
教職センターの運営体制

【教職センターのメンバー】 

・センター長、副センター長、教育学部専任教員、関係職員（教務学生課）

【教職センターの職務内容と担当教員】

諸諸ププロロジジェェククトト

【教職センターの活動（2020年 4月～2021年 3月）】
（１）教育実習プロジェクト

（２）インターンシップ・ボランティア活動検討プロジェクト

(2)-1・初等教育専攻：開智望小・開智小学校担当
(2)-2・中等教育専攻：開智日本橋学園担当
(2)-3・中央区柏学園担当 
(2)-4・柏市ボランティア活動担当 

柏市放課後子ども教室（ステップアップ学習会 柏市立第五小学校）

（３）養成塾関係

(3)-1・東京教師養成塾 
(3)-2・ちば！教職たまごプロジェクト 

（４）基礎学力向上・教員採用試験対策プロジェクト

（５）民間企業・公務員（教員を除く）等を目指す就職指導プロジェクト

（６）「開智国際大学教職センター研究年報」関係

（７）介護等体験関係

（８）ラーニング・コモンズ

【【教教員員免免許許状状更更新新講講習習報報告告】】

教員免許状更新講習関係



 

教職センターの活動

１１．．ねねららいい  

学生に対して，教育実習に必要な環境整備，情報収集及び指導を行う。教育実習希望の把握，実習資格の確認，

教育実習の意義と概要，等，教育実習実施に向けての状況把握と準備を行う。

教員に対して，教育実習についての情報を提供し実習実施への具体的な働きかけを行う。

教育委員会に対して，教育実習協力校についての状況確認と新たな実習協力校の開発を行う。教育実習の円滑

な実施が行われるために，情報交換を行い緊密な協力体制を築く。

教育実習協力校に対して，効果的な実習が行えるために連絡依頼等必要な対応を行う。柏市内実習校には，実習

とセットのボランティアについての対応等を行う。

ちば教職たまごプロジェクトの情報収集と伝達。

２２．．実実施施内内容容

2020年度は，コロナによる緊急事態宣言に伴い，4年生教育実習スケジュールの大幅な変更及び対応が生じた。
また，他学年の実施についても大幅な変更が行われた。ガイダンスにおいて 1 年生への教育実習についての説明
を除いて，前年度の実習指導計画の大幅な変更及び対応が行われた。特に，4年生の教育実習についての大幅な変
更があった。

２２．．１１  全全学学部部関関連連事事項項

ガイダンスにおいて 1年生に対して教育実習の説明を行った。（4月）4年次学生に対して実習直前指導を行っ
た。（4月） 
教育実習時期の各学校による大幅な変更があった。前期に予定されていた教育実習の多くが後期になった。学

校によっては，実施時期の決定が遅れ，連絡が後期になってから決まった学校もあった。これらに対して，実習実

施校との連絡，柏市教育委員会との連絡，教員相互と教務学生課との連絡を行った。（随時）

前期に行われた教育実習での期間短縮と代替措置の検討を実施した。文部科学省通達に基づく特例措置として

の教育実習期間短縮が初等教育実習者 1 名，中等教育実習者 2 名の実習校で適用された。代替措置を検討し，初
等教育実習者に対しては柏市立第 5小学校において教育現場経験として 2週間の実習の代替措置が行われた。（11
月）中等教育実習者に対しては，開智望中等教育学校において 11月に 3日間の現場体験と，12月に 2日間の学
内代替授業が行われた。

教育実習辞退者への対応が以下のように行われた。4年生 4名，3年生 2名の辞退者に対して，4年生について
は，1名は東京教師養成塾合格のための実習校変更に伴う辞退であったが（4月），3名は実習予定校の実習辞退と
なった。（9月）免許状取得希望であったために，開智望小学校での実習が受け入れられた。(10月) 3年生は，進
路変更に伴う辞退であった。（10月及び 12月） 

教育実習の手引き作成を 4月から 12月にかけて行った。 
4年次教育実習生の評価を行った。実習の評価を他の授業の評価と同様に行うため，実習校の違いを調整して行
った。（1月） 
中等教育専攻 3年次学生の実習校内定状況の把握。（4月～1月）3年次学生の 4年次実習における実習指導担

当者案作成。（2月） 
2年次学生に実習希望調査と面談の実施を行った。（7月） 

教育実習プロジェクト 



開智望小学校教員の実習受け入れ校についての連絡と調整を行った。（7月～1月） 
3年生実習予定者の柏市内ボランティアは一部を除き中止となった。（4月） 
ちば教職たまごプロジェクトは今年度中止となった。（4月） 

２２．．２２  柏柏市市内内等等教教育育実実習習関関連連事事項項

4 月の始めに予定されていた柏市教育委員会主催校長会への参加を中止した。（4 月）また，柏市校長会主催の
理事会での挨拶についても参加中止とした。（6 月）なお，今後は柏市教育委員会主催の校長会での挨拶は，4 月
以降の柏市校長会（小中）主催の理事会もしくは役員会にて行うことになった。本年度は，柏市校長会長に実習予

定者リストを渡し，柏市における実習校引き受け経緯の説明，次年度以降の実習引き受け依頼，校長会での説明依

頼，本学での実習の取組の説明，等を行った。（10月） 
柏市教育委員会と実習についての連絡・相談を行った。（4月～3月） 
柏市内教育実習予定者 16名に対して柏市内実習校の決定，学生への実習校通知，学生による実習予定校への連
絡指示及び指導等を行った。（4月～7月）3年次実習予定者の柏市内小学校でのボランティアは，一部を除き中止
となった。（4月） 

３３．．22002211年年度度にに向向けけてて  
本年度と同様の活動の他に，特に，教育実習辞退者が昨年度に引き続き出ていることから実習辞退防止への対

策を検討する。実習辞退の原因の多くは進路変更と基礎学力不足にある。教育実習ガイダンス等でのより丁寧な

指導，教育実習要件の厳格化，等を検討する。



インターンシップ・ボランティア活動検討プロジェクト 

初等教育専攻（開智望小学校・開智小学校） 

教職センターの活動

１１．．ねねららいい

学校の教育現場を観察したり参加・実習したりすることで、教員の仕事をより理解するとともに子供との関

わり方を学び、教員になりたいという意欲を高め、自分なりの課題をもつ。

２２．．実実施施内内容容

以下の計画による活動を予定していたが、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、全て中止となった。特に、

２月予定の集中インターンシップについては、実施方法を工夫し、また感染症予防をしっかりと行った上での

実施を模索してきたが、緊急事態宣言の再度の発令により学生及びお世話になる小学校の児童等の健康を守た

めに中止することとした。

（１）1年のインターンシップ 
5 月  開智望小での運動会の見学・お手伝い

夏休み  開智望小での学童保育指導員（ボランティア）

9 月  開智望小での公開授業の参観

冬休み  開智望小での学童保育指導員（ボランティア）

2 月 開智望小での集中インターンシップ（5日間） 
春休み  開智望小での学童保育指導員（ボランティア）

（２）2年のインターンシップ 
5 月  開智望小での運動会のお手伝い（児童係、応援係）

夏休み  開智望小での学童保育指導員（ボランティア）

9 月  開智小（総合部）での公開授業の参観

1 0 月  柏市内小学校地区別授業研究会等への参加（予定） 
冬休み  開智望小での学童保育指導員（ボランティア）

2 月 開智小（総合部）での集中インターンシップ（5日間） 
春休み  開智望小での学童保育指導員（ボランティア）

３３．．次次年年度度にに向向けけてて

インターンシップやボランティアは、4 年生での教育実習をより充実させるために 1 年生から段階的に学校
現場に関わり、子供を知り、学校教育を学ばせていく重要な機会である。来年度においても新型コロナウイル

ス感染症の影響は視野に入れておかなければならない。新型コロナウイルス禍におけるインターンシップやボ

ランティアの在り方、実施方法等を検討し、状況に応じながら柔軟に実施できるように考えていきたい。



教職センターの活動 

１１．．活活動動内内容容

インターンシップ・ボランティア活動は、各学年において次のようなねらいを想定している。

1年：さまざまな経験を通じて、＜職業としての教員＞を知り、理解する。教員になりたいという意
欲を高め、各自の課題を発見する。

2年：教科に特化したさまざまな経験を通じて、教育と教員の現状を理解する。課題を意識しながら、
自分なりの教師像をつくる。

２２．．実実施施内内容容

4月、開智日本橋学園に対しインターンシップの実施計画の提案を行ったが、新型コロナウィルス感染症拡大に
よる全面休校期間中であったため、状況を注視しながら実施を検討することとなった。

その後、本邦における感染症拡大によって、同学園での本学学生による授業見学等の活動を実施するには至ら

なかった。

12 月中旬、服部教職センター長より再度問い合わせたところ、2 月に集中インターンシップを実施することが
可能と思われた。そこで同学園と感染対策を含めた実施計画の検討を始めた。

2021年 1月 7日に一都三県において緊急事態宣言が発出されたことにより、学部会において実施の辞退を決定
し、同学園に報告した。

従って今年度は未実施である。

３３．．22002211年年度度にに向向けけてて  
新型コロナウィルス感染症の状況の改善により、1，2年生の参加が可能となるよう願っている。 
従来集中インターンシップを 2 月中旬に行ってきたが、実施時期について検討の必要があるように思われる。

実施校と相談しながら考えていきたい。

インターンシップ・ボランティア活動検討プロジェクト 

中等教育専攻（開智日本橋学園） 

教職センターの活動 

１１．．活活動動内内容容

インターンシップ・ボランティア活動は、各学年において次のようなねらいを想定している。

1 年：さまざまな経験を通じて、＜職業としての教員＞を知り、理解する。教員になりたいという意欲を高め、
各自の課題を発見する。 

2年：教科に特化したさまざまな経験を通じて、教育と教員の現状を理解する。課題を意識しながら、自分なり
の教師像をつくる。 

２２．．実実施施内内容容

4月、開智日本橋学園に対しインターンシップの実施計画の提案を行ったが、新型コロナウィルス感染症拡大に
よる全面休校期間中であったため、状況を注視しながら実施を検討することとなった。

その後、本邦における感染症拡大によって、同学園での本学学生による授業見学等の活動を実施するには至ら

なかった。

12 月中旬、服部教職センター長より再度問い合わせたところ、2 月に集中インターンシップを実施することが
可能と思われた。そこで同学園と感染対策を含めた実施計画の検討を始めた。

2021年 1月 7日に一都三県において緊急事態宣言が発出されたことにより、学部会において実施の辞退を決定
し、同学園に報告した。

従って今年度は未実施である。

３３．．22002211年年度度にに向向けけてて  
新型コロナウィルス感染症の状況の改善により、1，2年生の参加が可能となるよう願っている。 
従来集中インターンシップを 2 月中旬に行ってきたが、実施時期について検討の必要があるように思われる。

実施校と相談しながら考えていきたい。

インターンシップ・ボランティア活動検討プロジェクト 

中等教育専攻（開智日本橋学園） 



教職センターの活動

１１．．ねねららいい

 教職実務の経験を積むための入門として、学校現場における体験・ボランティア活動に取り組むことにより、学

校現場や教員の仕事に対する理解を深め、教員の資質を高めることを目的としている。

 具体的には、中央区立小学校の児童が自然体験や共同生活を体験する移動教室「セカンドスクール」での研修

や、農作物の収穫等の活動への参加を通じて、学生が実地における体験活動・ボランティア活動を行い、教職に対

する理解を深める機会とすることを想定している。

２２．．実実施施内内容容

新型コロナウイルス感染症拡大により、3月 2日（月）より春休みまで、小学校、中学校、高等学校が全面休校
の措置がとられた。それに伴い、中央区の小学校も、移動教室「セカンドスクール」での研修や、農作物の収穫等

の活動への参加がすべて中止になった。

そのため、残念ながら、ボランティア活動に参加することができなかった。

３３．．22002211年年度度にに向向けけてて  
コロナが収束し、2019年度と同じように、１・２年生が参加できることを願って、教育委員会への働きかけを

継続していきたい。

インターンシップ・ボランティア活動検討プロジェクト 

中央区の校外学習施設「柏学園」（中央区柏学園） 

活動内容



インターンシップ・ボランティア活動検討プロジェクト 

柏市ボランティア活動 

教職センターの活動

１１．．ねねららいい

柏市教育委員会による放課後子ども教室（ステップアップ学習会）への参加を通じて、教員としての資質を涵

養することをねらいとした。柏市放課後子ども教室（ステップアップ学習会）は、子ども達の学習意欲の向上と

学習習慣の定着を目的として柏市内の小学校で実施されており、例年、本学近隣の柏市立第五小学校において、

放課後の児童の自主学習を支援するための学習アドバイザー（有償ボランティア）として参加してきた。しかし、

本年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、活動が中止となった。

２２．．実実施施内内容容

４月 柏市教育委員会との事前打合せ

※ 新型コロナウイルス感染拡大による全国一斉休校中であるが、学校再開後は状況を踏まえ、柏市

放課後子ども教室（ステップアップ学習会）を学生の協力を得て開催する予定である。

５月 柏市教育委員会から「１学期は実施しない」との連絡

７月 柏市教育委員会からの依頼により、9月１０日（木）開始予定で準備開始 
学生に向けての情報提供と協力希望者の募集

【内容】 開催日    木曜日（14：35 〜 15：35） 
実施回数   年間 10回 
指導する学年 小学 2年、3年 
指導する人数 約 160名 

※ 応募した学生数 31名 
９月 柏市教育委員会から「今年度は中止する」との連絡

３３．．次次年年度度にに向向けけてて

本プロジェクトは、教員としての資質の涵養が第一の目的であり、学生が地域の児童生徒と直接関わるという

点において、極めて責任の重い活動である。例年、柏市教育委員会より高い評価が得られており、本学の地域社

会への貢献、ならびに、本学と地域社会の信頼関係の構築という側面もある。関係者（柏市教育委員会、当該学

校）との連絡調整、学生への事前・事後指導および活動中の状況把握等、慎重な対応が引き続き求められる。ま

た、新型コロナウイルス感染症の影響も考慮に入れ、学生を送り出す大学としての責任（感染症拡大防止に関す

る配慮等）も重く受け止め、対応する必要がある。

放課後子ども教室以外のボランティア活動に関しても、柏市教育委員会から協力依頼等があれば、積極的に応

えて、学生の教育現場における学びの場を拡充していきたい。



基礎学力向上・教員採用試験対策プロジェクト 

教職センターの活動

１１．．ねねららいい

都県が実施する教員採用試験の合格を目指して、必要な基礎学力の向上を図りつつ、一般教養、教職教養、

専門教養、論文、面接等の試験に合格する実力をつける。

２２．．実実施施内内容容

【4年生対象の「採用試験直前」コース】 
6月 論文指導・添削、志願書の書き方等の指導・添削、面接シートの記入の指導・添削 
7月 論文指導・添削、志願書の書き方等の指導・添削、面接シートの記入の指導・添削 
＜２次試験に向けて＞

面接指導（模擬面接）、模擬授業指導

8月（２次試験に向けての１０日間集中講座） 
面接指導（模擬面接）、模擬授業指導、論文指導・添削

【3年生対象「採用試験実戦」コース】 
10月～3月 小学校専門、中・高等学校国語科専門、教職教養の確認テスト 

面接に焦点を当てた教職教養等のポイントの解説・指導

1 年生対象「基礎力養成」コース、2 年生対象「基礎力向上」コースは、新型コロナウイルス感染症拡大の
影響により開講することができなかった。

なお、教育学部の学生全員に対して、１月に「教職 DVD講座オンライン版（6種類）」（時事通信出版局）
を配信し、教員採用試験に向けての各自の取り組みを促し支援した。

・教採スタートガイダンス（①試験の概要 ②筆記試験の学習法 ③人物試験の学習法）

・過去問分析ガイダンス

・自治体別ガイダンス（①茨城県 ②千葉県）

３３．．次次年年度度にに向向けけてて

今年度、1 年生及び 2 年生対象の教員採用試験対策講座を開催することができなかった。このことから、来
年度は 1年生及び 2年生合同での講座を計画し、準備を速やかに整え開催していきたい。基礎力の養成・向上
を着実に図ることが重要であり、学生各自の取り組みと講座での学びの関連を重視して進めていきたい。

また、3年生については、実際の教員採用試験を想定した講座を、4年生については、教員採用試験直前を意
識した講座をしっかりと実施していきたい。学生にも緊張感をもった取り組みを要求していくことが大切であ

ると考える。



教職センターの活動

１１．．ねねららいい  

キャリアセンターと連携し、民間企業及び教師を除く公務員を目指す学生のサポートを行う。また、教員採用試

験の受験と民間企業への就職活動を二本立てで検討する学生についても同様に、国際教養学部学生と共にキャリ

ア支援をしていく。

２２．．１１  学学年年別別実実施施状状況況

①教職を除く就職活動および教職と２本立てで考えている学生を把握する。

⇒3.4学年では、コロナ禍の影響を受け民間企業希望者が教職へ進路変更する学生が 5名いた。

②１学年は、興味を持った分野の公務員１dayインターンシップに参加する。

⇒コロナの影響を受け、中止となった。

③２学年は、興味ある企業に自ら進んで 3～５日程度のインターンシップに申し込み、企業体験を行う。

⇒コロナ禍のためインターンシップを中止する企業が多く、参加者はいなかった。

④３学年は、就職を意識した企業にインターンシップを申し込み、経験を積む。

⇒コロナの影響でインターンシップへの参加者はなかったが、オンライン企業説明会や学内企業説明会に積極

的に参加する様子がみられた。

⑤４学年は、企業説明会へ積極的に参加するためのサポートをする。

⇒前期はオンライン企業面接が中心であったが、後期は対面にて面接試験を行う企業も多くみられ、積極的に

参加していた。サポート体制については、キャリアセンターと協力し、学生の希望に沿った就職先がみつか

るように、一人一人個別に声を掛けてサポートした。

２２．．２２  月月別別実実施施内内容容

2020 年 4 月：３学年の民間企業及び公務員（教員除く）を志望する学生に向け、前期「インターンシップ」、
後期「キャリアデザインⅣ」の授業を受講するように促した（※単位は認定されない）。また、

夏期休業期間に、進んでインターンシップに参加するように連絡した。

5 月 上 旬：5月 17日㈰東京都立産業貿易センターにて、私立幼中高の合同説明会「私立学校教員採用説明
会＆選考会 2021」が開催される旨、告知をした。 

5 月 下 旬：オンライン及び対面での個別就職相談「キャリア相談」についてアナウンスした。 
6 月 上 旬：「就職サイト登録会」の案内をした。 
6 月 1 8 日：「求人フェア」を実施し、教育学部１名が参加した。 
6 月 2 2 日： 公務員ガイダンスを実施し、教育学部から 20名が参加した。 
8 月 ～ 9 月：公務員を目指す学生に対し、「チャレンジ支援制度」について個別に説明し、教育学部 3学年 3

名が申し込み手続きをした。

1 0 月 1 日：TOEIC及び日本語検定を対象とした資格支援制度を開始し、今年度は教育学部４学年 1名が全
額、2名が 80％の受験料補助を受けた。 

1 0 月 下 旬：個別就職相談「キャリア相談」の後期受付についてアナウンスをした。 
11 月 12 日：「公務員座談会」を開催し、教育学部 5名が参加した。 
11 月 19 日：３学年対象「履歴書用写真撮影会」を開催し、教育学部学生 25名が参加した。 

民間企業・公務員(教員を除く)等を目指す 

就職指導プロジェクト 



11月末～12月末：学内企業説明会「業界研究マンス」を開催し、教育学部生 5名が参加した。 
12 月 16 日：「履歴書・エントリーシート書き方講座」を開催し、教育学部 6名が参加した。 
12 月 17 日：「就活マナー講座」を開催し、教育学部 5名が参加した。 
1 月 2 2 日：オンライン型「ハローワーク求人フェア」を学内にて開催した。 
2 月 1 3 日：学内にて「サービス接遇検定」を実施し、教育学部 2年 1名が受験した。 

３３．．22002211年年度度にに向向けけてて  
 今年度はコロナの影響を受け、採用予定であった企業が急遽中止をしたり、対面での面接試験をオンラインに

切り替える等、例年とは異なる就職活動の仕方を模索しながらの支援となった。

また、民間企業の採用率が大幅に下がったため、年度初めに民間企業を希望していた４学年 3 名及び 3 学年 2
名が教職へ進路変更した。学生は就職活動に不安や悩みを抱え、気持ちが揺れ動いていた。そのような状況の中、

学生の意向をいち早くキャッチするためには、1人ひとりと向き合ったきめ細かな指導が必要と考える。 
学生の就職活動においては、2021年度も厳しい状況が続くと予想される。引き続き、1 人ひとりの学生に寄り
添ったきめ細かな支援を心掛けサポートをしていく。



教職センターの活動

１１．．ねねららいい  

 社会の変化や子供・保護者の願いを的確に捉えられるよう、豊かな人間性と実践的な指導力を兼ね備えた人材

を学生の段階から養成するという東京教師養成塾の目的に応じて、大学教育における理論と、養成塾における実

践を往還させ、学校が求める実践的な指導力を有した教員を養成・輩出するとともに、他の学生への意欲付けと情

報提供の一助とする。さらに、東京教師養成塾連携大学として、東京都教育委員会とのつながりを保ち、東京都教

員採用試験を受験する学生への情報提供等に資する。

２２．．活活動動報報告告  

（（１１））東東京京都都教教師師養養成成塾塾担担当当（（千千葉葉））のの活活動動

① 第 1回 連携大学との連絡会（17期塾生）出席
令和 2年 3月 24日 13時 30分～14時 30分 東京都教職員研修センター

・令和 2年度（17期生）活動計画 
・令和 3年度（18期生）入塾者選抜に関する説明、資料配付 
② 教師養成塾入塾選抜希望者募集 5月～ 3年生  ※今年度希望者なし

③ 第 2回 連携大学との連絡会（17期塾生）ヒアリング出席
7月 6日 13時 30分～14時 30分 東京都教職員研修センター 
・大学での塾生への指導体制について（別紙「事前アンケート」による確認）

・塾生の情報交換について

・塾生の評価及び特別選考について

・第 17 期生 今後のスケジュールについて 
④ 第 1回 連携大学との連絡会（18期塾生） 出席

11月 26日 10時～11時 東京都教職員研修センター 
・18期（令和２年 11月入塾）東京教師養成塾入塾者選抜の概要等について 
・18期（令和２年 11月入塾）東京教師養成塾講座内容等について 
・18期（令和２年 11月入塾）育成に関する配慮事項について  
⑤ 第 2回 連携大学との連絡会（18期塾生） 出席

令和 3年 2月 24日 14時～14時 30分 
※リモートにより実施（ビデオ会議室システム使用）

（（２２））令令和和 22年年度度 1177期期塾塾生生（（9988名名））入入江江  一一葉葉

令令和和元元年年 33月月  配配置置校校決決定定  東東京京都都大大田田区区立立梅梅田田小小学学校校  
  特特別別教教育育実実習習担担当当：：服服部部  一一枝枝

①17期塾生の活動 ※新型コロナウイルス感染症のため、スケジュールが大幅に変更

ア 3月 7日 入塾式 本人のみ参加（外部関係者不可）

イ 教科等指導力養成講座（年間 13日程度）
・感染予防のため、リモート講座による実施（動画配信等による）

・東京都教職員研修センターでの研修（当初 4月開始から 6月開始に延期） 

東京教師養成塾 



・英語研修 リモート講座

ウ 特別教育実習：指定校で年間 40日以上（毎週 1日、1週間連続年間 3回） 
・実習期間変更 4月～12月 → 6月～令和 3年 2月 （実習校 学校臨時休業等のため） 

エ 特別教育実習 授業研究会（東京都教職員研修センター研修部教授 指定校訪問）

7/13（月）・9/8（火）・10/20（火）・11/10（火）・12/15（火）・1/26（火） 
特別教育実習担当者 出席

オ 第 17期塾生 特別選考：9月 11日（集団面接、個人面接） 
カ 修了式：令和 3年 2月 27日（土） 
②17期塾生への大学の対応
ア 指定校の訪問（特別教育実習担当）

イ 塾生との情報交換

イ 特別選考対策（面接練習 等）

ウ 17期塾生修了式：令和 3年 2月 27日

（（３３））令令和和 33年年度度 1188期期塾塾生生  ※※希希望望者者・・該該当当者者ななしし・・・・・・次次年年度度以以降降のの参参考考  
①18期塾生に関する日程

  ア 募集要項の学生への周知と学内選抜により推薦者決定：４月～６月初旬

  イ 入塾志願書類の作成とセンターへの提出：締め切り６月中

  ウ 入塾選抜受験指導（小論文、教職教養、専門教養）

②18期塾生 応募学生のスケジュール

ア 大学からの周知（4月）を受け、入塾の意思表示：5月初旬
イ 説明会・公開講座への参加

ウ 学内選抜を経て応募書類の作成・提出（志願表、面接票等）：６月～ 受験票の交付

オ 18期塾生一次選抜：７月中旬頃(小論文、教職教養・専門教養)
カ 18期塾生二次選抜：９月上旬頃(一次合格者 個人面接)
キ 18期塾生入塾者選抜結果発表：１０月上旬頃
ク 入塾手続：１０月末

ケ 18期塾生入塾式：１１月   ※18期生修了式：令和 3年 9月
③18期生入塾
ア 特別教育実習（指定校）担当教員決定

イ 塾生の所属ゼミ担当教員との連絡調整、連携（学部、特別教育実習担当、東京教師養成塾担当）

ウ 18期生入塾式：11月
エ 指定校の訪問（特別教育実習担当）



教職センターの活動

１１．．ねねららいい  

 千葉県で行われている教職への準備としての「ちば！教職たまごプロジェクト」について，学生に対して情報

を提供し，希望する学生に対して指導を行う。

２２．．実実施施内内容容  

 千葉県教員を希望する学生に対して，教職についての説明の一環として「ちば！教職たまごプロジェク

ト」の概要を紹介・説明する。

 コロナ対応に伴う学内行事等大幅変更のために，全体での説明・紹介は行われず，個別の対応となった。

 2020年 11月中旬の募集を学内に掲示する。 
 11月中旬に募集要項が送付されてきたために学内所定の場所に掲示を行った。 
 「ちば！教職たまごプロジェクト」希望学生に対して，手続き等の指導を行う。

 実施予定者 4年生 1名に，実施予定校のコロナ対応にともなう変更に対して，学生との連絡及び対応等
について随時指導を行った。(6月～9月) 

 千葉県総合教育センターに対して，本学の応募学生リストを送付する。今年度 3年生以下の学生で希望
者はいなかった。

３３．．22002211年年度度にに向向けけてて  
 千葉県教員を希望する学生に対して，教職についての説明の一環として「ちば！教職たまごプロジェク

ト」の概要を紹介・説明する。

 2021年 11月中旬の募集を学内に掲示する。 
 「ちば！教職たまごプロジェクト」希望学生に対して，手続き等の指導を行う。

 千葉県総合教育センターに対して，本学の応募学生リストを送付する。

ちば！教職たまごプロジェクト 



教職センターの活動 

１１．．  活活動動ののねねららいい
2020年度教職センターとしての活動内容の総括およびセンター員による研究成果としての論文・報告等を掲載
することを目的として刊行する「開智国際大学教職センター研究年報」第 3号の編集にあたる。 

２２．．活活動動のの内内容容

44 月月  ・第２号の編集作業と刊行についての振り返り

・第３号の編集と刊行に関する計画

・内容構成の立案と検討、予算と刊行日程の概要を検討

・教職センター会議において刊行計画と編集日程の概要を報告

55 月月    ・「「刊行規定」及び「投稿規定」の詳細を検討  
11 00 月月    ・「研究論文」「報告」の「投稿募集」案内文および「投稿事前申し込み書」の作成 

・教職センター員への募集案内文と記入用「投稿事前申し込み書」の送付

・「投稿事前申し込み書」の受付開始

・原稿執筆用テンプレートの書式確認、図書館事務局への作成依頼

・「プロジェクト報告」「教職センター活動報告」「資料集」の原稿執筆を担当者に依頼、原稿執筆用

テンプレートをそれぞれに送付

11 11 月月   ・「研究論文」「報告」の投稿希望に向けて「正式申し込み書」を送付、受付開始 
・執筆予定者に原稿執筆用テンプレートを送付

・印刷および製本業者の選定

11 月月   ・各種原稿の締め切り 
・総頁数の把握、経費の概略把握、調整

22 月月   ・印刷および製本業者の正式決定と発注 
・執筆者による校正

・編集委員会による編集作業

33 月月   ・納品書および請求書の受理、業者への支払い 
・「開著交際大学 教職センター研究年報」第３号の刊行確認および関係機関への発送作業

・刊行報告、発送終了報告

「開智国際大学教職センター研究年報」 

第 3 号の編集と刊行 



介護等体験 

教職センターの活動

１１．．活活動動ののねねららいい  

教員免許状（小・中学校）の取得のために必要な介護等体験の意義を理解し、社会福祉施設や特別支援学校で

の体験を通じて、教員としての資質を向上させる。

２２．．実実施施内内容容

２２．．１１  教教育育学学部部 33年年生生へへのの対対応応  
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、介護等体験代替措置について文部科学省より通知があった。運営

会議にて承認された代替措置(4)について、作業グループを立ち上げ対応した。 

8月 20日 第 1回検討会議
運営会議にて承認された代替措置(4)の手続きについて、具体的な検討を行った。 
代替措置(4)：在学する大学等において、令和 2 年度に(独)国立特別支援教育総合研究所が開設する免許法認定
通信教育の科目に係る印刷教材の学修の成果を確認する。

対象者：34名（当初 35名であったが、1名辞退） 
運営方法：Google Classroomに「介護等体験」のクラスを開設する。 
教材：「聴覚障害児の教育課程及び指導法（令和２年度後期・全 15回）」 
課題：「聴覚障害児の教育課程及び指導法に関する学修報告書（学修の成果（600～800字）と将来の展望（600
～800字）」を提出する。 

評価：「学修報告書」の内容に基づき判定する。

事務手続：「介護等体験代替措置完了証明書」を発行する。

9月 11日 第 2回検討会議
ガイダンスの内容、学生が提出した「学修報告書」の評価方法、作業手順について確認した。

10月 8日 ガイダンスの実施（ゼミナールⅢの一部を活用） 
代替措置(4)について説明を行った（教材の配布、課題の説明と取り組みへの助言）。 
「学修報告書」を 11月末までに Classroomに提出するよう指示した。 

12月 9日 第 3回検討会議
「学修報告書」の提出状況を確認した。

評価とフィードバックの方法、判定基準、判定作業の手順、データの保管について確認した。

12月 16日 ガイダンスの実施（教職課程ガイダンスの一部を活用） 
合否発表後の手続きについて説明した。

12月 23日 第 4回検討会議
「学修報告書」の判定と協議をおこなった。



全体へのフィードバック方法について確認した。

再提出者の判定作業、最終合格者の報告、「完了証明書」の作成等の作業手順を確認した。

（3月末までに「完了証明書」に学生本人の記名押印をもらい、事務局にて保管する。） 

1月上旬 学生へのフィードバック

「学修報告書」の判定結果（要再提出）について該当学生に通知した。

Classroomにて、全体的なコメントと優良レポートを共有した。 

1月下旬～2月 2日 「学修報告書」の最終判定（メール審議） 
再提出課題について判定と協議をおこなった。

2月 2日 最終報告者について学部長と教職センター長に報告

最終合格者（修了者）： 32名 

3月 「完了証明書」の作成

事務局にて「完了証明書」を作成し、本人の署名・押印等の作業を行った。

「学修報告書」と「完了証明書」は事務局にて保管した。

２２．．２２  教教育育学学部部 22年年生生へへのの対対応応  
「介護等体験の手引き」に基づき 2年生対象のガイダンスを計画・実施した。 

3月 第 1回ガイダンス
介護等体験についての説明をおこない、必要事項の確認と手続きをおこなった。

新型コロナウイルスの影響のため、実施予定に大幅な変更が見込まれた。

３３．．次次年年度度（（22002211年年度度））にに向向けけてて  
引き続き新型コロナウイルスの影響が予想されるため、本年度の対応を踏まえて柔軟に対応する必要がある。

福祉人材センター、および、流山高等学園（特別支援学校）との連絡調整を継続する。



教職センターの活動 

１１．．ねねららいい

Learning Commons (以下，LCと略す)の活性化と，学部教育の一環として，一部，学生による運営への移行の
足場を築くことが 2020年度の目標であった。 

2017年度に図書館 2階に開設した LCは，利便性を高めるために，2018年度には 1号館 1階に移転した。2018
年度はほとんど機能していなかったが，2019年度には，少しずつ学生が利用するようになっていった。その多く
は教員主導の勉強会であったが，後期あたりからは，主体的な学習の場としての利用も出てきた。しかしながら，

隣室のキャリアセンターとはホワイトボード 2 基だけで仕切られている状態で，特にキャリア相談の個人情報を
含む話が聞こえてくる，という問題を抱えていた。

2020年度には，大学全体としての教室運用の整備計画もあり，同じく 1号館 1階に，現在よりも若干広い単独
の部屋が与えられることになった。これによって上述の問題は解決する訳であるが，学生の主要な動線から外れ

た奥まった場所にあり，新たな課題を抱えることになる。

また，かねてから懸案であった教科書や学習指導要要領，学校六法，文科省の答申集といった書籍や文書の配架

も検討していく。2019 年度には近隣都県の過去問の充実が実現したが，LC という場を提供することで，教員採
用試験の対策のみならず，将来の教員としてのスキル・アップをどのように支援できるか，という観点から活動を

していく。

２２．．実実施施内内容容

22--11  LLCCのの活活性性化化 
先述したように，新しい部屋は，現在の学生の動線からは外れており，気楽に立ち寄るという感覚の場所ではな

い。入り口も 1 つしかなく，廊下のいちばん奥まで足を運ばないと開室しているかどうかが確認できない。よっ
て開室時には，学生が必ず立ち止まるであろう，掲示板が集まった場所からでも一目でわかるように，「教職セン

ター開室中」と書かれたマグネット式のボードを突き当りの非常口のドアに貼り付けるようにした。

ところが，新型コロナウィルスの流行によって非常事態宣言が発出され，4月当初より 6月上旬までは，オンラ
イン／オンディマンド授業が実施されることになり，LCは開室されなかった。 
対面授業開始後は，教育学部の教員の協力を得て，定期的に開室していた。7月の教員採用試験に向けて自習す
る学生や，9月に実施された面接のための練習をする学生の利用はみられたが，ごく一部の学生の利用に留まって
いた。

22--22    学学生生にによよるる LLCC管管理理  
理想としては，LCは常に開放されていることが望ましい。しかしながら，教員による教職センターの開室時間
には限界がある。そのため，後期より，昼休みには学生を管理人(LCスタッフ)として LCの開設時間を確保した。
LCスタッフの選定にあたっては，LCの利用頻度の高い学生(すべて 4年生)に個別に声をかけた。 

22--33  配配架架図図書書・・書書類類のの問問題題  
教員採用試験のための過去問等の充実はある程度図られた。しかしながら，まだまだ十分とは言えず，特に，図

書館にアクセスしても得られないような情報である文科省からの答申や通達等については，手をつけられなかっ

た。

ラーニング・コモンズ 



22--44  LLCC企企画画のの学学生生にによよるる演演習習指指導導：：教教員員採採用用試試験験対対策策をを学学生生がが行行うう  
当初，4年生が教育実習や教員採用試験を終えた後期より，月に 2回程度，論理的思考を必要とするような個別
の単元(主に理数系の科目)について，学生が学生に向けて演習指導を行う，という計画であった。しかし，コロナ
の問題から，授業以外に学生を集めることを極力控えなければならず，今年度は手つかずのままとなってしまっ

た。

３３．．22002211年年度度にに向向けけてて  
基本的には，LCに来ることでさまざまな情報にアクセスできる環境を整えることによって，教員志望の学生同

士の，グループワークやグループディスカッション等を含む相互交流の場として機能させたい。もちろん，教員志

望ではない学生に対しても，学習を支援する場を提供していきたい。今年度までの状況では，少しずつ利用され始

めているものの，ごく一部の学生の積極的な利用に留まっており，十全に機能しているとは言い難い。2021年度，
コロナの問題がどのような展開をみせるか未知な状況ではあるが，学生の学習支援の場として，さまざまな可能

性を模索していきたい。

不安材料としては，2020年度卒業生のうちの 5-6名は，3年次から LCを活発に利用していたが，現 3年生に
は，いまのところ表立った動きがみられないことである。



教職センターの活動

１１．．活活動動内内容容  

「教員免許状更新講習」の企画と運営

２２．．実実施施内内容容

２２．．１１  年年間間活活動動

月 活動内容 先生方への依頼・配付・締め切り・等 

１月 ・「シラバス」締め切り（12月に依頼済） 

２月 ・文科省からの「認定」 

・ＨＰへ掲載 

・募集（仮申し込み）開始 16日から 5月 22日まで 

３月 ・23日開智学園中高・打ち合わせ（事務・教員） 

５月 ・22日「仮申し込み」終了 

（コロナ禍のため 8日締め切り） 

・受講者確定 26日頃 

・「本申し込み」26日より、6月 15日まで 

「本申込書・受講要領・事前意識調査様式」等メー

ルにて随時配信 

・受講者数を伝達 

６月 ・同上 ・「事前課題意識調査」を担当教員に配付 

７月 ・20日開智学園中高・打ち合わせ（事務・教員） 

・教室の割り振り 

・講習当日の配布物の点検 

８月 ・7日会場設営・荷物の搬入 

・10日～14日講習期間（予備日 15・16日） 

・資料・荷物の準備 

・各担当日に講習担当 

出席人数等の調査と成績報告 

９月 ・認定証・修了証発送 

10月 ・今年度の振り返り・次年度への課題等検討 

・中旬、文科省予備調査回答 

・下旬、文科省案内公示（ＨＰ）確認 

・次年度免許状更新講習「申請書」依頼 

11月 ・13日次年度免許状更新講習「申請書」締

切り 

12月 ・「申請書」チェック・文科省へ提出 ・シラバスの依頼 

2020 年度「教員免許状更新講習」実施報告 




