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手厚いサポート体制

　本学のキャリア支援は、公務員・民間企業などへの道を

サポートする「キャリア支援センター」と、教員採用試験合

格に向けて経験豊富なスタッフが徹底指導する「教職支

援センター」が、車の両輪となって高い実績を残してきまし

た。2021年度から両センターを統括する組織として「キャリ

ア支援部」を創設し、連携をさらに強固にして、学生にとっ

てより効果的なサポートを実施しています。

　その成果もあり、卒業生の就職先は幅広い分野に及ん

でいます。教員採用試験では、２年連続で過去最多となる

63名が現役合格。公務員は、消防官・警察官などに多数

が合格しています。一般企業ではスポーツメーカー、金融、

鉄道、マスメディアなど多彩な業種に進んでいます。

大阪体育大学は、夢を抱く学生を親身になって応援するキャリアサポート体制を整えています。
４年間で培った実力を遺憾なく発揮し、先輩たちは夢を手にしています。

就職DATA
卒業生の就職先は、業種・職種において多岐にわたります。
学びを通して磨き上げられた知識・技能・課題解決力は社会で求められています。

主な就職先

２年連続
過去最多

※公立学校※2020年度 ※2021年度

※2021年度

【企業】 ミズノ／デサント／アシックス／コロンビアスポーツウェアジャパン／毎日新聞社／スポーツニッポン新聞社／日刊

スポーツ新聞社西日本／小林製薬／日本新薬／ジョンソン・エンド・ジョンソン／ニプロ／日清オイリオグループ／UHA

味覚糖／ブルボン／静岡銀行／京都銀行／良品計画／アイリスオーヤマ／積水ハウス／住友林業／大和ハウス工業／

住友不動産販売／キーエンス／三菱電機／YKKAP／鶴見製作所／パラマウントベッド／リコージャパン／丸紅エネルギー／

ソニー・ミュージックエンタテインメント／リクルートホールディングス／リゾートトラスト／SKY／西日本旅客鉄道／綜合

警備保障

【学校関係】 公立小学校、公立中学校、公立高等学校、特別支援学校

【公務員】 警視庁／大阪府警／兵庫県警／大阪市消防局／東京消防庁／刑務官／法務教官／泉大津市役所／皇宮警察／

海上保安庁

【プロ・実業団】 鹿島アントラーズ／北海道コンサドーレ札幌／サガン鳥栖／モンテディオ山形／レノファ山口FC／豊田

合成／パナソニック／ヴィクトリーナ姫路／大阪ガス／北國銀行／クボタ　など
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％96.6 63

4.6
全国2位
〔29人〕 96

学校関係
22.1%

公務員
9.9%

一般企業
38.3%

学校関係
61.7%

公務員
6.2%

一般企業
21%

生涯スポーツ
6.9%

医療・福祉
2.1%

自営業
0.4%

活動中
3.7%

進学・留学
3.4%

その他
5.3% 医療・福祉

1.9%

活動中
1.2%

進学・留学
2.5% その他

1.9%

プロスポーツ
8%

生涯スポーツ
3.7%

分野別
就職状況
2020年度

教育学部
分野別

就職状況
2020年度

体育学部

（順不同一部抜粋）

学生のライフスタイルに合わせてeラーニングを有効に利用し、授業、部活など

と両立できる学びを進めていくことができます。

e-Learning資格コーナー

語学系

マナー系

PCスキル

会計系

不動産業界

金融業界

色彩系

統計系

情報・通信

その他

旅行業界

TOEIC®LISTENING&READING TEST（400点コース/500点コース／650点コース/800点コース）

秘書技能検定／サービス接遇検定／ビジネス実務マナー検定

Microsoft Office Specialist2016/2019（Word/Excel®/PowerPoint®）

宅地建物取引士／リテールマーケティング（販売士）検定

ファイナンシャル・プランニング技能検定

統計検定／ビジネス統計スペシャリスト

国内旅行業務取扱管理者／海外旅行業務取扱管理者

日商簿記検定／ビジネス会計検定試験®

医科医療事務検定／ビジネス実務法務検定®

ITパスポート試験

色彩検定®

筆記試験（玉手箱）対策講座就職試験

2019年度は全国1位！

2020年度

TOEICはエデュケーショナル・テスティング・サービス（ETS）の登録商標です。 
本冊子はETSの検討を受け、またその承認を得たものではありません。
Microsoft Softwareは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

データは東洋
経済新報社刊
「本当に強い大
学2020、2021」
など
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キャリア支援センター

　キャリア支援センターでは、学生一人ひとりが志望する進路の実現に向けて学生の潜在能

力の開発・向上に努め、学生が自らキャリアデザインを考え、将来設計ができるよう取り組んで

います。キャリア支援プログラムでは、第一線で働く社会人の生の声を聞く機会を数多く提

供。実際に仕事で成果を上げた時の喜びや大変なことなどを語っていただき、学生の「職業

観」を養っています。

一人ひとりに向きあう支援で、きめ細かくバックアップ。

一人ひとりの学生に寄り添う日本一のキャリア支援を目指しています 髙津 真人キャリア支援センター長

全学年共通プログラム

4年間のスケジュール

● キャリアカウンセリング　　　　  ● 学内セミナー（企業、公務員 等）　 ● 公務員模試
● 全国公開模擬試験・解答解説　● 各種対策講座（公務員、SPI 等）

キャリア支援センターの
利用方法を説明し、積極的な活用や
学生生活の過ごし方を支援します。

１年次

新入生オリエンテーション

これから始まる学生生活がより充実し

たものになるように、大阪体育大学だ

からこそ身につく力や考え方について

アドバイス。また、キャリア支援センター

でどのようなサポートが受けられるかを

説明します。

・ 新入生オリエンテーション
・ キャリアフェスタ（講演会）
・ キャリアフォレスト（他大学協同）

学生が将来の知見を広げられるよう、
キャリアデザインを考える
さまざまな機会を設けます。

２年次

キャリアフェスタ（OB・OGに学ぶ）

多様な業界・業種の社会人や卒業生

の先輩から、自身の就職活動や実際

の業務内容、仕事のやりがいなどにつ

いて講演いただきます。社会で活躍す

る先輩の声を聞いて、将来の夢や目

標を見つけるきっかけになります。

・ キャリアデザインⅠ（授業）
  〈 キャリアプラン、社会人基礎力、マナー、
　時事問題など 〉
・ グループ面談
・ キャリアフェスタ（OB・OGに学ぶ）

個別面談を通して学生一人ひとりの
目標を明確にし、進路に応じた
サポートを実施します。

３年次

キャリアブロッサム（大体大就活交流会）
企業の人事担当者と交流できる機会で
す。実際に企業にはどういった人材が
求められているのか、どこに注目されて
いるかなどを知ることができ、就職活動
を行う中で手助けになります。

・ キャリアデザインⅡ（授業）　・ 個別面談
・ キャリアフェスタ（さまざまな業界を知る）
・ 企業就活支援講座　・ 公務員試験対策講座
・ 合同企業説明会バスツアー
・ キャリアブロッサム（大体大就活交流会）
・ One Day 就活集中特訓　・ 面接指導　・ 応募書類添削
・ 未来の相談窓口　・ キャリアだョ！全員集合
・ 企業・団体見学ツアー　・ クラブ別キャリアガイダンス

目標への挑戦を徹底的にフォロー。
卒業後も在学中と同じように
キャリア支援を行います。

４年次

面接指導
自分の想いや経験を、採用面接でわか
りやすく伝えるための練習ができます。
企業で採用活動を行っていたキャリア
スタッフが丁寧に指導するので、本番で
は落ち着いて自分の言葉で話せるよう
になります。

・ 応募書類添削
・ 面接指導
・ 就職未決定者個人指導
・ 最終キャリアガイダンス
・ 進路調査

担当者の声

教職支援センター

　教職に関する履修の相談や教員採用試験に向けたさまざまなプログラムを実施し、教員免

許の取得および教職への就業を支援しています。採用試験説明会では各自治体から教員採

用人事担当者を招いて概要や変更点を詳しく説明するため、早くから試験を意識した対策が

可能です。

学生の意識を高める指導・サポート体制があります。

夢をかなえる指導のきめ細かさに自信があります 清水俊彦

「教師を目指す学生」支援プログラム

説明会・講座等 年間スケジュール

● 大阪市教師養成講座　● 堺・教師ゆめ塾　● 箕面市教員養成セミナー「ぴあ・カレッジ」
● 京都府「教師力養成講座」　● 京都教師塾

担当者の声

＜全学年対象＞
・教員採用試験説明会
 （大阪府、大阪市、堺市、兵庫県、豊能地区、京都府、京都市、和歌山県など）
・熊取町学校ボランティア説明会および登録会（前期）
・第3回教員採用全国公開模擬試験
・教員・公務員1次試験（判断推理等）対策講座
＜教員志望の4年生対象＞
・教員採用試験大学推薦制度説明会（2回目）
・教員採用試験面接練習事前説明会
＜3年生対象＞・教員養成セミナー説明会

＜4年生対象＞
・教員採用試験 実技対策
・外部講師による教員採用試験
   専門保健体育筆記試験対策
・教員採用試験 面接・模擬授業対策

＜全学年対象＞
・熊取町学校ボランティア説明会
 および登録会（後期）
＜講師希望の4年生対象＞
・講師登録希望者説明会

＜4年生対象＞
・京都府講師登録
・京都府教員採用試験説明会
＜全学年対象＞
・スタート模試（教員模試）
・熊取町学校ボランティア説明会
  および登録会（後期2回目）
・教員採用試験説明会
   （大阪府、大阪市、堺市など）

＜全学年対象＞
・第1回
 教員採用全国公開
 模擬試験

＜全学年対象＞
・教員採用試験対策講座
   事前説明会

教員採用試験説明会 教員養成セミナー説明会 スタート模試（教員模試）
各教育委員会の担当者が学内で実施する、教員
採用試験説明会（近畿地区）です。主な対象は、
教員を志望する新4年生ですが、2～3年生も参加
できます。

大阪市や堺市などでは、教員を志望する3年生
へ、教員採用試験に向けた教員養成セミナーが
実施されています。受講希望者を対象に、概要
をお伝えします。

教員を志望する学生を対象に、スタート模試（有料）
を実施します。学習スタート期の実力確認に最適。
自身の苦手分野を把握することで、今後の目標設
定に役立ちます。

４月-５月 7月-8月 10月 11月 12月 1月
＜全学年対象＞
・教員採用試験対策講座
・自治体別模試（教員模試）
＜次年度に大学推薦を希望する
  新4年生対象＞
・教員採用試験大学推薦制度説明会
   （1回目）

3月

就職 OUHS
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　公立学校の教員採用試験は令和４年度採用では２年連続で過去最多となる63名が現役

合格し、このほか既卒者は96名が合格しています（2022年3月末現在）。

　本学の卒業生は教育界で重要な地位を占めています。本学出身の校長、教頭は多数にのぼ

り、本学出身の教員は、例えば大阪市内の中学校ではその大半の学校に在籍しています。将

来、教員をめざされる方にとって、先輩教員が身近に数多くいるメリットは大きいと思います。

　教職支援センターでは、職員６名が教員になる夢をかなえるために学生一人ひとりを徹底

サポートします。校長経験者を中心に模擬面接やさまざまな相談に応じ、指導の手厚さ、きめ

細かさに自信を持っています。

　校長経験者らスタッフの多くは本学の卒業生なので、「やればできる、夢はかなう」という言

葉に説得力を感じてもらえると思います。学生と同じ目線に立ち、自分たちの経験やノウハウ

を伝えています。また、学生にモチベーションをキープしてもらうために、どんな時でも学生の

話を聞くことを最優先にしています。

　面接は時に厳しく徹底して練習しています。筆記試験対策では学習支援室と連携して、筆

記が苦手な学生向けに独自の学習プリントを作成するなど、一人ひとりに応じた指導を心が

けています。

　加えて、教職関連の出版社の採用試験合格プログラムを導入し、専門教養のオンライン講座

や全国自治体の過去問分析講座などを、学生の費用負担なく受講できるようにしています。

　模擬試験で最低ランクの点数だった学生が奮起して合格するケースもあります。クラブに

集中して勉強はまだまだだった学生が、１日３問ずつ苦手だった過去問をコツコツと解いてい

き、合格したこともありました。教職支援センターは教員になる夢をかなえる場であり続けた

いと考えています。

教職支援センター長

　企業の人事担当者から、大体大生は「元気さ」や「粘り強さ」、「リーダーシップ」

が高いという評価をよくお聞きし、実際に大手企業をはじめ高い就職実績があり

ます。大体大生がクラブ活動や本学独自の実習、インターンシップなど学外の学

び、ゼミ、キャリア教育を通じて人間力を磨いた成果だといえます。

　キャリア支援センターでは金融、スポーツメーカー、人事採用など多彩な企業・

職種を経験した専従スタッフが学生一人ひとりに寄り添う充実した体制を整えて

います。

　プログラムの豊富さが特長で、３年次になると個別面談、キャリアフェスタ、企

業就活支援講座、公務員試験対策講座、One Day就活集中特訓などをはじめ、平

日の昼休みに企業の採用担当者を招いた学生セミナーを実施しています。

　スタッフは学生と二人三脚で面接練習などに取り組み、気軽に何でも相談に来

てもらえるよう家族的な人間関係づくりに気を配っています。各スタッフが学生と

ＬＩＮＥなどで交流や情報交換をし、一度センターに相談に来た学生全員の顔と

名前はもちろん覚えています。卒業後も交流は続き、職場での人間関係などに悩む

卒業生とファミレスでじっくり語りあうこともあります。

　消防官就職率の全国１位（令和１年度卒業者）など公務員試験での高い実績は、

学習支援室などとの連携の成果です。教養試験に向けて苦手な人も多い数的推

理・判断推理などの対策を昼休みの公務員試験対策講座でみっちりと積みます。

　就職活動（内定や合格による進路決定）はあくまで通過点。最も重要なのは、学

生それぞれが社会に出て幸せの実現を目指すことです。一人ひとりの学生に寄り

添う日本一のキャリア支援センターを目指しています。
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内定者の声

全国トップレベルでサッカーに打ち込める環境・施設が

ある大阪体育大学に魅力を感じて入学しました。3年

生の春頃から就職活動を本格的に始め、自己分析や

企業研究・筆記試験対策に取り組むようになりました。

選考倍率の高い企業の選考にチャレンジしたことで結

果は良くありませんでしたが、「なぜ選考を通過すること

ができなかったのか」、「どうしたら他の就活生と、差別

化を図ることができるのか」などを考えて行動するように

内定先 東京消防庁

助けを求める市民の命を確実に救える消防官をめざします。
体育学部 スポーツ教育学科 コーチ教育コース 4年 大坂 颯樹 さん

内定先 三菱電機株式会社

徹底した自己分析と就職支援のおかげで実を結びました。
体育学部 健康・スポーツマネジメント学科 スポーツマネジメントコース 4年 小西 祐也 さん

内定先 小学校教諭（愛媛県）

子どもたちの成長と笑顔に寄り添える先生になります。
体育学部 スポーツ教育学科 体育科教育コース 4年 西岡 未悠 さん

内定先 株式会社ブルボン

就職活動が楽しくなるほどの熱心なサポートが自信に繋がりました。
体育学部 健康・スポーツマネジメント学科 健康スポーツコース 4年 野村 美巴 さん

内定先 高等学校教諭（兵庫県）

憧れの先生のように、生徒から慕われる先生をめざします。
体育学部 スポーツ教育学科 体育科教育コース 4年 金井 健太 さん

内定先 ゼビオホールディングス株式会社

スポーツの良さを伝えられる日本一のスポーツショップに成長させたい。
体育学部 スポーツ教育学科 スポーツ心理・カウンセリングコース 4年 畠中 啓佑 さん

就職 OUHS
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なりました。結果的に三菱電機株式会社から内定をい

ただくことができたのも、些細な悩みであっても親身に

なって対応してくださるキャリア支援センターの存在が

大きかったです。私にとって心を支えてくれた場所で、

卒業後も大阪体育大学に訪れる機会があれば、「必ず

キャリア支援センターに顔を出したい！！」と思える温か

い場所です。

私の父が警察官であったことから、幼少の頃から震災

などでの救助について話を聞く機会があり、人を助け

る仕事に関心をもっていました。本格的に消防士を

めざすようになったのは３年生の頃。そこから、公務

員試験の対策講座を受講したほか、消防士出身の

方が公開しているYouTubeの動画を見ながら試験

対策に力を入れていました。試験の１ヶ月前からは

キャリア支援センターにも頻繁に通って面接練習を

していただいたおかげで、自信をもって試験に臨めた

と思っています。卒業後は、消防学校で半年間、

数々の訓練をこなしていきます。半年後には各消防

署に配属がきまりますが、現場で助けを求めている

市民を確実に救えるように、日々の訓練から自らを奮

い立たせて頑張りたいと思います。常に周りの仲間か

ら信頼され、手本となるような消防官をめざします。

地元の愛媛で先生になりたいという思いがあり大阪

体育大学へ。教育実習は母校の小学校が受け入れて

くださり、５年生のクラスを担当しました。実習期間中

は、運動会の時期とも重なっていて、子どもたちの成長

を身近に感じることができました。教育実習生とし

て小学校に行きましたが、子どもたちに「先生」と呼

ばれることに嬉しさを感じるうちに、小学校教員をめざ

すようになりました。

教職支援センターの方には、教職採用試験を受けるに

あたって、何から始めて良いのか分からなかった私に

丁寧に説明していただき、何度も面接の練習相手に

なってアドバイスをいただいたほか、教員採用試験の

問題集を提供していただくなど親身になってサポートし

ていただきました。

卒業後は、地元の愛媛で子どもたちとしっかり向きあ

える小学校の先生になれるように頑張ります。

幼少の頃からサッカーをしていたこともあり、大阪体育

大学へ進学。在学中に自分の新たな道を切り拓きた

くて、就職活動を始めました。スポーツをやってきたか

らこそできることがないかと考えているうちにブルボン

と出会いました。「心と体の健康づくり」の観点を大切

にしているブルボンでは、スポーツに関わる支援や

プロテインが入ったお菓子を販売していることが魅力

的でした。内定をいただくまでに、何度もキャリア支援

センターに足を運び、コロナ禍のなかでも、オンライン

で面接練習をしてくださるなど手厚くサポートしていた

だいたことに感謝しています。在学中はチームプレー

の大切さを身を持って感じましたが、これからも人と人

とのコミュニケーションを大切しながら、いずれはブル

ボンが力を入れているスポーツ支援に関わる仕事が

できればと考えています。

中学２年生のころ、交通事故に遭ったときに献身的

にサポートしてくださったのが野球部の顧問の先生。

野球部として活動が制限され落ち込んでいたときに

もしっかりと話を聞いてくださり、いつしか教師をめざ

すようになりました。これからはICT機器を活用できる

教員が求められると思ったので、マイクロソフトオフィ

ススペシャリストの勉強にも力を入れて資格を取得

したほか、教職支援センターを積極的に利用すること

はもちろん、SNSのチャット機能を活用して就職に関

する情報も収集していました。大阪体育大学にはとく

に体育を得意とする学生が多いこともあって、自身の

成績は全体的に見れば良くない方でした。だからこそ、

体育が苦手な生徒の気持ちにも寄り添い、可能性を

引き出せるような体育教員をめざして頑張りたいと思

います。

「スポーツの良さを伝えたい」という考えを持ち続けて

いたこともあり、それが実現できる場所を探して就職活

動を行いました。企業のウェブサイトを閲覧し、自身の

考えと企業理念がマッチする企業をピックアップした

うえでエントリーを行いました。就職活動を進めていく

なかで、キャリア支援センターを利用する機会も多く、

エントリーシートの添削をしていただいたり、面接の

練習相手になってもらい言葉づかいやマナーに至る

までアドバイスをいただくことができました。たくさんの

方からのアドバイスのおかげで、ゼビオから内定をいた

だくことができました。私が入社してからは、「ゼビオ

を変えたい」と考えています。お客様の意見を汲み取

りながら、様々な課題を解決していくことで、日本で一

番と言ってもらえるスポーツショップに成長させていく

ことが今の目標です。
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　警察官を志したころから、公務員対策もしっかりしている大学を探し、なおかつ大学では

ラクロスがしたかったこともあり、その条件に合致していたのが大阪体育大学。充実した

大学生活を送ることができました。３回生の頃から公務員対策講座に参加するようになり、キャ

リア支援センターのスタッフにサポートをしていただき、念願の警視庁に内定をいただくことが

できました。配属先は、東京都多摩地域北部に位置する小平市にある小平警察署。将来の

捜査官をめざして日々勉強中です。この小平市にも中国籍の方が多く住んでいることから、中国語

の勉強にも力をいれています。捜査をしていくなかで、通訳を挟まずに、被疑者や被害者と話が

できることは捜査を正確かつ迅速に進めることができます。罪を犯した人を捕まえることは

警察官の重要な役割であり、地域住民に安心感を与えることができる仕事だと思っています。

捜査官になるために日々精進しながら
地域住民が安心して暮らせる街を守りたい。

警視庁

体育学部
健康・スポーツマネジメント学科 卒業

小平警察署

伊藤 朱音 さん 私の
ターニング
ポイント

高校生の頃に警察官を志すようになり、女性警察官として求められている

役割を果たすことができればと思っています。小平警察署に配属されたことで

目標を見つけることができ、捜査官になるための一歩を歩み始めています。

　大阪体育大学へは教員をめざして入学したのですが、ゼミでスポーツ科学について研究

を深めるうちにもっと多くのことを学びたいと思うようになり、卒業後は単身アメリカへ。

周囲と比べると珍しい進路選択でしたがキャリア支援センターの方々が親身になってサ

ポートしてくださったこともあり、不安を感じずに留学に進むことができました。留学後は、

大阪体育大学の大学院へ進み、自分の研究をさらに深めました。現在はプロ野球チームで

あるオリックス・バファローズでトレーニング兼リハビリ担当として多くの選手のサポートに

徹する毎日です。チームの勝利に貢献するために、トレーニングやリハビリの際には、選手

一人ひとりの話をしっかりと聞き、寄り添った指導を心がけています。今後も選手とともに

より良いリハビリ・トレーニングを追求し続け、チーム一丸となって優勝をめざします。

縁の下の力持ちとしてチームを支える。
選手とともに二人三脚で優勝をめざす。

私の
ターニング
ポイント

幼少期から野球を続けてきましたが、大学での肩のケガをきっかけに選手

を引退。自身のリハビリを通して、スポーツ科学へ興味を持つようになりま

した。

　就職活動を通じて「幅広い方々にスポーツの素晴らしさを伝える仕事に就きたい」と考

えるようになり、スポーツメーカーへの就職を希望。念願のデサントジャパン株式会社に入

社しました。それから早2年、現在は男子Vリーグで活躍しているチームのユニフォームに

関わる業務に携わっています。

　社内のデザインチームや営業チームなどと打ち合わせを重ね、チームが掲げている理念

やテーマに沿ったユニフォームになるよう心がけています。プロモーション活動の一環とし

ては、アドバイザリースタッフ（商品開発の助言や商品PRを支援いただく弊社契約のス

ポーツ選手）にウエアを着用いただき、撮影に立ち会うなど、企画から販売まで幅広く関わ

る仕事ができていることにやりがいを感じています。今後もより多くの方にスポーツの魅力

を感じていただけるように取り組んでいきます。

国内外で活躍するバレーボール選手の
奮闘をサポートしています。

デサントジャパン
株式会社

体育学部
健康・スポーツマネジメント学科 卒業

デサントマーケティング部門
デサントマーケティング２部
カテゴリーマーケティング１課

三好 さくら さん

オリックス・
バファローズ
コンディショニンググループ
トレーニング兼リハビリ担当

体育学部
体育学部 スポーツ教育学科 卒業
大学院 スポーツ科学研究科 修了

鈴川 勝也 さん

私の
ターニング
ポイント

若年層に体を動かすことの素晴らしさを伝えたいと思い教員免許状が取得

できる大阪体育大学に入学。就職活動中、キャリア支援センターのスタッフ

にアドバイスを受けたことがきっかけでスポーツメーカーへの志望に変わ

りました。

　体育の教員をめざすようになった理由は2つ。１つ目は中学生の頃に出会った先生を

尊敬していたから。２つ目は元々体育は苦手だけど好きという気持ちが強かったからこそ、

伝えられることがあるのではないかと思ったのがきっかけで、体育の教員をめざすようにな

りました。大阪体育大学では幼少の頃から続けていた野球を続けながら、３回生の頃から

就職活動にも積極的に取り組みました。教職支援センターに毎日通いつめて、面接練習な

どをはじめ数々のサポートをしていただきました。この柏原中学校に着任したのは３年前

の春。厳しくて熱い思いをもった先生方にご指導いただいたこともあり、教師としての土台

をつくっていただくきっかけになりました。これからも、生徒たちと積極的にコミュニケー

ションをとり、ともに成長を喜べるようなエネルギッシュな先生でいたいと思っています。

体育が苦手だったからこそ、
伝えられることがあると思い体育教員に。

丹波市立
柏原中学校

体育学部
スポーツ教育学科  卒業

教員

一色 洋平 さん

私の
ターニング
ポイント

所属していたゼミ担当の加藤勇之助先生に「本気ですれば大抵のことが

できる、本気ですれば何でもおもしろい、本気でしていると誰かが助けてくれ

る」という言葉をかけられたことが、今でも印象深く残っています。教員に

なった今、私が受け持っているクラスの学級通信は「本気」がタイトルに

なっています。この言葉が私の考え方を変えてくれるきっかけになりました。

OBOGの声
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