
             大阪府立高槻北高等学校 

             教志コース委員会（平成2７年７月現在） 

 

 先ずは本校の教育課程（学年ごとに１週間でどのような科目を何時間勉強するのか等が決められているも

の）の概要を説明します。これを理解した上で次のＱ＆Ａを読んでください。 

 

 

 

※教志コースに入ると、時間割外の科目として「行事実践」「リーダー実践」「大学の各授業科目」を選択 

することが出来ます。 

※理系教志コース生は、時間割外の科目である「理系教志入門」を履修しなければなりません。 

 

２年 理選択A：「地学基礎」、「物理基礎」より 1科目選択。 

   選択① ：「発展国語」、「地理A」(文系のみ)、「数学Ｂ」、「発展英語」より 1科目選択。 

   選択②(文系セット選択)：教志コース生は「教志入門」が必修となります。 

教志コース生でない人は、「芸術(音楽Ⅱ・美術Ⅱ・書道Ⅱ)」＋「フードデザイン」、 

「芸術(音楽Ⅱ・美術Ⅱ・書道Ⅱ)」＋「スポーツ専門①」より 1セット選択 。 

   理選択B：「化学(4単位)」、「生物(4単位)」より 1科目選択。 

    ※2年生理系の生徒で教志コースを希望する場合は、時間割外に設定されている「理系教志入門」 

を履修することで、教志コース生と認定されます。 

３年 古 or理選択C：「古典B」、「化学演習」、「生物演習」より 1科目選択。 

理選択C：「物理演習」、「化学演習」、「生物演習」より 1科目選択。 

   社 or理選択：「世界史B」、「日本史B」「化学」「生物」より 1科目選択。 

   社選択 ：「世界の地理」、「政治経済」より 1科目選択 

選択③ ：「現代の世界史」、「現代の日本史」、「世界の地理」より 1科目選択。 

   選④～選⑦：進路目的別に多様な選択科目が設定されています。教志コース生は、コース生以外の 

         生徒と同様に、設定された科目の中から必要な科目を選択します。 

   理選択D：「物理」、「化学」、「生物」より 1科目選択。 

   理選択E：進学目的別に多様な選択科目が設定されています。 

  

※選択方法に関しては、今後改善を加えていく可能性があります。また選択科目についても、見直す可能性

があります。 

 

Ｑ１ ○教志コースの魅力は何ですか ○将来への大きなメリットは何ですか ○教志コースに入って教育に関す

る大学に入らなかったとしても（教師になりたいと思っていなくても）役に立ちますか ○教師になるため 

    ではなく、自分探しのためにコースを選んでよいですか  ○話が上手くなったり、人を引き寄せる力などはつ
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「教志コース」Ｑ＆Ａ 



きますか ○教志コースは先生の他に目指せる職業はありますか ○スクールカウンセラーを目指している

が教志コースに入ってもその進路に進めますか 

 

Ａ１  高校で大学の先生方の授業を聞く事ができる。また、多くの大学の先生方の講義を受ける事ができ

る。この点が大きな魅力です。教育を志す気持ちがあれば、講義内容は必ず皆さんの将来に役立つ内

容であると言えます。 

    もちろん教師にならなくても、講義内容を将来に役立てる事ができます。ただし、そのように取り

組もうとする皆さん自身の気持ち、つまり受け身ではなく、自ら学ぼうとする自主性が必要であるこ

とは言うまでもありません。その中で、話し方を身につけることも出来るでしょうし、その結果、人

をひきつける力を身につけることがあると考えられます。 

    ですから、教志コースの卒業生は、先生のほかにいろんな職業につく可能性があります。教育関連

の、例えばスクールカウンセラーならば、講義内容を直接活かすことが出来る職業であると言えます。 

 

Ｑ２  ○文系・理系の選択はあるのですか ○理系と文系に分かれるのですか ○理系の教志コースってないの 

ですか ○理系の教志コースを授業として設定できないのですか ○なぜ理系の大学を目指す人は 

「教志入門」や「教志体験」を選択できないのですか 

Ａ２  本校の教育課程は、2年生から教志コース生になるかならないかに関係なく、先ず進学目標を考え 

て文系か理系の教育課程を選択します。 

文系を選択した生徒で教志コース生を希望する生徒は、2年生で「教志入門」を選択します。理系 

を選択した生徒は、文系よりも学習しなければならない範囲が広いため、時間割外の科目として設置 

している「理系教志入門」を選択してください。 

 

Ｑ３ ○教志コースでも全ての科目を学習しますか ○進学のための授業数が減りますか ○コースに入ると他

の何の授業が受けられなくなるのですか ○コースとコース外の授業内容の違いは何ですか ○何の授業

の代わりなのですか ○教志コースの 4 時間･･･他の生徒は何をしていますか  ○教科ごとに分かれての

授業はありますか 

Ａ３  上記の教育課程の概要説明を見ていただけると分かりますが、2年生で文系を選択した生徒が選択 

する選②(文系セット選択)において、「芸術(音楽Ⅱ・美術Ⅱ・書道Ⅱ)」、「総合家庭」、「スポーツ専門 

①」が選択できないことになりますが、他の科目はコース生でない生徒と同じ科目を選択することが 

可能です。つまり、大学進学のために必要な授業が減ることはありません。 

 加えて、時間割外の科目である「リーダー実践」、「行事実践」、「大学の各授業科目」は教志コース 

生だけが選択可能な科目であり、この 3 科目に加えて、「教志入門」が、教志コース生の科目となり

ます。国語・英語といった教科ごとの授業はありません。 

 

Ｑ４ ○土日に授業があるのですか ○他の授業と同じ時間帯ですか ○教志コースの科目をすべて選択しない 

といけないのですか ○コースの授業はいつ (土日？放課後？選択？)？そして週何時間くらいですか？ 

Ａ４  コース生が必ず選択しなければならない科目は、２年生で、文系生徒が「教志入門」、理系生徒が「理 

系教志入門」です。これ以外に教志コース生が選択できる科目として、「リーダー実践」、「行事実践」、 

「大学の各授業科目」を選択することができますが、選択は自由です。 

 文系コース生必修の「教志入門」は時間割の中にあり、合計週４時間です。 

理系コース生必修の「理系教志入門」は時間割外にあります。この科目は学校で用意する夏休み中 

の授業と、大学が企画される大学でのオープンキャンパス等の中から、部活動などの日程と調整して、 

必要な時間数（35単位時間）以上を履修することで単位認定されるという科目です。ですから、土日 

に開催されるオープンキャンパス等に参加することを選択すると、土日にも授業があるということに 

なります。 



 

Ｑ５ ○コースの勉強は難しいですか ○教志コース生と他の生徒では授業量の差はどれくらいですか ○レポ

ートはどんなふうに書くのですか 

Ａ５ 「教志入門」、「リーダー実践」、「行事実践」、「大学の各授業科目」等のコース専門科目の目的は、「や 

る気（モチベーション）の向上」や「経験すること」にあるので、内容が特に難しいということはあ 

りません。 

 3 年生の科目は、コース生以外の生徒が勉強する科目を、コース生は「授業研究」と科目名を変え

て勉強し、レポートを提出することになっており、こちらも特に難しいというものではありません。 

3年は、コース生と他の生徒との授業量の差は基本ありません。レポート提出の有無が違うだけです。 

 そのレポートは、受けた授業内容を教師の視点でまとめることを基本としています。授業の復習と

考えてください。 

 

Ｑ６ ○教志コースに入った場合、芸術選択はどうなりますか ○音楽の講習はありますか 

Ａ６  教志コースに入ると、2年生で「音楽Ⅱ・美術Ⅱ・書道Ⅱ」を選択することはできません。この場 

合でも、3年生で「音楽Ⅱ・美術Ⅱ・書道Ⅱ」や「芸術探求」を選択することができますが、それを 

選択することによって、いずれかの受験対応科目を選ぶことができなくなります。 

 また、教志入門において、音楽大学の先生の講義が予定されています。 

 

Ｑ７ ○教師志望でなくてもコースに入れますか ○絶対教師!!という人だけ集まりそう。目指さなくても大丈夫で 

すか、教師を目指していなくてもいいですか ○スポーツ教室の先生も含みますか?（スイミングスクールな 

ど） ○看護師や保育士を目指しているがコースに入っても大丈夫ですか ○コースに入らない人との大き 

な差は何ですか ○教師を志していませんが、（選択した場合）志している人との温度差が大変ではないで

すか 

Ａ７  教師志望でなく、教員免許を取ることができない大学等を志望していてもコースに入ることは可能 

です。つまり、「教志コース卒業生は大学に入学したら教員免許を必ず取得すること」などというルー 

ルはありません。教育を志す気持ちを持っている人が選択するコースです。現時点での授業中の様子 

では、教師志望の人と、そうでない人の温度差はありません。みんな真剣に取り組んでいます。 

ただし、2 年生文系で教志コースに入った場合は、必ず「教志入門」を勉強しなければならない。

（これがコースに入るか入らないの一番の大きな差と言えます）を理解しておいてください。また、 

「教志入門(体験)」は保育所(園)、幼稚園、小学校、中学校のいずれかに必ず実地実習に行くことにな 

っていて、そこでは、高槻北高校生としてのプライドを持って実習をやり遂げなければならない（志 

があれば大丈夫です）ことも理解してください。 

 

Ｑ８ ○幼稚園の先生になるのにも役立ちますか  ○保育士を目指す場合どのような内容を学習しますか 

Ａ８  2年生のコース専門科目である「教志入門(体験)」で幼稚園や保育所へ実習に行くことができること 

と、「教志入門(講義)」で幼児教育の講義を大学の先生から学ぶ機会（今年度は、“子どもと触れ合う 

保育者の仕事と魅力”や“保育者になること”といった講義など）がありますので、役立つと考えら 

れます。 

 

Ｑ９ ○教志コース生のテストはコース生以外のテストと比べて難しいですか ○週当たりの授業回数 

Ａ９  教志コース生も教志コース生でない生徒も同じ科目でのテスト問題は同じです。コース生の専門科 

目で授業時間外に設定されている「リーダー実践」、「行事実践」、「大学の各授業科目」を選択しなけ 

れば、週当たりの授業回数も同じです。これらの科目は自由選択科目で、放課後・土日・長期休業等 

を利用します。 

 



Ｑ10 ○(２年から続いて)３年でも教志コースですか ○途中からコースに入ったり、途中でコースから外れたりす

ることはできますか 

Ａ10  3 年生では、教志コース生以外の生徒と同じ科目を勉強するのですが、その中の一部の科目におい

てレポートを提出する必要があり、それを提出することで教志コース生として認定されます。逆に 

   レポートを出さなければコース生と認定できません。3年生からコースに入ることはできません。 

 

Ｑ11 ○教志コースは教師になりやすくなるのですか ○教志コース生にどんな支援をしてくれますか ○教員免 

許の取り方を教えてください ○絶対教師になれますか ○教志コースに入ることで、教育関係の大学に入

りやすくなりますか ○受験に役立ちますか 

Ａ11  教師になるためには、教員免許を取得することのできる大学・学部に入学して所定の単位を修得し、 

教育実習に行く等、大学での決まりを達成して免許を取得し、教員採用試験に合格しなければなり 

ません。 

 ですから、教志コース生になったからといって教師になりやすくなるとは言えませんし、教育関係 

の大学に入りやすくなるとも言えません。ただ、高校生の段階で教師になることの志を高く持ち、大 

学での学びを深め、教員免許を取得し、採用試験に合格した高槻北高校の教志コース出身の先生は、 

皆、高い志を持って教育活動に取組んでくれていると言ってもらえることを願っています。大学受験 

は皆さん一人ひとりの努力が必要です。志を高く持つことで、希望進路の獲得を目指して下さい。 

 

Ｑ12 ○ 1 年生の時に、具体的に何を学ぶかの体験教室は開かないのですか ○教育系の大学を見学に行った

りしますか 

Ａ12  10月に進学説明会や２年教志コース生からの説明会をしています。また、新たな取り組みとして、

教志コース生向けに教育系の大学見学会などを開くことができるかどうか、検討していきます。 

 

Ｑ13 ○部活動との両立はできますか、部活に行けますか、部活に遅れませんか、部活に行けない日が多くなり 

ますか ○野球部でもＯＫですか、野球部のマネージャーでも両立できますか？(土日や費用がかかるのが 

困る) 

Ａ13  ２年生の月曜日５６限に実施される「教志入門(体験)」の内、15回程度は保育園・幼稚園・小学校 

や中学校に実地実習に行きますので、放課後の練習に遅れる可能性があります。 

 また、授業時間外に設定している専門科目を選択した場合は、放課後や土日、長期休業中に取組む 

ことが出てくる場合があります。 

 

Ｑ14 ○お金はかかりますか 

Ａ14  今年度は、バインダーや名札代として約 1,000円が必要で、他に交通費等が考えられます。 

出来るだけお金がかからない方向で考えていきます。教志コース生の必修科目や選択科目でお金が必 

要な場合は、シラバス（授業計画や準備物等の概要が書かれているもの）に、いくらくらいお金が必 

要かを記載する方向で考えており、皆さんはそれを参考にしてください。 

 

Ｑ15 ○教志コース用のクラスを作りますか ○クラス編成はどうなりますか ○コース生だけのクラスが作られま

すか ○コースの定員は?（全員ＯＫですか？）  

Ａ15  時間割編成等の関係から、教志コース生は一定のクラスにまとめる必要があると考えています。現

在２年生は、４９名を２クラスにまとめています（コース生以外の生徒もクラスに入っています）。 

今後、定員に上限を設ける可能性があります（現時点では、教志コースを希望した人全員が教志コー

ス生となっています）。４０の倍数になれば１クラスや２クラスにまとまることもあります。実際のク

ラス編成は、希望者数や選択科目の動向を見て決めていくことになります。 

 



Ｑ16 ○「教志体験」での実地実習はどれくらい行くのですか ○保育園と幼稚園に必ず実習に行けますか  

○実習のペースは？ ○子どもたちと話したりできますか ○実習に対して授業の日程はどうなりますか 

○実習はどれくらいありますか 

Ａ16  「教志入門(体験)」での実地実習は、現在８回程度の実習を 2校園所で実施します。 

この授業は、部活動への影響をできるだけ少なくすることも考えて月曜日・火曜日の 5･6時間目に 

設定し、実習に行く日は実習終了後、学校に戻らずに帰宅できるようにと考えています。ですから、 

放課後に実習先の了解があれば部活動などに参加することもできるでしょう。子供たちと話したりす 

ることもできます。 

 実習先をどこにするかについては、皆さんに希望を取ります。その上で本校の担当の先生や、実習

先の学校園の先生方が調整し、具体的な実習先を決定します。その後教志コース生の皆さんに直接依

頼に行ってもらうことになっています。 

 「教志体験」の授業で実地実習に行かない日は、実習に行くための事前指導や事後指導に、また「教 

志入門」のように大学の先生に講義をしていただきます。 

 

Ｑ17 ○教志コースの先輩方はどのようなことを思っていますか ○教志コース生で教員を目指している人の数

はどれくらいですか ○コース生は今までどこの大学に進学しましたか ○コース生と他の生徒では目指す

大学は違ってきますか  

Ａ17  教員・先生になりたいと思って選択している人は、全体の 35％ほどです。それ以外には、教育に 

   興味がある・保育士になりたい・小さい子どもが好きだから・コースを通していろいろなことを学び 

たいから・普段出来ないようなことが出来ると思ったから…、このように教志コースを選択した理由 

はさまざまです。現在の高校２年生が最初の教志コース生ですから、コース生の進学先はまだわかり 

ません。目指す大学は、教志コース生は教育を志している人ですから、教育関係の学部・学科を目指 

している人の割合は高いと言えます。 

 

Ｑ18 ○コースに入るために出来ないといけない科目は 

ありますか ○コースに入るためにどのような勉強 

をしておけばよいですか。特別な勉強はいりますか  

Ａ18  コースの科目は、今までにない科目ですので、 

中学までの科目で、何かが出来ないといけない 

というものはありません。逆に、コースの科目 

をしっかり勉強することが、それ以外の科目の 

学習にも活かされ、みなさんの力を伸ばしてい 

くことにつながると思います。とにかく、自主 

的に取り組むこと、これが大事です。 

 

Ｑ19 ○もう少し具体的な話を聞きたい ○コース生の感想を聞きたい 

Ａ19  ぜひ学校説明会にお越しください。今後、１２月１２日（土）に第３回学校説明会が実施されます。

またその日は、部活体験も行われます。さらに、平成２８年１月１６日（土）、２月２７日（土）には、

個別相談会も行います。この日程以外でも、学校説明や学校見学のご希望がありましたら、本校まで

電話してください。（高槻北高等学校 ０７２－６８３－８７３９） 

 

Ｑ20 ○大学の先生の講義内容はどのようなものですか ○何人ぐらいの先生が教えてくれますか ○子どもの

心理的なことに関する授業はありますか 

Ａ20  約３０の大学から、約４０名の先生方に来ていただき講義をしていただきます。具体的な内容は 

   このあとの予定表をご覧下さい。 


