茂木：グループ活動
時の児童への支援）

2 昼食代は実費になります。
動きやすい服装で参加してくだ
さい。
居住地が遠方の場合には，自
家用車についても検討させて
いただきます。

E21

緑岡小学校 教諭　片根亜樹子 令和３年９月29日（水） ８：00～15：00 1 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）

2 居住地が遠方の場合には，自
家用車についても検討させて
いただきます。

E22

寿小学校 養護教諭　中島　祐
子

令和３年10月予定 12：00～16：00 1 学校行事の補助
（就学時健診の補助）

5

E23

上大野小学校 教頭　佐藤　英光 令和３年５月25日（火） ８：00～12：00 1 学校行事の補助
（運動会予行：準備補助）

3 派遣学生の自家用車での来校
を許可します。
コロナ感染症のステージ等を
考慮し，10月に延期を検討中
です

E24

上大野小学校 教頭　佐藤　英光 令和３年５月29日（土）
※　予備日は５月30日
（日）

７：00～12：30 1 学校行事の補助
（運動会：準備補助）

3 派遣学生の自家用車での来校
を許可します。
コロナ感染症のステージ等を
考慮し，10月に延期を検討中
です。

E25

上大野小学校 教頭　佐藤　英光 令和３年10月７日（木），
８（金）

７日
11：00～１7：

00
８日

９：00～14：00

2 宿泊学習の補助
（宿泊所での活動の支援）

1 派遣学生の自家用車での来所
（水戸市少年自然の家）を許可
します。
両日とも同じ学生を希望しま
す。

E26

上大野小学校 教頭　佐藤　英光 令和３年11月26日（金） ９：00～12：00 1 学校行事の補助
（持久走大会の補助）

2 派遣学生の自家用車での来校
を許可します。

E27

渡里小学校 　教頭　中岫由佳 令和３年５月６日（木）～
７月19日（月）

８：30～12：10 10 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
個別支援を行う。）

6 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。

E28

渡里小学校 　教頭　中岫由佳 令和３年８月27日（金）
～12月22日（水）

８：30～12：10 10 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
個別支援を行う。）

6 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。

E29

渡里小学校 　教頭　中岫由佳 令和４年１月12日（水）
～２月28日（月）

８：30～12：10 10 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
個別支援を行う。）

6 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。

E30

渡里小学校 　教頭　中岫由佳 令和３年５月６日（木）～
７月19日（月）

８：30～12：10 10 特別な支援を要する児童
生徒に対する個別支援

4 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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E31

渡里小学校 　教頭　中岫由佳 令和３年８月27日（金）
～12月22日（水）

８：30～12：10 10 特別な支援を要する児童
生徒に対する個別支援

4 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。

E32

渡里小学校 　教頭　中岫由佳 令和４年１月12日（水）
～２月28日（月）

８：30～12：10 10 特別な支援を要する児童
生徒に対する個別支援

4 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。

E33

渡里小学校 　教頭　中岫由佳 令和３年５月６日（木）～
７月19日（月）

８：15～８：45 10 授業における学習支援
　（第１～６学年へ読み聞
かせを行う。）

4 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。

E34

渡里小学校 　教頭　中岫由佳 令和３年８月27日（金）
～12月22日（水）

８：15～８：45 10 授業における学習支援
　（第１～６学年へ読み聞
かせを行う。）

4 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。

E35

渡里小学校 　教頭　中岫由佳 令和４年１月12日（水）
～２月28日（月）

８：15～８：45 10 授業における学習支援
　（第１～６学年へ読み聞
かせを行う。）

4 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。

E36

渡里小学校 　教頭　中岫由佳 令和３年５月６日（木）～
７月19日（月）

12：50～13：50 10 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。）

6 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。

E37

渡里小学校 　教頭　中岫由佳 令和３年８月27日（金）
～12月22日（水）

12：50～13：50 10 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。）

6 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。

E38

渡里小学校 　教頭　中岫由佳 令和４年１月12日（水）
～２月28日（月）

12：50～13：50 10 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。）

6 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。

E39

渡里小学校 　教頭　中岫由佳 令和３年６月14日（月）
～７月19日（月）

９：20～12：10
又は

13：40～15：
20

10 授業における学習支援
　（体育科水泳補習学習
の補助）

5 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。

E40

渡里小学校 　教頭　中岫由佳 令和３年９月15日（水） ８：00～15：00 1 校外学習の引率補助
（１年生遠足）

3 動きやすい服装で参加してくだ
さい。
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。
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E41

渡里小学校 　教頭　中岫由佳 令和３年９月22日（水） ８：00～15：00 1 校外学習の引率補助
（２年生遠足）

3 動きやすい服装で参加してくだ
さい。
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。

E42

渡里小学校 　教頭　中岫由佳 令和３年９月29日（水） ８：00～15：00 1 校外学習の引率補助
（３年生遠足）

3 動きやすい服装で参加してくだ
さい。
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。

E43

渡里小学校 　教頭　中岫由佳 令和３年10月７日（木） ８：00～15：00 1 校外学習の引率補助
（４年生遠足）

3 動きやすい服装で参加してくだ
さい。
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。

E44

渡里小学校 　教頭　中岫由佳 令和３年10月16日（土）
　※雨天順延
　→17日（日），18日
（月）

７：30～15：30 1 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）

20 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。
自動車での来校は不可です。

E45

渡里小学校 　教頭　中岫由佳 令和３年11月６日（土） ７：30～15：30 1 学校行事の補助
（渡里元気村：準備，各
ブースの運営，片付け）

20 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。
自動車での来校は不可です。

E46

渡里小学校 　教頭　中岫由佳 令和３年11月９日（火） ７：30～12：15 1 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）

20 動きやすい服装で参加してくだ
さい。
会場及び集合場所は堀原運
動公園です。
自動車での来校は不可です。

E47

渡里小学校 　教頭　中岫由佳 令和４年２月14日（月）
～２月18日（金）

９：20～12：10
又は

13：40～15：
20

1 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）

5 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。

E48

吉田小学校 教諭　綿引　理恵子 令和３年10月21日（木） 12：00～16：00 1 学校行事の補助
（就学時健康診断：誘導
等）

5 変更になる場合もあります。

E49

吉田小学校 教諭　綿引　理恵子 令和３年10月30日（土） ８：00～12：00 1 学校行事の補助
（スポーツフェスティバル
の補助）

5 中止など変更になる場合があ
ります。
動きやすい服装で参加してくだ
さい。

E50

石川小学校 教諭　春田　友則 １学期～３学期 ８：00～16：00 20 授業における学習支援
(特に外国語の学習支援)

4 派遣学生の自家用車での来校
を許可します。

E51

飯富小学校 教頭　鈴木　教郎 令和３年５月22日（土）
※　予備日は５月23日
（日）

８：00～12：30 1 学校行事の補助
（運動会：準備係・看護補
助）

2 自家用車での来校を許可しま
す。
動きやすい服装で参加してくだ
さい。
昼食代は実費になります。

E52

飯富小学校 教頭　鈴木　教郎 令和３年９月17日（金） ８：00～16：00 1 校外学習の引率補助
（第３・４学年遠足　つくば
方面：活動時の児童の支
援，看護）

2 自家用車での来校を許可しま
す。
動きやすい服装で参加してくだ
さい。
昼食代は実費になります。

E53

飯富小学校 教頭　鈴木　教郎 令和３年10月６日（水）
～７日（木）

８：00～17：00 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：活動時
の児童の支援，看護）

2 自家用車での来校を許可しま
す。
動きやすい服装で参加してくだ
さい。
宿泊希望。日帰りも可。
食事代は実費になります。
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E54

飯富小学校 教頭　鈴木　教郎 令和３年10月22日（金） ８：00～16：00 1 校外学習の引率補助
（第１・２学年遠足　ひたち
なか海浜公園：活動時の
児童の支援，看護）

2 自家用車での来校を許可しま
す。
動きやすい服装で参加してくだ
さい。
昼食代は実費になります。

E55

飯富小学校 教頭　鈴木　教郎 令和３年11月12日（金） ８：00～17：30 1 校外学習の引率補助
（第６学年遠足　日光方
面：活動時の児童の支
援，看護）

2 自家用車での来校を許可しま
す。
動きやすい服装で参加してくだ
さい。
昼食代は実費になります。

E56

飯富小学校 教頭　鈴木　教郎 令和３年６月～令和４年
２月
要相談

要相談 週１程度
要相談

授業における学習支援
（算数科の学習支援）

随時 自家用車での来校を許可しま
す。

E57

飯富小学校 教頭　鈴木　教郎 令和３年６月～令和４年
２月
要相談

要相談 週１程度
要相談

特別な支援を要する児童
に対する個別支援

随時 自家用車での来校を許可しま
す。

E58

見川小学校 教諭　齋藤　祥子 令和３年５月28日（金）
※　予備日は６月１日
（火）

８：00～12：00 1 学校行事の補助
（スポーツフェスティバル：
看護補助，運営補助）

3 派遣学生は，公共交通機関で
来校してください。
動きやすい服装で来てくださ
い。

E59

見川小学校 教諭　齋藤　祥子 令和３年５月下旬～７月 ８：00～12：20 14 授業における学習支援
（算数科における学習支
援）

3 派遣学生は，公共交通機関で
来校してください。
上ぐつを持参してください。

E60

見川小学校 教諭　齋藤　祥子 令和３年９月～12月 ８：00～12：20 14 授業における学習支援
（算数科における学習支
援）

3 派遣学生は，公共交通機関で
来校してください。
上ぐつを持参してください。

E61

見川小学校 教諭　齋藤　祥子 令和４年１月～２月 ８：30～12：20 14 授業における学習支援
（算数科における学習支
援）

3 派遣学生は，公共交通機関で
来校してください。
上ぐつを持参してください。

E62

見川小学校 教諭　齋藤　祥子 令和３年11月27日（土） ８：30～12：00 1 学校行事の補助
（持久走大会の看護補
助，運営補助）

2 派遣学生は，公共交通機関で
来校してください。
動きやすい服装で来校してくだ
さい。

E63

千波小学校 教諭　田口  菜穂 令和３年10月～11月 12：00～16：00 1 学校行事の補助
（就学時健康診断：児童
看護，看護補助）

4 養護教諭養成課程学生を希望
します。
エプロンを持参してください。
器具の消毒，児童看護などを
お願いします。

E64

千波小学校 教諭　田口  菜穂 令和３年11月12日（金）
※予備日は11月19日
（金）

８：30～12：00 1 学校行事の補助
（校内持久走大会：児童
看護，看護補助）

児童看
護　5

看護補
助　2

看護補助は養護教諭養成課
程学生を希望します。
持久走大会会場の現地集合・
解散なので，自家用車での参
加を認めます。

E65

千波小学校 教諭　田口  菜穂 令和３年10月～11月 ８：00～16：00 1 学校行事の補助
（運動会：救護係の補助）

4 看護補助は養護教諭養成課
程学生を希望します。
持久走大会会場の現地集合・
解散なので，自家用車での参
加を認めます。

E66

千波小学校 教諭　田口  菜穂 令和３年10月頃 ８：30～12：00 1 校外学習の引率補助
（第１学年生活科公園探
検）

2 動きやすい服装で参加してくだ
さい。

E67

千波小学校 教諭　田口  菜穂 令和３年10月頃 ８：30～12：00 1 校外学習の引率補助
（第２学年生活科町探検）

4 動きやすい服装で参加してくだ
さい。

E68

千波小学校 教諭　田口  菜穂 令和４年１月頃 ８：30～12：00 1 授業における学習支援
（第１学年体育科縄跳び：
児童が跳ぶ回数の計測，
児童看護）

2 動きやすい服装で参加してくだ
さい。

E69

千波小学校 教諭　田口  菜穂 令和４年１月頃 ８：30～12：00 1 授業における学習支援
（第２学年体育科縄跳び：
児童が跳ぶ回数の計測，
児童看護）

2 動きやすい服装で参加してくだ
さい。

E70

梅が丘小学
校

教頭　舘　美穂子 通年 ８：30～12：15 10 授業における学習支援
（主に算数：第３学年）

4 期日，時間，人数等相談に応
じます。
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E71

梅が丘小学
校

教頭　舘　美穂子 令和３年６月１日（火）
※　予備日は６月３日
（木）

８：00～12：15 1 学校行事の補助
（クラスマッチ活動補助：
用具準備，児童看護等）

4 動きやすい服装でお願いしま
す。

E72

梅が丘小学
校

教頭　舘　美穂子 令和３年６月２日（水）
※　予備日は６月４日
（金）

８：00～12：15 1 学校行事の補助
（クラスマッチ活動補助：
用具準備，児童看護等）

4 動きやすい服装でお願いしま
す。

E73

梅が丘小学
校

教頭　舘　美穂子 令和３年９月～11月 ９：00～12：15 20 授業における学習支援
（ミシン縫いの補助）

8 動きやすい服装でお願いしま
す。

E74

梅が丘小学
校

教頭　舘　美穂子 令和３年９月 14：00～16：00 20 学校行事の補助
(陸上練習指導補助)

8 動きやすい服装でお願いしま
す。

E75

双葉台小学校 教頭　元濵　昭二 令和３年10月19日（火）
令和３年10月20日（水）
※　変更になる場合あり

7：30～16：00 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：ウォー
クラリー等の児童看護補
助等）

3 宿泊代・食事代は実費になり
ます。

E76

双葉台小学校 教頭　元濵　昭二 令和３年11月18日（木）
※　変更になる場合あり

8：30～12：00 1 学校行事の補助
（持久走大会：伴走，児童
看護補助）

6

E77

双葉台小学校 教頭　元濵　昭二 令和３年９月～令和３年
12月

8：30～12：15 10 授業における学習支援
（第１～６学年算数科：個
別支援）

6 参加のできる期日のみでも歓
迎します。

E78

双葉台小学校 教頭　元濵　昭二 令和４年１月中旬 未定 10 授業における学習支援
（低学年体育：縄跳び運
動の支援）

6 参加のできる期日のみでも歓
迎します。

E79

双葉台小学校 教頭　元濵　昭二 令和４年１月～令和４年
２月

８：30～12：15 10 授業における学習支援
（第１～６学年算数科：個
別支援）

6 参加のできる期日のみでも歓
迎します。

E80

双葉台小学校 教頭　元濵　昭二 令和３年９月～令和３年
12月

８：30～12：15 10 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
級在籍児童の支援補助）

4 参加のできる期日のみでも歓
迎します。

E81

笠原小学校 養護教諭  赤津　ひ
かり

令和３年９月 ９：00～12：00 15 保健室における補助 2 自家用車での来校を許可しま
す。

E82

笠原小学校 教諭　寺門　友紀 令和３年６月～12月 ８：30～12：00 20 特別な支援を要する児童
への個別支援

2 自家用車での来校を許可しま
す。

E83

赤塚小学校 教諭　小林　小百合 令和３年５月22日（土）
→秋に延期

８：00～13：00 1 学校行事の補助
（運動会：準備係・進行の
補助）

3 派遣学生の自家用車での来校
を許可します。

E84

赤塚小学校 教諭　小林　小百合 令和３年６月～令和４年
２月

８：30～12：10 20 授業における学習支援
（算数科の学習支援）

5 派遣学生の自家用車での来校
を許可します。

E85

赤塚小学校 教諭　小林　小百合 令和３年11月26日（金） ８：30～12：10 1 学校行事の補助
（持久走大会の補助）

3 派遣学生の自家用車での来校
を許可します。

E86

赤塚小学校 教諭　小林　小百合 令和４年２月 未定 1 学校行事の補助
（縄跳び大会の補助）

3 派遣学生の自家用車での来校
を許可します。

E87

赤塚小学校 教諭　小林　小百合 令和３年10月～11月 未定 3 授業における学習支援
（家庭科の調理実習支
援）

2 派遣学生の自家用車での来校
を許可します。

E88

堀原小学校 教諭　加藤　毅 令和３年５月29日（土）
※　予備日は５月30日
（日）

８：00～12:00 1 学校行事の補助
（運動会：看護補助，片付
け）

3 派遣学生の自家用車での来校
を許可します。
動きやすい服装で参加してくだ
さい。

E89

堀原小学校 教諭　加藤　毅 令和３年６月１日～７月
13日，８月31日～11月
26日，令和４年１月25日
～２月22日の毎週火曜
日

12：55～13：35 通年 昼休みにおける児童の遊
び相手

3 派遣学生の自家用車での来校
を許可します。
動きやすい服装で参加してくだ
さい。

E90

堀原小学校 教諭　加藤　毅 令和３年６月11日～７月
１6日，９月３日～11月
26日，令和４年１月14日
～２月18日の毎週金曜
日

10：30～12：05 通年 授業における学習支援 3 派遣学生の自家用車での来校
を許可します。
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E91

下大野小学
校

教諭　打越　浩 令和３年５月29日（土）
※予備日５月30日（日）

７：30～12：30 1 学校行事の補助
（運動会の補助）

3 派遣学生の自家用車での来校
を許可します。

E92

下大野小学
校

教諭　打越　浩 令和３年11月19日（金）
※予備日11月26日（金）

８：30～11：30 1 学校行事の補助
（持久走大会の補助）

3 派遣学生の自家用車での来校
を許可します。

E93

下大野小学
校

教諭　打越　浩 令和４年２月10日（木）
※予備日２月14日（月）

９：00～11：00 1 学校行事の補助
（なわとび記録会の補助）

3 派遣学生の自家用車での来校
を許可します。

E94

下大野小学
校

教諭　打越　浩 令和３年９月17日（金） ８：00～15：00 1 校外学習の引率補助
（第1～３学年遠足　日立
シビックセンター：グルー
プ活動時の児童への支
援）

2 派遣学生の自家用車での来校
を許可します。
見学費・昼食代は実費になり
ます。

E95

鯉淵小学校 教諭　久冨　智子 令和３年６月～令和４年
２月

　　８：00～
12：00
２時間程度の
支援活動も
可。

30 授業における学習支援 １～５ 動きやすい服装で参加してくだ
さい。
日にちや時間等については相
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。

E96

鯉淵小学校 教諭　久冨　智子 令和３年６月～令和４年
２月

　　13：00～
16：00
２時間程度の
支援活動も
可。

30 休み時間における児童の
遊び相手・相談相手

１～５ 動きやすい服装で参加してくだ
さい。
日にちや時間等については相
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。

E97

鯉淵小学校 教諭　久冨　智子 令和３年６月～令和４年
２月

　　８：00～
16：00
２時間程度の
支援活動も
可。

30 特別な支援を要する児童
に対する個別支援

１～５ 動きやすい服装で参加してくだ
さい。
日にちや時間等については相
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。

E98

妻里小学校 教諭　山岸みどり 令和３年５月22日（土）
※　予備日は５月23日
（日）

８：00～12：00 1 学校行事の補助
（運動会：準備補助，看護
補助）

4 派遣学生の自家用車での来校
を許可します。

E99

妻里小学校 教諭　山岸みどり 令和３年９月16日（木） ８：00～17：00 1 学校行事の補助
（５年宿泊学習：水戸市少
年自然の家まで歩くとき
の児童への支援・見守り，
自然の家での活動時の看
護補助など）

5 派遣学生の自家用車での来校
を許可します。

E100

妻里小学校 教諭　山岸みどり 令和３年10～11月
（日時は未定）

12：30～16：00 1 就学時健康診断の補助
（新入生の健康診断の補
助，看護補助）

3 派遣学生の自家用車での来校
を許可します。

E101

五軒小学校 教頭　高星　茂紀 令和３年11月～２月
毎週水曜日

13：00～13：
35

昼休み
13：45～14：

30
環境整備

6 業間（昼休み）における児
童の遊び相手・相談相手
校舎内外の環境整備

3 動きやすい服装で参加してくだ
さい。
自家用車での来校を許可しま
す。

E102

柳河小学校 教諭　関野　敏男 令和３年11月２日（火）
雨天時：11月４日（木）に
延期

10：25～11：20 1 学校行事補助
（清潔なまちづくり運動：
引率補助）

2 自家用車での来校を許可しま
す。
動きやすい服装で参加してくだ
さい。

E103

柳河小学校 教諭　関野　敏男 令和３年11月５日（金）
雨天時：体育館

10：35～12：10 1 学校行事補助
（交通安全教室：運営補
助）

2 自家用車での来校を許可しま
す。
動きやすい服装で参加してくだ
さい。

E104

柳河小学校 教諭　関野　敏男 令和３年11月19日（金）
雨天時：11月24日(水)に
延期

10：45～12：10 1 学校行事補助
（持久走大会：途中児童
看護）

4 自家用車での来校を許可しま
す。
動きやすい服装で参加してくだ
さい。

E105

柳河小学校 教諭　関野　敏男 令和３年11月25日（木） ８：00～15：40 1 学校行事補助
（３・４年遠足：引率補助）

2
養護教
諭養成
課程の
学生希

自家用車での来校を許可しま
す。
動きやすい服装で参加してくだ
さい。

E106

飯富小学校 教頭　鈴木　教郎 令和３年11月19日（金） ８：00～16：00 1 校外学習の引率補助
（第３・４学年遠足　笠間
方面　手びねり体験，遊
びの杜：活動時の児童の
支援・看護）

2 自家用車での来校を許可しま
す。
動きやすい服装で参加してくだ
さい。
昼食代は実費になります。

E107
千波小学校 教諭　田口　菜穂 令和３年11月６日（土）

※予備日は11月７日
（日）

8：00～16：00 1 学校行事の補助
（運動会：救護係の補助）

2 養護教諭養成課程学生を希望
します。
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E108

千波小学校 教諭　田口　菜穂 令和３年11月17日（水） 12：00～16：00 1 学校行事の補助
（就学時健康診断：児童
看護，健診補助）

6 養護教諭養成課程学生を希望
します。
エプロンを持参してください。

E109

千波小学校 教諭　田口　菜穂 令和３年11月～12月 ８：30～12：00 1 授業における学習支援
（第2学年算数におけるか
け算九九の学習の見取
り）

2

E110
梅が丘小学

校
教頭　舘　美穂子 令和３年11月～令和４

年２月
８：30～12：15 ５～10 学習支援（主に算数・第１

学年）
3 動きやすい服装でお願いしま

す。

E111
梅が丘小学

校
教頭　舘　美穂子 令和３年11月９日（火） ８：30～12：15 1 校外学習支援（町探検・

第２学年）
6 動きやすい服装でお願いしま

す。

E112
梅が丘小学

校
教頭　舘　美穂子 令和３年11月25日（木） ８：30～15：15 1 校内持久走大会運営補

助
4 動きやすい服装でお願いしま

す。

E113
梅が丘小学

校
教頭　舘　美穂子 令和３年11月～令和４

年２月
８：30～12：15 ５～10 学習支援（主に算数・第3

学年）
4 動きやすい服装でお願いしま

す。

E114
梅が丘小学

校
教頭　舘　美穂子 令和３年11月～令和４

年２月
８：30～12：15 ５～10 学習支援（主に算数・第４

学年）
4 動きやすい服装でお願いしま

す。

E115

梅が丘小学
校

教頭　舘　美穂子 令和３年11月～令和４
年２月

８：30～12：15 ５～10 学習支援（主に算数・第５
学年）

4 動きやすい服装でお願いしま
す。

E116

梅が丘小学
校

教頭　舘　美穂子 令和３年11月～令和４
年２月

８：30～12：15 ５～10 学習支援（主に算数・第６
学年）

4 動きやすい服装でお願いしま
す。

E117

堀原小学校 教諭　加藤　毅 令和３年12月１日（水） ８：00～12：00 1 学校行事の補助
（校内持久走大会：運営
補助）

4 自家用車での来校不可（自転
車可）
運動着，運動靴で参加してくだ
さい。

E118

下大野小学校 教諭　打越　浩 令和３年10月30日（土）
※予備日　10月31日
（日）

７：30～12：30 1 運動会の補助 3 派遣学生の自家用車での来校
を許可します。

E119

稲荷第二小学校教頭　德武　弘幸 令和４年１月～３月 ８：30～12：30 15 学習支援
（理科）

1 自家用車での来校を許可しま
す。
令和３年10月現在，理科観察
実験アシスタントとして本校勤
務している茨大生“大津　友萌
佳”さん派遣希望です。

E120

稲荷第二小学校教頭　德武　弘幸 令和３年12月３日（金） ８：00～12：00 1 学校行事の補助
（校内持久走大会：運営
補助）

1 自家用車での来校を許可しま
す。
動きやすい服装で参加してくだ
さい。

E121

妻里小学校 教諭　山岸みどり 令和３年12月１日（水） ８：00～12：00 1 学校行事の補助
（校内持久走大会：運営
補助）

2 自家用車での来校を許可しま
す。
動きやすい服装で参加してくだ
さい。
雨天の場合は，１２月２日に延
期になります。

E122

妻里小学校 教諭　山岸みどり 令和３年12月10日（金） ８：00～17：00 1 学校行事の補助
（５年校外学習：運営補
助）

3 自家用車での来校を許可しま
す。
動きやすい服装で参加してくだ
さい。
雨天実施です。

  - 30 -



J1

第一中学校 講師　伊藤知子 令和３年９月～10月 未定 8
（各学級

２回
実施予

定）

授業における学習支援
（中学１年生の家庭科調
理実習支援）

2 家庭科の調理実習支援なの
で，調理実習のできる格好で，
来校してください。
授業進度の関係で，日程は後
日調整させていただきます。

J2

第一中学校 講師　伊藤知子 令和３年９月～10月 未定 8
（各学級

２回
実施予

定）

授業における学習支援
（中学３年生の家庭科被
服実習支援）

2 家庭科の被服実習支援なの
で，実習のできる格好で，来校
してください。
ミシンの使い方指導等の補助
をお願いします。
授業進度の関係で，日程は後
日調整させていただきます。

J3

第二中学校 教諭　石川 淳子 令和３年９月４日（土）
　　　　　※雨天順延

８：00～13：00 1 体育祭の救護・看護補助
（養護教諭の補助）

2 養護教諭を目指す学生を希望
します。
動きやすい服装で参加願いま
す。
昼食は実費です。
派遣学生の自家用車での来校
を許可します。

J4

緑岡中学校 教諭　谷貝理恵 令和３年５月28日（金），
６月４日（金）

８：20～12：30 3 特別な支援を要する生徒
に対する個別支援

1 派遣学生の自家用車での来校
を許可します。

J5

飯富中学校 教諭　小松﨑渉 令和３年９月４日（土）
※　予備日は９月５日
（日）

７：00～13：00 1 体育祭の看護補助 5 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 養護教諭　秋葉悦
子

令和３年９月４日（土）
※　予備日は９月５日
（日）

８：00～13：00 1 学校行事の補助
（体育祭：救護係補助）

2 体育祭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。

J7
第一中学校 講師　伊藤知子 1 学校行事の補助

（体育祭：救護係補助）
2

J8

第一中学校 講師　伊藤知子 令和３年11月16日（火）
令和３年11月30日（火）
令和３年12月１日（水）
令和３年12月９日（木）
（日程は変更になること
があります。）

10：00～12：30 4 授業における学習支援
（家庭科における調理実
習補助）

２～３ 調理実習のため，エプロン，三
角巾等を持参してください。
日程は変更になる場合があり
ます。

J9

第一中学校 教諭　山田　知 令和３年11月８日（月）
令和３年11月17日（水）
令和３年12月13日（月）
令和４年１月31日（月）
令和４年２月28日（月）

15：00～15：40 5 学習の補助
（本校で実施している一中
検定という学習の採点を
手伝っていただきたい。）

11 学校行事等の関係で日程が変
更になる場合があります。

J10

第五中学校 教頭　海藤一幸 令和３年11月～令和４
年２月25日(金）

15：30～17：00 週１～４
回

火曜日
～

金曜日

放課後の３年生の受験勉
強補助

4 曜日や日数，人数については
相談に応じます。

J11

双葉台中学校 教諭　鈴木陽子 令和３年11月～令和４
年２月
月～金（来られる曜日で
可）

8：30～15：10
（来られる時

間で可）

16 授業における学習支援
（英語科）

3 自家用車での来校を許可しま
す。

J12

双葉台中学
校

教諭　鈴木陽子 令和３年11月～令和４
年２月
月～金（来られる曜日で
可）

8：30～15：10
（来られる時

間で可）

16 授業における学習支援
（社会科）

2 自家用車での来校を許可しま
す。

J13

双葉台中学
校

教諭　鈴木陽子 令和３年11月～令和４
年２月
月～金（来られる曜日で
可）

8：30～15：10
（来られる時

間で可）

16 授業における学習支援
（数学科）

3 自家用車での来校を許可しま
す。

J14

常澄中学校 教諭　鈴木夏海 令和３年11月～令和４
年1月

8：30～12：20 6 調理実習の補助 のべ12 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

(学校・園名)
活動の内容

申込
人数

支援活動No
派　遣　先

(学校・園名)
活動の内容

申込
人数

K17
石川認定こど

も園
日常保育、行事等の補助 1 E46 渡里小学校

学校行事の補助（持久走大会
の補助)

20

E2 三の丸小学校
学校行事の補助（持久走大会
の補助)

4 E49 吉田小学校
学校行事の補助（スポーツ
フェスティバルの補助)

2

E10 常磐小学校
学校行事の補助（就学児健診
の補助)

3 E63 千波小学校
学校行事の補助（就学児健康
診断)

3

E17 常磐小学校 授業における学習支援 1 E81 笠原小学校 保健室における補助 2

E29 渡里小学校 授業における学習支援 5 E104 柳河小学校
学校行事の補助（持久走大会
の看護補助)

1

E31 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 E114 梅が丘小学校 学習支援(算数・第4学年) 1

E32 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 E117 堀原小学校
学校行事の補助（持久走大会
の補助)

1

E37 渡里小学校
業間における児童の遊び相
手・相談相手

6 J119 稲荷第二小学校 学習支援(理科) 1

E40 渡里小学校 校外学習の引率補助(1年生) 1 J6 石川中学校
学校行事の補助（体育祭:救護
係補助)

1

E44 渡里小学校
学校行事の補助（運動会の補
助)

1 J7 第一中学校
学校行事の補助（体育祭:救護
係補助)

2

E45 渡里小学校 学校行事の補助（渡里元気村) 1

認定こども園　1件、小学校　18件、中学校　2件 認定こども園　1人、小学校　60人、中学校　3人

②令和３年度　水戸市学校支援活動　活動状況

活動申込件数　　21件 活動申込延べ人数　　64人
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③令和３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 延べ活動日数 主な活動内容 

幼稚園 １ ４ 日常保育補助，行事補助 

小学校 51 201 

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 ２ 学校行事の補助 

合計 54 207  

 

２ 幼稚園・認定こども園・小・中学校の支援活動実施後の感想等 

（1） 幼稚園・認定こども園 

  ・職員の指示に従い，行事の準備・片付け・園児のサポートをした。前年度より引き続き

活動に参加してくれたので，園児に親しみをもって関わっていた。 

 

（2） 小学校 

  ・意欲的で前向きに取り組む姿勢が大変素晴らしかった。児童のみならず教職員にもよい 

影響を与えていた。ボランティア活動の意義を理解し，明るくかつ真摯に児童と向き合

う姿で活動に取り組むことができた。 

・算数科を中心に，担当教員と積極的にコミュニケーションをとりながら，個別の支援が

必要な児童にも優しく丁寧に声をかけていた。臨時休業中に学校でオンライン授業を受

けている児童への学習支援を進んで行った。 

・持久走大会の補助では，時間どおりに集合し，準備から後片付けまで，とてもよく活動

していた。走行コースの安全確保では，児童に励ましの言葉をたくさんかけたり，ゴー

ルした児童に声をかけながら着順ごとに並べたりと積極的に動いていた。 

・積極的に校内持久走大会の運営に関わり，児童の走行するコース分岐での案内や着順記

録のための誘導を行った。支援のおかげで予定通りの時間で安全に校内持久走大会を実

施することができた。 

・特別な支援を必要とする児童に対し積極的に声をかけ，教員の指示を個別に伝えたり，

児童に声をかけて活動に意識を向かせたりすることができた。担当教員とコミュニケー

ションをとりながら活動していた。 

・養護実習の経験があったので，保健室の実態を理解した上での活動だったため，スムー

ズに業務の補助を行うことができた。来室者が複数いても余裕をもって対応することが
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でき，とてもありがたかった。 

・教育実習で来校した経験を生かし，行事の中で適切に支援活動（誘導や声かけ，児童看

護）に従事し，大変助かった。 

・地域交流の手伝いとして自分たちの担当したブースで，児童に積極的に声をかけ，保護

者の方々ともコミュニケーションを取りながら，活動がスムーズになるように対応して

いた。 

・就学時健康診断において，児童に受付番号札を渡す受付係や歯科検診，聴力検査の調整

係を行い，スムーズに検査ができるように活動していた。 

・与えられた役割に対し，周囲の方々に積極的に声をかけ，協力しながら進んで活動に取

り組んでいた。片付けの時には状況を見ながら自ら仕事を見つけて活動していた。 

・余裕をもって来校し，打合せのあと，校外の会場へ児童と一緒に徒歩で向かい，児童看

護を行った。支援していただき助かった。 

・児童に積極的に声をかけ，一緒に遊んだり，話を聞いたりしながら関わっていた。転ん

でしまった児童を保健室に連れていくなどよく活動していた。 

・遊具の付近を中心に，児童に声をかけながら安全を見守っていた。一人でいる児童に積

極的に声をかけ，話し相手になったり，一緒に遊んだりしていた。 

・礼儀正しい態度で，教員ともコミュニケーションをとりながら活動していた。特別な支

援を要する児童が安定した気持ちで学習に取り組めるようにサポートしていた。 

 

（3） 中学校 

  ・体育祭において救護の補助を行い，養護実習の経験を生かした対応ができていた。生徒 

ともよい関係を築くことができ，生徒たちは学生の来校を喜んでいた。 

 

３ 教育委員会からの感想，要望 

    新型コロナウイルス感染症の影響により，予定していた活動が中止や延期になってしまう

こともあった中，学校支援活動に関わっていただいた学生の皆さんには，大変感謝しており

ます。学校行事の支援から学習支援まで，様々な学校支援活動に積極的に参加していただき，

子供たちに温かく関わり，教員や保護者等に対して礼儀正しく接していただきました。  

多くの子供たちが学生の皆さんの笑顔や声かけに励まされ，より充実した学校生活を送るこ

とができました。 

  学校（園）の感想から，意欲的に活動する様子や子供たちに寄り添い，励ます姿が見られ，

学校（園）からは学校支援活動を今後もお願いしたいという声が多くあります。 

学校支援活動は，自分の成長や可能性を広げ，社会人に必要なスキルを身に付けることに

つながると考えております。また，人とのつながりが生まれ，同年代だけでなくいろいろな

年代の人とつながりを持つことで，経験を豊かなものにしてくれます。 

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

学生やボランティア活動を希望する学生を学校現場から支えるという面も意識しながら，よ

り多くの学生の皆さんに参加していただけるよう学校支援活動の推進に努めてまいります。 



2 理科支援員 土浦市教育委員会 令和3年4月1日～3月31日

3 歯科検診補助 茨城町立大戸小学校 令和3年4月27日 1人

4 水戸少年少女発明クラブ 水戸市教育委員会 令和3年5月9日～3月19日 15名程度

5 子どもの学習支援事業　ステップ赤塚　他 水戸市社会福祉協議会 令和3年6月5日～3月26日 17

6 授業補助 茨城県立水戸南高等学校 令和3年5月～1月 2人程度 4

7 教育ボランティア 日立市教育委員会 令和3年5月～3月 6

8 水泳学習の支援 県立水戸第一高等学校附属中学校 令和3年6月14日 募集保留

9 理科観察実験アシスタント 水戸市教育委員会 令和3年8月～12月 11人 9

10 茨城県北トレイル学習の帯同　3年生 茨城大学教育学部附属中学校 令和3年7月13日 2人

11 茨城県北トレイル学習の帯同　2年生 茨城大学教育学部附属中学校 令和3年7月14日 2人

12 茨城県北トレイル学習の帯同　1年生 茨城大学教育学部附属中学校 令和3年7月15日 2人

13 夏休み宿題教室 石岡市社会福祉協議会 令和3年8月3日～5日 10人 2

14 就学児健康診断の補助 水戸市立渡里小学校 令和3年10月21日 5人程度 5

15 子どもの学習支援事業　夜間学習会 水戸市社会福祉協議会 令和3年9月15日～3月 3

16 就学児健康診断の補助 水戸市立新荘小学校 令和3年10月22日 6人 2

17 2年生町たんけんのお手伝い 水戸市立渡里小学校 令和3年11月18日 20人 15

18 数学学習サポート　SPOT in MITO 水戸市教育委員会 令和3年12月24日・27日・28日 6

19 水泳学習の支援 茨城県立水戸第一高等学校附属中学令和3年12月6日 3～5人

20 5年生宿泊学習　活動の補助 水戸市立渡里小学校 令和3年10月28日 5人程度

21 就学児健診ボランティア 水戸市立国田義務教育学校 令和3年10月28日 2人 2

22 体育授業の支援 水戸市立渡里小学校 令和3年10月27日～10月28日 1人 1

23 野外活動実習事業 茨城県教育委員会
令和4年2月23～27・3月2～6・3
月9～13

3

24 学習支援ボランティア 東海村教育委員会 令和3年11月22日～2月 10人程度 1

25 小学部　身体測定ボランティア 水戸飯富特別支援学校 令和3年12月3日 1人 1

26 東海村・学習支援事業　OASIS 東海村社会福祉協議会 令和3年12月4日～3月 4

27 スポーツフェスティバル　手伝い 水戸市立渡里小学校 令和3年12月15日 2

28 運動会支援ボランティア 水戸市立大場小学校 令和4年1月25日 2

29 保育ボランティア 附属幼稚園 令和4年1月24日～3月18日 13

30 健康診断ボランティア 水戸飯富特別支援学校 令和4年3月14日～3月31日 1

合計 99

④全学教職センター　教育支援ボランティア活動状況

№ 募集先ボランティア名

障害者スポーツ大会競技補助 茨城県障害者スポーツ・文化協会1

募集人数

20～30名程度

活動期日

令和3年5月22日

参加人数 備考

活動中止

-35-
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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活動等 
  ・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。 
  ・報償金は１時間当たり１，０００円です。 
  
３ 派遣先学校の感想 
 ・薬品及び物品の整理等を行っていただき，理科室が整理された。また，実験器具の準

備等を行っていただくことで，担任の負担軽減につながった。 
 ・実験においては，担任だけでは見取りや個別の対応が難しいため，適宜児童に声をか

けていただくことできめ細やかな指導ができた。 
 ・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。 
 ・単学級のため，実験の準備等も限られていたが，それ以外の時間は理科室の環境整備

や掲示物の作成等を行っていただき，担任，理科主任等の業務の軽減につながった。 
・実験観察への準備がスムーズ・個別支援も充実して，大変助かった。 
 

令和３年度 理科観察実験支援事業 

学校名 支援員の所属・学年 

水戸市立新荘小学校 理学部理学科・4 年 

理学部理学科・4 年 

水戸市立石川小学校 理学部理学科・4 年 

理学部理学科・4 年 

理学部理学科・3 年 

理学部理学科・3 年 

水戸市立飯富小学校 教育学部・3 年・理科選修 

教育学部・3 年・理科選修 

水戸市立稲荷第二小学校 教育学部・4 年・理科選修 
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６．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

及び相談員による教採対策の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。今年度も、コロナ禍の影響も有り 1 年を通じてリモートにて実施した。 

    今年度は、リモート講座により農学部(阿見キャンパス）・工学部（日立キャンパス） 

 の学生も参加できた。 

 

４講時　東小川　昌夫 5講時　菊地　利幸

1 4月14日(水)
 ・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。

 ・教員採用試験に備える

 ・日本国憲法を中心に

2 4月21日(水)
 ・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 )

 ・教育基本法等

3 4月28日(水)
 ・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 )

 ・学校教育法等

- 5月5日(水) 休講 休講

4 5月12日(水)
 ・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。

 ・教員生徒に関わる法規等( １ )

 ・学校教育法施行規則等

5 5月19日(水)
 ・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。

 ・教員に関わる法規等( 3)

 ・地方公務員法、 教育公務員特例法等

6 5月26日(水)
 ・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。

 ・教員生徒の関わる法規等（ 2)

 ・学校保健安全法を中心に

7 6月2日(水)
 ・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。

 ・教員生徒の関わる法規等（ 3)

 ・教科書、 著作権等

8 6月9日(水)
 ・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。

 ・教員生徒の関わる法規等（ 4)

 ・学校図書館法他

9 6月16日(水)
 ・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

 ・教員生徒の関わる法規等（ 5)

 ・特別支援教育関係他

10 6月23日(水)
 ・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

 ・総合法規演習

回 月日
講　　座　　内　　容

【前期】
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4講時　東小川　昌夫 5講時　菊地　利幸

1 10月6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、教員採用試験に備える
 ・日本国憲法から

2 10月13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。

 ・教員生徒に関わる法規(1)
 ・教育の理念と教育基本法

3 10月20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）
 ・令和３年度採用試験に挑戦　　過去の採用問題分析

 ・教員生徒に関わる法規(2)
 ・学校教育法

4 10月27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）

 ・教員生徒に関わる法規(3)
 ・学校教育法施行規則

- 11月3日

5 11月10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）

 ・教員に関わる法規(1)
 ・地方公務員法

6 11月17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

 ・教員に関わる法規(2)
 ・教育公務員特例法

-
11月24日

～
12月29日

7 1月5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

 ・教員生徒に関わる法規(4)
 ・学校保健安全法①

8 1月12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）

 ・教員生徒に関わる法規(5)
 ・学校保健安全法②

9 1月19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）

 ・教員生徒に関わる法規(6)
 ・教科書、著作権法等

- 1月26日

10 2月2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）

 ・教員生徒の関わる法規(7)
 ・学校図書館法他

11 2月9日
 ・集団討論対策　その６
 ・いじめ問題に関する対策　教師の感覚を研ぎ澄ます　（含過去問）

 ・教員生徒に関わる法規(8)
 ・特別支援教育関係①

12 2月16日

 ・集団討論対策　その７
 ・特別支援教育に関する対策インクルーシブ教育・合理的配慮とは
 ・教採の面接とは？（何を聞かれ、答えるの　場面指導とは）
 ・４月までにすべきこと

 ・教員生徒に関わる法規(9)
 ・特別支援教育関係②

回 月日
講　　座　　内　　容

【後期】
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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「採用前なんでも

相談会」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、早期に取り組みが開

始されることを意図して，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，採用試験に合格した４年次生からの「教員採用試験対策発表会」

を位置づけた。コロナ禍の中，特に演習等でリモートでの取り組みが中心になっているが，

採用試験の現実を考えたときにどこかで対面での取り組みを位置づける必要性を感じてい

る。 

 

(3)採用前なんでも相談会 

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「採用前なんでも相談」を行った。  

 

１. 日 時 ３月１６日(水) １３：００～１４：００  
１４：００～１５：００ 

２. 実 施 教育学部 A 棟 224 室，Zoom  

３. 担 当 就職進路相談室の先生方  

４. 内 容  ◯採用前の不安や悩みの共有  

     ◯近況報告  

５. 参加対象 ４月から教員になる人(教諭・養護教諭・講師を問いません) 
  

○実施日と参加人数 

  合計７名 

 

○参加者の感想 

・教育委員会の採用前研修を受けて，4 月に向けて準備を進めているが，その中で生じ

た不安や悩みについて，就職指導講師や他の学生と共有できてよかった。 

・４月の具体的なイメージがもてたことがよかった。 

・不安なことに対するアドバイスがいっぱい聞けてよかった。 



- 40 - 
 

７．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、本学教育学部等を進学に、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「令和の時代の教師を考えよう」を 8 月 6 日に実施を計画したが、茨城県のコ

ロナ特別警戒発令により 4 日に急遽中止となった。2 年連続での中止となり、特に、今年

エントリーした高校生たちには申し訳ないことをした。 

(2) 本センター主催の高校生ワークショップ 

 1 月 29 日(土)に、高校生ワークショップを本全学教職センターの主催で行うことができ

た。教職に興味がある、あるいは将来教師を目指そうと考えている水戸市近郊の県立高等

学校１年生と２年生を対象にした。「これからの教師にもとめられるもの」というテーマの

もと、このコロナ禍にあって ITC を以下に活用していける教師像を参加生徒たちがつくり

あげていくかを PowerPoint でのプレゼンテーションで発表する機会をつくった。今回は

Zoom を利用したオンラインでの大学授業体験、さらには話し合い活動を各班でに行った。

本学の教育学部等への入学意識を高め、教員になろうとする意欲の高揚を図る目的でもあ

った。4 高 9 名のエントリーがあった。当日参加者は都合により 7 名となった。 

 朝 9 時過ぎから 1 時間の昼食をはさんで PowerPoint による発表まで盛りだくさんで午

後 4 時半過ぎまで 2 班で Zoom を通しての話し合い活動、プレゼンテーション資料の作成

に真剣に取り組んでいた。高校生たちは、Zoom や PowerPoint の使用が初めての生徒の多

く、操作の仕方からまなび、さらに利用しての主題に迫る時間は充実したものとなった。 

 最後のプレゼンテーションも立派に発表ができた。 

 

 【高校生のプレゼンテーションの資料から】 
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８. 全学教職センター・教育学部共催シンポジウム 

「現職の先生と語り合う、教職の魅力」 

 
 全学教職センターでは、令和元年度まで、本学卒業生の若手教員を招いて、在学生が教

職の魅力や現状について話を聞くシンポジウムを実施してきた（昨年度は、コロナ禍の影

響で中止）。参加した学生たちのアンケート結果から、学校現場の現状や課題、教職のや

りがいや魅力などについてより現実的に知ることができ、改めて教職を目指す気持ちを確

かめるよい機会になったことが伺えた。また、自分が専攻している教科の先輩教員から話

が聞きたい、自分が目指している校種に勤務する先輩教員などからも話を聞きたいなどの

声も多く寄せられた。  
 そこで、今年度は、より学生が参加しやすい、参加してみたいと思えるような形で実施

したいと考え、全学教職センターと教育学部の教室が協同して、教室単位で「現職の先生

と話そう」を開催した。以下が、今年度実施したシンポジウムである。  
 
(1) 実施した教室とその内容 

 
【学校教育教室】 

 

現職の先生と語る，教職の魅力  ― 大学院派遣の先生と語ろう ― 

 
１ 日時  令和４年２月 18 日（金） 午前 10 時〜11 時 30 分 
２ 方法  Teams によるオンライン形式  
３ 当日の進行  

時間  内容  

9:50〜 Teams のルーム立ち上げ  

10:00〜 全体会  ※参加者はカメラを ON にしておく      司会（大内）  
（１）開会               （２）日程確認  
（３）担当大学教員あいさつ（打越先生） （４）現職教員自己紹介  

10:15〜 学校種別チャネルごとに分科会   小・司会（藤田） 中・司会（黒川） 
＊学生は当初参加校種を決めておくが，その後の移動は自由とする。  
＊大学教員についても，小中いずれかの分科会に参加する。  
（１）現職教員から（各自５分程度・発表者間で内容の打ち合わせをする） 
（２）懇談，質疑応答  

11:20 全体会                        司会（大内）  
（１）まとめ  （２）大学教員から（打越先生）  （３）閉会  

 
４ 分科会での懇談内容  

小学校（４名）  中学校（２名）  

・子どもと向き合う時間をどのように確

保しているか。  
・第二次性徴期の生徒に応じた指導や支援

をどのように実践しているか。  
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・ICT 教育の推進によって，教職員の業務

はどのように変化したか。  
・まもなく教職に就くが，４月のスタート

を迎えるにあたり，どのような準備をし

ておくとよいか。  
・学級委員の決め方など，学級運営にかか

わる具体を聞きたい。  

・部活動の内容や実施形態はどのようにな

っているか。  
・時間外労働がどの程度発生しており，内

容はどのようなものか。  
・育児休業等の福利厚生面は充実している

か。実際の現場での感覚はどうか。  
・進路指導はどのようにしているのか。  

 
 
【国語教育教室】 

 

現職の先生と語り合う，教職の魅力  ― 国語科の先生と話そう！ ― 

 
１ 日時 令和４年２月 20 日（日）午前 10 時～11 時 30 分 

２ 場所 オンライン（Microsoft Teams） 

３ 日程 

9：30 開場（Teams 会議開始） 

10：00 開会行事 

10：10 校種別の話し合い 

11：10 全体会 

11：30 閉会 

 

４ 校種別の話し合い 

＜小学校＞ 

  ○現職の先生 

  ・水戸市立千波小学校 海老根汐里 先生 

  ・ひたちなか市立長堀小学校 荻津美佳 先生 

  ○進行 全学教職センター 昌子佳広 
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＜中学校＞ 

 ○現職の先生 

  ・土浦市立土浦第四中学校 安田枝里香 先生 

  ・鉾田市立旭中学校 内海誠之 先生 

 ○進行 教育学部国語教育教室 鈴木一史 

 

＜高等学校＞ 

 ○現職の先生 

   ・茨城県立岩井／板東清風高等学校 山﨑龍生 先生 

   ・茨城県立水戸第三高等学校 中村亜沙美 先生 

 ○進行 教育学部国語教育教室 宮﨑尚子 

 
 
【教育保健教室】 

 

現職の先生と語り合う，教職の魅力  ― 養護教諭の先生と話そう！ ― 

 
１ 日時 令和４年３月１２日（土）14 時 30 分～16 時 30 分  
２ 場所 オンライン（Microsoft Teams）  
３ 日程  

14：30 開場（Teams 会議開始） 

15：00 開会，趣旨及び進行説明 

15：10 現職の先生からご挨拶・自己紹介 

15：15 学年別代表者（学生）自己紹介 

15：25 養護教諭の魅力と現況について（現職の先生のお話） 

15：45 交流会 

16：15 全体会（教員採用試験について，など） 

16：30 閉会  
 
３ 現職の先生（養護教諭）  
  ・小美玉市立野田小学校 山田 萌 先生  
    ・水戸市立酒門小学校  佐藤聡子 先生  
 
 
【家政教育教室】 

 

現職の先生と語り合う，教職の魅力  ― 家庭科の先生と話そう！ ― 

 
１ 日時 令和４年３月１９日（土）13 時 30 分～15 時 

２ 場所 オンライン（Microsoft Teams）  
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３ 日程  
13：00 開場（Teams 会議開始） 

13：30 開会行事 

13：40 校種別の話し合い 

14：50 全体会 

15：00 閉会 

 
４ 校種別の話し合いについて  
＜小学校＞  

〇現職の先生  
・龍ケ崎市立龍ケ崎小学校   櫻井美香 先生  
・水戸市立飯富小学校     辻尾恵理香先生  

〇進行 教育学部家政教育教室 佐藤裕紀子、木村美智子  
 
＜中学校＞  

〇現職の先生  
・筑西市立下館南中学校    野部 瞳 先生  
・日立市立助川中学校     澤田千佳 先生  
・つくばみらい市立伊奈中学校 野村美佑 先生  

〇進行 教育学部家政教育教室 野中美津枝、数井みゆき  
 
＜高等学校＞  

〇現職の先生  
・茨城県立水戸南高等学校   野澤 悠 先生  
・茨城県立結城第一高等学校  石川穂波 先生  

〇進行 教育学部家政教育教室 石島恵美子、西川陽子  
 
 
(2) 参加した学生たちの声（アンケートより主なものを抜粋） 

 

Q.よかったこと、満足したことはどんなことですか。 

・教育現場についてより具体的なイメージを持つことが出来ました。 

先生方のとても楽しそうに笑顔で子供たちの事を話す姿がとても印象に残りました。 

・現職の先生方の具体的なエピソードやアドバイスを聞くことができて、とても勉強に

なった。 

・校種に分かれてお話を聞くことができてとても参考になった。現職の先生方の、本音

に近いお話を聞くことができたのが良かった。 

・各校種に 2 人の先生方が配置されていて、一つ一つの質問に対して異なった視点から

丁寧に答えていただけたこと、事前のアンケートの結果から学生が気になっているこ

とを先生方が把握してくれていたことが良かった。 
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・実際の学校現場で、先生方が児童たちにどのような働きかけをしているのかといった

具体的なお話を聞くことができ、非常に参考になりました。 

・教員になったきっかけや，教員になってから感じたこと，保護者との向き合い方など，

現職の先生方からリアルなお話が聴けてとても嬉しく，勉強になりました。また，オ

ンライン上でしたが，お話することができて良かったです。大変なことも沢山あるけ

れど，それ以上にいいことがたくさんある教員という職業に，就きたいと今まで以上

に強く思いました。 

・希望の校種で実際にご活躍されている先生方に質問したりお話を伺ったりできたこと

で、自分の中で少し見解が広がり、新年度を前に改めて学生生活の送り方について考

えることができたことが非常に良かったです。ありがとうございました。 

・現場で働いている先生方のお話を実際に聞くことができたこと。 

大変だがやりがいがあり，子どもの成長をすぐそばで見られることの教員の魅力をど

の先生も語ってくださり，自身も教員になるために頑張りたいという前向きな気持ち

になれたこと。 

 

Q.不満だったこと、もっとこうしてほしかったことはどんなことですか。 

・コロナ禍であるためオンラインでの実施となってしまったかもしれないが、できるこ

となら対面でお話をしてみたかった。 

・オンライン形式の開催のため、回線が不安定なところが見られた。 

・もう少しお時間があれば、他にも色々な質問ができたのかなと思いました。このよう

に思うのも、話したりないくらい、充実した時間を過ごせたからだと感じております。

お時間がない中、このような機会をご提供して下さったこと、本当に嬉しく思ってお

ります。ありがとうございました。 

・基本的に大変満足でしたが、もう少しだけお話し合いの時間が長くあると嬉しいと感

じました。 

・私は現在校種に悩んでいることや現職の先生方にお話を聞ける機会は非常に貴重であ

ることから、時間の短さを感じました。お忙しいなかお時間をいただいているところ

申し訳ないのですが、時間をもう少しお取りいただき、校種ごとに異なる時間に設け

ていただけると更に多くの学びが得られたのではないかと感じています。 

・今回は教員の魅力を沢山聞くことができそれだけでも非常に良かったですが，逆に大

変なことや子どもや保護者と関わっていく中で苦しかったこと，その時にどのように

対処したかなどのお話も聞きたかったです。 

 

Q.その他の意見や感想 

・現職の先生方の生の声が聞けて、とても勉強になった。また、4 月から教員になる身

であるため不安要素がたくさんあったが、今回の会を通して少し不安要素が薄まり心

が軽くなった。 

・とても有意義な時間であったので、ぜひこのような会は特に教員になる 4 年生が全員

参加できるような場が欲しいなと思う。 

・先生方がとてもいきいきと子どもたちのことを話していらっしゃるのが印象的でし



- 46 - 
 

た。教え子への愛情や、教員の仕事への熱が非常に伝わってきて、私も数年後このよ

うな話ができる教員になっていたいと思いました。ありがとうございました。 

・不安に思っていたことが、逆にその校種の魅力であるということを知ることができた。 

このまま引き続きオンラインで実施していただけると、参加しやすいと感じた。 

・現職の先生にお話を伺える機会は少なく、とても参考になったので来年もまた実施し

て欲しいと思った。 

・オンラインでの開催は時間を確保しやすく参加しやすいというメリットがあるが一方

で、回線の不調の問題や時間厳守の難しさなどがあるなと感じた。 

・本日は短い時間でしたが、非常に充実した時間が得られました。貴重な機会を設けて

いただきありがとうございました。コロナ禍でも、現職の先生方のお話を聞くことが

できるのは大変光栄に思います。一つ一つの質問に丁寧にご回答いただき、今後の糧

にしたいと思いました。昨今の状況では厳しいですが、尊敬する先輩方にぜひお会い

する機会が得られることを期待しています。一方で、今回自治体によって様々な違い

があることを改めて学ぶことができたので、オンラインという利点を考えると、茨城

県以外でご活躍されている先生方のお話もお伺いしてみたいと感じました。本日は誠

にありがとうございました。 

・今日はお忙しい中このような機会を作ってくださって本当にありがとうございまし

た。改めて教師は素敵な仕事なんだなと先生方のお話を聞き，そして話しているとき

の表情を見ていて感じることができました。私も教員になるために頑張っていきたい

と思います。 
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９. 教員養成シンポジウム＆ＦＤ 

 

教育の社会的課題を踏まえ，近年，教育職員免許法，課程認定基準等の改正が行われ，

教職課程の質の向上には大学が自らの責任で教職課程を点検・評価したうえで改善を図り，

その結果を社会に公表し，教職課程の質を自ら保証する内部質保証が必要であるとされ，

令和４年４月から教職課程の自己点検・評価が義務化された。 

本学ではすべての学部等において教職課程を有していることから，これらの取り組みを

行うにあたり，教職課程の内部質保証の背景・必要性を教職員が共通認識し，どのように

関わるべきかを理解することを目的として本シンポジウム＆ＦＤを開催した。 

シンポジウム＆ＦＤでは，広島文化学園大学・広島文化学園短期大学学長（中央教育審

議会 教員養成部会委員，初等中等教育分科会委員） 坂越 正樹 氏による「文教政策の動

向と教職課程の質保証」をテーマとした公演，小川全学教職センター長から，本学におけ

る茨城大学における教職課程の内部質保証の取り組みについての説明が行われた後，活発

な質疑応答が行われた。 

 

開催日時：令和４年２月 17 日（木） 12:40－13:45 

実施方法：オンライン（Ｚｏｏｍ） 

参加者数：１５９人（ミーティング参加アカウント数 206） 

プログラム（進行：昌子副センター長）： 

12:40－12:45 開会挨拶  太田 寛行 学長 

12:45－13:15 講演「文教政策の動向と教職課程の質保証」 

坂越 正樹 氏 

（広島文化学園大学・広島文化学園短期大学学長，（中央教育審議会 

教員養成部会委員，初等中等教育分科会委員）） 

13:15－13:30 茨城大学における教職課程の内部質保証の取り組みについて 

小川 哲哉 全学教職センター長 

13:30－13:40 質疑応答 

13:40－13:45 まとめ・閉会挨拶 
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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。 

本年度の講習は，コロナ禍における実施形態として，できるだけ人と人が接触する環境を避け，

受講者が感染するリスクが少ないインターネット方式の講習に切り替えて，以下のとおり計画・

実施することとした。 

受講受付は，Web により 6 月 19 日（土）から 6 月 28 日（月）まで行い，書類受付の期限を 7

月 5日（月）に設定して募集を行った。当初の受講申し込み者数は，Ⅰ期（7・8月），Ⅱ期（10

・11 月）を合わせて延べ 1,547名（昨年度 2,953 名）であった。 

 

(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 7月31日(土) 

8月21日(土) 

7月25日(日) 

8月23日(月) 

8月 1日(日) 

7日(土) 

8日(日) 

24日(火) 

25日(水) 

26日(木) 

8月 1日(日) 

7日(土) 

8日(日) 

24日(火) 

25日(水) 

26日(木) 

第Ⅱ期 10月16日(土) 10月24日(日) 11月13日(土) 

 20日(土) 

11月 20日(土) 

 

 

(2) 開講講習科目名と受講人数 

①必修講習（285 名） 

講習科目名 開講期 受講人数 

教育の最新事情 Ⅰ・Ⅱ期 285名 

 

②選択必修講習（294 名） 

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期 22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期 4名 

主体的・対話的で深い学び／対話のある授業をつくる Ⅰ期 51名 

教育相談の基礎 Ⅰ期 81名 

教師・学校と親・家庭及び地域の連携及び協働 Ⅰ期 16名 

授業におけるＩＣＴの活用 Ⅰ期 39名 
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学習指導要領改訂に伴う学校と社会との連携 Ⅰ期 7名 

カリキュラム・マネジメントの理論と実践 Ⅰ期 5名 

現代社会とキャリア教育 Ⅰ期 27名 

考え、議論する道徳授業のあり方 Ⅰ期 11名 

英語技能統合型(技能統合型)指導/内容・言語統合（CLIL）を志

向した指導 

Ⅰ期 7名 

ソーシャルスキル教育 Ⅱ期 15名 

考え、議論する道徳授業のあり方 Ⅱ期 3名 

授業におけるＩＣＴの活用 Ⅱ期 6名 

 

③選択講習〔新課題〕（663名） 

講習科目名 開講期 受講人数 

学級経営の視点から見た教育問題への対応 Ⅰ期 48名 

ことばの発達と支援 Ⅰ期 30名 

アクティブ・ラーニングの実現に向けた授業づくり Ⅰ期 39名 

教育に活かすインプロ Ⅰ期 22名 

幼児教育の可能性を探る Ⅰ期 36名 

特別支援学校の授業づくり Ⅰ期 22名 

アクティブ・ラーニングによる道徳教育 Ⅰ期 49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 

Ⅰ期 66名 

特別支援教育における心理・生理アセスメント Ⅰ期 27名 

授業研究の課題と方法 Ⅰ期 34名 

子ども論Ⅰ 教師の存在から考える Ⅰ期 67名 

心を育てるグループワーク Ⅰ期 55名 

発達障害の理解と支援 Ⅰ期 68名 

子ども論Ⅱ いじめ・不登校から考える Ⅰ期 56名 

子ども論Ⅰ 教師の存在から考える Ⅱ期 11名 

「今、ここ」から学ぶカウンセリング Ⅱ期 21名 

現代社会と道徳教育 Ⅱ期 12名 

 

④選択講習〔新展開〕（243名） 

講習科目名 開講期 受講人数 

国語科教育と語彙指導 Ⅰ期 22名 

造形教育論 Ⅰ期 13名 

幼児教育の現状と課題 Ⅰ期 18名 

アメリカ文化／イギリス文化／英語学 Ⅰ期 12名 

技術科教育における指導と評価 Ⅰ期 11名 
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三角形・四角形の対称性と群／離散数学の話題から Ⅰ期 12名 

養護教諭の組織行動論 Ⅰ期 9名 

社会科・地理歴史科における地図の活用／世界史の最新研究と学習

内容 

Ⅰ期 29名 

子どもの「学び」を保証する保健体育 Ⅰ期 18名 

地域の成り立ちに根ざした防災教育・減災教育の考え方 Ⅰ期 31名 

「深い学び」につながる家庭科の学習指導 Ⅰ期 8名 

声楽で学ぶ音楽の基礎／幼小連携の視点から見る音楽教育 Ⅰ期 16名 

総合的な学習の時間の指導法 Ⅰ期 12名 

幼児期の言葉 Ⅰ期 19名 

幼児期の人間関係 Ⅱ期 13名 

 
以上のとおり，Ⅰ期からⅡ期まで，計 14日の講習を実施した。講習科目数は 50科目（複数回

数含む）で，受講者の延べ人数は 1,485 名（令和 2年度；94名，令和元年度；3,886名）であり，

受講者全員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，各講習内容については好評な意見・感想が大勢を占めた。一

方，講習全体の運営面に関しても，Zoom や manaba での受講が初めてで不安があったが，事前の

マニュアルや当日先生の丁寧な対応，説明により，不自由なく受講できたなどの記述が多くみら

れた。 

初めてのオンライン講習であったため，受講生のパソコン操作，Zoom や manaba の操作等で多

少トラブルはあったが，コロナの感染状況が悪化した中でも正常に講習を行えたことは，実施し

た側としても受講生に対し責任を果たせたと考える。 
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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） ３件

・学生 なし

○ｉＰａｄ

・特になし

＊「BYOD」が定着してきたため，授業等における使用はほぼなくなった。

○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。今年度は「新型コロナウィルス」感染

拡大の問題から，教育実習そのものの実施も危ぶまれたが，無事に実施でき，研究授

業もほぼ例年通りの形で実施できた。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 6 0 2 就職進路相談 8

5 6 0 0 6

6 21 1 1 就職進路相談 24

7 26 2 7 就職進路相談 35

8 22 7 0 29

9 18 0 0 18

10 19 10 8 就職進路相談 37

11 23 2 2 就職進路相談 27

12 14 3 2 教育学部学務グループ 19

1 21 0 18 教育学部学務グループ 39

2 7 0 28 教育支援課 35

3 3 0 0 3

計 186 25 68 280

【Ａ２２３】

使用者（代表）
月 その他 その他の内容 合計

教員 学生

4 16 0 3 教育学部学務グループ 19

5 5 0 0 5

6 16 0 0 16

7 14 1 14 就職進路相談，理科アシスタント説明会 29

8 4 1 30 就職進路相談 35

9 6 0 0 6

10 2 5 0 7

11 26 0 4 教育学部学務グループ，就職進路相談 30

12 12 1 0 13

1 16 0 18 教育学部学務グループ 34

2 10 0 12 教育支援課 22

3 0 0 0 0

計 127 8 81 216
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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 66 回）は、令和３年１０月９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、新型

コロナウィルス問題のため対面での集会は中止になりました。その代わり代替 Web サイト

（詳しくは事務局へ）において、下記の分野の発表原稿とコメントを掲載しております。 

 

１ 国語教育 

２ 外国語教育 

３ 数学教育 

４ 社会科教育 

５ 理科教育 
６  生活科・保幼小連携  

７  総合・環境教育  

８ 技術教育 
９ 家庭科教育 

10 音楽教育 

11 美術教育 
12 保健教育・食育 
13 体育・保健体育教育 

14 特別活動 

15 道徳教育 

16 生活指導・進路指導 
17 情報化と教育 

18 特別支援教育 

19 教育条件整備と教育の問題 

20 個性の尊重とその評価 

21 人権保障と共生の教育 

 
※ 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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