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＜8月の予定＞

就職・進路相談室だより

☆ 演習については，各受験校種別に組合せ等も変えて設定
してありますから，申込時に十分確認してください！

日 月 火 水 木 金 土
１ ２ ３ ４ ５ ６
討論①(鬼澤) 場面①(鬼澤） 討論③(小野瀬) 場面③(小野瀬) 場面④(角谷)
◇フリー ◇高/特 ◇小中特/高 ◇小中特/高 ◇小/中
Ⅰ10:00～ 高（模擬）10:00～ 小中特10:00～ 小中特10:00～ 小13:00～
Ⅱ11:00～ 特 11:00～ 高 11:00～ 高（模擬） 11:00～ 中14:00～
面接①(小野瀬) 討論②(角谷) 場面②(鬼澤) 討論④(角谷）
◇フリー ◇小養/中養 ◇養/養 ◇フリー
Ⅰ13:00～ 小養13:00～ Ⅰ13:00～ Ⅰ13:00～
Ⅱ14:00～ 中養14:00～ Ⅱ14:00～ Ⅱ14:00～

７ ８ ９ 10 11 12 13
場面⑤(角谷） 面接②(鬼澤) 場面⑥(小野瀬)
◇養/養 ◇フリー ◇小/中
Ⅰ10:00～ Ⅰ10:00～ 小10:00～
Ⅱ11:00～ Ⅱ11:00～ 中11:00～
討論⑤(小野瀬) 討論⑥(角谷） 討論⑦(鬼澤)
◇小/中 ◇養/養 ◇特/高
小13:00～ Ⅰ13:00～ 特13:00～
中14:00～ Ⅱ14:00～ 高14:00～

14 15 16 17 18 19 20
討論⑧(鬼澤)
◇フリー(Ⅰのみ) 茨城二次 茨城二次
Ⅰ10:00～

相談室打合せ
１３：００～

21 22 23 24 25 26 27
茨城
二次

28 29 30 31

☆ 個人面接の練習では，茨城なら①志願書，②自己ＰＲ，③自己申告書の三点セット
（他県の受験者はこれに準じた物）を提示して面接練習を進めましょう！併せて場面指
導や模擬授業の出題もお願いすれば，効率のよい相談ができます。７月に続いて８月
も，＋４名の応援の先生方との相談も実施していきます。８月だけで最大６回の相談
が可能になります。積極的に活用してください。

公立学校教員採用試験第一次試験の合格発表が７月下旬から始まっています。合格通知
の中には，二次試験に向けての連絡事項や事前に提出する課題等があるので注意してくだ
さい。二次試験では，面接や討論を始め，様々な課題が課せられます。これまでの対策を
試験前にもう一度振り返って，どんな質問や課題に対しても，一貫性のある回答ができる
ように準備しておきましょう！
育てたい児童生徒像，目指す教師像や学級像，信頼される教師の姿など，事前に自分な

りの像を明確にしておくと，どんな質問をされても，一貫性のある回答が出来ます。面接
の際は，様々な言葉を駆使して伝えたくなりますが，Simple is the Best.です。端的に
わかりやすく，かつイメージしやすい言葉で伝えることが，内容面でも印象面でも高評価
につながります。できるだけの準備をして，余裕をもって二次試験に臨んでください！

第 ５ 号 令和４年８月号

茨城大学 全学教職センター

就職進路相談室 029-228-8654

〈自分の提出したもの，話すこと，演じることに責任をもつ！〉
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～印象や回答如何で明暗が分かれます！～
☆ 【形式・雰囲気】編

☆ 【内容】編

「日本教育新聞【面接対策】より」

★面接の回答は，結論から伝えてイメージ化が図れるように‼

☆ あなたが教師になろうと思った理由は何ですか？

☆ 他にもこんな質問が…（昨年度の面接試験から）

面接の極意～理想の面接とは～

＜―マイナス評価タイプ＞
◆笑顔がなく，落ち着きもなく，早口で，

声が小さい

◆妙に調子が良い

◆身だしなみが疎かになっている
◆質問に答えられないと落ち込み，暗い

雰囲気になっている
◆教師になったときの意欲や情熱が伝わ

ってこない

＜＋プラス評価タイプ＞
◇笑顔，挨拶がしっかりできていて，姿

勢がよい☺
◇広い視野と包容力をもち，明るく元気

で未来志向の活気に溢れている☺
◇身だしなみがきちんとしている☺
◇質問に答えられなくても，すぐ前向き

になれる☺
◇自分の言葉で自分の思いや熱意を伝え

ようとしている☺

＜―マイナス評価タイプ＞
◆聞かれていないことまで，だらだらと

話してしまう
◆自身の体験からではなく「どこかで聞

いたような話」しか出してこない
◆自分ですべて解決しようとする自信過

剰で独りよがりな回答になっている

◆用意した回答は饒舌である反面，想定

外の質問に詰まってしまう
◆志願書や申告書の内容と回答内容が一

致していない

＜＋プラス評価タイプ＞
◇質問に対して簡潔明瞭かつ誠実に回答

している☺
◇受験する自治体の教育課題をしっかり

と把握し考えている☺
◇学校内だけでなく、地域ボランティア
や社会貢献にも関心をもち，連携・協
働にも柔軟に対応できる姿勢をもって

いる☺
◇教員になって何がしたいかが具体的に

語られている☺
◇回答内容に説得力があり，チャレンジ

精神も感じられる☺

夢をもって何事にも意欲的に取り組み，たくましく生きていく子供たちを育てたいと考え
たからです。小学５年生の頃，担任の先生が，どちらかと言えば消極的な自分を励まし良
いところを褒めてくれたことから，何事も積極的に取り組めるようになりました。今度は，私
自身が子どもたちに夢をもたせられるような人になりたいと考え，教師を目指しました。（約３０秒）

回
答
例

＜自己PR＞
〇どんな接客の仕方を工夫したか？
〇部活動で嬉しかったこと，辛かったことは？

〇実習での失敗をどのように乗り越えた？
〇人とかかわる際に大切にしていることは？

＜自己申告書＞
〇チームとしての連携協力はなせ必要か？

〇今後教員として伸ばしたい力は？
〇何を学び続けるのか？

〇対人関係の力が３なのはなぜ？

＜一般質問＞
〇その教科を学ぶ意義は？ 〇働き方改革はどのように進める？ 〇どんな教員になりたい？ 〇ストレ

スの対処法は？ 〇人に指摘されてハッとしたことは？ 〇様々な年代の教師とどうかかわる？ 〇最近
の悩みは？ 〇コンプライアンスにどう取り組む？ 〇人生で最も感動したこと，悔しかったことは？

〇孤立している児童生徒にどうかかわる？ 〇保護者対応で気を付けたいことは？ 〇授業中端末で遊ぶ
児童生徒をどう指導する？ 〇授業が分からないと言われたら？ 〇反抗的な児童生徒をどう指導する？

〇児童生徒とのコミュニケーションで大切なことは？ 〇教師になる上で心配なことは？ etc.
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８月 相談室開室状況
８月も通常の３回の相談に加え，４人の応援の先生方の相談も３回まで可能です。計
画的に予約して二次試験に備えていきましょう。遠隔希望者は，申込時にその旨お伝
えください。希望者には，鬼澤・小野瀬・角谷先生が対応します。

月日 曜 鬼澤 小野瀬 角谷 野内 菊池 仁平 白石 川井

8.1 月 A204室 相談室 A119室 B402室 B403室

(遠隔可) (遠隔可)

2 火 相談室 A204室 B402室

3 水 相談室 A204室 A119室 B402室

4 木 A204室 相談室 B402室 B403室

5 金 A204室 A119室 B402室

8 月 相談室 A204室 A119室 B402室

9 火 相談室 A204室 B402室

(遠隔可) (遠隔可)

10 水 相談室 A204室 A119室 B402室

17 水 相談室 A204室 A112室 A119室
(遠隔可) (遠隔可) B402室 B403室

＜打合せ＞１３：００～

18 木 A204室 A112室

19 金 相談室 A204室 B402室 B403室 A219室 B207室

日 22 23 24 25 26(遠隔可)
曜 月 火 水 木 金

鬼澤 真寿 相談室 相談室 相談室
小野瀬繁子 相談室 A119室 A204室
角谷 直人 A204室 相談室 A204室

日 29 30 31
曜 月 火 水

鬼澤 真寿 相談室 相談室
小野瀬繁子 相談室 A204室
角谷 直人 A204室


