
 

一般社団法人教育ネットワーク中国  ひろしまカレッジ 

これからの教師像 2014 

 

「現場の声が聞けることで、よい経験になった」 
これらは昨年の受講生の感想の一部です。 

「教師になろうという気持ちが高まった。」「面接の際のポイントなどを知ることができてよかった。」「他の学生

と共に勉強することで、自分に足りないものを少しでも発見することができた。」「有意義な 2日間だった。」 

～・～・～・～・～・～・～・～・～・～～・～・～・～・～・～・～・～・～・～ 
学校教育の現場の厳しい現実がしばしば伝えられますが、教職の喜びを見つけている先輩方はたくさんいます。 

教師をめざす方は、この講座をぜひ受講してください。教職への道をともに歩みましょう！ 
 

             一般社団法人教育ネットワーク中国代表理事・エリザベト音楽大学学長 川野 祐二 

 

 
裏面に講義内容があります。 

 

 
主  催 一般社団法人教育ネットワーク中国 後  援 広島県教育委員会 広島市教育委員会 

受講対象 
教育ネットワーク中国会員校に在籍する学生と卒業生で養成段階の大学生、教員採用試験を受験予定の方、すでに

教職の道を歩み始めている方、この分野に関心のある方など。（大学 1年生から受講できます。） 

定  員 １２０人（先着順）※教育ネットワーク中国会員に在籍する学生と卒業生を優先とします。 

資料費 

事務経費等 

２日間で１,０００円 

※講座当日にお支払いいただきます。おそれいりますが、おつりのないようご用意ください。 

会  場 

サテライトキャンパスひろしま 広島県民文化センター 5階 6階 

〒730-0051 広島市中区大手町 1-5-3  TEL082-258-3131 

※広島県民文化センター地下に 30分につき 170円の有料駐車場（31台）無料の駐車場はありません。 

申込方法 

教育ネットワーク中国のホームページの 申込フォーム からお申し込みください。 

 この講座は IC カード受講証を利用した「ひろしまカレッジ」です。受講履歴、出欠確認、講座修了の確認が自

分のパソコンからできます。ログイン IDとパスワードは新規登録後の初回の講座でお渡します。 
 
①氏名（漢字とフリガナ）②学生の方は大学名と学年、社会人の方は職業と卒業大学③希望コース（小学校・中学

校・高等学校のいずれか）④すでに受講証をお持ちの方は受講証番号 → 登録なしの方は⑤⑥⑦⑧⑨を記載 

⑤生年月日⑥郵便番号⑦住所⑧電話番号⑨PASPY裏面ローマ字から始まる 17ケタの番号または PASPYなしと記載 

12 月１日（月）締切 で申し込んでください。 ※受講不可の場合のみお知らせいたします。 

 申し込み 

 問合わせ 

一般社団法人教育ネットワーク中国「これからの教師像 2014」係 

〒730-0803 広島市中区広瀬北町 9-3 広島修道大学インターナショナルハウス内 

TEL082-533-7590 E-mail：hiroshima@enica.jp 
 

詳細・申込フォーム http://www.enica.jp/teacher/2014/index.html 

 

１２月 

１３日 
（土） 

1２月 

１４日 
（日） 

Enica College 

～困難な時代だからこそ、 

教師の果たす役割は大きい。 

今ならずして、いつなるのか！～ 

 
定員１２０人（先着順） 

資料費・事務経費等 

２日間で 1,000 円 



 2014 年 12月 13日（土）  2014 年 12月 14日（日） 

9：20 

～ 

10：00 

【受付】9：20～ 9：50 

【開会行事・挨拶】9：50～10：00 
  

10：00 

～ 

11：00 

【第１講義】 

広島県の教員採用試験 

～広島県が求める教師像～ 
 

広島県教育委員会 教育部長 佐藤隆吉 10：00 

～ 

11：30 

 

【第 4講義】 

現代の教育・学校の改革動向 
 

広島経済大学 准教授 志々田まなみ 
 

教育委員会制度の改革や、道徳教育や小学校

英語を教科化など、今議論されている教育改

革の動向についてわかりやすく解説しなが

ら、新しい時代の学校教育について考えてい

きます。 

11：15 

～ 

12：30 

 

【第 2講義】 

学級づくりのための集団指導 
 

NPOひろしまレクリエーション協会 

山野 節子 
 

いじめや不登校、学級崩壊などは、学級内の

人間関係がうまく構築できない時に、生じや

すいといわれています。こうした学級づくり

のコツとなる集団指導の方法について演習を

交えながら学んでいきます。 

昼 食 

12：30 

～ 

14：30 

【第 5講義】 

よくわかる授業 

～授業力アップのヒント～ 
 

小学校：義務教育指導課 指導主事 

広島県教育委員会 黒子 大介 
 

中学校：義務教育指導課 主任指導主事 

広島県教育委員会 小田 大介 
 

高等学校：高校教育指導課 指導主事 

広島県教育委員会 助迫 理香 
 

※受講者の希望により「小学校」「中学校」 

「高等学校」の 3会場に分かれて実施します。 

昼 食 

13：30 

～ 

15：00 

 

【第 3講義】 

支援を必要とする児童・生徒と 

その保護者への相談対応 
 

県立広島大学 講師 西村いづみ 
 

教師という仕事にあこがれや魅力を感じなが

らも、児童･生徒指導や保護者からの相談対応

に不安があるという人は多いのではないかと

思います。児童・生徒、保護者への対応の基

盤となる考え方や技能について、演習を交え

ながら学んでいきます。 

14：30 

～ 

15：00 

【アンケート記入】 

※1 会場は当日案内をします。 

※2 各講義とも休憩時間を十分に取っていますので、直接講師に質問をしてください。 

※3 昼食は各自で用意してください。605交流室を使用しゴミは各自でお持ち帰りください。 

   周辺には、昼食ができる場所が多くありますが、昼食後の開始時間を厳守してください。 
 
 

【教育ネットワーク中国正会員】25 校 4団体 
エリザベト音楽大学・近畿大学工学部・呉工業高等専門学校・県立広島大学・山陽女子短期大学 
島根県立大学・鈴峯女子短期大学・日本赤十字広島看護大学・比治山大学・比治山大学短期大学部
広島経済大学・広島工業大学・広島国際学院大学・広島国際学院大学自動車短期大学部 
広島国際大学・広島修道大学・広島女学院大学・広島市立大学・広島大学・広島都市学園大学 
広島文化学園大学・広島文化学園短期大学・広島文教女子大学・安田女子大学・安田女子短期大学 
広島県教育委員会・広島市教育委員会・呉市教育委員会・広島県私立中学高等学校協会 
 
【賛助会員】※敬称略 
紀伊國屋書店(中四国営業部) / 中国新聞社 / 広島銀行 / 広島信用金庫  
大学生協(中国・四国事業連合) / 広島電鉄 / モルテン / 凸版印刷(中四国事業部)  
進研アド(中・四国支社) / 広島商工会議所 / 中電工(広島統括支社)  
リクルートマーケティングパートナーズ / もみじ銀行 / 五洋建設(中国支店)  
清水建設（広島支店) / 熊平製作所 /合同総研 / 広島リバーサイドホテル / 丸善(広島支店)  
広島市信用組合 / 日建設計(中国支所) / DNP 西日本(第 1営業本部)   
西日本電信電話(広島支店) / フジタ(広島支店) / 野村證券(広島支店)  
コトブキシーティング(中四国支店) / 近畿日本ツーリスト中国四国(広島支店)  
SMBC 日興証券(広島支店法人部法人課) / 広島管財 / アボアエンジニアリング  
中国電気保安協会(広島支店) / 呉信用金庫 / 中国電設工業  
A・I・C広島マネジメントシェラトンホテル広島 /ひらた学園 IWAD環境福祉専門学校 
学生情報センター / オオケン  / レタープレス / ムロオシステムズ / 山菊印刷 / ワイテック  
むさし / テレビ新広島 / 広島テレビ放送 / 広島ガス / 広島ホームテレビ  
広島マツダ / 日本システム技術(GAKUEN事業部) / 中国放送 / マイティネット  
パナソニック システムネットワークス(システムソリューションズジャパンカンパニ中国社)  

                                                     

 

 

 

【主催】一般社団法人教育ネットワーク中国  【後援】広島県教育委員会 広島市教育委員会 
【個人情報の取り扱いについて】個人情報については、適切に取り扱い、厳重に管理いたします。ただし、今後、本法人が主催する事業の情報をお送

りさせていただく場合があります。情報が不要な方は、その旨を申込時にご記入ください。 

バス・電車：「紙屋町」「紙屋町西」で下車  

広島駅から・・・・・・バス，電車で約10 分  

広島バスセンターから・・・・・徒歩約3 分  

アストラムライン本通駅から・・徒歩約 2 分 


