就職・進路相談室だより
＜就職活動本番です！！
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教員採用試験に向けて最善の努力をしましょう！＞

春の日がうららかに差す季節となり，新たな年度がスタートしました。進学や新級されたみなさ
ん，おめでとうございます。学部４年次生や大学院２年次生のみなさんにとっては，いよいよ就職活
動本番になります。みなさんの最善の努力によって，来春の就職や進路に向けた目標が見事に成就
し，卒業・修了されることを祈ります。立派な社会人としての一歩がスタートできるよう，期待しま
す。そのために，今夏の採用試験に向かって一日一日を大切に全力で頑張ってください。
★日髙唯志先生が，３月末で
相談員を退任されました★

この度、私こと、三月末で相談員を退任することになりま
した。四年間、教育学部就職・進路相談室に勤務し、たくさ
んの学生のみなさんと出会い、主に教員採用試験対策に関す
る相談にあたってきました。自らの就職や進路について課題
意識をもって努力する学生や院生の姿に触れ、私自身多くの
ことを学ぶことができました。教員を退職した後の第二の職
業として誇りと生きがいをもって勤務することができました。
新四年次生への関わりは三月で終了してしまい心残りがあり
ますが、今夏に実施する教員採用試験に見事合格されること
を陰ながら祈っています。また、立派な教員となって教育現
場で活躍できますよう、応援しています。頑張って下さい。
結びに、在職中、茨城大学の職員の皆様には大変お世話に
なりました。皆様のご健康とご活躍をお祈りしたします。

◎４月から，就職進路相談室が
全学教職センターの所属
となります◎
就職進路相談室は，発足以来教
育学部（学務グループ）の所属と
なっていましたが，本年度より全
学教職センター（教育学部Ａ棟２
階）の所属になりました。相談室
の業務の内容は，今までと変わり
はありません。教育学部，人文学
部，理学部，農学部，工学部，各
学部の大学院生，特別支援教育特
別専科等々の学生・院生のみなさ
んの就職や進路の相談に，これま
で同様に，且つ心機一転の思 い
で，全力で支援にあたってまいり
ます。積極的に活用し，教員採用
試験対策に有効に生かして下さい。
★連絡先 ☎ 全学教職センター事務室
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★４ 月 の 予 定 ★
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※４月末から５月にかけて，ロングランの休み(１０連休)が続きます。志願書の下
書き(志望理由を含む)や志望理由とリンクさせての自己ＰＲを完成し，ゴ
ールデンウィーク明けの教員採用試験の説明会や願書提出に備えましょう。

４月から，萩谷主郎先生が，就職・進路相談室
の相談員として加わりました。

教員採用試験対策講座スタート！！

○萩谷主郎先生は，以前より共通教育棟で，就職進路相談に当た ４月より，前期教採講座がスタートします。昨
るとともに，教員採用試験対策講座の講師を担当していました。 年の１０月から２月までの講座の内容や資料を整
４月から８月までの期間，学生・院生のみなさんの教員採用試 理しつつ，新しく配布される資料を基に，今夏の
験対策における相談に当たります。よろしくお願いします。
一次試験に向けて本格的に対策を始動しましょう。

教採講座１
教採講座２

東小川昌夫 先生 「教職に就くための準備 その２」
菊地 利幸 先生 「学校と教育法規等について」
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＜お知らせとお願い＞
◎

２０２０年度採用（２０１９年度実施）公立学校教員採用試験募集要項の配布が始まります。 全国

◎

自己ＰＲ，志望理由（志望動機）の文章を書くにあたり，「どんな子どもに育てたいのか」「こ
れまでにどんな経験をして，何を学んできたのか（努力してきたのか）」「どんな教員になり，
具体的にどのような取り組みをしていくのか」をしっかりと明記していきましょう。 目指す都道府

各都道府県・指定都市では，４月から一斉に募集要項の配布が始まります。配布時期については，
各都道府県・指定都市によって異なります。いつごろ募集要項が配布されるかは，各教育委員会の
ホームページを参照したり，直接問い合わせるなどしたりして，早期に対応しておくことが大切で
す。試験要項が昨年度と変更になることもあります。それによっては対策や準備が異なってくるの
で，各自の受験希望先に即した対応をしてください。なお，茨城大学会場で例年予定されている教
員採用試験の説明会については，決定次第お知らせします。その際に募集要項が配布されます。

県・指定都市によって，記載分量はまちまちですが，短い量においても，読み手の試験官にアピー
ルできる内容であることが求められます。よりよい自己ＰＲや志望理由（志望動機）を記載するた
めにも，相談室，学部学科・選修・コースの先生等に添削を依頼し，内容並びに文章表現を吟味す
ることです。４月から願書受付が始まります。しっかりとした下書きをもとに，清書を完成させて
準備しておきましょう。いよいよ，各都道府県・政令都市に応じた個々の戦略のスタートです。

◎

小学校・中学校・高等学校・特別支援学校でのボランティア活動を多く経験しましょう。ボラ
ンティア活動に参加すると，机上では分からない教育現場の雰囲気や感覚，子どもたちの様子
をリアルに知ることができます。 「相談室だより１１月号」でもお知らせしましたが，ボランティ

ア活動は，教採を目指す学生には必須といえる活動です。また，ボランティア活動が必須である理
由は５つあります。（
「相談室だより１１月号」参照）教育支援（学習支援）ボランティア活動で経験や
実践力を身に付けましょう。申込みは「全学教職センター」(教育学部 Ａ棟２０１室)で行ってください。

◎

年度初めに当たり，就職進路相談室について下記の通り案内します。

【平成３１年度
（2019年度）
就職進路相談室案内】
１

２

茨城大学 全学教職センター 就職進路相談室
相談室の目的
○ 茨城大学の多くの学生が教員採用試験に合格し，教師となって活躍できるよう，
対策において支援・援助の充実を図る。
相談室の場所
○ 教育学部Ａ棟１階 １０２号室「就職進路相談室」 １１９号室
１１２号室
○ 教育学部Ａ棟２階 ２０４号室
※担当者の場所が相談室に掲示されています。

3
○
４
○
○
○
○

相談室の利用時間
午前１０：００～午後５：００
◆相談時間は予約制◆
相談室・指導担当
菊池 泰三 先生
石島 光夫 先生
益子 道夫 先生
萩谷 主郎 先生

①ドリームキャンパスのアンケート回答による事前予約
②教育学部学務グループの窓口で追加予約（平成31年4月1日現在）
（月・火・水・金曜日担当）
（月・木・金曜日担当）
（水・金曜日担当）
（水曜日担当）

５ 相談（支援）内容
(1) 就職・進路選択に関する情報提供と支援
(２) 公立・私立学校教員，講師(常勤・非常勤)採用に関する支援
(3) 志願書類，履歴書等の書き方に関する支援
(４) 自己アピール，自己ＰＲの書き方に関する支援
(5) 個人面接の技法に関する支援
(6) 集団面接の技法に関する支援（複数名で演習）
(7) 集団討論（討議）の技法に関する支援（複数名で演習）
(8) 論作文の書き方に関する支援
(9) 模擬授業に関する支援（複数名で演習）
(10) 場面指導（ロールプレーイング）に関する支援（複数名で演習）
(11) 教職教養全般に関する支援
(12) 大学院への進学に関する情報提供と支援
(13) その他（悩み，問題，対策等について）
学校教育指導方針を生協の書籍部で購入してください。 茨城県の教採受験者で，学校教育指導方針を
申し込んだ学生や院生のみなさんは，生協の２階の書籍部で購入して下さい。購入の仕方は，各選修・コース
の連絡係の学生が，集金したお金を持って４月４日（木）以降に生協で一括購入し，申込者に配布して下さい。
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◎

