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合格のキーを握る理科・数学・社会に重点をおいたスケジュールで
す。各教科とも頻出領域を中心とした講義で、一般教養の完全マス
ターを目指します。

出題ポイントが分かりにくい教職教養について、頻出事項を厳選した講
座です。新学習指導要領や最新答申・改正法規の対策もバッチリです。

　教員採用試験に現役で合格したいと考えている人の中には、何をどのよう
に勉強したらよいか迷っている人がいるかもしれません。まずは突破口として
この講座を受けてみませんか。
　書店に行って、「さあ、やるぞ!」とばかりに参考書や問題集を選ぼうとする
と、沢山本が並んでいて、どれを買うべきか迷いますよね。また、あれこれ
買ってみても、買ったことでなんとなく「やった気」になって、教員採用試験
本番を迎えるという事態になりかねません。そんなことを避けるためにも、
この講座を受講して勉強するきっかけを見つけてください。
　今回の講座では、教員採用試験において、ほとんどの自治体で必須となっ
ている「一般教養」と「教職教養」についての徹底理解と実力アップを図り
ます。また、「教職教養対策講座」は、平成26年度より始まった「大阪府教員
チャレンジテスト」の対策にもなります。必ずしもこの講座だけで、全てマス
ターできるわけではありませんが、講座で学んだことをもとに、自分の勉強
方法を確立してくださいね。
　教員採用試験は、筆記、論作文、面接、実技、適性検査などの試験がある
ので、効率のいい勉強方法を見つけることが合格への となります。まず、
どこの自治体（都道府県・政令指定都市）を受験したいのかを決めておくと、
その自治体の試験内容にあった準備をすることができます。
　教職教育センター（教職支援課）には、資料がたくさんありますので、友だ
ちと誘い合って、センターを覗いてください。情報の集め方や資料の探し方
など、事前に相談してポイントを絞って学習計画を立てることもできます。や
ることが多くて、焦ってしまうこともあると思いますが、自分のペースを決め
て勉強してください。もちろん、一人で勉強するほうがいい人は、自分にあっ
た勉強方法で取り組んで、相談があるときは、気軽に教職教育センターで声
をかけてくださいね。
　その他わからない事があれば、教職教育センターの窓口に問い合わせてく
ださい。

　平成26年度実施の教員採用試験（幼稚園教諭採用試
験を除く）において、4回生が大健闘しました。大阪府・
大阪市・堺市・豊能地区を中心にたくさんの学生が合
格通知を手にしました。一次試験合格者は153名でし
たが、二次試験の日程がいくつかの自治体で重複した
ため受験できなかった学生もいる中で、最終合格者数
は71名となりました。平成25年度の合格者数が48名
でしたので、前年比の約150％となります。
　特に高倍率の中学校において、たくさんの合格者が
出たこと、難関の地方自治体の採用試験においても好
成績を収める結果となったことは、1回生からコツコツ
積み上げてきた努力が実を結んだといえます。
　例年、たくさんの合格者が出ている特別支援学校に
おいては、一段と合格者が増えました。さらに、大阪

府の中学校合格者のうち2名は、特別支援学校を第一
希望としているので、特別支援学校の合格者実数は16
名とも言えます。大阪府内の特別支援学校は、大阪大
谷出身者で埋め尽くす日が近いかも・・・!?
　幼稚園教員採用試験は現在でも結果待ちの自治体
があり、朗報が届くのを教職教育センターのスタッフ一
同、心待ちにしているところです。
　また、各地の学校現場で講師として奮闘している卒
業生からもたくさんの朗報が寄せられています。
　教職教育センターでは、先輩たちが起こした大きな
波を後輩へつなげていってほしいと願っています。在学
生のみなさんの「先生になりたい」という気持ちを全面
的にバックアップしますので、気軽に足を運んでくださ
いね。

　最近、キャンパス内で「チャレンジテスト」という言葉を耳にし
たり、掲示板で見かけて「何のテストなんだろう？」って思ったり
している人も多いはず！　そこで、今回はこのテストについて解
説します。

1.「チャレンジテスト」って?
　正式名称を「大阪府教員チャレ
ンジテスト」といって、平成26年
度から始まったばかりのテストで
す。大阪府教育委員会が「教員に
なりたい」人を対象に、教員採用
選考テストの計画的な受験準備を
支援する目的で創られました。
2.試験日はいつ?
　平成26年度は、12月13日（土）
に実施されました。次年度以降も
同時期に実施される見通しです。
3.受験資格は?
　以下の①～③のすべてを満たす
人です。
①大阪府内の公立学校（大阪市・堺
市・豊中市・池田市・箕面市・
豊能町・能勢町を除きます）の先
生になりたい人。

②昭和41年4月2日～平成7年4月
1日までに生まれた人

③教員免許状を所有している者、
もしくは大学（短大）卒業者、又
は2年生以上の学生

　ですから、2回生以上の教員を目
指す人は、受験資格「有」ですよね。
4.テストの内容は?
　大問30問（ただし、大問の中に
は複数の小問を設けている問題も
あり）で、教育原理・教育関連の法
令・教育公務員の倫理（服務規律）・
教育時事などが問われます。
5.受験するメリットは?
　全問題数に対する正答率が75%
以上の者は、翌年度及び翌々年度
に大阪府教育委員会が実施する「大
阪府公立学校教員採用選考テスト
の第一次選考の筆答テスト」が免
除されます。
　大阪府の「教員になりたい」人
は、ぜひチャレンジしてみましょ
う。また、一次の筆記試験が免除

されることで、併願できる自治体
も増え、教員への夢が近づくこと
間違いなし。このチャンスを見逃
がさない手はありませんね。
　大阪府以外の自治体を狙ってい
る人も、本番までの力試しとして
チャレンジしてみてはどうでしょ
うか?
6.受験対策は?
　大学での講義はもちろんですが、
教職教育センターでは、課外時間
に実施している「タニ☆スタ6」や
藤村教職教育センター長が担当す
る「対策講座」、長期休業中に実施
する「チャレンジテスト対策講座」
「教職教養対策講座」など、様々な
学習支援を行っています。学生の
皆さんは、これらのツールを上手
に利用して自分なりの学習スタイ
ルを確立してくださいね。もちろ
ん、相談は随時OKです!

◎大阪府下の合格者は、54名
◎中学校が躍進！
　例えば、大阪府教育委員会のホームページに
よると中学校「社会」の合格倍率は6.0倍、「英語」
は5.9倍、「保健体育」は13.5倍と高倍率の中、現
役での合格者が出ています。

◎特別支援学校の先生になるなら、
大阪大谷大学！
　大阪府特別支援学校（小学部）の22歳合格者
は15名。うち、6名は大阪大谷生！
　大阪府特別支援学校（幼小部）の22歳合格者1
名は大阪大谷生！

現在、受講生を大・大・大募集中！
何回生でも

オッケー！

教員採用試験（一般教養・教職教養）対策講座開催
教員以外の進路を考えている人も大歓迎！

一般教養対策講座　平成27年3月5日㈭～3月13日㈮

教職教養対策講座　平成27年2月20日㈮～3月2日㈪

教員採用試験の合格を目指して

平成27年
春

になりたい「ひと」先生 集合集合!集合!

●場　　所：本学（教室は未定）　●受 講 料：各5,000円（税込）
●申込期間：平成26年12月1日（月）～平成27年1月31日（土）
※現在、担当講師と日程調整中のため、科目の順番は、変更になります。

教 職 支 援 課 よ り

（Ｈ26.10.31 現在）

自治体 小計
内訳

小学校 小中
いきいき

中学校 特別支援学校国語 社会 英語 保健体育
大阪府 36 20 1 4 1 1 1 8 ※
大阪市 7 7※
堺市 9 7 1 1
豊能地区 2 2
奈良県 6 3 1 2
和歌山県 3 2 1
京都府 1 1
兵庫県 3 1 2※
神奈川県 1 1
川崎市 1 1
高知県 1 1
福岡市 1 1
合計 71 45 1 6 1 1 3 14
◆公立幼稚園採用試験は含みません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※専攻科生（各1）を含む
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日程 10：40 ～ 
12：10

13：00 ～
 14：30

14：40 ～
 16：10

3月 5日（木） 数学① 数学② 地理
3月 6日（金） 政治・経済① 政治・経済② 物理①
3月 9日（月） 化学① 生物 数学③
3月10日（火） 化学② 英語① 英語②
3月11日（水） 化学③ 数学④
3月12日（木） 物理② 物理③ 地学
3月13日（金） 歴史① 歴史② 学習相談会

日程 10：40～
12：10

13：00～
14：30

14：40～
16：10

2月20日（金） 教育原理① 教育原理② 教育原理③

2月21日（土） 教育原理④ 教育史 現場の
先輩からの話

2月23日（月） 教育法規① 教育法規② 教育法規③
2月24日（火） 教育時事① 教育時事② 教育法規④

2月25日（水） 教師塾
対策講座 教育時事③ 教育時事④

2月26日（木） 学習指導要領① 学習指導要領② 学習指導要領③

3月 2日（月） 教育心理① 教育心理② 教育心理③

チャレンジテスト

豆 知 識知 識

現役合格者

前年比 約150％に!

『さざれ石』（本学図書館所蔵）

　今年度の博物館秋季特別展は「描かれた女と男」
をテーマに、９月27日～11月４日の期間で開催しました。
　今回は日本語日本文学科の企画で本学図書館の
貴重図書を公開しました。図書館には学生のみな
さんが普段使う書籍や資料とは別に、「貴重図書」
と分類される資料が所蔵されています。今回はその
中から「奈良絵本」と呼ばれる絵本や絵巻を展示

秋季特別展で
貴重図書を公開

シリーズ豆知識（教職教育センター）

図
書
館

博
物
館
よ
り

しました。
　「奈良絵本」とは室町時代から江戸時代に作成さ
れた、美しい色がついた絵本や絵巻です。その内容
は平安時代の物語や御伽草子、鎌倉時代の軍記物
などさまざまで、お嫁入り道具として作られることが
多かったようです。
　女性をテーマにした前期は、漢文の授業で習う『長
恨歌』を絵巻物で表現した『長恨歌絵巻』や、む
かし話で読んだことがある『鉢かづき』、静御前の物
語『志都香』など、十二単姿のお姫さまが描かれて
いる場面を多く展示しました。
　男性をテーマにした後期には、合戦や狩り、鬼退
治の場面など、勇壮な場面を多く展示しました。お
姫さまの出てくる華やかな場面が多かった前期から
は雰囲気が一転し、鬼の首が飛んでいる場面やムカ

デと人が戦っている場面などがありましたが、人物や
馬などが生き生きと描かれていました。
　また、前期・後期を通して、十二単の実物（複製）を
展示しました。ケース外に展示したので、間近で見
ていただくことができました。「重そう」とか「どうや
って歩くのかな」などの声がたくさん聞こえました。そ
の周りには、十二単の色重ねのパターンを展示したと
ころ、バリエーションの豊かさに驚いている方もおら
れました。
　本学図書館には大きな展示施設がありませんの
で、なかなか学生のみなさんに貴重図書を見ていた
だく機会がありません。今回、図書館の貴重なお宝
をみなさんにみていただけたことをうれしく思います。
図書館のお宝は、図書館ホームページで公開してい
ますので、興味を持たれた方は、ぜひご覧ください。

教員
採用試験


