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 厳しい採用試験を突破し、2020 年 4 月から教職に従事する卒業生は正規教員 16 人、講師 7 人となりまし

た。新型コロナウィルス感染対策が教育現場に大きな影響を与える困難の中でのスタートとはなりました

が、先生方の今後の活躍をお祈りします。 

正規教員（公立） 

 嶋田 純也 さん（英米語卒） 東京都立八王子北高等学校（英語） 

 池田 義友 さん（英米語卒） 足立区立第五中学校(英語） 

 佐藤みゆき さん（英米語卒） 習志野市立第五中学校（英語） 

 高司 智子 さん（英米語卒） 船橋市立行田中学校（英語） 

 中村 亮太 さん（英米語卒） 市川市立下貝塚中学校（英語） 

 内山 葉月 さん（英米語卒） 大網白里市立大網中学校（英語） 

 佐々木 健 さん（英米語卒） 調布市立神代中学校（英語） 

 富塚 虎太 さん（英米語卒） 松戸市立第二中学校（英語）              

            正規教員（私立）              

 松沢 圭帆 さん（日本語卒） 共栄学園中学高等学校（国語）     

 山後 航平 さん（日本語卒） 松商学園高等学校（国語） 

 亀井 照太 さん（日本語卒） 帝京長岡高等学校（国語） 

 松金 尚之 さん（英米語卒）  八千代松陰中学校・高等学校（英語） 

 西尾 翔太 さん（英米語卒） 学校法人角川ドワンゴ学園（英語） 

    その他   東京都中高共通（数学）1 人 

            東京都小学校（全科）１人    

       千葉県小学校（全科）1 人 

 講師         

 遠藤 風貴 さん（日本語卒） 正則学園高等学校（国語） 

 山下 茉穂 さん（英米語卒） 木更津総合高校 （英語）           

 朴   炫俊 さん（英米語卒） 小松原学園浦和麗明高等学校（英語） 

 吉屋  李華 さん（英米語卒） 浦安市立浦安南小学校（英語専科） 

 大野 浩輝 さん（英米語卒） 埼玉県立児玉高等学校（英語） 

 脇山  清美 さん（英米語卒） 埼玉県上里市教育委員会派遣（英語） 

その他 1 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         2020年 4月２0日（第１号） 

METTS  NEWSLETTER 
教職課程センター・地域学校教育センター 

特集 2020年度 教諭・講師等採用実績 
 

 

  

 

新型コロナウィルス感染対策のため、対面での教員採用試験対策講座や願書指導が不可能となりました。

METTS では、採用試験受験者が在宅でどのように学修して準備を進めるべきかをまとめた教材を準備し 4

月 6 日に郵送しました。METTS 教員が一丸となり学生の不安を解消し、在宅を 

余儀なくされる間の時間を有効活用できるようにサポートする計画です。教材を 

送るだけではなく、進捗状況に応じて電話やメールでの相談対応、答案の添削と 

返送及び質問受付を行う予定です。同時に間近に迫った教育実習対策として授業 

観察方法指導や学習指導案作成指導も含まれています。Stay at home & Go for it! 

 

 

 

 

大網白里市立大網中学校に採
用された内山葉月先生を職場の
先輩として迎えてくれたのは、
2008 年に本学英米語学科を卒業
した信太（旧姓板倉）明子先生で
した。内山さんは、「頼もしい先
輩との出会いに不安が解消され
た」と喜びを伝えてくれました。 
（左が信太先生、右が内山先生） 

この逆境をアドバンテージに！教員採用試験対策 
 

 

 
池田 義友先生 

足立区立第五中学校 1 年生担任 



 

 

英米語学科 4 年 神谷美麗さん 

木更津市立木更津第一小学校  

私は現在、大学の授業のほ 

かに玉川大学の通信教育で小 

学校教員免許の取得をめざし 

ていますが、通信教育だけで 

は小学校教育を知る機会が乏しいと感じています。

今回「ちば！教職たまごプロジェクト」に参加し、 

実際の教育現場の様子、小学校教員の授業以外の仕 

事内容や児童との接し方など、座学では学ぶことの 

できないことを経験したいと思いました。将来、教 

員になるという目標のため、このような貴重な機会 

を有効的に活用できるようがんばります。 

              
METTS 兼担教員紹介 

複言語・複文化教育センター 

             教授 パトリツィア・ハヤシ先生 

             Hello, everyone! I'd like to wish all of you 

 a warm welcome to Meikai University and

 to the Meikai Education Teacher Training  

 Support Commons. My name is Patrizia  

 Hayash i  and I 'm  f rom San D iego, 

 California, U.S.A.  I teach many of the 

English majors in your first and second year of the Intensive 

Language Program. As future teachers it is really important to 

use the language as much as possible. For that reason, I 

strongly encourage you all to make time to visit the English 

Zone! Teacher trainers can also sign up for appointments with 

Tyson or myself for teacher training homework help. So, let's 

have a wonderful experience learning, living and enjoying  

English together! 

           准教授 タイソン・ロード先生 

Howdy, everyone! Welcome to Meikai  

University and METTS! I am Tyson Rode.  

In my hometown in Canada we often say  

“howdy.” It is a friendly way to say hello. I  

have worked at Meikai for about 6 years.  

Before that, I worked in several public  

junior high schools and elementary 

schools in Japan. I really like teaching and helping future 

teachers so please feel free to ask me or Patrizia for help 

anytime with your English and teacher-training studies. At 

METTS, you will find very supportive faculty and an excellent 

educational environment to pursue your dream of becoming a 

teacher. With hard work and enthusiasm, you will certainly get  

your future dreams! Go for it! 

 

 

 

 

METTS アゴラ 2019 年度活用実績 

2019 年度末までの METTS アゴラ使用 

のべ人数は 26,942 人でした。 

 

2020年度 ちば！教職たまごプロジェクト 参加者の声 
お二人のほかに日本語学科 4年生石田まりもさん、英米語学科 4年生鶴巻紗希さん、中村亮介さん、

山崎紗緒里さんが参加予定ですが、新型コロナウィルス感染対策のため開始時期は未定です。 
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外国語学部英米語学科 

講師 前田隆子先生 

皆さん、こんにちは。 

2019 年 4 月に明海大学 

外国語学部・英米語学科 

の教員となり、今年度よ 

り教職課程センター・地 

域学校教育センターでもお世 

話になる前田隆子です。小学校英語教育や

協同学習に関する研究を続けています。今

まで複数の大学で教えてきましたが、明海

大学の METTS は、将来の教員を目指す皆

さんにとって、仲間が集い、いつでも専門

の先生方に相談ができるという意味で、と

びきり居心地のよい場所だと思います。例

えるなら、露天風呂でしょうか。仲間や先

生方と言葉を交わす中で頭がクリアにな

り、心はポカポカと温まる。これはまさに

露天風呂の効用である「頭寒足熱」です。

私も皆さん一人ひとりの個性と丁寧に向

き合いながら、クリア＆ポカポカをめざし

てがんばります。どうぞよろしくお願いし

ます。 

 日本語学科 4 年 増田皐佑さん 

匝瑳市立八日市場第一中学校 

 私は今回「ちば！教職たまご 

プロジェクト」により中学校で 

の活動に参加させていただきま 

す。実際に学校現場に入って先 

生方の仕事を体験させていただ 

くことができることは、私の中でとても貴重な体験

になると思います。元気があって積極的な中学生が

多くいると思うので、私も生徒たちに負けないよう

に前向きに取り組みたいです。そしてこの経験が将

来教員をめざす私にとって教員の資質・能力の向上

に繋げられるよう努めていきたいと思います。 

 

 

              

 

 

 

 

 


