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東京都公立学校教員採用案内
技術科・工業科編

先端技術研究モデル事業

工業科教員の知見や技術をアップデートします！
　技術革新が進む社会においては、工業高校の授業も変革が求められています。当事業では、
ものづくり企業やIT企業等と連携しながら、工業科教員が最新の企業の技術や研究活動を視
察、技術者との意見交換を行う中で、今後の工業高校における教育を考え実践する機会を創
出します。

東京未来ファクトリー

次世代のトップランナーを育成します！
　AIの新しい動きは、研究から社会実装への転換点を迎えています。そうしたAIの特徴は応用
範囲が広く、画像（視覚）・言語（コミュニケーション）・ロボット（動作）が変わることで産業分
野、学術分野等、あらゆる領域が変革を遂げる可能性があります。
　当事業では企業の研究施設等を活用した先端的学習や各分野の先端技術者との交流を通
じて、【AI×○○】でどのようなことが実現できるのか、生徒たちが想像・体験し、「得意なこと」
「関心があること」を伸ばしていく機会を作ります。

例
AIで
ラジコンカーを
走らせてみよう！

先輩技術者との交流
（技能五輪出場者等）

「AI×○○」で
新しいことを
考えてみよう！

Tokyo P-TECH

未来のIT人材を育成します！
　IT人材育成のための高校段階から専門学校までの連続した「５年間の学び」を、ＩＴ企業等からの強力な支援を受けて実施していきます。

※本事業は令和３年度から東京都立町田工業高等学校と日本工学院八王子専門学校の間において開始します。

東京都立町田工業高等学校 日本工学院八王子専門学校

高等学校で学んだ内容
を基礎とし、興味関心
や社会のニーズに応じ
て、専門分野を選択し、
更に学びを深めていき
ます！

Ｉ
Ｔ
企
業
等
で
活
躍
！

ＩＴ企業等の実務家が、教育プログラムの編成支援やメンタリングの参加など、社会で活躍するために必要な学びを強力バックアップ！

3年生2年生

機 械 シ ス テ ム 系 列

電 気 シ ス テ ム 系 列

情 報 デ ザ イ ン 系 列
専門分野を更に深める

学びを展開情報テクノロジー系列（P-TECHコース)新設！

▶基礎を形成

▶興味関心から選択する
　系列を決定

1年生

 IT人材による講話等により

東京都教育庁人事部選考課選考担当

採用選考についての問合せ

〒163-8001
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号

東京都庁第二本庁舎14階
電話 03-5320 -6787（ダイヤルイン）

東京都公立学校教員採用案内 検 索

東京都公立学校教員
採用案内ホームページ

総 合 情 報 科

  日本初！



最先端の教育に携われるからこそ、
積極的にチャレンジしたい！

　都の教育は日本の最先端であり、都の教育がベースとなって
全国に展開されていくと考えます。最先端の教育に携われるか
らこそ、積極的に様々なことにチャレンジし、授業力を高めてい
きたいと思っています。
　また、人材や教育資源が豊富なことも魅力の一つです。本校
はオリンピック・パラリンピック教育アワード校ですが、トップ
アスリート選手が講師として来てくださいます。地域の方々や
多くの企業と連携した職業体験を実現できるのも、首都東京
ならではだと思います。

これから教員を目指す人へ

　技術科は教員が少ない教科ですので、初任の際には授業づ
くりの面でとても苦労しました。しかし、研修や区の協議会を
通じて横や縦のつながりを得ることができ、先輩教員から多く
のことを教えて頂きました。若手の頃は上手くいかないことも
たくさんあります。そういった苦労を乗り越えていく過程で
徐々に自信をつけていくことができます。教員という仕事は未
来を創る仕事です。皆さんと一緒に東京の未来を担う子供た
ちを育てていきたいと思っています。

さん

心に残る授業を作りたい

　高校1年生の頃、友人に「教え方が分かりやすい」と言われた
ことがきっかけで、教育学部を受験しました。大学に入り、専門
教科を学ぶ中でものづくりの楽しさを実感し、明確に技術科
の教員を目指すようになりました。振り返ってみると、技術の授
業は形となって思い出に残りやすいものが多かったように思い
ます。私は卒業製作でPCを用いてマグカップをデザインしたの
ですが、今でも大切に持っています。そういった形にも心にも
残る授業を作りたいと思っています。

子供の成長に立ち会える

　子供たちの成長に立ち会えることは教員の大きなやりがい
です。入学式で見る生徒の顔つきと卒業式で見る生徒の顔つ
きは大きく異なります。幸い、技術科教員は中学1年生から中
学３年生までの授業を担当しますので、3年間の成長に携わる
ことができます。だからこそ、ただ成長を見守るのではなく、人
間として大きく成長できるよう、次の学年、そして卒業後を見据
えた指導を心掛けています。

大切なのはトライ＆エラー

　子供たちは間違いを恐れます。しかし、私は間違いを経験し、
自分たちの力で正解を導き出していく過程はとても重要だと
思っています。そこで、授業の中では生徒が自分たちで考え、
チャレンジする時間を大切にしています。中には技術の授業が
苦手な子供もいます。そのような生徒を取り残さないようにす
るために、グループワークの時間を積極的に取り入れ、他の生
徒とともに考え作業する中で、技術の楽しさを実感してもらえ
るような授業を目指しています。

「ブレない」軸を持つ

　初任の頃は、教科指導の面でも生徒指導の面でも上手くい
かない時期があり、とても悩みました。そんなとき、「どんなと
きでも自分の中でブレない軸を持つことが大切だ」と教えてく
れた先生がいました。思い返してみると、当時の私の指導は軸
がなくどこか不安定で、それが生徒に伝わってしまっていたよ
うにも思います。子供たちは素直ですので、教員の指導が不安
定なときには言葉や表情で示してくれます。生徒の反応を見な
がら、先輩教員にアドバイスをもらいつつ試行錯誤を続け、自
分なりの指導方法を確立することができたとき、はじめて一人
前の教員になれたのだと思っています。

これから教員を目指す人へ

　２年前に初めて学級担任を持ち、その生徒たちが今年卒業
を迎えます。３年間見てきた生徒たちが卒業すると思うととて
も寂しいですが、一方で、卒業後、彼らが様々な分野で活躍して
くれることはとても楽しみです。入学当初は発表が苦手であっ
た生徒が３年間を経て、技術や知識を身に付け、立派に課題研
究の発表ができるまでになりました。このような成長に立ち会
えるのは教員ならではだと思いますし、私は生徒たちと出会え
たことに感謝しています。

さん

教員を目指し始めた時期

　教員という仕事に憧れたのは高校生の頃でした。私はもとも
と数学がとても好きだったのですが、つまずいてしまうような
分野もあり、当時の数学の先生に何度も質問に行っていました。
その先生は、どんな時でも丁寧に粘り強く、私が分かるまで分
かりやすく教えてくれました。そんな先生を見ているうちに、「私
も生徒が理解できるまで諦めずに丁寧に教えてあげられるよ
うな先生になりたい」と思うようになりました。しかし、大学進
学時には教員一本には決めきることができず、好きな数学を
勉強することができる理系の学部に進学しました。就職活動
時にもまだ迷いはありましたが、教育実習での経験が教職へ
の道へと背中を押してくれました。私は普通科高校を卒業した
ので、教育実習の際に初めて工業の授業の様子を体験しまし
た。工業科ならではの、実習の授業を通じて生徒とともに手を
動かし、時間や経験を分かち合えることの楽しさ、そして生徒
の成長が見られたときのやりがいを強く実感し、教員を目指す
ようになりました。

生徒に真摯に向き合う　

　一人の人間として真摯に生徒に向き合うことを心掛けていま
す。頭ごなしに決まり切ったことや固いことを言うだけでは、生
徒との間に信頼関係を築くことはできません。自分自身が納得
した上で指導をすることや、お互いに納得できるまできちんと
話し合うことが大切です。例えば、生徒から新たな提案があっ
たとき、これまでの学校のルールではNGであったとしても、生
徒の気持ちをしっかりと聞き、それが納得できる理由であれば、
他の教員に相談するなどしてなるべく生徒の意向を汲んであ
げるように調整しています。

廣田 怜香
教諭（工業 電気系）

東京都立八王子桑志高等学校
産業科システム情報分野
平成28年度採用
東京都出身

工業科技術科

堀井 崚平
教諭（技術）

品川区立豊葉の杜学園
平成28年度採用
北海道出身
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