さいたま市教員養成あすなろプロジェクト

令和元年度

さいたま市教師塾「夢」講座

募集要項

ゆ め

～ 希望のまちで夢の花を咲かせよう「喜び」
「やりがい」とともに ～
さいたま市が求める教師像
「豊かな人間性と社会性」「強い使命感と教育への情熱」「幅広い教養と実践的な専門性」
を備えた常に学び続ける教師
さいたま市教育委員会

参加費無料！！

1

目的

「さいたま市が求める教師像」に示されている資質を確実に身に付け、教職への意欲と使命感に燃える
さいたま市の教員を養成するために実施します。

２

定員
さいたま市立学校の教員を強く志望する大学生等 ３０名

３

受講資格

下記の（１）～（４）の全てを満たす者
（１）大学、短期大学又は大学院に在学中で、
「令和３年度採用さいたま市立学校教員採用選考試験」を一
般選考で受験する者（養護教諭、栄養教諭を除く）
（２）教員免許状を取得している者又は令和３年３月末日に教員免許状取得見込みの者
（３）令和３年３月末日に卒業及び修了見込みの者
（４）実施期間を通じて、受講可能な者

４

実施期間
令和元年８月３１日（土）～令和２年４月２５日（土）
※実施期間内に月１～２回程度（全１３回実施）

５

会場
さいたま市立教育研究所又はさいたま市立学校 他

６

申込手続

（１）申込期間
（２）提出書類

（３）申込書について

（４）書類の提出

令和元年６月３日（月）～令和元年６月１４日（金）
①申込書
②直近のＧＰＡの数値又は成績が分かるもの（様式は大学のもので可）
③受験票送付用はがき
※郵便番号・住所・氏名（敬称「様」
）を記入してください。
④選考結果返信用封筒（選考結果通知用）
※長型３号封筒に８２円切手を貼付の上、郵便番号・住所・氏名（敬称「様」
）を
記入してください。
期間内に以下の手続きを完了してください。
【手順】
①「申込書」さいたま市立教育研究所にて受け取る、又はさいたま市立教育研究所
ｗｅｂページ内「さいたま市教師塾『夢』講座」のページから「申込書」をダウ
ンロードしてください。
【さいたま市立教育研究所ホームページ】
http://www.saitama-city.ed.jp/
②必要事項を手書きで記入してください。
③写真（３cm×４cm）を所定の位置に貼ってください。
④学生証の写し（表裏両面）を所定の位置に貼ってください。
【手順】
封筒に「申込書」と直近のＧＰＡの数値又は成績が分かるもの（様式は大学のも
ので可）
、受験票送付用はがき、選考結果返信用封筒を入れて、下記まで郵送又
は持参してください。
【郵送・提出先、問合せ先】
〒３３０－００６４
さいたま市浦和区岸町６－１３－１５
さいたま市教育委員会 学校教育部 教育研究所 研修係
電話 ０４８（８３８）１８１０
令和元年６月１４日（金）消印有効
【持参の場合の受付時間】
８：３０～１２：００ １３：００～１９：００（平日のみ）

（５）メールシステム
への登録

※不備のある出願書類は受け付けません。また、提出された書類は返却しません。
提出書類等の内容を確認の上、提出してください。
※提出された書類は、
「さいたま市教師塾『夢』講座」以外の目的には使用しませ
ん。
申込後の連絡等は、
「さいたま市教員養成あすなろプロジェク
ト」メールを通じて行います。案内に従い、右のＱＲコード
から登録願います。

７

選考試験

（１）選考試験実施日
（２）選考内容

（３）結果通知

８

令和元年７月１３日（土）
①小論文試験（１題・４０分・８００字以内）
②集団でのディスカッション（１グループにつき３０分程度）
③書類選考（提出書類による）
令和元年８月１日（木）以降に、選考結果を郵送にて通知します。
※集合時刻、会場等詳細については別途通知いたします。

講座内容

さいたま市の学校教育についての理解を深める講座を実施します。
・必修講座 全受講生が受講する講座 全１３回
・選択講座 希望する受講生が受講する講座 自主参加
（１）実施計画
※内容については、変更になる場合があります。
区分

回

年度

必
修
講
座

１

元
年
度

２

日時
８月３１日（土）
１０：００～１２：００
９月１４日（土）
１０：００～１２：００

３

９月２８日（土）

４

内容
①開講式 ②教育長講話

会場
教育研究所

③オリエンテーション
①「人間関係プログラム」を学ぼう

教育研究所

②学校における生徒指導の実際
どうやってつくる！？「よい授業」

教育研究所

１０：００～１２：００

～新・さいたま市の授業づくり～

１０月 ９日（水）or

初任者研修機関研修第１９回研究授業・研究協議へ参加

１０月２３日（水）

※校種、
教科を選択して受講します。
現職の教員との合同研修です。 学校

市立小・中

１３：００～１６：３０

５
６

７
８

１０月２６日（土）

教えて、先輩

教育研究所

１０：００～１２：００

～先輩に学ぼう、先輩と学ぼう～

１１月１９日（火）

植竹中学校研究発表会参加

市立

１３：００～１６：３０

※小・中いずれかに参加。

植竹中学校

１１月２６日（火）

辻小学校研究発表会参加

市立

１３：００～１６：３０

※小・中いずれかに参加。

辻小学校

１１月２３日（土）

①教員として大切なこと～社会人としてのマナー～

教育研究所

１０：００～１２：００

②みんなで考えよう 教材研究・模擬授業①

１２月２１日（土）

みんなで考えよう 教材研究・模擬授業②

教育研究所

①児童生徒との信頼関係を築こう②

教育研究所

１０：００～１２：００

９

１月２５日（土）
１０：００～１２：００

～さいたま市の教育相談～
②教育相談的対応の実際

10

２月２２日（土）
１０：００～１２：００

11

３月１４日（土）

①命を守れ！ＡＳＵＫＡモデル

教育研究所

②養護教諭からみた学校
修了認定試験

教育研究所

元気アップサークル

教育研究所

１０：００～１２：００

12
13

２
年
度

４月 ３日（金）
１８：３０～２０：２０
４月２５日（土）
１０：００～１２：００

選
択
講
座

１
２

元
年
度

（
「教師力」パワーアップ講座）
①「さいたま市教師塾『夢』講座 まとめ」

教育研究所

②閉講式

２～３学期中の１日

市立学校研究発表会への参加

実施校

平日の夜間

「教師力」パワーアップ講座
・国語基本のＫｉ
・算数基本のＫｉ
・さいたま情報教育の会
・若手教員のための小学校社会科授業づくり講座
・明日から使える！中学校国語実践講座 など

教育研究所
他

３
２～３学期中の１日
授業の達人大公開
実施校
４
１１月１３日（水）
さいたま市教育研究会研修大会への参加
実施校
５
未定
希望（ゆめ）実現プロジェクトへの参加
未定
（２）必修講座について
全１３回に全受講生が参加するものです。原則として欠席は認めませんが、やむを得ない事情で欠席
する場合は、６（４）にある問合せ先まで電話にて連絡いただきます。
（３）選択講座について
各自が自主的に参加するものです。
「市立学校研究発表会」
「
『教師力』パワーアップ講座」
「授業の達
人大公開」
「さいたま市教育研究会研修大会」
「希望（ゆめ）実現プロジェクト」それぞれの講座にその
都度申し込んで参加します。詳細は、決定次第あすなろメールでお知らせいたします。
①市内小・中学校研究発表
本市の特定の課題及び全国的な教育課題等に関する研究や各学校が設定する課題に関する研究指
定校による研究発表。
講座名

日時

会場

申込み方法等

市立学校研究発表会への参加
詳細については、後日通知
詳細については、後日通知
②「教師力」パワーアップ講座
教員や大学生を対象とし、日々の授業実践に役立つ実効性のある講座を通して、教員の実践的指導
力の向上を図る講座。
【対象講座】※９～３月開催の講座
主な講座
申込み方法
国語基本のｋｉ
・教育研究所ｗｅｂページで対象となる
算数基本のｋｉ
講座を確認の上、メールで申し込む。
さいたま情報教育の会
①希望講座名②講座実施日③所属大学
若手教員のための小学校社会科授業づくり講座
名④氏名を入力後、⑤として「夢」講
明日から使える！中学校国語実践講座 など
座受講と入力して申し込む。
③授業の達人大公開
さいたま市学校教育の一層の充実を図るために、優秀教職員表彰者による公開授業を実施し、優れ
た指導技術の引き継ぎと、活用を促進するための授業公開。
講座名
日時
会場
申込み方法等
授業の達人大公開

詳細については、後日通知

詳細については、後日通知

④さいたま市教育研究会研修大会
さいたま市の学校教育への興味関心及びさいたま市の教員となる意欲を高めるために、さいたま市
教育研究会主催の研修大会における研究授業を参観する。
講座名

日時

会場

申込み方法等

さいたま市教育研究会研修大会 詳細については、後日通知
詳細については、後日通知
⑤希望（ゆめ）実現プロジェクト
大学教授の講演とともに、研究指定校における授業の実践報告や主体的・対話的で深い学び（アク
ティブ・ラーニング）の視点からの授業改善による学力向上についてのパネルディスカッション、お
よび参加者による情報交換を行う。
講座名
希望（ゆめ）実現プロジェクト

日時
会場
詳細については、後日通知

申込み方法等
詳細については、後日通知

（４）受講記録について
必修講座第１回で配付される「受講記録票」を毎回持参し、講座受講時に講座担当より受講印の押
印を受けてください。

９

修了認定

（１）修了認定試験実施日
（２）認定方法

（３）修了証
（４）教員採用選考

令和２年３月１４日（土）
①小論文（１題・３０分）
②スピーチ（３分間）
③必修講座への出席回数
令和２年４月２５日（土）閉講式にて授与します。
「夢」講座で志願した同一の校種・教科で受験する人については、
「令和３年
度試験について度採用さいたま市立学校教員採用選考試験」の第１次試験を
免除します。
※なお、修了証を授与されても、
「令和３年度採用さいたま市立学校教員採用
選考試験」で、該当教科の募集がない場合、又は申込書に記入した志願区
分と違う校種・教科で受験する場合には、第１次試験の免除対象とはなり
ません。

10 その他
（１）受講料は無料とします。ただし、受講に要する交通費、保険加入に係る費用は自己負担とします。受
講の際は、公共交通機関、自転車又は徒歩で参加してください。自家用車、バイクは不可です。なお、
夜間の講座もあるため、往復の際は事故には十分留意してください。
（２）非違行為や受講生としてふさわしくない受講態度等の理由により、教育委員会が判断した受講生につ
いては、受講生としての資格を取り消すことがあります。
（３）台風や降雪等に伴う緊急の研修中止等の決定については、さいたま市立教育研究所のＷｅｂページに
掲載します。

