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今年度教員採用試験
合格おめでとうございます！！
　過去最多の23名が現役合格

P.4
・「学校ボランティアに参加しよう」
・教員採用試験に向けて
　　　　　　－教職教育センターの取り組み－



2

今年度今年度
教員採用教員採用
試験試験

合格おめでとうございます合格おめでとうございます！！！！
過去最多の23名が現役合格

★教職をめざしている後輩たちへのメッセージ

文学部日本語日本文学科

石田　遼介さん

愛知県：中学校 国語

合格には自分なりの｢頑張れ
る環境」を作ることが大切だ
と思います。僕は試験の約半
年前からアイコモンズで、友
達と一緒に勉強していまし

た。合格できたのは場所と友達のおかげだと思っ
ています。

文学部人間科学科

原田　真木子さん

岡山県：中学校 社会

忙しくて、大変なこともたく
さんあると思いますが、それ
以上にやりがいを感じられる
職業だと思っています。生徒
が最高に楽しくて充実した3

年間を創り上げる瞬間をそばで見られるのは教員
の特権です！

文学部英語英米文学科

小林　舞晶さん

兵庫県：中学校 英語

教師を目指す中で、勉強をす
る事はもちろん大切ですが、
身の回りにある｢感謝」を当た
り前だと思わず言葉にして伝
える事、常に｢思いやり」を

持って行動する事を心がけて人間性、人柄を磨く
努力も大切だと実感しました。

理工学部物理学科

中川　雅也さん

大阪市：中学校 理科

私は大学推薦特別選考で受験
をしたので専門教科に集中で
きました。勉強方法は問題集
を1冊買い、何周もしていま
した。合格の秘訣は、3年生

の2月頃から勉強のスケジュールを立てて実行し
ていたことだと思います。

文学部日本語日本文学科

田中　こころさん

福岡市・広島県・愛知県・高知県：中学校 国語

一次試験は教職教養！二次試
験は第一印象と声！これが合
否の鍵だと思います。試験官
と楽しく会話出来たらグッド
だと思います。友達と協力

して互いに刺激を受け合って最後まで頑張って下
さい。

文学部歴史文化学科

大倉　彩加さん

愛知県：中学校 社会

｢己を知れ」自分自身を知る
ことが、自分に合った勉強
方法や、自己分析のために
なると感じました。

経済学部経済学科 2019年３月卒業

坪内　稔明さん

北九州市：小学校

あきらめずに勉強をすれば、
夢はかないます。努力を尽
くして走りぬいてください。

文学部社会学科

池田　諒樹さん

神戸市・岡山市・高知県・鳥取県：小学校

教員採用試験はフライング
が可能です。人より少し早
く準備をするだけで、有利
に教員採用試験を戦うこと
ができます。ギリギリでは

なく、余裕を持って早め早めの準備で確実に教員
採用試験を突破してください！

理工学部生物学科

宮崎　智瑛さん

兵庫県・岡山県：中学校 理科

合格するために、積極的に
何事にも挑戦することを意
識していました。教員にな
りたい！という気持ちを忘
れずに頑張ってください！
応援しています！

文学部日本語日本文学科

河越　悠太さん

兵庫県・岡山市：高校 国語

私はこの一年間多くの方々に
応援して頂き、合格すること
ができました。｢自分のため」
だけではなく｢応援してくれ
たみんなのため」にも、頑張

りたい。そう考えると挫けそうな時も、きっと背
中を押してくれます。

文学部歴史文化学科

出田　望実さん

高知県：中学校 社会

辛い経験も悲しい経験も自分
の成長、まだ見ぬ生徒の悩み
に寄り添うための材料だと
思っています。｢辛い」｢やら
なきゃ良かった」と思うこと

もあるでしょうが、自分の夢を叶えるために必死
に、もがいて下さい。

文学部歴史文化学科 2021年３月卒業

丸田　剛志さん

兵庫県：中学校 社会

私自身、昨年度は不合格で悔
しい思いをしました。講師に
不安はありましたが、講師の
立場を経験できて本当に良
かったと思っています。勉強

も大切ですが、自分の魅力を磨くことも大切です。
挑戦を忘れずに！

文学部英語英米文学科

山田　莉穂さん

愛媛県：中学校 英語

私は周りのすごさに焦った
り、不安になることが多かっ
たので、勉強や面接には、
とにかく自分らしさを強く意
識して取り組みました。それ

ぞれに合った自分のペースで頑張ってください！
応援しています。

理工学部生物学科

豊田　美香さん

愛知県：中学校 理科

｢努力しろ！自分！」と言い聞
かせました。周りの人と比較
して落ち込むこともあるけ
ど、最後までやりきってや
る！という心構えはとても大

切だと思います。この先生がいてよかったと思っ
てもらえる教員になります。

文学部日本語日本文学科 2021年３月卒業

木戸　佑香さん

兵庫県：中学校 国語

講師をしながら採用試験を受験しました。勉強時
間は通勤の時間等、隙間時間を利用していました。
講師の経験が面接での自信になりました。来年再
挑戦される方は諦めずに頑張って下さい。
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今年度、教員採用試験に合格された皆様に心よりお祝い申し上げます。
掲載させていただいた方以外で合格された方は教職教育センターまでご一報ください。

★教職をめざしている後輩たちへのメッセージ

文学部日本語日本文学科

中村　円香さん

兵庫県・岐阜県：中学校 国語

自身が教員になりたいと思っ
たときの熱い気持ちを忘れず
に取り組めば、きっと大丈夫
です。決して楽ではないと思
いますが、共に頑張る仲間や、

支えてくださる先生方もいます。最後まであきら
めずに頑張ろう

文学部歴史文化学科

野村　耕大さん

兵庫県・愛知県・高知県：高校 地歴公民

｢メリハリ」を大事にしていま
した！
やる気が起きない日は勉強せ
ずに自分の好きなことをす
る。その代わりに次の日は

しっかりと勉強する、ということを心掛けていま
した。

経済学部経済学科 2016年３月卒業

野村　隆之さん

豊能地区：中学校 社会

義理・人情・甲南魂！を大切に。
とにかく、講師をやりながら
も諦めずに受け続けて下さ
い！講師をやりながら受験す
るメリットは、沢山の教諭の

先生方の姿を見て学べることです。これは、面接
試験に必ずいきていきます！

文学部人間科学科

荻野　豪太さん

埼玉県・愛知県・高知県・北海道：中学校 社会

目前にあるやるべきことを愚
直にこなし続けてきました。
どうすれば合格ができるのか
考え、絶えず体を動かして、
これからのあなたを励まし

て、これまでのあなたを肯定してあげてください。

知能情報学部知能情報学科

芝　　友稀菜さん

香川県：中学校 数学

出逢った先生方に恵まれ、人として尊敬したのが
中学校の先生でした。指導してくださった先生方
に恥じないように努力し続けることが教員になる
第一歩かと思います。皆さんの夢が叶うことを願っ
ています。

文学部日本語日本文学科

松堂　幸太さん

香川県・大阪府：中学校 国語

皆さんは教員採用試験までに様々
な不安を抱えることになると思い
ます。私も合格をいただいたもの
の、不安に押しつぶされそうです。

ですがこの不安というのが成長のきっかけにもなるかもしれま
せん。不安だったら対策したり、学ぶしかないからです。お互
いいい教師になれるように頑張りましょう。応援しています。

経済学部経済学科

井口　怜音さん

岡山県・高知県：中学校 社会

まず、一次試験の合格を目指
して勉強を頑張っていく事が
大切です。自身の夢のために、
分からない問題と向き合い続

けた時間だけ、夢に近づいていくと思います。自
分自身のために、頑張ってください。応援してい
ます。

文学部人間科学科

寺口　久美子さん

高知県：中学校 社会

コツコツと続けることが大切
です！
学生同士の面接練習は、答え
る練習にも質問する練習にも
なるので、おすすめです！

文学部日本語日本文学科

西　　瞳美さん

神戸市・兵庫県・石川県：中学校 国語

私が本格的に勉強を始めたの
は今年の４月からです。正直
遅い方だと思います。何にで
も共通することですが、量で
はなくどれだけの密度でこな

せるかが大切だと思うので、自分にあった勉強方
法で頑張って下さい。

文学部歴史文化学科

平郡　真季さん

兵庫県・岡山県：中学校 社会

教員を目指すと決めてから
は、教員になった自分を常に
イメージしていました。｢こ
んな授業がしたい」、｢この資
料はあの単元で使えるかも

しれない」等、日常生活で発想が湧いてくるように
なっていました。

文学部人間科学科

木寺　健介さん

埼玉県・岡山県・北海道：中学校 社会

教員採用試験は苦しんだもの
勝ちだと思います。辛い、し
んどいと感じるのは、頑張っ
ている証拠です。その努力は
採用試験が終わったあとの

｢後悔」を無くし、｢達成感」を生みます。皆さんの
ことを応援しています。

知能情報学部知能情報学科

前田　悠希さん

岐阜県・埼玉県：中学校 数学

教員採用試験は自分の努力が
結果が出るまで分からず、今
から試験が終わるまで不安で
いっぱいだと思います。それ
でも、後で後悔しないよう

に最後まで諦めずに勉強することが一番の近道で
す！頑張ってください！

採用自治体別の合格者人数（卒業生も含む）� 2021.11.18 現在

兵庫県 2５人 北海道 2人 愛媛県 2人 和歌山県 1人
高知県 ８人 岐阜県 2人 横浜市 1人 広島県 1人
愛知県 ６人 大阪府豊能地区 2人 石川県 1人 徳島県 1人
岡山県 ５人 神戸市 2人 奈良県 1人 福岡市 1人
鳥取県 ４人 岡山市 2人 大阪府 1人 北九州市 1人
埼玉県 3人 香川県 2人 大阪市 1人 合��計 ７５人

（のべ人数）

教員採用試験合格体験報告会
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甲南大学 教職教育センター
〒658-8501　神戸市東灘区岡本8-9-1
TEL:078-435-2277　FAX：078-435-2278
E-mail:kyooshoku@adm.konan-u.ac.jp

⃝教職教育センターホームページ⃝
https://www.konan-u.ac.jp/ktec/

教職を目指すみなさんへの情報（採用情報、免許更新講習、
講師登録制度、教員採用試験対策など）をお知らせしています。

2021年12月1日　vol.29

事務室開室時間（授業期間中）▶ 月曜日～金曜日 9:00～18:00 ／ 土曜日 9:00～13:00

　今年度実施の公立学校教員採用試験に現役学生23名が合格し、過去最多の合格者数となりました。
　2021年11月６日（土）15時から142講義室にて合格体験報告会を行いました。
　勉強方法や試験対策、各自治体の出題傾向と対策など、これから教員採用試験を受験する後輩に向けて熱いメッセージが届
けられました。来春より、学校現場で大いに活躍してくれることを期待しています。

　教職教育センターでは、教員採用試験に向けてさまざまな取り組みを実施して
います。
　各教科の指導力を高めるための教職指導員の先生方による「教科別指導」、教
員としての実践的指導力を身に付けることを目的とした各種講座、また、各自治
体による「採用試験説明会」など年間を通して取り組んでいます。
　教員採用試験合格に向けて、積極的に参加しましょう！

〇　今後の予定
　2021年11月中旬～2022年１月末
　　�「願書・エントリーシートの練習」課題提出➡添削指
導を受ける

　2022年２月　春期講座
　　�「面接講座（個人面接・集団討論・場面指導・小論文・
模擬授業）」

　　「自己PR力アップ」など
　５月　教員採用試験　対策講座（前期講座）
　　「面接対策・願書・エントリーシート・小論文対策」

　６月下旬～８月中旬　教員採用試験　対策講座
　　「集団面接・個人面接・場面指導・模擬授業等」
　　各自の受験自治体の試験内容に沿って、個別対応。

★東京アカデミーによる講座（予定）
　2021年12月　３年生対象：教職教養対策講座

（オンデマンド配信）
　2022年 ２月　２年生対象：一般教養対策講座

　（オンデマンド配信）

＊詳細については、My�KONANでお知らせします。

将来教員になることを考えた時、学生時代に学校に関わることは大変重要なことです。実際、本年度教員採用試験合
格者の中にも多くの人が学校ボランティアをしています。そこで、今年度から教職教育センターとしては学校ボランティ
アに力を入れて支援することにし、体制を整えてきました。
本年度は、学校ボランティアの申込者に対する面接と、情報交換会をしました。９月に学校ボランティアの学校訪問
を予定していましたが、緊急事態宣言中のため中止しました。
この写真は、８月５日に行った学校ボランティア情報交換会です。急な日程発表だったので、参加者は少なかったの
ですが、２時間大変濃い内容の情報交換ができまし
た。各学校での学校ボランティアの実情、また実際
にボランティアに参加しての悩みなどを共有し、対
策などを検討しました。また、仲間として情報交換
もしました。本年度第２回目の学校ボランティア情
報交換会は12月11日に行う予定です。
来年２，３回生になられる皆さん、一緒に頑張る仲
間をつくるためにも学校ボランティアに積極的に参
加してください。

「学校ボランティアに参加しよう」「学校ボランティアに参加しよう」 定 金 浩 一
教職教育センター教授

教員採用試験に向けて教員採用試験に向けて
－教職教育センターの取り組み－－教職教育センターの取り組み－


