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三鷹市教育委員会・三鷹ネットワーク大学共同企画講座「教育・子育て研究所」コース 

みたか教師力養成講座《実践コースⅠ》
（平成30年10月～平成31年２月開催）
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～
0200 

講座趣旨 講座開催概要

小・中学校の教員を目指している大学生を対象とし

た講座です。講師は、小･中学校の現場で実際に教育

に携わっている現役の校長・副校長・教育実践に優れ

ている教諭等や、教育委員会で教員の研修等にあた

っているスタッフ等で、学校教育に関する実践的な内

容が学べます。 

理論に加えて、特別教育実習として、週２回程度、

実際の小・中学校の教育現場での実習をとおして教師

としての実践力を身に付けていきます。 

「実践コース」は平成 31 年夏の東京都教員採用選

考合格を目指している大学３年生以上の方向けの講

座です。教員になるまでに必要な知識、教員になって

から役立つ課題解決のための考え方を鍛える講座を

展開します。 

講座の内容に関する問い合わせ：

三鷹市教育委員会指導課

℡０４２２（４５）１１５１（内線 ３２４６）

日 程
平成 30 年 10 月 13 日(土)～平成 31 年２月

23 日(土) ※詳細は、次項の講義内容参照 

時 間 ※詳細は、次項の講義内容参照 

定 員
平成 31 年夏の東京都教員採用選考合格を

目指している者 合計 20 人程度 

回 数 14 回 

受講料

12,000 円 （三鷹市在住者、または三鷹ネット

ワーク大学推進機構の会員大学に在籍する

学生は 10,000 円） 

教 材 レジュメ資料 他 

難易度 ★★☆ 

会 場 三鷹ネットワーク大学 

申し込み

願書提出締切 ９月 14日(金)午後５時必着 

第１次選考（書類・小論文選考） 

第２次選考（面接・適性検査）10月２日（火）予

定 

■本講座は、平成 31 年夏の東京都教員採用選

考合格を目指している大学３年生以上を対象とし

たコースです。 

■募集要項と申込用紙は、三鷹ネットワーク大学の

ホームページからダウンローできます。不明な点が

あれば当機構事務局（℡0422（40）0313）までご連

絡ください。 

《願書提出先・ 

願書提出に関するお問い合わせは》 

ＮＰＯ法人三鷹ネットワーク大学推進機構 

電話：0422(40)0313 

〒181-0013 三鷹市下連雀３－24－３ 

三鷹駅前協同ビル３階 

《みたか教師力養成講座の内容に関する 

お問い合わせは》 

三鷹市教育委員会指導課 

電話：0422(45)1151 内線 3246 

（〒181-8505 三鷹市下連雀９－11―７） 

講座開講までのスケジュール（予定）

８月２１日（火）

願書配布・申込受付開始

９月１４日（金）

郵送・持参での願書提出締切

９月１９日（水）

第１次選考（書類・小論文選考）

９月２１日（金）予定

出願者全員に第１次選考結果を発送

１０月２日（火）予定

第２次選考（面接及び適性検査）

１０月５日（金）予定

第１次選考合格者全員に第２次選考結果を

発送

１０月１３日（土）

午後１時３０分～受講手続

午後２時   ～講座開始 



■ 平成３０年度「みたか教師力養成講座」実践コースⅠ講義内容

(◎は基礎コース受講者も受講する講座)

実践コースⅠ 講義内容（予定） 

第 1回 10/13 14:00～17:00 開講式・三鷹市教育委員会教育長による特別講義◎ 

第 2回 10/20 

9:30～10:50 よく分かる楽しい授業の創造◎  

11:00～12:20 集会活動の運営と実践◎ 

第 3回 10/27 

9:30～10:50  特色ある三鷹の教育（ＣＳと小・中一貫教育）◎ ※ＣＳ：コミュニティ・スクール 

11:00～12:20 特別活動とその意義◎ 

第 4回 11/10 

9:30～10:50 特別講義「教育と福祉」◎ 

11:00～12:20 授業の達人による英語授業◎ 

13:20～15:20 授業力実践向上講座 模擬授業（１） 

第 5回 11/24 

9:30～10:50 教育時事問題◎ 

11:00～12:20 授業の達人による道徳授業◎ 

13:20～15:20 授業力実践向上講座 模擬授業（２） 

第 6回 12/1 

9:30～10:50 学級経営の基本◎ 

11:00～12:20 授業の達人による国語授業◎ 

13:20～15:20 授業力実践向上講座 模擬授業（３） 

第 7回 12/8 

9:30～10:50 生活指導と問題行動への対応◎ 

11:00～12:20 ＩＣＴを活用した授業◎ 

13:20～15:20 授業力実践向上講座 模擬授業（４） 

第 8回 1/5 

9:30～10:50 発達障がいと特別支援教育◎ 

11:00～12:20 三鷹市の教育支援（特別支援教育）◎ 

13:20～15:20 授業力実践向上講座 模擬授業（５） 

第 9回 1/12 

9:30～10:50 教師に必要な資質・能力◎ 

11:00～12:20 授業の達人による算数授業◎ 

13:20～15:20 授業力実践向上講座 模擬授業（６） 

第10回 1/19 

9:30～10:50 東京都教員採用試験合格を目指して 

11:00～12:20 合格者から学ぶ教員採用試験『教職教養』対策 

13:20～15:20 授業力実践向上講座 模擬授業（７） 

第11回 1/26 

9:30～10:50 東京都教員採用試験『論作文』対策 

11:00～12:20 合格者から学ぶ教員採用試験『論作文』対策 

第12回 2/2 

9:30～10:50 東京都教員採用試験『教職教養』傾向と対策 

11:00～12:20 合格者から学ぶ『専門教養』傾向と対策 

第13回 2/16 9:30～12:20 講義演習「これからの新しい教育の方向」◎ 

第14回 2/23 9:30～12:20 特別講義「これからの教育を担う教員志願者に望むこと」◎ 閉講式◎ 



三鷹市教育委員会・三鷹ネットワーク大学推進機構共同企画講座 「教育・子育て研究所」コース 

みたか教師力養成講座 実践コースⅠ 受講生募集要項 

（平成30年 10月～平成31年２月開催） 

１ 目的  

本講座は、三鷹市教育委員会と三鷹ネットワーク大学推進機構が連携し、実践的指導力

や柔軟な対応力等をもった熱意ある三鷹市にふさわしい教員を、学生等の段階から養成す

ることを目的として開設するものです。 

２ 対象・募集人員 

  平成 31 年夏の東京都教員採用選考合格を目指している大学３年生以上の方（小学校教

諭・中学校教諭希望者） 合計 20 人程度  ※大学院生・社会人の方も受講可

３ 出願資格   

  次の(１)から(３)までのいずれの資格要件も満たす者 

(１) 昭和 55 年４月２日以降に出生した者 

この条件に限らず、個別の事情がある場合にはご相談ください。

(２) 次のア又はイに該当する者 

ア 三鷹ネットワーク大学推進機構の会員大学（大学院を含む。以下同じ）に在籍し

ている３年生以上の者で、小学校教諭普通免許状か中学校教諭普通免許状の単位を

取得中（教職課程を履修中で平成 32 年４月１日までに取得見込）の者 

イ ア に掲げる大学にかかわらず、すべての大学の在籍者又は卒業者であって、同

免許状を平成 32 年４月１日までに取得見込み又はすでに取得済みで、平成 31 年度

に実施する東京都教員採用試験の受験予定者 

(３) 地方公務員法第 16 条（欠格条項）及び学校教育法第９条（欠格事由）に該当しな

い者 

４ 出願手続 

(１) 提出書類 

ア 申込用紙（様式１） 

イ 小論文 

（タイトル「今、求められる教師像と私」400 字詰め原稿用紙等２枚程度） 

ウ 返信用封筒（定形長３サイズ）※82 円切手貼付、住所・氏名記載 

エ 受講者登録用紙（新規受講者のみ）※当機構ホームページからも登録可能 

(２) 提出方法及び出願受付期間等 

郵送又は持参で、三鷹ネットワーク大学事務局に提出してください。 

ア 郵送の場合 平成 30 年９月 14 日(金)必着 ※郵送先は次頁参照 

イ 持参の場合 出願受付期間：平成 30 年８月 21 日(火)～９月 14 日(金) 

開館時間：火曜日～土曜日→午前９時 30 分～午後９時 

日曜日    →午前９時 30 分～午後５時、 

月曜日・祝日 →休館 



５ 受講者の選考 

(１) 受講者の選考 

三鷹市教育委員会事務局により、次のとおり選考を行います。 

ア 第１次選考：書類及び小論文審査 

イ 第２次選考：面接及び適性検査 10 月２日（火）予定 

       第１次選考合格者を対象 

       (詳細は、第１次選考合格者に通知します) 

(２) 受講者の決定結果 

ア 第１次選考結果 出願者全員に通知します。※９月 21 日(金)発送予定 

イ 第２次選考結果 第１次選考合格者全員に通知します。※10 月５日(金)発送予定 

(３) 補欠受講者 

 受講者決定時において、補欠受講者を発表することがあります。受講決定者の中か

ら、辞退者が出た場合は、補欠の順位に従って、受講決定者として通知します。 

６ 受講手続 

  受講決定者は、次のものを持参の上、講座開始日に三鷹ネットワーク大学の受付窓口で

受講手続きを行ってください。 

(１) 受講料を納入したことが分かる証明 ※日曜・休日でもゆうちょ ATM でお振込みい

ただけます。（※受講料はなるべく前日までにお支払いください） 

 (２) 受講決定通知 

７ 講座開始日 

  平成 30 年 10 月 13 日(土) 午後２時 

８ 受講期間等 

平成 30 年 10 月 13 日～平成 31 年２月 23 日 

  講義・演習  ： 毎週土曜日（14 回） 

（11/3、11/17、12/15・22・29、2/9 を除く） 

午前９時 30 分～午後０時 20 分、午後１時 20 分～３時 20 分 

※10/13 のみ午後２時～５時 

   特別教育実習 ： 毎週２単位時間以上 

※特別教育実習については別紙２参照 

９ 受講料 

  受講料は次のとおりです。なお、交通費等は各自の負担となります。 

(１) 三鷹市在住者又は三鷹ネットワーク大学推進機構の会員大学 

（別紙１参照）に在籍する学生 10,000 円 

(２) その他         12,000 円 

10 願書提出先 

  〒181-0013 三鷹市下連雀３－24－３ 三鷹駅前協同ビル３階 

NPO 法人三鷹ネットワーク大学推進機構 

11 問い合わせ先 

（願書提出について）三鷹ネットワーク大学推進機構 電話 0422(40)0313 

（講座内容について）三鷹市教育委員会指導課    電話 0422(45)1151 内線 3246 



（別紙１）

 三鷹ネットワーク大学推進機構の会員大学（正会員・賛助会員） 

亜細亜大学 日本女子体育大学 

杏林大学 法政大学 

国際基督教大学 明治大学 

首都大学東京 ルーテル学院大学 

成蹊大学 埼玉工業大学 

電気通信大学 静岡県立大学短期大学部 

東京学芸大学 白百合女子大学 

東京工科大学 
東京大学大学院総合文化研究科・教養

学部

東京女子大学 東洋学園大学 

東京農工大学 武蔵野大学 

日本獣医生命科学大学 立教女学院 



（別紙２） 

三鷹市教育委員会・三鷹ネットワーク大学推進機構共同企画講座 

「教育・子育て研究所コース」 

みたか教師力養成講座における特別教育実習

（目的）

 三鷹市立小学校又は中学校において、半年単位として授業等の実習や教育活動の補助等を行う機会

を設け、実践的指導力や柔軟な対応力を培う。

（特別教育実習校）

 三鷹市立小学校又は中学校

（特別教育実習校の指定）

 受講生の大学等での授業等のスケジュール、大学や住居等からの距離、時間等と、受け入れ先の学

校の諸条件を考慮し、開講後に三鷹市教育委員会が指定する。

（特別教育実習時間）

 週に 2 単位時間以上とし、大学の授業のない時間に、受講生の条件や希望、特別教育実習校と調整

の上、設定し半年間を通じた実習を行う。本人の希望と特別教育実習校の諸条件によっては、週１日

（８時間）まで実習できる。

（特別教育実習にかかる交通費等）

 本人負担とする。

（特別教育実習における実習内容）

１ 配属された学級等において、授業参観、授業補助、授業実践等を行い、教科指導や学級経営を学

ぶ。

２ 学校の教育課程や学校組織等について、実務や講話等から学ぶ。

３ 児童・生徒との交流を通して、児童・生徒の理解を図るとともに、生活指導や教育相談について

の理解を深める。

４ 学校の諸教育活動（給食、清掃、クラブ、部活動、委員会活動、学校行事等）及び地域行事につ

いて、実務をとおして理解を深める。

５ 長期休業日中（冬季）に１日以上実習日を定め、講話、実務、教材研究、授業の指導計画の作成

等を行う。 

（特別教育実習における服務等）

１ 服務に関する事項については、校長の指示に従う。

２ 特別教育実習の記録については、三鷹市教育委員会の定める書式を使用し、毎回、校長に提出し、

指導を受ける。

３ 特別教育実習は、開講式以後とし、平成 31年２月 28 日を実習最終日とする。

（特別教育実習の取り消し）

 実習生としてふさわしくないと認められる者については、特別教育実習を取り消すことがある。



三鷹市教育委員会・三鷹ネットワーク大学推進機構共同企画講座「教育・子育て研究所」コース 

みたか教師力養成講座 実践コースⅠ（平成30年10月～平成31年２月開催）

＜講座開講までのスケジュール（予定）＞

８月１９日（日）   広報みたか掲載

８月２１日（火）   願書配布開始

郵送・持参での願書提出受付開始

９月１４日（金）   郵送・持参での願書提出締切

９月１９日（水）   第１次選考（書類・小論文選考）

９月２１日（金）   出願者全員に第１次選考結果を発送

１０月２日（火）   第２次選考（面接・適性検査）

１０月５日（金）   第１次選考合格者全員に第２次選考結果を発送

１０月１３日（土）  午後１時３０分～受講手続 午後２時～講座開始 

■願書提出先・願書提出に関するお問い合わせは 

ＮＰＯ法人三鷹ネットワーク大学推進機構 

三鷹市下連雀３－24－３ 三鷹駅前協同ビル３階 電話 0422(40)0313 

三鷹ネットワーク大学ホームページ http://www.mitaka-univ.org/ 

■みたか教師力養成講座の内容に関するお問い合わせは 

三鷹市教育委員会指導課 電話 0422(45)1151 内線 3246 



三鷹ネットワーク大学 受講者登録用紙 
＊すでに受講者登録を済まされている方は必要ありません。インターネットでもご登録ができます。 

※太枠内の項目は必須事項です。             登録日： 平成   年   月   日

お 名 前

フリガナ

性 別 男・女
生年

月日

西暦     年

   月  日

受講者区分

※該当する番

号を１つ選ん

で○をつけてく

ださい。

（１） 【市   民】 三鷹市にお住まいの方(学生は除く) 

（２） 【市民(在勤・在学)】 三鷹市外にお住まいで、三鷹市内の職場・学校に通われている方 

（３） 【市民学生】 三鷹市にお住まいの学生の方 

（４） 【会   員】 勤務先、学校等が三鷹ネットワーク大学の正会員または賛助会員の方 

（５） 【一   般】 三鷹市外にお住まいの方

Ｅメール  

緊急連絡先 携帯電話番号： 携帯Ｅメール：

《郵便物の送付先※振込用紙や受講証等のお送り先を、下記から選んでください。》 

郵便物送付先 ご 自 宅 勤 務 先 

ご 住 所 

〒    

電話番号 Ｆ  Ａ  Ｘ 

勤務先名称 
※学生の場合は学校名と学部・学科名

勤 務 先 

部 署 名 

※学生の場合は学籍番号
役職名

ご 住 所 

〒    

電話番号 Ｆ  Ａ  Ｘ 

《ご職業等》※職種・業種について該当するものにそれぞれ○をつけてください。

勤務先業種 
①官公庁 ②団体 ③教育 ④宗教 ⑤医療 ⑥建設 ⑦金融・保険 ⑧製造 ⑨運輸・通信 

⑩農林水産 ⑪電気・水道 ⑫不動産 ⑬卸・小売 ⑭飲食 ⑮ＩＴ・ソフト ⑯その他 

職業(職種) 
①経営者 ②役員・管理職 ③一般事務 ④営業 ⑤販売・サービス ⑥生産管理 ⑦研究開発

⑧専門職（医師・弁護士等） ⑨教職 ⑩自由業 ⑪専業主婦 ⑫無職 ⑬その他 

《三鷹ネットワーク大学からの情報提供ご希望の有無》 

情報提供 希望する 希望しない 

《興味をお持ちの分野》※３つまでお選びください。 

１経営・経済学  ２歴史学  ３法学  ４文学  ５工学  ６教育学  ７福祉・医療  ８介護・看護 

９コンピューターサイエンス  10 アジア・アフリカ系言語  11 総合政策  12 国際関係論  13 政治学 

14 天文学  15 農学  16 臨床心理学  17 カウンセリング学  18 社会心理学  19 国際コミュニケーション学

20 スポーツ医学  21 マーケティング学  22 人間環境学  23 キャリアデザイン等  24 社会福祉学 

25 情報科学  26 情報コミュニケーション学  27 グローバルビジネス学  28 宗教学  29 平和学  30 生物学 

31 化学  32 数学  33 教養学  34 建築学  35 その他

《
ご
自
宅
》

《
勤
務
先
・
学
校
名
等
》

◆受講者登録について ＊すでに受講者登録を済まされている方は必要ありません。
三鷹ネットワーク大学で受講される場合は、受講者登録の手続きが必要です。講座のお申し込みをする前に（講座のお申し込みと同時に）、必ず受講者登録を済ませてください。 

ご登録をしていただくことにより、今後お申し込みされる際に、ご住所等、個人情報を記入する手間がなくなります。またインターネットからのお申し込みも可能となります。 

◆個人情報について 
ご記入いただいたお客様の個人情報は、個人情報保護法に基づいて適切に管理するとともに、受講決定通知および講座のご案内目的のために使用します。





申込日： 平成３０年   月   日

名 前

フリガナ

性 別 男・女 生年月日
西暦    年

   月  日

住 所
〒

電 話 番 号 自宅 
緊急連絡先

携帯電話

E メ ー ル

ア ド レ ス

パソコン

携帯電話

※必ず両方のメールアドレスを記入ください。 

学 校 名 卒業 ・ 在学中（  年生）

学部・学科等 学籍番号

教員免許 取得見込み ・ 取得済み
免許の種類

と教科

※ 在校生は学生証のコピー、卒業生は教員免許証か卒業証明書のコピーを添付してください。

※ 記入漏れのないようにお願いします。

《希望するコースに○をつけてください》

申込欄 

実践コース 

（平成31年夏の東京都教員採用選考合格を目指している大学3年生以上の方を対象と

したコースです。※大学院生・社会人の方も受講可。） 

小学校教諭養成コース希望               [C1810100]

中学校教諭養成コース希望               [C1810200]

《本講座への志望動機》

三鷹市教育委員会・三鷹ネットワーク大学推進機構共同企画講座 「教育・子育て研究所」コース 

みたか教師力養成講座《実践コースⅠ》 申込用紙

(様式１) 


