
2022.M
arch

No.83

夢の実現を祈念して ………………………………………… 1
後輩へのメッセージ ………………………………………… 2
学生表彰／学生団体 ………………………………………… 5
大学会館の使い方 …………………………………………… 6
令和 4年度就職支援行事 …………………………………… 8
健康手帳 ……………………………………………………… 9

表紙題字：初代学長　前田嘉明
表紙写真：令和２年度　学位記授与式



1

夢の実現を祈念して

２０２０年夏季五輪の開

催地が東京に決定され

たのは，２０１３（平成２５）

年９月のことでした。

そのニュースを聞いた

ときには，まだまだ遠

い先のことだと思っていたのに，気がつけば，

一年遅れの夏季五輪も閉幕してから半年以上が

過ぎてしまいました。８年近くもあったはずの

時間が，あっという間に流れ過ぎていったこと

に，ただただ驚かされてしまうばかりです。

さて，学部学生・大学院生の皆さんの時間は

どのように流れているでしょうか。特に，今春

卒業・修了を迎える皆さんにとって，鳴門教育

大学での時間の流れは想像以上に速かったので

はないかと思います。例えば学部生の皆さんは，

日々の授業や課題，それに加えて部活動やらア

ルバイトと，くたくたになって一日一日を過ご

しているうちに教育実習を迎え，採用試験など

の就職活動に走り回り，ほっと一息つく暇もな

く卒業研究の執筆と，めまぐるしく過ぎ去った

４年間だったのではないでしょうか。大学院生

の皆さんは，さらに１年・２年を短縮した濃密

な毎日を過ごしたことでしょう。このような慌

ただしい時間であっても，若くて健康な皆さん

のことですから，時間に押しつぶされることも

なく，しっかりと個性を伸ばし，自分を磨き込

み，責任ある社会人として生きていくための力

を蓄えてきたことだと思います。

４月からは，新しい環境で，様々な人々と関

わりながら生活していくことになります。苦し

いことや辛いことなど，たくさんの困難に出会

うことでしょう。山あり谷ありの，苦難に満ち

た生活になるかもしれません。しかし，皆さん

ならば，きっとその困難・苦難の中からも多く

のことを学び取り，楽しみや喜びを見出すこと

ができるはずです。そして，困難・苦難を乗り

越えた先に，大きな大きな夢を実現することが

できるでしょう。

皆さんの夢の実現を，鳴門教育大学の教職員

を代表して，心よりお祈り申し上げます。

あらためて，卒業生・修了生の皆さん，おめ

でとうございます。

◆　副学長（学生支援担当）　福　井　典　代　

夢の実現を祈念して
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後輩へのメッセージ後輩へのメッセージ

私は３年間民間企業で働いてから，大学院に

入学しました。修士課程では「よく生きる」と

いうことは，どのようなことであるかを研究しな

がら，長期履修学生として３年間かけて家庭科

の中学校・高等学校の教員免許を取得しました。

“家庭科”は，人間が生きていく上で最も基

本となる内容を教える教科であると考え，子ど

も達が生涯を通してよく生きていくために必要

な力を身に付ける手伝いをしたいと思い教員を

志しました。

教員採用試験では，神奈川県の高等学校を受

験しました。筆記試験は範囲も広く大変でした

が，毎日範囲を決めて地道に過去問題集を解き

ました。週に１回，家庭科コースの勉強会にも

参加させて頂き，わからない部分を教え合いな

がら，同志と一緒に勉強できたことは励みにな

りました。また，大学院生が主に参加する対策

勉強会の代表を務め，集団討論・面接・模擬授

業の練習を行いました。校種や教科が違う人の

意見を聞いたり，模擬授業を見たりすることが

できるので，とても参考になり，そこでの練習

が２次試験合格につながったと考えています。

鳴門教育大学の良いところは，就職支援室を

はじめ多くの先生方や仲間が同じ思いを持って

支えてくれるところだと思います。教員を目指

す方は，教育大学ならではの良さをフル活用し

て，採用試験合格を目指して頑張って欲しいと

思います。

一方で，その他の道を模索している人もいる

と思います。私自身，民間企業で働いたことは，

大変なこともありましたが，同じくらい嬉しい

こともあり，とても良い経験でした。様々な人

生経験をすることで視野も広がり，新たな道も

開けます。進路に悩んでいる人は，ぜひ在学中

から色々なことにチャレンジしてみて下さい。

私はこの３年間で，多くの学びと仲間を得ま

した。家庭科の授業で得た専門性と，大学院で

学んだ哲学・社会学・文化人類学などから物事

を多角的に捉える力などを活かして，４月から

教員として頑張っていきたいと思います。

大学での時間はとても貴重なものです。後輩

の皆さんも，身体には気を付けて，学生でしか

できない学びや遊びを全力で楽しんで下さい。

応援しています。

◆　大学院学校教育研究科　人間教育専攻　現代教育課題総合コース　２年次（長期履修学生）　神　尾　ゆり香　

学びと仲間を得た３年間
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後輩へのメッセージ後輩へのメッセージ

私は，来年度の春から徳島県の小学校教員と

して働きます。私が小学校の教員になりたいと

思ったのは，小学校４年生のときに担任をして

もらった先生に憧れ，このような先生になりた

いと思ったのがきっかけです。

中学生や高校生のときは周りに教員になりた

いという友人があまりいなかったので，少し孤

独感を感じたり同じ大学合格に向けて高めあっ

ている友人たちを見て羨ましく思ったりしてい

ました。しかし，この大学の１番の強みは周り

の友達がほとんど同じ教職の道を目指している

ということです。「受験は団体戦」とよく言い

ますが，正直きれいごとのように思っていまし

た。しかし今年度教員採用試験を受験したこと

で，この言葉の意味が本当に分かったように思

います。学校に勉強をしに行けば，周りには自

分と同じ道を目指す仲間が頑張っており，心が

折れそうになれば助け合い，分からないことが

あれば補い合いました。私は，仲間がいなかっ

たら受験を乗り越えられていなかったと思いま

す。正直受験に向けての勉強期間は相当苦し

かったですが，この４年間で１番友人との仲が

深まった期間だったと思います。

また，こんなことを書いたら怒られてしまう

かもしれませんが…受験期間もしっかり遊んで

ください！受験が近づいているということは卒

業も近づいているということです。友達との時

間を大切に，程よく勉強を頑張り息抜きも忘れ

ずに，皆さんの夢をつかんでください！応援し

ています！

最後に，受験期に支えてくださった就職支援

室の先生方をはじめ，一緒に頑張ってくれた友

人，応援してくれた先輩，後輩や家族，この文

章の執筆を依頼してくださった学生課の方々に

お礼を申し上げます。ありがとうございました。

◆　学校教育学部　学校教育実践コース　４年次　秦　　　優　佳　

後輩のみなさんへ
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後輩へのメッセージ後輩へのメッセージ

２０１８年４月４日。この日から私の鳴教での生

活が始まりました。当初，地元・山口から遠く

３００ｋｍ離れたこの土地での生活に不安を感じ，

「山口に戻りたい！」と叫びたくなるような日々

の連続。しかし，今では鳴教，そして徳島が大

好きです。なぜ，こう思うようになったのでしょ

うか。それは「人との繋がり」のおかげです。

その１つに，大学時代に所属した阿波踊り部

「鳴響連」があります。多大なる熱量で仲間と

踊った４年間でした。中心の世代で迎えた２０２０

年は，コロナ禍により夏の阿波踊りは中止に。

悔しさが溢れました。その状況で支えてくれた

のは，一緒に踊ってきた連員の存在でした。彼

らがいたからこそ，困難を乗り越え，充実した

大学生活になりました。感謝してもしきれませ

ん。

「人との繋がり」は教員採用試験の際にも感

じました。私は中学校専修ですが，試験では小

学校を受審しました。そのため，授業形式に慣

れるべく，小学校専修の友人や先生方と多い日

には１日３回も模擬授業を行いました。合格を

勝ち取ることが出来たのは，何度も練習に付き

合って，アドバイスをくれた方々のおかげです。

社会科同期１１名の存在も同様です。社会科の

空間はどこか「実家」のような，安心感があり

ました。普段は一緒にいませんでしたが，会え

ば笑って話せる居心地の良い仲間でした。本当

にありがとう。

在学生のみなさん，教員採用試験・教育実習

を迎えるにあたり，不安を感じている人はいま

せんか。みなさんには鳴教の絶対的な強みであ

る「人との繋がり」というアドバンテージがあ

ります。これを活かし，恐れることなく前進す

ることで，必ず道が開けると信じています。大

学生活が，充実したものとなることを願ってい

ます。

◆　学校教育学部　中学校教育専修　社会科教育コース　４年次　出　穂　佑　貴　

あなたに出会えて
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本学では，スポーツ競技，展覧会，研究活動等で優秀な成績を挙げた学生又は学生団体を，学長が表

彰する「学生表彰」を年２回（前期・後期）行っています。

令和３年度における受賞者は，次の皆さんです。

№ 氏　名 所属（学年） 表彰事由

１ 大久保　槙　宙 学　部 中学校美術科教育コース　（２年次） 第７５回徳島県美術展　　準特選（日本画部門）

２ 森　川　由実子 学　部 小学校国語科教育コース　（４年次） 第４０回徳島県大学剣道選手権眉山大会　
女子個人戦　三位入賞

３ 松　井　　　響 大学院 グローバル教育コース　（２年次） 大学内外での国際交流活動

令和３年度  学生表彰令和３年度  学生表彰

本学の学生団体は，文化系及び体育系に分かれ，
多くの学生が学生団体に所属しています。

現在，本学で認定されている学生団体はコチラのページでご確認ください。

覧体生
学 団 一

振り込め詐欺を未然に防止した本学学部学生に『感謝状』
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の大学会館 使い方

皆さまにご協力いただいた「大学会館アンケート」

で “大学会館で何ができるのか？”“使用方法が

分からない” とのご意見がありました。

改めてご紹介しますので，本学キャンパスのど真

ん中にある大学会館を「学生の憩いの場」として

ご活用ください。

「ＵＺＵショップ」には，お弁当やお菓子はもちろ

ん，筆記用具や日用品，鳴教グッズまで揃って

ます。食堂手作り弁当やホットコーヒーもありま

すよ。

ＵＺＵショップの横にある書店「井上書房」。

漫画や雑誌，絵本から書籍まで品ぞろえは豊富

です。

講義で使う教科書や指導要領もここで買うこと

ができます。

教採対策の本もたくさん！！

売店『ＵＺＵショップ』／
井上書房２Ｆ

券売機で食券を購入します。

Ｐカード（食堂・売店で使用できるプリペイドカー

ド）も利用できます。

手ごろなお値段でおいしい食事がいただけます

よ～日替わりメニューはＬｉｖｅＣａｍｐｕｓ連絡通

知に毎月の献立を掲載していますので確認して

ください。

※コロナ禍においては昼食営業（１１：００～１４：００）

のみです。

鳴教食堂『渦の里』１Ｆ
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の大学会館 使い方

北側にある階段で３階へ上がると（エレベーターもあります），

「第一」～「第四」の集会室があります。主に，学生団体（課外

活動団体・同好会）が活動場所と

して使用しています。

どの集会室も，学生課へ申請すれ

ば使用することができます。

集会室（第一～第四）３Ｆ

学生のための様々なものが

揃っているのが『大学会館』です。

自由に 有効に 活用して，

Let’s enjoy 鳴教 LIFE !!

椅子やテーブル，テレビの設置された「ラウン

ジ」，フリースペース「渦たまり」，エアコンの付い

ている「多目的ルーム」は，自由に使用すること

ができます。講義の間や空きコマにゆったりくつ

ろげますよ。

第２食堂（現在は食堂としては営

業していませんが･･･）は，学生

課へ申請すれば使用することが

できます。

食堂『渦の里』に食事発注して，

新入生歓迎会などが開催される

こともあります。

ラウンジ・渦たまり・
多目的ルーム・第２食堂２Ｆ

▲ラウンジ ▲渦たまり

▲多目的ルーム
第２食堂▶

平日９：００～２０：００使用時間

《２Ｆ》
あわぎんＡＴＭもありますよ。

▲第三集会室
▼第四集会室（和室）
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令和４年３月現在（最新情報については，ライブキャンパスまたは就職支援室で確認してください。）

年月日（曜日） 行事名等
時
限

場所 内容（予定） 講師等

令和４年
４月

８日（金）
教員採用試験対策説明会（学内） ３ 講堂 教員志望学生への指導・助言 教員就職支援チーフアドバイザー

教採対策ガイダンス（実践編①） ４ 講堂
（講）集団面接・模擬授業・個人面接
（筆）これまでの教育と教育改革，各種答申等Ⅰ

教員就職支援チーフアドバイザー

１３日（水）
教採対策ガイダンス（実践編②）

４ Ｂ２０１
（筆）各種答申等Ⅱ，学習指導要領 教員就職支援チーフアドバイザー

１４日（木） ４ Ｂ２０１

２０日（水）
教採対策ガイダンス（実践編③）

４ Ｂ２０１（筆）特別活動，健康・安全教育，食育，
生徒指導

教員就職支援チーフアドバイザー
２１日（木） ４ Ｂ２０１

２３日（土）教員採用模擬試験③
自宅
受験

受験希望者（３回目）（有料） 協同出版株式会社

２７日（水）
教採対策ガイダンス（実践編④）

４ Ｂ２０１
（筆）教育法規 教員就職支援チーフアドバイザー

２８日（木） ４ Ｂ２０１

４月中旬～５月下旬 教員採用試験説明会（教育委員会） 教員採用試験について   教育委員会関係者

５月～８月 英語実技講習 英語実技 本学教員（就職支援室）

５月
１１日（水） 教採実技ガイダンス（集団②） ３・４

Ｂ１０１
他

模擬集団討論（２回目） 本学教員

１２日（木）教採対策ガイダンス（実践編⑤） ４ Ｂ２０１
（筆）指導案と学習指導，学習評価，
学習方法，カリキュラム等

教員就職支援チーフアドバイザー

１８日（水）
教採対策ガイダンス（実践編⑥）

４ Ｂ２０１
（筆）道徳教育，人権教育，特別支援教育 教員就職支援チーフアドバイザー

１９日（木） ４ Ｂ２０１

２１日（土）教採実技ガイダンス（集団②）【予備】
Ｂ２０１
他

模擬集団討論（２回目）【予備】 本学教員

２５日（水）
教採対策ガイダンス（実践編⑦）

４ Ｂ２０１（筆）総合的な学習，環境教育，情報教育，
キャリア教育

教員就職支援チーフアドバイザー
２６日（木） ４ Ｂ２０１

５月～６月 教採実技ガイダンス（音楽） Ｄ１０３ 音楽実技（弾き歌い） 本学教員（就職支援室）

教採実技ガイダンス（美術） 　 図画実技（鉛筆素描） 本学教員（就職支援室）

５月～６月 保育士模試 受験希望者（有料）

６月 １日（水）
教採対策ガイダンス（実践編⑧）

４ Ｂ２０１
（筆）教育原理・教育心理・教育史，一般教養 教員就職支援チーフアドバイザー

２日（木） ４ Ｂ２０１

８日（水） 教採実技ガイダンス（個人②） ３・４
Ｂ１０１
他

模擬授業・個人面接（２回目） 本学教員

９日（木） 教採対策ガイダンス（実践編⑨） ４ Ｂ２０１（筆）教育時事，一般時事，一般教養 教員就職支援チーフアドバイザー

１１日（土） 教採実技ガイダンス（個人②）【予備】
Ｂ１０１
他

模擬授業・個人面接（２回目）【予備】 本学教員

１５日（水）
教採対策ガイダンス（実践編⑩）

４ Ｂ２０１（筆）適性検査（ＹＧ性格検査，内田ｸﾚﾍﾟﾘﾝ検査） 
（講）一次審査･二次審査の準備と今後の対策

教員就職支援チーフアドバイザー
１６日（木） ４ Ｂ２０１

２２日（水）教採対策ガイダンス（直前編①） ４

Ｂ２０１ 
就セミナー
室等

徳島県教員採用試験対策 
兵庫県教員採用試験対策 
神戸市教員採用試験対策 
香川県教員採用試験対策 
愛媛県教員採用試験対策 
その他自治体未定

教員就職支援チーフアドバイザー， 
就職支援アドバイザー

２３日（木）教採対策ガイダンス（直前編②） ４

２９日（水）教採対策ガイダンス（直前編③） ４

３０日（木）教採対策ガイダンス（直前編④） ４

６月～７月 教採実技ガイダンス（体育）
体育館 
プール

体育実技（ボール，器械運動，水泳） 本学教員（就職支援室）

７月下旬～９月上旬 教採二次対策ガイダンス
個人面接，模擬授業，場面指導，集団討論，
集団面接等

本学教員

１月～７月上旬 教採対策特別ガイダンス
個人面接，模擬授業，場面指導，集団討論，
集団面接等

教員就職支援チーフアドバイザー， 
就職支援アドバイザー

※就セミナー室＝就職支援セミナー室（総合学生支援棟１階）
※教採対策ガイダンス（実践編）＝水・木は同じ内容。いずれかに参加。

令和４年度就職支援行事（令和５年度（令和４年度実施） 就職試験対策）
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新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤー１９）について
－２０２２年２月時点での見解－ 

◆　心身健康センター所長　伊　藤　弘　道

皆さん，こんにちは。２０２２年２月１８日現在，

新型コロナウイルス感染症（以下ＣＯＶＩＤ－１９）

はいわゆる第６波（感染者数）の最中です。オ

ミクロン株が主で，従来株に比して感染力は強

いが重症化率は弱いとされており，過去最大の

波となっています。これまでも波を重ねるたび

に波は大きくなっています。ウイルス側の立場

としては，自分達の生存・増殖が主な目的です

ので，生物に効率よく入り込み，その生物を死

に至らしめないもの（ダメージを与えないもの）

ほど進化しているともいえますので，オミクロ

ン株は従来株よりもより進化した株といえるか

もしれません。

国内の総感染者数はＮＨＫのまとめによる

と約４２５万人にのぼり，前回の健康手帳で記載

した２０２１年１０月２日時点での約１７０万人から短

期間の間にかなり増えてしまいました。一方，

死亡者数は２万１，２６０人（死亡率０．５％）で，

２０２１年１０月２日時点での１万７，７００人（死亡率

約１％）からの増加は感染者数に比較すると少

なく，死亡率は低下しています。これには第６

波では若年層にも感染が拡がっていることが関

係しているかもしれません。重症者数もこれま

での第３－５波それぞれとあまり変わらないよ

うです。

現在ワクチンの３回目接種が全国的に行われ

ている最中ですが，まだあまり進んでおらず，

早急な接種が望まれます。ただ，現行のワクチ

ンの想定対象株はデルタ株であり，オミクロン

株への効果はおそらく落ちるかと思います。オ

ミクロン株を対象としたワクチン生成も考えら

れますが，すぐに新しい株に変異・進化し，第

７波として押し寄せてくる可能性も十分に考え

られます。国民へのワクチン一斉接種は効果は

あるかと思いますが，これまで抗生物質を大量・

頻回に使用した際に必ずそれに耐性をもつ細菌

が出現した歴史（ＭＲＳＡ等）と同様に，ワク

チンを逃れる新規株の発症を誘導していないか

個人的にはかなり気になるところで，今後の検

証が望まれます。

私の周囲でもこの第６波では感染者・濃厚接

触者指定の連絡は増えています。マスク着用（不

織布マスク推奨），長時間の会話をできるだけ

控える，手洗い・手指消毒，３密（密閉・密集・

密接）回避など，基本的な感染予防にひき続き

ご留意いただけたらと思います。
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