
■教員養成に係る教育の質の向上の取り組み 
 
１．近隣地域の小・中学校との連携による取組み 

  本学は、太宰府市及び筑紫野市をはじめ近隣の福岡市、大野城市、春日市、宇美町、筑前町などの

教育委員会と連携し、教育実習などの受け入れ、ボランティア派遣、講師招聘などを実施し、学生の

質の向上及び地域貢献への取組みを実施しています。 
  特に、太宰府市教育委員会（平成 26年 1月）、筑紫野市（平成 30年 8月）とは「連携・協力に関

する協定」を締結し、小・中学校との連携を密にして、以下のような取組みを実施しています。 
 
平成 30年度 太宰府市教育委員会・筑紫野市との連携・協力に係る事業 

 

（１）太宰府市教育委員会との連携・協力に係る事業 

NO 課程・授業科目

等 事業内容等 時 期 対象校 備 考 

1 中等教職課程 

「中等教育実習指導」

での学校見学（授業参

観） 
〔出雲教授・栗山教授〕 

H30.4.25（水） 
午前中 

〔中学校〕 

太宰府西中学校 学生：55名＋教職員 

2 
【司書教諭】 
読書と豊かな人

間性 

小・中学校図書館の見

学・調査〔出雲教授〕 11月下旬～12月 

太宰府小学校(7名)   太宰府東小学校(3名) 
国分小学校(2名)     水城小学校(9名) 
水城西小学校(7名)   太宰府南小学校(6名) 
太宰府西小学校(6名) 太宰府西中学校(2名) 
太宰府中学校(1名)   学業院中学校(1名) 
太宰府東中学校(1名) 

3 初等教職課程 小学校見学実習 

H30.9.4～9.5 
 

水城西小学校(3名)   水城小学校(5名) 

太宰府南小学校(3名) 

H30.9.5～9.6 太宰府東小学校(5名) 国分小学校(4名) 

H30.9.6～9.7 太宰府西小学校(5名) 太宰府小学校(6名) 

4 初等教職課程 教育実習〔4週間〕 該当者なし 

5 中等教職課程 教育実習〔3週間〕 該当者なし 

6 中等教職課程 
「教職実践演習」での 
①授業参観 
②大学での講話 

① 学校見学 
H30.11.28（水） 

午前中 
学業院中学校 参加者 

・学生 55名＋教職員 

② 講話 
H30.11.14（水） 

太宰府東中学校 
教頭 郡島先生 

講話題 
「中学教師という仕事」 
・学生 55名 

7 教員採用対策 
特別講座 

赴任前フォロー講座 
（講話） H31.1.24（木） 

太宰府市教育委

員会理事  
江口先生 
水城小学校 
教頭 日高先生 

講話題 
『初任者が抱えやすい

トラブル』  
・学生 62名 

8 中等教職課程 「英語科教育法Ⅱ」で

の授業参観 
H30.10.30(火) 
午前中 

太宰府中学校 
英語科授業 学生：10名＋教職員 

9 研究発表会参加 

人権・同和教育 H30.10.28（木） 水城小・国分小・学業院中(6名) 

外国語 H30.11.2（金） 太宰府西小学校(16名) 

理科 H30.11.28（水） 太宰府南小学校(2名) 



10 ボランティア 

【総計】延べ 186名《内訳》〔学校関係〕47名 〔施設・行事関係〕139名 
■学校関係 
太宰府市立国分小学校 7  太宰府市立水城小学校 9 太宰府市立太宰府中学校 17 
太宰府西中学校学生サポーター2  太宰府特別支援学校 12 
■施設・行事関係 
NPO法人太宰府ボランティアセンター2  ケアハウス同朋 4  和み園 1  
太宰府市社会福祉協議会 5  サンケア太宰府 6 宰府園 4  水城保育園 3 
太宰府市身体障害者協会 2 太宰府市吹奏楽団 3  太宰府市民政庁まつり実行委員会 2  
馬場区公民館 105 パールヴィラ太宰府 2 

11 初等教職課程 
教育実習の受入れ 相談 〔小学校〕 ※4週間 
※H31：太宰府市立小学校での教育実習（本実習）：水城西小(2名)  太宰府東小(2名) 

12 中等教職課程 
教育実習の受入れ 相談 〔中学校〕 ※3週間 
※H31：太宰府市立中学校での教育実習（本実習）：学業院中学校(1名) 

 
（2）筑紫野市教育委員会との連携・協力に係る事業 

 

NO 
課程・授業科目

等 事業内容等 時 期 対象校 備 考 

1 初等教職課程 小学校見学実習 

H30.9.3～9.4 
 

二日市小学校(4名)   二日市北学校(6名) 

筑紫東小学校(4名)   天拝小学校(3名) 

H30.9.4～9.5 二日市東小学校(5名) 筑紫小学校(6名) 

H30.9.5～9.6  
 

山口小学校(4名)     原田小学校(3名) 

阿志岐小学校(3名) 

H30.9.6～9.7 吉木小学校(3名) 

2 初等教職課程 教育実習〔4週間〕 該当者なし   

3 中等教職課程 教育実習〔3週間〕 該当者なし   

4 教員採用対策 
特別講座 

赴任前フォロー講座 
（講話） 

H31.1.24
（木） 

筑紫野市教育委員会  

指導主事 河野先生 

講話 
「はじめて中学校に

赴任する先生方へ」 

・学生 62名 

5 研究発表会参加 筑紫野中学校区合同発表会 H30.11.6（火） 
二日市東小学校(11名) 
吉木小学校(4名) 
筑紫野中学校(15名) 

6 ボランティア 

 
【総計】延べ 68名《内訳》〔学校関係〕7名 〔施設・行事関係〕61名 
■学校関係 
筑紫野市阿志岐小学校 1  筑紫野市立筑紫東小学校 1  筑紫野市立二日市小学校 2  
筑紫野市立二日市東小学校 3 
■施設・行事関係 
筑紫野市社会福祉協議会 2  筑紫野市教育委員会・ちくしの人形劇まつり実行委員会 2 
筑紫野市筑紫南コミニュティセンター図書館  はらっぱの会 1 
筑紫野市適応指導教室「つくし学級」ヤングアドバイザー3    むさし苑 9 
南ブロックレクレーション大会（筑紫野地区高齢者施設合同大会）23 
認知症カフェ「漢方薬局たんぽぽ内」4   筑紫思い出カフェ（回想法）17 

 

7 初等教職課程 
教育実習の受入れ 相談 〔小学校〕 ※4週間 
※H31：筑紫野市立小学校での教育実習（本実習）：二日市北小(1名)  吉木小(1名) 

8 中等教職課程 
教育実習の受入れ 相談 〔中学校〕 ※3週間 
※H31：筑紫野市立中学校での教育実習（本実習）：該当者なし 



２．教員採用試験への学生支援の取組み 

  本学では、教員採用試験を目指す学生への支援として、以下の「教員採用試験対策講座」などを実
施し、学生の自己実現を支援しています。 

 
教員採用試験対策講座の実施 

  本学の講座は、全て学内の教職員により企画・運営を行い、学生と教職員が一体となって教員採用 
試験へ挑戦します！！ 

 

 
 
自主学習への支援 

 

 ①実習支援センター学生スペースの設置 

   学生の自主学習等への支援として設置。教員採用試験や実習に関する書籍・資料を配架、検索専 
用の PC等を配置し、30名ほどの学生が自主的に取り組めるようにしています。実習支援センター 
窓口に繋がっており、質問や相談に対応できるよう教員経験のある職員を配置しています。 

 
 ②教員採用試験に関する書籍・資料の配架 

   実習支援センター学生スペースに、過去問題集や参考書、九州地区を始め関西、関東地区の教員 
採用試験実施要項綴り、雑誌、教師への道（合格した先輩の勉強法など）などを配架しています。 

 
 ③教員採用試験前の施設利用時間の延長 

   通常 19：30の実習支援センター学生スペースの利用時間を、一次試験前の約 1ヶ月間を対象に 
22：00まで利用できるように対応し、西鉄二日市駅・JR二日市駅までタクシーで送ります。 

 
 ④教職員による個別指導・支援 

   特に二次試験〔模擬授業、面接、小論文、実技（英会話、体育、音楽）への個別相談・指導要望 
などへのきめ細やかな対応をしています。 

№ 講 座 名 対 象 期間（回数） 内     容 

1 夏休み強化合宿 3年生 
8月末 

（3泊 4日） 
H30/8/22～8/25 

教科専門・教職教養の過去問、面接への集

中的な取組み。集団生活を通じて協調性

の育成など 

2 春休み特訓編 3年生 
3月下旬 
（5日間） 

H31/3/25～3/29 

教科専門・教職教養の過去問への集中的

な取組み（主に一次試験対策）。集団討論、

グループワーク、面接など受験先に対応

した練習。 
3 一次試験対策編 4年生 6月下旬～7月中旬 

H30/5/24～7/13 教職教養、面接、集団討論への取組みなど 

4 二次試験対策編 4年生 6月下旬～7月中旬 
H30/7/16～8/22 

模擬授業、面接試験、論作文、実技試験（英

会話・体育・音楽）への取組みなど 

5 赴任前フォロー講座 4年生 1月下旬 
H31/1/24 

赴任（講師も含む）へ向けての心構えや準

備の確認。現職教員を招聘しての講話な

ど 


