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ナンバンギセル (ハマウツボ科)：光合成を行わず，芝などの根から養分をもらう
寄生植物．名は南蛮渡来の煙管の意，またうつむいて咲く様子からオモイグサ(思草)
とも．このように群生するのは珍しい．



常日頃より，教育学部の教育活動にご理解とご支援をいただきまして，誠にありがとうございます。今

年も，就職委員会ニュースとして，就職に関する最新の情報等をお届けいたします。 

詳細は，以下のページに示す通りですが，やはり気になるのは，教員としての就職数です。正規が 45

名で，臨時が 25 名という結果になっています。25 名は残念ながら採用試験に合格できずに，臨時的任用

として現場に出た方です。この数字をゼロにするのが教育学部就職委員会の使命です。 

また，合格率でみてみると，小学校は 80.0％，中学校が 42.3％，高校は 0.0％でした。この数字からも

分かるように，現在はまだ，小学校の採用枠は大きい状態が続いており，合格率も高いです。しかし，中

高の受験枠は小学校ほど大きくなく，倍率も高いままで，合格率は小学校よりもぐっと低くなります。ど

うしても中高の教師になりたいという方は別ですが，中主免で勉強してきたけれど小学校の教師にも興

味があるという方は，小学校で受験したほうが合格の可能性は大きく高まります。もう一度，自身の気持

ちに向き合ったり，家族や友達とも話し合ったりして，どこの学校種で受験するか改めて考えてみても

いいかもしれません。 

ところで，昨年から（現 4 年生が 3 年生時から）教職教養の対策講座として「プログレッソ」という

ところにお願いしました。去年の 12 月から今年の 4 月まで，みっちり教職教養を勉強してもらい，受講

生からは受けてよかったという声が届いています。この講座にもぜひ参加してほしいと思います。その

ほかにも，様々な講座を準備していますが，参加しないことにはどうしようもありません。積極的に講座

に参加して，同じ目標を持つ仲間と切磋琢磨しながら合格を目指してほしいと思います。 

これからも，就職委員会として「先生になりたい」という学生さんの夢を叶えるためのお手伝いを，し

っかりとしていきます。 

 

就職委員会 委員長 日髙正博 
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令和3年実施 教師力向上講座

就職全般
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4年生の詳細
スケジュール

就職活動の流れ『教職』

4 5 6   7   8 9 10 11  12 1 2 3月学年

1・2年

3年

4年

自己の適性分析

ボランティア体験

サークル活動
（昨年度・今年度はコロナ禍のため活動を縮小していた）

自己の適性分析

受験予定自治体の要項・過去問を入手する
教職パワーアップ合宿

教職関係の本・雑誌などを読む

小論文対策
今年度の問題分析・先輩に話しを聞く

文部科学省のホームページを確認する

プログレッソによる
教員採用試験対策講座

受験自治体のホームページを確認する
教職対策講座

一次試験 二次試験

4 5 6   7   8 9 10 11  12 1 2 3 4

募集要項配布
願書提出

一次試験
一次試験
合格発表

二次試験

二次試験
合格発表

採用候補者
名簿に登録

公
立
学
校
教
員
と
し
て
赴
任

月

教職について
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令和4年度（令和3年度実施）
教員採用試験主な変更点

宮崎県編

・小学校教諭等全教科と小学校教諭等英語・特別支援・体育の併願受験において、第一希
望を小学校教諭等英語・特別支援・体育とします。

・小学校教諭等と中学校教諭等の併願受験において、第一希望を中学校教諭とします。
・小学校教諭等と特別支援学校教諭等の併願において、第一希望を特別支援学校教諭等

とします。
・中学校教諭等と小学校教諭等の併願受験、特別支援学校教諭等と小学校教諭等の併願受

験において、両方の受験区分で第一次選考試験に合格した際の第二次選考試験は、第一
希望の受験区分のみを受験することとし、第一希望の得点により第二希望の合否を判定
します。

・他県原則教員、他県・本県元教員を対象とした特別選考試験について、出願資格の勤務
経験年数を2年以上に引き下げます。

・県教育委員会が定める大学からの推薦者を対象とした特別選考試験について、対象受験
区分を小学校教諭等に加え、中学校教諭等国語にも拡大します。

・第一次選考試験における県外会場での受験を、高等学校教諭等、特別支援学校教諭等
の一部の教科（科目）、養護教諭及び栄養教諭にも拡大します。

・一般選考試験の合格者が採用予定者数を満たさない場合は、他県現職教員、他県・本
県元教員及び障害のある者を対象とした追加選考試験を実施します。

以下は、令和3年度実施に限った変更点

・特別選考試験において、論文及び面接は実施しません。
・第一次選考試験における県外会場は、大阪会場と福岡会場とします。
・第一次選考試験及び第二次選考試験における試験日程は、一部の受験区分を除いて半

日程度とします。
・第二次選考試験において、集団討論は実施しません。

各自治体の変更点については、各県の実施要項やホーム
ページで確認できます。

『令和4年度（令和3年度実施）
宮崎県公立学校教員採用選考試験実施要項』より抜粋
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大学院修士課程在籍者又は
進学者に対する特例（宮崎県）

・大学院修士課程又は専門職学位課程（教職大学院）に在籍又は
進学する第二次選考試験合格者の採用時の特例扱い
採用内定者が、教員としての資質及び能力の向上を目的として
大学院の修学継続又は進学を希望する場合、本人の申し出により、
要件を満たした者には「名簿登載による1年間又は2年間の採用延
期」を認める

  詳しくは、教員採用選考試験実施要項に掲載がございます。

令和3年度実施 教員採用試験
一次試験合格状況

受験者数 一次試験
合格者数

令和3年度
実施

※延べ数

※宮崎県以外については、各都道府県の公立学校教員採用試験
実施要項等でご確認ください。

95名 88名
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教職に関係する講座をご紹介します!

教育学部では、教員採用試験対策として、色々な講座を実施しています。

開催については、掲示板の他に学生への一斉メールでお知らせしています。
また、ボランティアの案内等も同様に行っています。

教員として必要な知識・資質を身につける絶好の機会です。是非積極的な参加をお願いします。

令和2年度 教職パワーアップ集中セミナー

令和3年度 教員採用試験対策講座（水泳実習）

令和3年度 二次対策講座説明会

令和2年度 教師力向上講座

主な講座はこちらです

・退職した教員による「教採対策講座」
・教員による「教職対策講座」
・実務家教員による「教師力向上講座」
・「教員採用試験二次対策講座」
・「宮崎大学×プログレッソ」による講座
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宮崎大学×プログレッソ
教員採用試験教職教養講座

株式会社プログレッソ（大学向けに「教員採用試験対策講座」を行ってい
る企業）に依頼して本講座を実施しています。

開講期間：令和3年11月～令和4年3月
開講科目：教職教養など （60時間程度）
授 業 料：令和2年度実績 50,000円（教育学部学生）

60,000円（他学部学生）
※令和3年度受講料は未定

10/20（水）に学生向け説明会を開催予定

受講者からの感想
今回、教員採用試験の講座を受講したおかげで、教
採の勉強にとてもいいスタートがきれたと思います。
どこから手を付けてよいかわからない膨大な量の範
囲から、特に重要な部分を抜粋して学ぶことができ
ました。
また、12月から講座を受けることで、大学の勉強か
ら教採の勉強にうまくシフトできたと思います。
ありがとうございました。

令和2年度の受講者数

教育学部 83名
他学部 3名

令和2年度 「宮崎大学×プログレッソ」

による教員採用試験対策講座
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就職活動の流れ『公務員』

4     5     6    7     8     9    10    11    12    1    2    3  月
学年

4     5     6    7     8     9    10    11    12    1    2    3  

1年

2年

3年

4年

教養試験対策として大学入試共通テスト
程度の基礎学力を維持する （～4年）

「教養試験と専門試験」がある公務員
（主に県職員・国家一般職）を目指すのか、
「教養試験」だけの公務員（主に警察・市町村職員）
を目指すのか進路を決定する
各種の参考書や受験雑誌を購読して受験勉強を始める

予備校の集中講座に参加する等して
実力向上を図る

受験先を決めて勉強に集中する

月学年

就職活動の流れ『企業』

・その日の新聞を読む
・ＴＶニュース・ニュース解説などを見る
・幅広い読書週間を身につける
・部活動やボランティア活動に参加する

・自己分析・自己理解（7・8月）
・業界・就職研究（8～10月）
・業界・企業選択（11月・12月）

・志願動機形成（1・2月）
・資料請求（3月～）
・企業セミナー（企業説明会）会社訪問（3月～）

・採用試験（6月～）
・採用内定・採用内定の承諾または辞退、受験結果を

教務・学生支援係に報告（6月～）

1・2年

3年

4年

教職以外の就職について
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令和2年卒業生

航空自衛隊
宮崎市役所
長崎市役所
福井市役所

主な就職先（公務員）
令和3年度卒業生

内閣府
九州財務局
宮崎市役所
延岡市役所
堺市役所
佐世保市役所

主な就職先（企業）
令和2年卒業生

株式会社宮崎銀行
国立大学法人鹿屋体育大学
滋慶学園グループ製菓専門学校
株式会社日本入試センター機構
三菱電機株式会社
独立行政法人日本学生支援機構
公益財団法人やまなし文化学習協会
国立病院機構九州グループ
株式会社ルマックス経営会議室
チャイルドハート大在
アイ・ケイ・ケイ株式会社プレジール迎賓館
生活協同組合コープみらい
国立病院機構九州グループ
株式会社ワン・ステップ
株式会社ＲＫＫコンピューターサービス
株式会社ベネッセコーポレーションＫ＆Ｆ
みんなのハート株式会社
株式会社デンソー宮崎

令和3年卒業生

株式会社宮崎銀行
国立大学法人鹿屋体育大学
国立大学法人大分大学
公益財団法人宮崎県学校給食会
日本ＫＦＣホールディングス株式会社
株式会社ファーストリテイリング
（ユニクロ・グローバルリーダー）
タリーズコーヒージャパン株式会社
株式会社クレディセゾン
一般社団法人ＦＣ徳島スポーツクラブ
独立行政法人国立病院機構

九州グループ大牟田病院
児童養護施設さくら学園
社会福祉法人副祥福祉会（豊泉家）
社会福祉法人南高愛隣会
放課後ディサービスあさひがおか
社会福祉法人三扇福祉会

幼保連携型認定こども園ソレイユ
株式会社マルイチ
株式会社プラスディー
植松石油株式会社
株式会社ボラシェア
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宮崎大学
キャリア支援について

●アドバイザーによる、就職に関する相談、素朴な疑問や悩みを気軽に相談
いただけます。

●就職活動において役立つセミナーやガイダンスを定期的に開催しています。
●宮大生向け求人票を学部情報システム（わかば）に掲載して

います。

  詳しくはキャリア支援課のホームページをご確認ください！
   キャリア支援課ホームページはこちらから↓

URL：
https://www.miyazaki-u.ac.jp/edu/course/syusyokuiinkainews.html
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卒業生・修了生からのメッセージ 

 

日々成長 

 

北林 涼馬 さん  

現 宮崎市立生目中学校  

（教育学部学校教育課程小中一貫教育コース中学校主免専攻 令和 3 年 3 月卒業） 

 

 私は三月に宮崎大学を卒業し、中学校教員となり、生目中学校で二年生の担任をしています。 

四月一日の朝、緊張しながら職員室で先生方に挨拶をしたとき、はじめて「自分は教員になったのだ

」と強く実感しました。勤務が始まると、研修や会議、学級開きの準備と覚えることや、やることが沢

山あり、正直何をしたらいいか分からず、とても不安だったのを覚えています。同僚の先生方に尋ね、

助けてもらいながら何とか始業の日を迎えました。今も、分からないことは周りの先生方にすぐに相談

し、助けていただき、多くの人の支えに感謝しながら頑張っています。 

 さて、教員となり三ヶ月が経ちました。三十七名の明るく元気な生徒たちと日々学び、会話し、楽し

く過ごしています。その一方で毎日色々なことが突然起こります。友人関係で悩みをもつ生徒や体調面

で不安を抱えている生徒に向き合う場面がすでに数回ありました。そのたびに「学校は生き物」だと感

じます。日々生徒たちの声に耳を傾け、寄り添いながら、信頼関係を築いていく努力を続けていく必要

性に改めて気づかされました。生徒たちの成長していく姿や、生徒たちの笑顔を見ることは私の幸せで

あり、原動力です。これからも、「生徒のために何が出来るか」を常に大切にし、頼りにされる教員を目

指していきます。 

 私が教員になることが出来たのは、大学四年間での学びや経験、そこで出会った先生方や友人の支え

があったからです。どうしたらいいか分からず、悩みがあるときは、話を聞き、アドバイスをしてくだ

さいます。これは今の私のかけがえのない大切な財産です。そして、教員になって良かったと心から思

っています。これから出会うであろうたくさんの生徒たちが楽しく学校生活を送ることができるよう、

今後も初心を忘れず、謙虚な姿勢で、周りの方々の支えに感謝しながら、精進していきます。 
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念願の高校教師になることができて 

田島 温大 

現 宮崎県立延岡工業高等学校 

（教育学研究科教職実践開発専攻教科領域教育実践開発コース 令和3年3月修了） 

 

宮崎大学大学院を修了し、教師として教壇に立って4ヶ月ほど経ち、忙しい毎日ですが、とても充実し

た濃い日々を過しています。念願の高校数学教員として働くことができ、また、小学校から続けている

野球に携わることができているからです。それだけではなく、初めてのことばかりな業務を、分かりや

すく教えてくださったり、相談に乗ってくださったりする同僚の先生方がおられるからこそだと思いま

す。 

働き始めて、大学院に進学してよかったと思うことが多くあります。特に授業についてですが、正直

に言うと、私は学部を卒業したとき、生徒を前にして授業を行うことにとても不安を感じていました。

しかし、大学院で、計10週間の実習や授業研究等を通して様々な先生方から丁寧な指導を行なっていた

だいたおかげで、自信を持つことができました。実習の中では、自身の学習評価に関する研究を実践で

きる場もあり、じっくり授業力向上に向けて取り組むことができました。 

一方，大学院では、授業に関することだけではなく、生徒指導や保護者との関わり方等も学びました

が、現場では，自分の言っていることは筋が通っているのか、間違ったことを言っていないかなど、自

分の言動に悩むことばかりです。これは、一生悩むことでしょうし、悩まなくなったらダメだと考えて

います。ただ、悩むだけでは成長はないので、大学院で学んだことを思い出したり、同僚の先生方から

アドバイスをいただいたりして、それを実践していきたいと思っています。 

スムーズに仕事をすることは現状では難しいですが、ひとつひとつ丁寧に行なっていきたいと思って

います。 生徒に寄り添うことができ、生徒とともに学び成長していけるように、これからの人生を送っ

ていきます。 
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２年後の自分を描いて 

能勢 優子 さん 

現 教育学研究科教職実践開発専攻教科領域指導力高度化コース１年 

（教育学部学校教育課程小中一貫教育コース小学校主免専攻 令和 3 年 3 月卒業） 

 

大学院に入学して、およそ半年が経ちました。昨年度、宮崎県の教員採用試験を受験し小学校の校種

で無事合格することができました。しかし、その採用を宮崎県の大学院進学者に対する特例制度を利用

して延期し、私はいま宮崎大学教育学研究科で学びに励んでいます。 

３年生のころ、今後の進路について深く悩みました。このまま教職の道を進むのか、それとも別の道

を選ぶのか。卒業後、大学院に進学するのか、そのまま教壇に立つのか。「全力でやってから決めよう。」

そう意気込み臨んだ実習では、悔しさや反省が多く残り、再び思い悩むようになりました。しかしどん

なに悩み続けても、教職という選択肢を外さない自分は、本当は諦めたくないのだと気づきました。そ

れでいて、まだ自分に自信がもてないことにも気付きました。もちろん、教壇に立ち続けることでつく

自信もあると思います。しかし、「一人ひとりの考えや感じ方を大切にできる教員」という自分の目指す

教師像に近づくため、一番新鮮な気持ちで学べる今を大切にしたいという思いを持ち、進学を決めまし

た。私は大学入学以来、人との関わりのなかで言葉が何よりも大切だと考え、子どもの言葉を大切にし

たいという思いを強く持っています。大学院で国語という教科についてさらに追求し、そこで得られた

教科指導の技術や自信を生かして、互いの考えや感じ方を認め合うことのできる学級づくりを実現した

いと考えています。 

現在、大学院で受講している多くの講義は、教育実習と密接に結び付いています。理論を学ぶだけで

なく、実践の構想やその具体的な手立て、起こりうる問題点などについて、周囲からフィードバックを

もらい、改善を重ねることができています。指導教員の先生、経験豊富な実務家の先生、現職院生の方々、

そして同じストレート院生とのつながりのなかで、とても充実した日々を送っています。２年後、教壇

に立つ自分を描きながら、全ての経験を糧として成長し続けたいと思います。 
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令和3年度 就職委員会年間計画

月 1年生～3年生 4年生

4月

・新入生オリエンテーション
・在学生オリエンテーション
・就職スタートアップWeb講座
（マイナビ）3年生
・就職Webセミナー
（リクナビ）3年生

・在学生オリエンテーション
・教採対策講座 ※4月～9月
・教員採用自治体別模試（東京アカデミー）
・宮崎県教員採用試験に係る
特別選考試験の学内推薦者の募集
（募集のある他自治体含む）

5月
・インターンシップ対策Web講座
（マイナビ）3年生

・宮崎県教員採用試験願書記入説明会
・自治体による教員採用試験説明会

6月 ・第1回進路希望調査 3年生

7月
・教育実習前マナー講座 3年生 ・教師力向上講座（7月～8月）

・教員採用試験二次対策説明会
・第1回就職内定状況調査

8月 ・木犀会による教員採用試験
二次試験対策（2日間実施）

9月

10月
・教職ガイダンス 3年生
・自己分析ガイダンス 3年生

・宮崎県臨採教員申込み説明会

11月
・宮崎大学×プログレッソ
教員採用試験対策講座 3年生
11月～3月実施

・第2回進路希望調査 3年生

12月
・教職パワーアップ合宿 3年生
・教員による教職対策講座 3年生
12月～1月実施

・第2回就職内定状況調査

1月～3月

・教員採用試験対策講座 3年生
3月実施

・臨時採用教員の求人情報を学生に連絡

・宮崎県幼稚園連合会による幼稚園ガイダンス（全学年）

・「就職委員会ニュース」発行及び保護者へ郵送

・卒業・修了生の就職先企業アンケートの実施
・最新版「就職の手引き」Web公開

編集後記
「就職委員会ニュースNo.23」はいかがでしたか。私たちは今、新型コロナウイル
ス感染症の流行や異常気象など、未曽有の状況にさらされています。就職にも大き
な影響があるでしょう。しかし、明けない夜はありません。学生の皆さんが、就職
活動に希望を持って前向きに取り組み、乗り越えられることを心よりお祈りしてい
ます。この小冊子がお役に立てば幸いです。最後に、本冊子作成のためにご協力い
ただいた学内外の多くの皆様に、厚く感謝申し上げます。」

八ツ橋寛子

発行者：宮崎大学教育学部 就職委員会

〒889-2192 宮崎市学園木花台西1-1

☎0985-58-2890 FAX0985-58-7772 令和3年10月発行
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