
 

 

 

 

群馬県小学校教員合格 

児童教育コース    岩佐 朋香 

（群馬県立桐生女子高等学校出身） 

 

大学での 4年間の学びを振り返り、この春から憧れの教職に就こうとしている今、

改めて共愛学園前橋国際大学に入学してよかったと強く感じています。 

共愛学園前橋国際大学では、教育に関する基本的な知識の習得から、模擬授業等の授業づくりにおける実践

力の育成に関する講義まで、教職課程での学びがとても充実しています。また、１年生から近隣の小学校で学

習支援ボランティアに参加したり、２、３年生ではフィールド学習として教育現場で指導している先生の様子

を拝見したり、小学生と直接関わったりできるのも本学の特色だと感じています。専門的な指導をして下さる

大学の先生方や同じ目標に向かって互いに切磋琢磨しあえる仲間とこういった学びや経験ができたからこそ、

教師になるために必要な力を身に付け伸ばすことができたと思っています。 

教員採用試験の受験に当たっては、採用試験に関する事前の説明から論作文の添削、面接や実技指導の練習

など教職支援室の先生方が丁寧に、手厚く指導して下さいました。また、試験のことで心配なことや不安なこ

とがあった時も、支援室の先生方が親身になって話を聞いて下さり、安心して試験に臨むことができました。 

教員を目指しているみなさん、ぜひ共愛学園前橋国際大学で教職に関する様々な学びを体験し夢を実現させ

てください。 

 

 

 

群馬県小学校教員合格 

児童教育コース    熊谷 月乃 

（私立東京農業大学第二高等学校出身） 

 

私は、小学生の頃から教師になりたいという夢をもっていました。その夢を叶える

ため小中学校の教員免許状を取得でき、地域と一体になって教育を学ぶことのでき

る共愛学園前橋国際大学を進学先として決めました。入学当初は本当に自分が教師になれるのかと不安や焦

りを抱いていました。しかし、共愛学園前橋国際大学へ通い始め講義を受け、教育実習を経験したりボランテ

ィア活動に取り組んだりしているうちに、それまでの不安は将来への期待へと変わっていきました。同時に、



教師になりたいという気持ちも一層強まりました。 

 教員採用試験に向けての勉強では、同じ夢を追いかける仲間たちと励まし合って乗り越えることができま

した。教職支援室の先生方は論作文指導や面接対策など、きめ細やかな支援をしてくださいました。時には、

成績の伸び悩みに苦しみ、先生方の前で涙してしまったこともありましたが、そんな時でも先生方は優しく受

け止め、常に励ましてくださいました。私が、教員採用試験合格という目標を達成することができたのは、1

年生の頃から共に学び高め合った仲間たちや、教職のプロである先生方の力があってこそだと言えます。 

 「教師になりたい！」という強い思いがあればきっと皆さんも夢を叶えられます。ぜひこの共愛学園前橋国

際大学で頑張ってください。応援しています！ 

 

 

 

群馬県小学校教員合格 

児童教育コース    小野 詩織 

（群馬県立沼田女子高等学校出身） 

 

 私は小学生の頃から「教師」に憧れを抱き地元群馬県で教師になりたいと思ってい

ました。そこで、教員免許を取得でき、併せて海外研修などの国際交流もできるこの

共愛学園前橋国際大学を選び入学しました。 

 今、入学してから 4年間が経ちますが、改めてこの共愛学園前橋国際大学を選んで本当によかったと思いま

す。毎日がとても忙しくはあったものの、日々新鮮で充実した日々を送ることができました。 

 共愛学園前橋国際大学の魅力を挙げてみると、まず、本人の意思とやる気があれば、様々なことに挑戦でき

る機会に恵まれていることです。私は学生会の役員や学園祭のスタッフ、ボランティア活動などに取り組み、

その度に新しい人と関わり、自分を成長させることができました。このような活動を通す中で、人の役に立つ

ことの喜びを感じ、教師になりたいという想いが一層強くなったと思います。 

 また、教育に関して言えば、近隣の学校を訪問するフィールド学習や地域の児童生徒に関わるボランティア

活動など多様な学びの機会がありました。特に母校での教育実習では、子どもたちと関わることや授業を創る

ことの難しさに苦戦しながらも、子どもの成長を見守る立場にとてもやりがいを感じました。 

 コロナ禍で活動の限られた学生生活でしたが、その中でも負けずに夢を追い続ける事ができたのは、素晴ら

しい先生方の下で学び、手厚い支援を受け、仲間と切磋琢磨しながら頑張ることができたからだと思います。

皆さんも日々努力を重ね、夢に向かって頑張ってください。応援しています。 

 

 



群馬県小学校教員合格 

児童教育コース     寺内 真侃 

（伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校出身） 

 

 共愛学園前橋国際大学の特徴の一つは、講義で得た知識を活用しすぐに実践でき

る機会が多くあることです。教職を目指す学生は、一般的には教育実習を３年生や 4

年生で行いますが、共愛学園前橋国際大学では 1年生から「学校フィールド学習」として、近隣の公立小学校

で実際の指導を間近に見たり、児童と関わったりすることができます。その他にも夏休みの自然体験や冬休み

の 2 泊 3 日にわたるイングリッシュキャンプなど、自分のやる気次第でたくさんの児童と触れ合う機会をた

くさんもつことができます。このような体験は、大学卒業後、すぐに教育現場で必要な資質・能力を養うこと

ができるものと確信しています。 

 共愛学園前橋国際大学は、群馬県の小規模大学の一つかもしれません。しかし、講義やセミナーなどには

様々な業種の方々が講師となり交流しながら、視野を広げ発展させることができます。また、想像もしなかっ

た意外なつながりから世界を広げることができます。私も、大学選択の際や入学直後には考えもしなかった素

晴らしい出会いに何度も恵まれ、教職への道が大きく広がりました。また、教師経験のある先生方の手厚いご

指導や数多くの講座など、教採試験に向けた準備もしっかりできます。教師になる夢を叶えたい人も、まだ教

師になろうか迷っている人も共愛学園前橋国際大学で実りのある学びをしてみませんか。 

 

 

 

群馬県小学校教員合格 

児童教育コース     岡田 菜緒 

（私立東京農業大学第二高等学校出身） 

 

私は小学生の頃、担任の先生に憧れて「小学校の先生になりたい」と思うようにな

りました。私は、地元群馬の教師になりたいという気持ちが強かったことや幅広い知

識や経験を得ることができることなどから、共愛学園前橋国際大学を選び入学しました。 

 大学での４年間を振り返ると、教育に関しての学びや教育実習など、忙しい中にも教師を目指す楽しさが溢

れていたと思います。それは、同じ目標に向かって共に頑張ってきた仲間や、どんな時も支えてくださった大

学の先生方、家族のおかげだと思います。そして、教職支援室の先生方は、いつも温かく見守り背中を押して

くださいました。採用試験の勉強を通しながら授業づくりや教師の在り方などのアドバイスをいただいたり、

悩みを聞いていただいたりしました。おかげでこれまで頑張ってきたことが実り、春から教師として教壇に立

てます。一緒に頑張った仲間や支えてくださった先生方に感謝の気持ちでいっぱいです。共愛学園前橋国際大

学には、「教員になりたい！」という学生の夢を、先生方がしっかりサポートしてくださる環境があります。

大学が、そして先生方が、学生の頑張りに寄り添ってくださるので、夢に向かって頑張ってください！ 心か

ら応援しています！ 



群馬県小学校教員合格 

児童教育コース     中村 千紘 

（群馬県立桐生女子高等学校出身） 

 

子どもと関わる仕事に就きたい。はっきりとそう思ったのは、中学生の時でした。

小学生の頃、人懐っこい性格の私は、印象に残るたくさんの先生方と出合いました。

その思い出が強く、出会った先生方のようになりたいという希望をもち、教員免許が取得できる共愛学園前橋

国際大学に入学しました。共愛学園前橋国際大学は小規模大学ならではの利点である、先生と学生、学生同士

の関係がとても近く、様々な人と関わることができます。本学で４年間を過ごしましたが、忙しくとも充実し

た毎日であり、今振り返るととても意義のある時間でした。 

近隣の小学校で学習支援を行ったり、児童向けグローバル教育ワークショップでは、英語を児童と一緒に楽

しむプログラムを企画したりしました。実際に子どもたちと関わる中で、小学校教員になるという私の夢は確

かなものになっていったと感じています。 

教育実習や教員採用試験の受験にあたっては、多くの先生方にお世話になりました。手厚く指導してくださ

る点も、本学の大きな魅力です。不安も多くありましたが、学習指導案を何度も書いたり模擬授業を行ったり

して力を付けていきました。また、教員採用試験験では、教職支援室の先生方を始めとし、多くの先生方が最

後まで寄り添ってくださいました。仲間と共に頑張れたのも、本学だからこそと感じています。 

教員を目指している方、子どもが好きな方、ぜひ本学で教職を履修し、夢に向かって充実した大学生活を送

ってください。応援しています！ 

 

 

 

群馬県小学校教員合格 

児童教育コース     堀越 まゆ 

（群馬県立高崎女子高等学校出身） 

 

共愛学園前橋国際大学で教職を目指すよさの一つに、１学部１学科であるために

いろいろな学生と関わることができるという点が挙げられます。様々なコースに教

職を目指している学生がいるため、多様な視点から教育に関する意見を聞くことができます。また、少人数で

学ぶことができるため、先生方からの手厚い指導を受けることができたり、学生同士での交流が盛んに行えた

りすることも挙げられます。先生方とより近い距離で指導を受けられるため、自分に適した指導や助言を受け

ることができます。振り返ってみると、教員を目指す者同士が集まって対策を練ったり、「みんなで合格しよ

う！」という雰囲気や環境の中で切磋琢磨しながら勉強したりしたことが、よい結果につながったと思います。 

共愛学園前橋国際大学では、この他にも近隣の小学校でのボランティアや学校フィールド学習、教育実習、

高大連携事業など、児童生徒と関わる機会が充実しています。体験を通して教育を実践的に学べたことは、教

職を目指す自分にとってとても有益でした。 



教員を目指している皆さん、共愛学園前橋国際大学には、先生方の手厚いご指導で教員に必要な力を伸ばす

活動や環境が整えられています。それらを十分に活用し、教員になるという夢を実現させてください。心から

応援しています。 

 

 

 

群馬県小学校教員合格 

児童教育コース      Ｓ さん 

 

私は、中学校で出会った英語の先生に憧れ、教師になることを志しました。英語が小学校で教科化されたこ

とをきっかけに、小学校教諭を目指すようになりました。高校生の時は県内の大学への進学を希望しており、

小学校教諭の免許が取得でき英語の指導にも力を注いでいる共愛学園前橋国際大学がとても魅力的だったた

め、本学へ進学しました。 

大学生活はコロナ禍の影響を受けながらも、教職課程を履修する中で教育への理解を深めたり、実習に取り

組む中で実践的な力を身に付けたりすることができたと思います。そのようにして、教師になりたいというモ

チベーションを保ちながら着実に自分の夢へと進んでいきました。教員採用試験に向けては、同じ夢をもつ仲

間と切磋琢磨しながら、これまでの学びの集大成として励み、よい結果をいただくことができました。 

教師になりたいという夢を叶えるためにここまで頑張ることができたのは、共愛学園前橋国際大学に進学し

たことで出会えた仲間や手厚く支援してくださった先生方がいたからこそと思います。また、本学での充実し

た学びや経験が確かな力として身に付いていたからだと感じています。共愛学園前橋国際大学での学びが皆

さんの夢の実現につながるよう応援しています。 

 

 

 

埼玉県小学校教員合格 

児童教育コース     飯塚 菜々子 

（私立本庄第一高等学校出身） 

 

 私が教師を目指そうと思ったのは中学時代でした。その頃は、「現役でなくてもい

つかなれればいいかな。」程度のものでした。しかし、高校卒業後、共愛学園前橋国

際大学に入学してからは、大学での実践的な講義やたくさんの仲間の影響を受け、「現役で絶対に合格して先

生になりたい！」という考えに変わりました。それ以来、様々なボランティア活動に参加したり、教師として

の実践力に繋がるものを積極的に学んだりするなど、夢を叶えるために必要なことを全て行う努力をしまし

た。 

 共愛学園前橋国際大学には、教師になるための講義が充実しているとともに、「学校フィールド学習」など

実践的な学修内容がふんだんに用意されています。 

 教職支援室では、先生方が常に親身に相談に乗ってくださり、教職関係の勉強だけでなく、小論文や面接指



導などにおいてもとても手厚くサポートしてくださいます。私が教員採用試験に合格するまで、長い間努力を

続けることができたのも、全て共愛学園前橋国際大学のお陰と感謝しています。 

 また、私にとって、4年間一緒に過ごし、お互いに励まし合いながら学ぶことができた仲間の存在もとても

大きなものでした。そのような仲間を見つけることができるのもこの共愛学園前橋国際大学です。ぜひ、本学

の環境を活用しながら、教職への夢を実現させてください。 

 

 

 

川崎市小学校教員合格 

児童教育コース     三木 麻衣 

（群馬県立太田女子高等学校出身） 

 

 「小学校の先生になりたい」という夢とともに、私は共愛学園前橋国際大学に入学

しました。卒業を間近に控えた今、４年間を振り返ってみると、教職の免許を取得す

るための過程は決して容易なものではなかったと思います。毎日のように講義課題への取組やプレゼンの準

備などで忙しい日々を送りました。そして、共愛学園前橋国際大学には、興味のあることに対して好きなだけ

学べる環境があったということは、本当に有難いことだったと改めて感謝しています。 

夢に向けての教員採用試験対策を最後まで粘り強く取り組むことができたのは、授業や教育実習、様々なボ

ランティアを通して出会った沢山の「人」の影響と、失敗しながらも多くのことを学んだ「経験」があったか

らこそと強く感じます。私は、採用試験は大学で過ごし学んだ内容を言語化する場と考え、大学生活でどんな

人と出会い、どんなことを経験し、何を学んだのかを大切にし、それらを集大成できるようにしました。 

これから教師という職業を目指し、教員採用試験に挑戦する皆さんには、ぜひ最後まで教職の道へ進みたい

という自分の想いを忘れず、くじけずに自分と闘ってほしいなと思います。応援しています。 

 

 

 

横浜市小学校教員合格 

児童教育コース     結城 空 

（山形県立山形北高等学校出身） 

 

 私は、幼い頃から子供と関わる仕事に就きたいと考えていましたが、小学校 6 年

生の担任の先生との出会いをきっかけに小学校教員を目指すようになりました。ま

た、海外にも興味があったので、教員免許状を取得でき、海外での教育研修プログラムへの参加や国際社会に

ついて学ぶ機会が用意されているこの共愛学園前橋国際大学に進学しました。 

 共愛学園前橋国際大学の強みは、１年生の頃から実践的な学びが多く、様々なことに挑戦できる点です。ま

た、先生方と学生の距離が近く、授業内でも互いのコミュニケーションが活発に行われ、先生方は様々な相談



にも親身に応じてくれます。そのような恵まれた環境の中で教育を受けたためか、教員志望の思いが一層高ま

り教員採用試験への挑戦につながりました。 

教員採用試験では、児童教育コースや教職支援室の先生方から、面接試験の練習や論作文の添削などで手厚

いご指導をいただいたお陰で、最後まで諦めずに取り組むことができました。また、受験する自治体などが互

いに違っても、朝から晩まで共に練習をし、互いに切磋琢磨した友達の存在は特別なものでした。辛く大変な

時期ももちろんありましたが、とても充実した４年間を過ごすことができ嬉しく思います。 

 教員を目指している皆さん、ぜひこの共愛学園前橋国際大学で様々な経験をして夢を叶えてくださいね。応

援しています！ 

 

 

 

仙台市小学校教員合格 

児童教育コース     結城 華耶 

（私立会津若松ザベリオ学園高等学校出身） 

 

私は教員免許を取得するため地元福島県を離れ、群馬県の共愛学園前橋国際大学

に入学しました。この共愛学園前橋国際大学を選んだ理由は、大学自体が小規模で

あるということです。共愛学園前橋国際大学は小規模のよさの一つである大学の先生方と学生との距離が近

く、何でも親身に指導をしてくださるとの評判を聞き、本学を選びました。 

全く知らない地元福島県から遠く離れた地での生活は、入学当初は苦労することもたくさんありました。

一人暮らしでの家事、一からの友人関係の構築、大学で初めて学ぶ教育に関する知識など新しいことが盛り

だくさんで、不安を感じた時期もありました。しかし、こういった状況を乗り越えることができたのは、私

と同様に県外から来て一人暮らしをしている友人の存在や、群馬県で新しくできた友人の援助、そして大学

の先生方の手厚い支援のおかげであると今改めて感じています。 

共愛学園前橋国際大学の児童教育コースでは、共愛小学校や近隣の笂井小学校にボランティアに行くな

ど、カリキュラムの中に実践的な学びが多く取り入れられています。そのおかげで教員採用試験での面接試

験では体験談を踏まえて臆することなく話すことができました。教師を目指し、この大学に入学してよかっ

たと改めて感じています。 

 

 

 

群馬県中学校（社会科）教員合格 

国際コース     鎌田 大暉 

（群馬県立渋川高等学校出身） 

 

私は中学生の頃から教師という職業に憧れを抱いており、地元群馬県の学校で教



えることが夢でした。そして、その夢を実現させるために共愛学園前橋国際大学に入学しました。 

大学生活を振り返ると、共愛学園前橋国際大学での 4年間は非常に充実していました。本学は比較的小規模

な大学ですが、同じ目標をもった仲間と切磋琢磨し成長できる素晴らしい環境に恵まれています。教えられた

知識をただ吸収するのではなく、友人との議論や学び合いを通して新たな知識に出会い、多様な見方や考え方

に触れながら学び続けることができました。また、私が群馬県の教員採用試験に合格することができたのは、

教職支援室の先生方のご指導があってのことです。教員採用試験に際しては、論作文や面接の指導で大変お世

話になりました。 

共愛学園前橋国際大学には、学生が主体的に学び成長することのできる環境があります。そして、素晴らし

い先生方のもとで教師を目指す仲間と高め合うことができます。本学で多くのことを学び、教師になるという

目標を確かなものにしていってください。心から応援しています。 

 

 

 

群馬県中学校（英語科）教員合格 

英語コース     豊島 悠奈 

（私立共愛学園高等学校出身） 

 

私は、中学生の頃から英語を活かせる職業に憧れを抱き、海外への留学を希望して

いました。大学進学では共愛学園前橋国際大学を選びました。本学の英語コースで

は、好きな英語を専門的に学べるとともに留学が必須であったため、将来的に英語を活かした職業に就くのに

相応しい大学であると考えたからです。また英語コースでは、少人数指導かつレベル別の授業を取り入れてい

るため、自分の力に合わせた英語を専門的に高めることができると考えました。 

 入学後、私は英語力の向上に努力するとともに、英語の教師を目指し教員免許状取得にも力を注ぎました。

英語の専門科目と教職科目を同時に学修するのは簡単なことではありませんでした。何度も挫折を経験する

中で、「本当に教師になれるのか。」と自問しました。しかし、教職支援室の先生方は、私に自信をもたせてく

ださったり教員採用試験についての手厚い指導をしてくださったりと、最後まで応援をしてくださいました。 

 教師を目指し採用試験に合格するのは決して簡単なことではありません。しかし、挫折はあっても、教職支

援室の先生方の細かな指導の下で教師への可能性を広げていくことができます！ ４月からは私も英語教師

としてスタートします。これまでの大学での学びを活かして、これから出会う生徒たちと共に学び続ける教師

であり続けたい思っています！ 

 

 



群馬県中学校（英語科）教員合格 

児童教育コース     宮田 晃次 

（群馬県立太田高等学校出身） 

 

 私には、高校生の頃から教師になりたいという夢がありました。一時期、民間企業

への就活に魅力を感じましたが、大学２年生の時に隣接する笂井小学校におけるフ

ィールド学習に参加し、「やはり教師を目指そう！」と改めて決心しました。 

 私が、共愛学園前橋国際大学へ入学したのは、本学の児童教育コースに通う中学時代の先輩の勧めがあった

からでした。入学してみると、本学には教育に関する実習・実践の機会がたくさんあり、教師という夢へ進む

ためのモチベーションを損なうことなく学び続けることができました。講義での理論的な学修と、教育現場で

の実践的な学びとがうまく関連しあう中で、教師を目指す自分の長所と短所をしっかりと把握することがで

きました。 

 教員採用試験に向けた取組の過程では時に落ち込むこともありましたが、仲間と励ましあって乗り切るこ

とができました。一次試験に合格した後は、二次試験に備え午前中から夜 9時頃まで、ひたすら面接や実技試

験の練習を繰り返しました。充実した教職支援室の試験対策はとても役に立ちました。これから教師を目指す

皆さんには、是非、健闘を期待します。 

結びに、大学での素晴らしい学びを提供してくださった共愛学園前橋国際大学の教職員の皆様、教職支援室

の先生方、ともに頑張った仲間をはじめ、採用試験合格に向け応援してくださったすべての方々に感謝申し上

げます。本当にありがとうございました。 

 

 

 

私立東京農業大学第二高等学校（英語） 

教員合格 

英語コース     宮澤 葉月 

（私立共愛学園高等学校出身） 

私は、幼いころから教師になるのが夢でした。当時は単に「教師になりたい」とい

う漠然とした夢でしたが、成長するにつれて「群馬県で先生になりたい」、「英語の楽しさを教えたい」という

具体的な将来像へと変わっていきました。そこで私は大学進学に当たり、好きな英語を専攻でき、かつ教職課

程を履修できる共愛学園前橋国際大学を選択しました。 

 入学後は、専門の英語の学修や教職に関する勉強、教育実習などで忙しい日々を送りました。毎日が充実し

ており、あっという間の 4年間でした。教職を目指すことは決して楽な道ではありませんでした。しかし、同

じ教師への道を志す仲間、支援してくださる先生方の存在は私にとって大きな力となりました。特に、教職支

援室の先生をはじめ多くの先生方が相談に乗ってくださったり小論文や指導案を何度も添削してくださった

りと、とても親身になってくださいました。このことからも、共愛学園前橋国際大学は「教師になりたい」と



夢を抱く人への支援が手厚い大学であると自信をもって言えます。教師になるまでの道のりは時に厳しさも

ありますが、ぜひ共愛学園前橋国際大学で「教師になりたい」という夢を叶えてください。心から応援してい

ます！ 

 

 

 

私立前橋育英高等学校（英語）教員合格 

英語コース     Ｍさん 

（高崎市立高崎経済大学附属高等学校出身） 

私は幼い頃から英会話教室に通い、英語に触れる機会に恵まれていました。中学生の時に尊敬できる英語

の先生に出会い、それ以来、英語の教師になることが私の夢となりました。高校進学、大学進学では英語を

十分に学べる環境を基準に進学先を考えました。英語の教師になることを最優先としたのです。共愛学園前

橋国際大学はその基準にかなった大学の一つでした。そして、私の考えが大きく変わったのは本学に入学後

のことでした。大学の講義は実践的で、一年次から英語を使ってのワークショップや、学んだことを活かし

た地域の生徒への学習支援など、期待していた以上に英語を学び活かす機会をもつことができました。コロ

ナ禍で留学は叶いませんでしたが、様々な国の人たちと英語を通し遠隔交流を体験したり、夢の実現に向け

教職課程を履修できたりしたことは幸せでした。学び続ける中で、いつの間にか英語の教師が私の確かな目

標に変わっていました。4年間に亘る共愛学園前橋国際大学での英語教育に関する履修、教育実習や教員採

用試験などを経て、今、私は目標である英語教師への道を着実に歩んでいます。これはこの共愛学園前橋国

際大学での様々な経験、たくさんの人との出会い、そして繋がりのお陰と心から感謝しています。 

教師を目指す高校生の皆さんも、実り多き 4年間を共愛学園前橋国際大学で過ごしてみませんか？ 

 

 


