
2019-SW0000Y200-01教職概論

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・２時限　　試験時間割：2019/07/24　６時限　　

高妻　紳二郎

◎－－－　概要　－－－◎

　なぜ、大学１年のこの時期に、「教職」を将来の選択肢のひ
とつに選んだのだろうか。なぜ、「教育」について学ぼうと
思ったのだろうか。おそらく「教育」に何らかの興味、関心が
あったからであろう。それぞれの教育についての関心は自分の
教育経験に由来しているはずである。少子化時代とはいえ、教
職に就くための道のりは長く、険しい。教師になることへの積
極的な関心、消極的な気持ちもあるだろう。
　今日、指導が不適切な教員や教員の不祥事などをめぐるマス
コミ報道も多く、地域社会や保護者の学校や教員への信頼が失
われているともいわれている。また、学校や担任への苦情への
対応や生徒指導の難しさなど、教職という職業にはこれまで以
上に教育するという行為への強い気持ちが求められている。ま
た、「チーム学校」の意識も促され、教員一人ひとりの役割が
強く求められる時代となった。一方で、若い世代に直接に触れ
ることができ、生徒とともに成長できるのも教職に就いた者の
特権でもあり、教育は人の成長に関わるかけがえのない仕事で
もある。受講生のなかには恩師にめぐまれた者も多いだろう。
　そこで本講義では、大学の教職課程とは何か、教職に就くと
はどういうことか、そのためにどのようなことを学び、身につ
けておかなければならないのかなど、教職に関わる基本的な知
識や考え方を理解することを目的としている。内容は、教職の
意義及び教員の役割、教員の職務内容、進路選択に資する各種
の機会提供等を主たる要素として構成する。また、現在の教員
の現状やかれらを取り巻く諸問題についての概要をおさえる。
そのうえで、さまざまな教育実践をみながら、教員の仕事のあ
りよう、生き方等について具体的な検討を行い、受講生一人ひ
とりの教職についての理解を深めていきたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

我が国における今日の学校教育や教職の社会的意義を理解して
いる。(知識・理解)

教育の動向を踏まえ、今日の教員に求められる役割や資質・能
力を理解している。(知識・理解)

教員の職務内容の全体像や教員に課せられる服務上・身分上の
義務を理解している。(知識・理解)

教員に寄せられる期待に応えようとし、積極的にコミュニケー
ションをとることができる。(技能)

学校内外の専門家等と連携・分担して対応しようとする態度を
身に付けている。(態度・志向性)

教職の意味を深く考え、自己の進路イメージを具体的に考えよ
うとする態度を身に付けている。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

復習として講義中に指定された課題について取り組み、予習と
して次回に取り扱う教科書の該当箇所を必ず読んでおくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

課題提出状況（20％）、定期試験の結果（80％）にもとづいて
総合的に判断する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

高妻紳二郎、植上一希、佐藤仁、伊藤亜希子、藤田由美
子、寺崎里水『改訂版教職概論』協同出版、2017年

◎－－－　参考書　－－－◎

参考書及び読んでもらいたい資料等については講義の中で
随時紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

適宜資料も配付する予定である。それらを常に見返すこと
ができるようにファイリングを怠らないようにすること。
他者の学習権を侵害するような行為を禁止する。なお、
サークル活動等の欠席は配慮しない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：イントロダクション―大学の教職課程・カリキュ
ラムの構成　
第２回：教員養成と教員採用―データに基づく教員養成と
教員採用の現状
第３回：教職とはどんな職業なのか①―教員の資質論議を
整理して、教職の実態を整理する。
第４回：教職とはどんな職業なのか②―学校以外の「教
員」との比較を踏まえて教職の特質を探る。
第５回：教職への道・教職の歴史①―教師像の変遷と現代
教師論
第６回：教職への道・教職の歴史②―新しい役割（進路・
職業指導、地域とのつながり）
第７回：教職員①―職務の整理（授業者、担任、組織にお
ける分業者としての教師）
第８回：教職員②―よりよい授業づくりを目指す教育実践
第９回：教師の日常世界①―教員の学びと多忙化する日常
第１０回：教師の日常世界②―教師の成長と葛藤
第１１回：教師の日常世界③―多様化する生徒の実態への
対応
第１２回：教師の専門性と力量―教師に期待される専門
性、力量とは何か
第１３回：教職の方向性①―養成・採用・研修（育成指標
の理解）
第１４回：教職の方向性②―これからの学校と教師
第１５回：講義の総括―教職をめぐる今日的課題を整理す
る。



2019-SW0000Y200-02教職概論

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・１時限　　試験時間割：2019/07/24　６時限　　

佐藤　仁

◎－－－　概要　－－－◎

　なぜ、大学１年のこの時期に、「教職」を将来の選択肢のひ
とつに選んだのだろうか。なぜ、「教育」について学ぼうと
思ったのだろうか。おそらく「教育」に何らかの興味、関心が
あったからであろう。それぞれの教育についての関心は自分の
教育経験に由来しているはずである。少子化時代とはいえ、教
職に就くための道のりは長く、険しい。教師になることへの積
極的な関心、消極的な気持ちもあるだろう。
　今日、指導が不適切な教員や教員の不祥事などをめぐるマス
コミ報道も多く、地域社会や保護者の学校や教員への信頼が失
われているともいわれている。また、学校や担任への苦情への
対応や生徒指導の難しさなど、教職という職業にはこれまで以
上に教育するという行為への強い気持ちが求められている。ま
た、「チーム学校」の意識も促され、教員一人ひとりの役割が
強く求められる時代となった。一方で、若い世代に直接に触れ
ることができ、生徒とともに成長できるのも教職に就いた者の
特権でもあり、教育は人の成長に関わるかけがえのない仕事で
もある。受講生のなかには恩師にめぐまれた者も多いだろう。
　そこで本講義では、大学の教職課程とは何か、教職に就くと
はどういうことか、そのためにどのようなことを学び、身につ
けておかなければならないのかなど、教職に関わる基本的な知
識や考え方を理解することを目的としている。内容は、教職の
意義及び教員の役割、教員の職務内容、進路選択に資する各種
の機会提供等を主たる要素として構成する。また、現在の教員
の現状やかれらを取り巻く諸問題についての概要をおさえる。
そのうえで、さまざまな教育実践をみながら、教員の仕事のあ
りよう、生き方等について具体的な検討を行い、受講生一人ひ
とりの教職についての理解を深めていきたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

我が国における今日の学校教育や教職の社会的意義を理解して
いる。(知識・理解)

教育の動向を踏まえ、今日の教員に求められる役割や資質・能
力を理解している。(知識・理解)

教員の職務内容の全体像や教員に課せられる服務上・身分上の
義務を理解している。(知識・理解)

教員に寄せられる期待に応えようとし、積極的にコミュニケー
ションをとることができる。(技能)

学校内外の専門家等と連携・分担して対応しようとする態度を
身に付けている。(態度・志向性)

教職の意味を深く考え、自己の進路イメージを具体的に考えよ
うとする態度を身に付けている。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

復習として講義中に指定された課題について取り組み、予習と
して次回に取り扱う教科書の該当箇所を必ず読んでおくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

課題提出状況（20％）、定期試験の結果（80％）にもとづいて
総合的に判断する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

高妻紳二郎、植上一希、佐藤仁、伊藤亜希子、藤田由美
子、寺崎里水『改訂版教職概論』協同出版、2017年

◎－－－　参考書　－－－◎

参考書及び読んでもらいたい資料等については講義の中で
随時紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

適宜資料も配付する予定である。それらを常に見返すこと
ができるようにファイリングを怠らないようにすること。
他者の学習権を侵害するような行為を禁止する。なお、
サークル活動等の欠席は配慮しない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：イントロダクション―大学の教職課程・カリキュ
ラムの構成　
第２回：教員養成と教員採用―データに基づく教員養成と
教員採用の現状
第３回：教職とはどんな職業なのか①―教員の資質論議を
整理して、教職の実態を整理する。
第４回：教職とはどんな職業なのか②―学校以外の「教
員」との比較を踏まえて教職の特質を探る。
第５回：教職への道・教職の歴史①―教師像の変遷と現代
教師論
第６回：教職への道・教職の歴史②―新しい役割（進路・
職業指導、地域とのつながり）
第７回：教職員①―職務の整理（授業者、担任、組織にお
ける分業者としての教師）
第８回：教職員②―よりよい授業づくりを目指す教育実践
第９回：教師の日常世界①―教員の学びと多忙化する日常
第１０回：教師の日常世界②―教師の成長と葛藤
第１１回：教師の日常世界③―多様化する生徒の実態への
対応
第１２回：教師の専門性と力量―教師に期待される専門
性、力量とは何か
第１３回：教職の方向性①―養成・採用・研修（育成指標
の理解）
第１４回：教職の方向性②―これからの学校と教師
第１５回：講義の総括―教職をめぐる今日的課題を整理す
る。



2019-SW0000Y200-04教職概論

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・４時限　　試験時間割：2019/07/24　６時限　　

植上　一希

◎－－－　概要　－－－◎

　なぜ、大学１年のこの時期に、「教職」を将来の選択肢のひ
とつに選んだのだろうか。なぜ、「教育」について学ぼうと
思ったのだろうか。おそらく「教育」に何らかの興味、関心が
あったからであろう。それぞれの教育についての関心は自分の
教育経験に由来しているはずである。少子化時代とはいえ、教
職に就くための道のりは長く、険しい。教師になることへの積
極的な関心、消極的な気持ちもあるだろう。
　今日、指導が不適切な教員や教員の不祥事などをめぐるマス
コミ報道も多く、地域社会や保護者の学校や教員への信頼が失
われているともいわれている。また、学校や担任への苦情への
対応や生徒指導の難しさなど、教職という職業にはこれまで以
上に教育するという行為への強い気持ちが求められている。ま
た、「チーム学校」の意識も促され、教員一人ひとりの役割が
強く求められる時代となった。一方で、若い世代に直接に触れ
ることができ、生徒とともに成長できるのも教職に就いた者の
特権でもあり、教育は人の成長に関わるかけがえのない仕事で
もある。受講生のなかには恩師にめぐまれた者も多いだろう。
　そこで本講義では、大学の教職課程とは何か、教職に就くと
はどういうことか、そのためにどのようなことを学び、身につ
けておかなければならないのかなど、教職に関わる基本的な知
識や考え方を理解することを目的としている。内容は、教職の
意義及び教員の役割、教員の職務内容、進路選択に資する各種
の機会提供等を主たる要素として構成する。また、現在の教員
の現状やかれらを取り巻く諸問題についての概要をおさえる。
そのうえで、さまざまな教育実践をみながら、教員の仕事のあ
りよう、生き方等について具体的な検討を行い、受講生一人ひ
とりの教職についての理解を深めていきたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

我が国における今日の学校教育や教職の社会的意義を理解して
いる。(知識・理解)

教育の動向を踏まえ、今日の教員に求められる役割や資質・能
力を理解している。(知識・理解)

教員の職務内容の全体像や教員に課せられる服務上・身分上の
義務を理解している。(技能)

教員に寄せられる期待に応えようとし、積極的にコミュニケー
ションをとることができる。(態度・志向性)

学校内外の専門家等と連携・分担して対応しようとする態度を
身に付けている。(態度・志向性)

教職の意味を深く考え、自己の進路イメージを具体的に考えよ
うとする態度を身に付けている。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

復習として講義中に指定された課題について取り組み、予習と
して次回に取り扱う教科書の該当箇所を必ず読んでおくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

課題提出状況（20％）、定期試験の結果（80％）にもとづいて
総合的に判断する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

高妻紳二郎、植上一希、佐藤仁、伊藤亜希子、藤田由美
子、寺崎里水『改訂版教職概論』協同出版、2017年

◎－－－　参考書　－－－◎

参考書及び読んでもらいたい資料等については講義の中で
随時紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

適宜資料も配付する予定である。それらを常に見返すこと
ができるようにファイリングを怠らないようにすること。
他者の学習権を侵害するような行為を禁止する。なお、
サークル活動等の欠席は配慮しない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：イントロダクション―大学の教職課程・カリキュ
ラムの構成　
第２回：教員養成と教員採用―データに基づく教員養成と
教員採用の現状
第３回：教職とはどんな職業なのか①―教員の資質論議を
整理して、教職の実態を整理する。
第４回：教職とはどんな職業なのか②―学校以外の「教
員」との比較を踏まえて教職の特質を探る。
第５回：教職への道・教職の歴史①―教師像の変遷と現代
教師論
第６回：教職への道・教職の歴史②―新しい役割（進路・
職業指導、地域とのつながり）
第７回：教職員①―職務の整理（授業者、担任、組織にお
ける分業者としての教師）
第８回：教職員②―よりよい授業づくりを目指す教育実践
第９回：教師の日常世界①―教員の学びと多忙化する日常
第１０回：教師の日常世界②―教師の成長と葛藤
第１１回：教師の日常世界③―多様化する生徒の実態への
対応
第１２回：教師の専門性と力量―教師に期待される専門
性、力量とは何か
第１３回：教職の方向性①―養成・採用・研修（育成指標
の理解）
第１４回：教職の方向性②―これからの学校と教師
第１５回：講義の総括―教職をめぐる今日的課題を整理す
る。



2019-SW0000Y200-05教職概論

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・３時限　　試験時間割：2019/07/24　６時限　　

伊藤　亜希子

◎－－－　概要　－－－◎

　なぜ、大学１年のこの時期に、「教職」を将来の選択肢のひ
とつに選んだのだろうか。なぜ、「教育」について学ぼうと
思ったのだろうか。おそらく「教育」に何らかの興味、関心が
あったからであろう。それぞれの教育についての関心は自分の
教育経験に由来しているはずである。少子化時代とはいえ、教
職に就くための道のりは長く、険しい。教師になることへの積
極的な関心、消極的な気持ちもあるだろう。
　今日、指導が不適切な教員や教員の不祥事などをめぐるマス
コミ報道も多く、地域社会や保護者の学校や教員への信頼が失
われているともいわれている。また、学校や担任への苦情への
対応や生徒指導の難しさなど、教職という職業にはこれまで以
上に教育するという行為への強い気持ちが求められている。ま
た、「チーム学校」の意識も促され、教員一人ひとりの役割が
強く求められる時代となった。一方で、若い世代に直接に触れ
ることができ、生徒とともに成長できるのも教職に就いた者の
特権でもあり、教育は人の成長に関わるかけがえのない仕事で
もある。受講生のなかには恩師にめぐまれた者も多いだろう。
　そこで本講義では、大学の教職課程とは何か、教職に就くと
はどういうことか、そのためにどのようなことを学び、身につ
けておかなければならないのかなど、教職に関わる基本的な知
識や考え方を理解することを目的としている。内容は、教職の
意義及び教員の役割、教員の職務内容、進路選択に資する各種
の機会提供等を主たる要素として構成する。また、現在の教員
の現状やかれらを取り巻く諸問題についての概要をおさえる。
そのうえで、さまざまな教育実践をみながら、教員の仕事のあ
りよう、生き方等について具体的な検討を行い、受講生一人ひ
とりの教職についての理解を深めていきたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

我が国における今日の学校教育や教職の社会的意義を理解して
いる。(知識・理解)

教育の動向を踏まえ、今日の教員に求められる役割や資質・能
力を理解している。(知識・理解)

教員の職務内容の全体像や教員に課せられる服務上・身分上の
義務を理解している。(知識・理解)

教員に寄せられる期待に応えようとし、積極的にコミュニケー
ションをとることができる。(技能)

学校内外の専門家等と連携・分担して対応しようとする態度を
身に付けている。(態度・志向性)

教職の意味を深く考え、自己の進路イメージを具体的に考えよ
うとする態度を身に付けている。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

復習として講義中に指定された課題について取り組み、予習と
して次回に取り扱う教科書の該当箇所を必ず読んでおくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

課題提出状況（20％）、定期試験の結果（80％）にもとづいて
総合的に判断する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

高妻紳二郎、植上一希、佐藤仁、伊藤亜希子、藤田由美
子、寺崎里水『改訂版教職概論』協同出版、2017年

◎－－－　参考書　－－－◎

参考書及び読んでもらいたい資料等については講義の中で
随時紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

適宜資料も配付する予定である。それらを常に見返すこと
ができるようにファイリングを怠らないようにすること。
他者の学習権を侵害するような行為を禁止する。なお、
サークル活動等の欠席は配慮しない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：イントロダクション―大学の教職課程・カリキュ
ラムの構成　
第２回：教員養成と教員採用―データに基づく教員養成と
教員採用の現状
第３回：教職とはどんな職業なのか①―教員の資質論議を
整理して、教職の実態を整理する。
第４回：教職とはどんな職業なのか②―学校以外の「教
員」との比較を踏まえて教職の特質を探る。
第５回：教職への道・教職の歴史①―教師像の変遷と現代
教師論
第６回：教職への道・教職の歴史②―新しい役割（進路・
職業指導、地域とのつながり）
第７回：教職員①―職務の整理（授業者、担任、組織にお
ける分業者としての教師）
第８回：教職員②―よりよい授業づくりを目指す教育実践
第９回：教師の日常世界①―教員の学びと多忙化する日常
第１０回：教師の日常世界②―教師の成長と葛藤
第１１回：教師の日常世界③―多様化する生徒の実態への
対応
第１２回：教師の専門性と力量―教師に期待される専門
性、力量とは何か
第１３回：教職の方向性①―養成・採用・研修（育成指標
の理解）
第１４回：教職の方向性②―これからの学校と教師
第１５回：講義の総括―教職をめぐる今日的課題を整理す
る。



2019-SW0000Y200-06教職概論

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・２時限　　試験時間割：2019/07/24　６時限　　

藤田　由美子

◎－－－　概要　－－－◎

　なぜ、大学１年のこの時期に、「教職」を将来の選択肢のひ
とつに選んだのだろうか。なぜ、「教育」について学ぼうと
思ったのだろうか。おそらく「教育」に何らかの興味、関心が
あったからであろう。それぞれの教育についての関心は自分の
教育経験に由来しているはずである。少子化時代とはいえ、教
職に就くための道のりは長く、険しい。教師になることへの積
極的な関心、消極的な気持ちもあるだろう。
　今日、指導が不適切な教員や教員の不祥事などをめぐるマス
コミ報道も多く、地域社会や保護者の学校や教員への信頼が失
われているともいわれている。また、学校や担任への苦情への
対応や生徒指導の難しさなど、教職という職業にはこれまで以
上に教育するという行為への強い気持ちが求められている。ま
た、「チーム学校」の意識も促され、教員一人ひとりの役割が
強く求められる時代となった。一方で、若い世代に直接に触れ
ることができ、生徒とともに成長できるのも教職に就いた者の
特権でもあり、教育は人の成長に関わるかけがえのない仕事で
もある。受講生のなかには恩師にめぐまれた者も多いだろう。
　そこで本講義では、大学の教職課程とは何か、教職に就くと
はどういうことか、そのためにどのようなことを学び、身につ
けておかなければならないのかなど、教職に関わる基本的な知
識や考え方を理解することを目的としている。内容は、教職の
意義及び教員の役割、教員の職務内容、進路選択に資する各種
の機会提供等を主たる要素として構成する。また、現在の教員
の現状やかれらを取り巻く諸問題についての概要をおさえる。
そのうえで、さまざまな教育実践をみながら、教員の仕事のあ
りよう、生き方等について具体的な検討を行い、受講生一人ひ
とりの教職についての理解を深めていきたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

我が国における今日の学校教育や教職の社会的意義を理解して
いる。(知識・理解)

教育の動向を踏まえ、今日の教員に求められる役割や資質・能
力を理解している。(知識・理解)

教員の職務内容の全体像や教員に課せられる服務上・身分上の
義務を理解している。(知識・理解)

教員に寄せられる期待に応えようとし、積極的にコミュニケー
ションをとることができる。(技能)

学校内外の専門家等と連携・分担して対応しようとする態度を
身に付けている。(態度・志向性)

教職の意味を深く考え、自己の進路イメージを具体的に考えよ
うとする態度を身に付けている。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

復習として講義中に指定された課題について取り組み、予習と
して次回に取り扱う教科書の該当箇所を必ず読んでおくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

課題提出状況（20％）、定期試験の結果（80％）にもとづいて
総合的に判断する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

高妻紳二郎、植上一希、佐藤仁、伊藤亜希子、藤田由美
子、寺崎里水『改訂版教職概論』協同出版、2017年

◎－－－　参考書　－－－◎

参考書及び読んでもらいたい資料等については講義の中で
随時紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

適宜資料も配付する予定である。それらを常に見返すこと
ができるようにファイリングを怠らないようにすること。
他者の学習権を侵害するような行為を禁止する。なお、
サークル活動等の欠席は配慮しない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：イントロダクション―大学の教職課程・カリキュ
ラムの構成　
第２回：教員養成と教員採用―データに基づく教員養成と
教員採用の現状
第３回：教職とはどんな職業なのか①―教員の資質論議を
整理して、教職の実態を整理する。
第４回：教職とはどんな職業なのか②―学校以外の「教
員」との比較を踏まえて教職の特質を探る。
第５回：教職への道・教職の歴史①―教師像の変遷と現代
教師論
第６回：教職への道・教職の歴史②―新しい役割（進路・
職業指導、地域とのつながり）
第７回：教職員①―職務の整理（授業者、担任、組織にお
ける分業者としての教師）
第８回：教職員②―よりよい授業づくりを目指す教育実践
第９回：教師の日常世界①―教員の学びと多忙化する日常
第１０回：教師の日常世界②―教師の成長と葛藤
第１１回：教師の日常世界③―多様化する生徒の実態への
対応
第１２回：教師の専門性と力量―教師に期待される専門
性、力量とは何か
第１３回：教職の方向性①―養成・採用・研修（育成指標
の理解）
第１４回：教職の方向性②―これからの学校と教師
第１５回：講義の総括―教職をめぐる今日的課題を整理す
る。



2019-SW0000Y200-08教職概論「二部」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・二部１時限　　試験時間割：2019/07/25　夜１限　　

藤田　由美子

◎－－－　概要　－－－◎

　なぜ、大学１年のこの時期に、「教職」を将来の選択肢のひ
とつに選んだのだろうか。なぜ、「教育」について学ぼうと
思ったのだろうか。おそらく「教育」に何らかの興味、関心が
あったからであろう。それぞれの教育についての関心は自分の
教育経験に由来しているはずである。少子化時代とはいえ、教
職に就くための道のりは長く、険しい。教師になることへの積
極的な関心、消極的な気持ちもあるだろう。
　今日、指導が不適切な教員や教員の不祥事などをめぐるマス
コミ報道も多く、地域社会や保護者の学校や教員への信頼が失
われているともいわれている。また、学校や担任への苦情への
対応や生徒指導の難しさなど、教職という職業にはこれまで以
上に教育するという行為への強い気持ちが求められている。ま
た、「チーム学校」の意識も促され、教員一人ひとりの役割が
強く求められる時代となった。一方で、若い世代に直接に触れ
ることができ、生徒とともに成長できるのも教職に就いた者の
特権でもあり、教育は人の成長に関わるかけがえのない仕事で
もある。受講生のなかには恩師にめぐまれた者も多いだろう。
　そこで本講義では、大学の教職課程とは何か、教職に就くと
はどういうことか、そのためにどのようなことを学び、身につ
けておかなければならないのかなど、教職に関わる基本的な知
識や考え方を理解することを目的としている。内容は、教職の
意義及び教員の役割、教員の職務内容、進路選択に資する各種
の機会提供等を主たる要素として構成する。また、現在の教員
の現状やかれらを取り巻く諸問題についての概要をおさえる。
そのうえで、さまざまな教育実践をみながら、教員の仕事のあ
りよう、生き方等について具体的な検討を行い、受講生一人ひ
とりの教職についての理解を深めていきたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

我が国における今日の学校教育や教職の社会的意義を理解して
いる。(知識・理解)

教育の動向を踏まえ、今日の教員に求められる役割や資質・能
力を理解している。(知識・理解)

教員の職務内容の全体像や教員に課せられる服務上・身分上の
義務を理解している。(知識・理解)

教員に寄せられる期待に応えようとし、積極的にコミュニケー
ションをとることができる。(技能)

学校内外の専門家等と連携・分担して対応しようとする態度を
身に付けている。(態度・志向性)

教職の意味を深く考え、自己の進路イメージを具体的に考えよ
うとする態度を身に付けている。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

復習として講義中に指定された課題について取り組み、予習と
して次回に取り扱う教科書の該当箇所を必ず読んでおくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

課題提出状況（20％）、定期試験の結果（80％）にもとづいて
総合的に判断する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

高妻紳二郎、植上一希、佐藤仁、伊藤亜希子、藤田由美
子、寺崎里水『改訂版教職概論』協同出版、2017年

◎－－－　参考書　－－－◎

参考書及び読んでもらいたい資料等については講義の中で
随時紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

適宜資料も配付する予定である。それらを常に見返すこと
ができるようにファイリングを怠らないようにすること。
他者の学習権を侵害するような行為を禁止する。なお、
サークル活動等の欠席は配慮しない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：イントロダクション―大学の教職課程・カリキュ
ラムの構成　
第２回：教員養成と教員採用―データに基づく教員養成と
教員採用の現状
第３回：教職とはどんな職業なのか①―教員の資質論議を
整理して、教職の実態を整理する。
第４回：教職とはどんな職業なのか②―学校以外の「教
員」との比較を踏まえて教職の特質を探る。
第５回：教職への道・教職の歴史①―教師像の変遷と現代
教師論
第６回：教職への道・教職の歴史②―新しい役割（進路・
職業指導、地域とのつながり）
第７回：教職員①―職務の整理（授業者、担任、組織にお
ける分業者としての教師）
第８回：教職員②―よりよい授業づくりを目指す教育実践
第９回：教師の日常世界①―教員の学びと多忙化する日常
第１０回：教師の日常世界②―教師の成長と葛藤
第１１回：教師の日常世界③―多様化する生徒の実態への
対応
第１２回：教師の専門性と力量―教師に期待される専門
性、力量とは何か
第１３回：教職の方向性①―養成・採用・研修（育成指標
の理解）
第１４回：教職の方向性②―これからの学校と教師
第１５回：講義の総括―教職をめぐる今日的課題を整理す
る。



2019-SW0000Y201-01教育心理学

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・１時限　　試験時間割：2019/07/29　４時限　　

中島　美鈴

◎－－－　概要　－－－◎

　効果的な授業を提供するために、学習や動機づけ、記憶など
の研究を通して得られた知見を総称したものが教育心理学であ
る。
　授業では、教育の専門家として必要な知識と技能を修得する
ことを目標とする。テキストを用いた講義形式と、そこで身に
つけた知識をグループ形式で実践する演習形式で構成される。
　授業では、教育の専門家として必要な知識と技能を修得する
ことを目標とする。テキストを用いた講義形式と、そこで身に
つけた知識をグループ形式で実践する演習形式で構成される。
この授業の受講で、得られる知識は以下のようなものである。
　
①児童・生徒がどのような発達段階にあり、どのような学習ス
タイルを身につけているかを
　理解することができるため、適した難易度の授業を展開する
ことができる。
②児童・生徒のパーソナリティ特性に応じた、授業展開や指導
の方法を知ることができる。
③児童・生徒に動機づけを図りながら、授業を行ったり社会性
や道徳について指導すること
　ができる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

児童・生徒がどのような発達段階にあり、どのような学習スタ
イルを身につけているかを理解することができるため、適した
難易度の授業を展開することができる。(知識・理解)

児童・生徒のパーソナリティ特性に応じた、授業展開や指導の
方法を知ることができる。(態度・志向性)

児童・生徒に動機づけを図りながら、授業を行ったり社会性や
道徳について指導することができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業でわからないことがあった場合には、その授業中、次の授
業の始めに質問してください。こうした質問は他の受講者の理
解を進めるもので、授業を活発にするものですので歓迎しま
す。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験の成績（80％）、課題レポート（20％）にて評価を行
う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

桜井茂男編「改訂版 たのしく学べる最新教育心理学: 教職
に関わるすべての人に」（図書文化社，2017）
ISBN978-4810076905

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

なし

◎－－－　授業計画　－－－◎

授業計画
第１回：オリエンテーション:授業の進め方
第２回: 教育心理学とは
第３回: 発達とは何か、発達を規定する要因
第４回: 発達段階と発達課題
第５回: やる気を高める～動機づけ
第６回: 学習理論
第７回: 記憶のメカニズム
第８回: 授業の心理学
第９回: 教育評価
第１０回: 知的能力とは
第１１回: パーソナリティを理解する
第１２回: 社会性を育む
第１３回: 学級の心理学
第１４回: 不適応と心理臨床
第１５回: まとめ
定期試験



2019-SW0000Y201-02教育心理学

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・２時限　　試験時間割：2019/07/29　４時限　　

松永　邦裕

◎－－－　概要　－－－◎

　教育心理学とは、教育活動を心理学的に解明する「教育のた
めの心理学」であり、そのねらいは、児童・生徒をより適切に
理解し、いかに効果的な教育活動を行うかということにある。
　本授業は、児童生徒の発達、学習のメカニズムと教育活動を
中心に、以下のような必要な基礎的知識を修得することを目標
とする。授業においては、教育の今日的課題をその都度取り上
げながら、展開する。
①児童生徒の発達についての知識
　・乳幼児期～青年期におけるそれぞれの段階の発達の特徴に
ついて。
　・児童生徒の個別の特徴を把握するためのパーソナリティの
形成と測定、知的能力の把握、障害児の心理について。
・対人関係や道徳性がどのように発達するのか。
②学習のメカニズムと教育活動について
　・児童生徒の学習を効果的に促進するだけでなく、児童生徒
の学習へのやる気（心理学では動機づけと呼ぶ）を強化するに
はどうすればいいのだろうか。
　　・学級集団を運営する上での心理学的基礎知識。
③教育評価について
　・どのような評価を行うと児童生徒の学習意欲や学習成果に
つながるのか。

◎－－－　到達目標　－－－◎

児童及び生徒のそれぞれの発達段階について、心理学的視点か
ら説明できる。(知識・理解)

児童生徒の学習のメカニズムとやる気を引き出すための理論と
方法を心理学的視点から説明できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・教科書等を活用し、次回の授業内容について予習をしておく
こと。（60分）
・復習として、教科書や授業で配布した資料等を使い、ポイン
トをまとめておくこと。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の成績（80％）、課題レポート（20％）にて評価を
行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　桜井茂男編「改訂版たのしく学べる最新教育心理学」
（2017年、図書文化社）ISBN978-4-8100-7690-5

◎－－－　参考書　－－－◎

講義の中で随時紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

１　毎時間、講義用のレジュメを配布する。
２　内容についての課題レポート（１～２回）の提出を求
める。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　イントロダクション－教育心理学とは何か
２　子どもの発達－発達とは何か、乳児期・幼児期の発達
３　子どもの発達－児童期・青年期の発達
４　パーソナリティの理論（発達）と測定
５　知的能力の発達と測定
６　障害児の心理と特別支援教育①
７　障害児の心理と特別支援教育②
８　学習のメカニズムと学習理論
９　学習指導と動機づけ
10　記憶のメカニズム
11　社会的行動と道徳性の発達
12　対人関係の発達
13　学級集団の心理と教師のリーダシップ
14　教育評価－評価の目的と方法
15　講義の総括



2019-SW0000Y201-03教育心理学

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・５時限　　試験時間割：2019/07/29　４時限　　

久木山　健一

◎－－－　概要　－－－◎

　本授業は、教育という現象を心理学的に理解できるようにな
ることを目標として、教育心理学のさまざまな理論を概観す
る。その際、単に理論を知識として学ぶだけでなく、過去から
現在までに自分が体験してきた教育活動と関連づけて修得でき
ることを目指す。学習過程、動機づけ、知能と学力、教室の仲
間関係、教師と生徒の関係、教育評価などの基礎的な知識に加
え、いじめ、不登校などの学校不適応への対応や、心身障害児
への対応などの理解も目指す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教育活動の中での心理学の有効性の理解(知識・理解)

過去自分が受けてきた教育の影響の心理学的理解(知識・理解)

教育心理学の知識に基づく自身の教育技能の向上(技能)

日々の教育活動を教育心理学の視点でとらえようとする態度
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　日々大学で参加している教育現象を、受け手側のみならず与
える側としてもとらえるようにしてください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

1)平常点：講義で出される小レポート提出、発表態度も評価に
入る。

2)定期試験：筆記試験にて評価を行う。

上記の項目について、定期試験の成績40％･平常点60％を目安
として総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

神藤貴昭・久木山健一　改訂版　ようこそ　教育心理学の
世界へ　北樹出版　2017　

◎－－－　参考書　－－－◎

講義中に適宜指示します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　専門的な用語や理論を、生徒の具体的な行動と結びつけ
て考えることが求められます。また、単に受動的に知識を
与えられるのみではなく、今の自分の考えや、過去自分が
受けた教育に対しての感想を積極的に発言してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：教育心理学とは
　学校教育における教育心理学の意義、教育心理学と他の
学問のかかわり
第２回：教育心理学の研究法
　観察、実験、調査、事例研究、理論と実践
第３回：発達
　発達の基本的法則、発達の要因、ピアジェ、エリクソン
第４回：学習
　学習の定義、古典的条件づけ、オペラント条件づけ、行
動分析、社会的学習、認知論
第５回：動機づけ
　コンピテンス、動機づけの種類、原因帰属、自己調整学
習、学習性無力感
第６回：知能・記憶・メタ認知
　知能の定義と知能観、知能テストの種類、記憶、メタ認
知
第７回：教授学習過程
　授業の形態、授業の構造、有意味受容学習と発見学習、
授業分析
第８回：教育評価
　教育評価の意義、通知表、認知のゆがみ、評価の時期と
方法、相対・絶対評価、ルーブリック
第９回：教師
　好まれる教師像、教師のビリーフ、リーダーシップ、ピ
グマリオン効果、教師の児童生徒認知
第10回：仲間関係
　幼児期の遊びの発達、ソシオメトリックテスト、ギャン
グエイジ、青年期の仲間関係
第11回：パーソナリティ
　パーソナリティの定義、類型論、特性論、性格検査の種
類
第12回：問題行動
　いじめ、非行、不登校、学級集団の荒れ
第13回：ストレスと健康
　健康の定義、ストレスのモデル、学校ストレス、コーピ
ング、災害とストレス、摂食行動
第14回：発達障害と特別支援教育
　自閉症スペクトラム、学習障害、注意欠陥／多動性障
害、特別支援教育、ユニバーサルデザイン
第15回：講義のまとめとふりかえり
　これまで講義で学んだ知識をふりかえり、知識を自身の
問題として体得できることを目指す。



2019-SW0000Y201-04教育心理学

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・３時限　　試験時間割：2019/07/29　４時限　　

本山　智敬

◎－－－　概要　－－－◎

教育心理学では、教師として教育活動に必要な基礎心理学や臨
床心理学の知見や諸理論を幅広く理解することを目的としてい
る。それらは幼児、児童及び生徒一人一人の理解や支援をはじ
め、効果的な授業開発、個別あるいは集団を対象とした生徒指
導および教育相談を行う上で欠かせない知識である。各テーマ
の基本的な知識や理論を身につけると共に、それらを実際に教
育現場で活かしていくことを念頭に理解を深めていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

幼児、児童及び生徒の心身の発達に関する代表的な理論を踏ま
え、教育における発達理解の意義について理解している。(知
識・理解)

様々な学習理論や主体的な学びを支える動機づけ、集団づくり
のあり方を理解し、教育現場でのそれらの意義について説明で
きるようになる。(知識・理解)

様々な心理療法の特徴及びパーソナリティを理解するための理
論や方法を、幼児、児童及び生徒の理解という文脈から説明で
きるようになる。(知識・理解)

発達障害をはじめとする特別の支援を要する幼児、児童及び生
徒の特徴や支援の方法について理解している。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回配布する資料をきちんと保存した上で、学習した内容につ
いて改めて見直し、分からないところをそのままにしておかな
いようにすること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

＜評価基準＞
発達、学習（動機づけ、記憶・知識）、心理療法（個人・集
団）、パーソナリティ、特別支援教育についての基本的な内容
を理解し、自分の意見を交えて説明することができるかを評価
基準とする。
＜評価方法＞
定期試験（60％）の他、課題レポート（20％）や授業への参加
態度（20％）を含め総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

指定しない

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

単に知識を暗記するのではなく、学んだことが実際の教育
現場にどう活かせるかを常に考えながら受講すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：教育心理学とは何か
第２回：発達の諸理論
第３回：動機づけ
第４回：学習のメカニズム
第５回：記憶
第６回：知識と問題解決
第７回：心理療法(1)：精神分析および認知行動療法
第８回：心理療法(2)：来談者中心療法
第９回：集団の諸理論
第１０回：集団指導の実際
第１１回：パーソナリティの理解と方法
第１２回：知的能力およびパーソナリィの発達
第１３回：障害と特別支援教育
第１４回：発達障害の理解
第１５回：まとめ



2019-SW0000Y201-05教育心理学

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・２時限　　試験時間割：2020/01/23　４時限　　

松永　邦裕

◎－－－　概要　－－－◎

　教育心理学とは、教育活動を心理学的に解明する「教育のた
めの心理学」であり、そのねらいは、児童・生徒をより適切に
理解し、いかに効果的な教育活動を行うかということにある。
　本授業は、児童生徒の発達、学習のメカニズムと教育活動を
中心に、以下のような必要な基礎的知識を修得することを目標
とする。授業においては、教育の今日的課題をその都度取り上
げながら、展開する。
①児童生徒の発達についての知識
　・乳幼児期～青年期におけるそれぞれの段階の発達の特徴に
ついて。
　・児童生徒の個別の特徴を把握するためのパーソナリティの
形成と測定、知的能力の把握、障害児の心理について。
・対人関係や道徳性がどのように発達するのか。
②学習のメカニズムと教育活動について
　・児童生徒の学習を効果的に促進するだけでなく、児童生徒
の学習へのやる気（心理学では動機づけと呼ぶ）を強化するに
はどうすればいいのだろうか。
　　・学級集団を運営する上での心理学的基礎知識。
③教育評価について
　・どのような評価を行うと児童生徒の学習意欲や学習成果に
つながるのか。

◎－－－　到達目標　－－－◎

児童及び生徒のそれぞれの発達段階について、心理学的視点か
ら説明できる。(知識・理解)

児童生徒の学習のメカニズムとやる気を引き出すための理論と
方法を心理学的視点から説明できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・教科書等を活用し、次回の授業内容について予習をしておく
こと。（60分）
・復習として、教科書や授業で配布した資料等を使い、ポイン
トをまとめておくこと。（60分）　

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の成績（80％）、課題レポート（20％）にて評価を
行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　桜井茂男編「改訂版たのしく学べる最新教育心理学」
（2017年、図書文化社）ISBN978-4-8100-7690-5

◎－－－　参考書　－－－◎

講義の中で随時紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

１　毎時間、講義用のレジュメを配布する。
２　内容についての課題レポート（１～２回）の提出を求
める。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　イントロダクション－教育心理学とは何か
２　子どもの発達－発達とは何か、乳児期・幼児期の発達
３　子どもの発達－児童期・青年期の発達
４　パーソナリティの理論（発達）と測定
５　知的能力の発達と測定
６　障害児の心理と特別支援教育①
７　障害児の心理と特別支援教育②
８　学習のメカニズムと学習理論
９　学習指導と動機づけ
10　記憶のメカニズム
11　社会的行動と道徳性の発達
12　対人関係の発達
13　学級集団の心理と教師のリーダシップ
14　教育評価－評価の目的と方法
15　講義の総括



2019-SW0000Y201-06教育心理学

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・５時限　　試験時間割：2020/01/23　４時限　　

久木山　健一

◎－－－　概要　－－－◎

　本授業は、教育という現象を心理学的に理解できるようにな
ることを目標として、教育心理学のさまざまな理論を概観す
る。その際、単に理論を知識として学ぶだけでなく、過去から
現在までに自分が体験してきた教育活動と関連づけて修得でき
ることを目指す。学習過程、動機づけ、知能と学力、教室の仲
間関係、教師と生徒の関係、教育評価などの基礎的な知識に加
え、いじめ、不登校などの学校不適応への対応や、心身障害児
への対応などの理解も目指す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教育活動の中での心理学の有効性の理解(知識・理解)

過去自分が受けてきた教育の影響の心理学的理解(知識・理解)

教育心理学の知識に基づく自身の教育技能の向上(技能)

日々の教育活動を教育心理学の視点でとらえようとする態度
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　日々大学で参加している教育現象を、受け手側のみならず与
える側としてもとらえるようにしてください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

1)平常点：講義で出される小レポート提出、発表態度も評価に
入る。

2)定期試験：筆記試験にて評価を行う。

上記の項目について、定期試験の成績40％･平常点60％を目安
として総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

神藤貴昭・久木山健一　改訂版　ようこそ　教育心理学の
世界へ　北樹出版　2017　

◎－－－　参考書　－－－◎

講義中に適宜指示します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　専門的な用語や理論を、生徒の具体的な行動と結びつけ
て考えることが求められます。また、単に受動的に知識を
与えられるのみではなく、今の自分の考えや、過去自分が
受けた教育に対しての感想を積極的に発言してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：教育心理学とは
　学校教育における教育心理学の意義、教育心理学と他の
学問のかかわり
第２回：教育心理学の研究法
　観察、実験、調査、事例研究、理論と実践
第３回：発達
　発達の基本的法則、発達の要因、ピアジェ、エリクソン
第４回：学習
　学習の定義、古典的条件づけ、オペラント条件づけ、行
動分析、社会的学習、認知論
第５回：動機づけ
　コンピテンス、動機づけの種類、原因帰属、自己調整学
習、学習性無力感
第６回：知能・記憶・メタ認知
　知能の定義と知能観、知能テストの種類、記憶、メタ認
知
第７回：教授学習過程
　授業の形態、授業の構造、有意味受容学習と発見学習、
授業分析
第８回：教育評価
　教育評価の意義、通知表、認知のゆがみ、評価の時期と
方法、相対・絶対評価、ルーブリック
第９回：教師
　好まれる教師像、教師のビリーフ、リーダーシップ、ピ
グマリオン効果、教師の児童生徒認知
第10回：仲間関係
　幼児期の遊びの発達、ソシオメトリックテスト、ギャン
グエイジ、青年期の仲間関係
第11回：パーソナリティ
　パーソナリティの定義、類型論、特性論、性格検査の種
類
第12回：問題行動
　いじめ、非行、不登校、学級集団の荒れ
第13回：ストレスと健康
　健康の定義、ストレスのモデル、学校ストレス、コーピ
ング、災害とストレス、摂食行動
第14回：発達障害と特別支援教育
　自閉症スペクトラム、学習障害、注意欠陥／多動性障
害、特別支援教育、ユニバーサルデザイン
第15回：講義のまとめとふりかえり
　これまで講義で学んだ知識をふりかえり、知識を自身の
問題として体得できることを目指す。



2019-SW0000Y201-07教育心理学「二部」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・二部２時限　　試験時間割：2020/01/20　夜２限　　

木村　太一

◎－－－　概要　－－－◎

　教育実践では、発達理論や人間関係論など心理学的な視点が
必要である。本講義では教育者として生徒や保護者の心と行動
を理解し、適切な援助や指導ができるように心理学的知識を身
につけることを目的とする。具体的には、発達理論、学習理
論、パーソナリティ、知能、不適応、社会性の発達などを学
ぶ。また本講義では、単に知識を習得するだけでなく自分自身
の体験や成長と関連づけて考えること、将来教師として子ども
たちと関わることをイメージすること、学生同士で考えを討議
したり共有することなど、主体的な学びが重要であると考え
る。そのため、テキストに加えてグループワークやディスカッ
ションを取り入れながら講義を進める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教育心理学の諸理論について正しく理解する。(知識・理解)

習得した知識・理論を用いて子どもを理解する態度を身につけ
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

テキストを読んで概要を理解する。
教育や子どもの成長に関心を持ち、関連する事項を調べる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

教育心理学の諸理論を正しく理解し、自分自身を教育現場に活
かす、という観点から論じることができるかを評価基準とす
る。終講試験（60％）、小レポート（40％）および受講状況に
よって総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

たのしく学べる最新教育心理学―教職にかかわるすべての
人に 桜井茂男編集　図書文化　2,160円　
ISBN：978-4810034196

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎回、授業の最後に小レポートを提出する。
印象に残ったことや質問等を積極的に記入してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回：オリエンテーション
第2回：学校と教育心理学
第3回：発達心理学1（発達の理論）
第4回：発達心理学2（乳幼児期・児童期の発達）
第5回：発達心理学3（青年期・成人期の発達）
第6回：学習心理学1（条件付け、記憶）
第7回：学習心理学2（動機づけ、やる気）
第8回：知能と学力
第9回：パーソナリティ（性格・心理検査法）
第10回：授業の心理学
第11回：学級の心理学
第12回：不適応行動の理解1（ストレスと精神疾患）
第13回：不適応行動の理解２（不登校、いじめ、反社会的
行動など）
第14回：発達障害の理解
第15回：教育評価
定期試験



2019-SW0000Y116-01教育制度論

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・５時限　　試験時間割：2019/08/01　６時限　　

添田　祥史

◎－－－　概要　－－－◎

　みなさんは教育制度と聞いてどんなことを思いますか。「堅
苦しそう」とか「抽象的そう」というイメージを持つのではな
いでしょうか。ですが、私たちの身近な教育の問題の多くは、
実は、教育制度と深い関わりがあります。そのことを実感して
もらえるように具体例をとりあげながら進めていきます。
　そもそも、私たちはなぜ教育制度を学ぶのでしょうか。まず
思いつく答えが、教育関係の仕事をめざす者として、制度と法
を順守するためという理由です。それに加えて、この講義で
は、制度を使いこなし、制度を創り変えるためという視点も大
事にします。そのために今の制度を知っておく必要がある。そ
こには、現行の教育制度が抱える限界や問題点も含まれます

◎－－－　到達目標　－－－◎

教育制度に通底する理念や原理について理解している。(知
識・理解)

教育行政に関する基礎知識を習得している。(知識・理解)

現行の教育制度の限界や問題点について説明できる。(知識・
理解)

仲間と協同してワークを遂行できる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・講義中に指示した教科書の該当箇所について事前・事後に目
を通しておいてください。
・自宅で取り組む課題レポートを２回程度課します。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標の達成度について次の方法で評価します｡
 ・定期試験　70%
 ・課題レポート30%
加えて、次の加点・減点を行います。
 ・講義への積極的な参加（発言、ワークでの活躍等）について
は加点する。
 ・講義へのあからさまな不参加表明（私語、「内職」、読書、
携帯電話等の使用、居眠り､遅刻・欠席等）とみなす言動には
減点する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

髙妻紳二郎編著『新・教育制度論』ミネルヴァ書房　2014
年。
＊講義中に適宜参照したり、課題レポートで使用したりし
ますので必ず購入してください。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

グループワークを行います。欠席すると意見交換や作業等
で支障がでてきますので気をつけてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回　教育制度を学ぶことの意味
第２回　「子どもの権利」を読む
第３回　「学習権宣言」を読む
第４回　日本国憲法と教育基本法
第５回　教育の機会均等を考える①：貧困の連鎖
第６回　教育の機会均等を考える②：奨学金制度
第７回　学校教育の歴史と義務教育制度
第８回　教育行政の制度、教科書の制度
第９回　教職員の制度、教員評価制度
第10回　教育の自由権的保障を考える①：君が代不起立問
題
第11回　教育の自由権的保障を考える②：演劇「歌わせた
い男たち」の視聴と議論
第13回　学校評価制度、学校運営への参画制度
第14回　学校安全
第15回　ふりかえりとまとめ　　



2019-SW0000Y116-03教育制度論

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・１時限　　試験時間割：2019/08/01　６時限　　

佐藤　仁

◎－－－　概要　－－－◎

「教育制度」と聞くと、何か堅苦しいイメージを抱く学生もい
るかもしれない。確かに種々の教育法規に基づいて整備され、
行政機関によって運用が図られるとなると、「子ども」や「教
室」といった教育を彩るイメージからかけ離れていると感じる
だろう。しかし、教育制度の目的やあり方をめぐる議論は、
「教育はどうあるべきか」、「児童・生徒の学習をどう支える
べきか」といった教育的な問いにあふれている。また、教育に
関する社会的事項が教育制度の形成にも大きく関わる。本講義
では、こうした教育に関する制度的事項にくわえ、社会的事項
や経営的事項に関して、その基礎的な知識を学ぶとともに、そ
れぞれの事項に関する課題について考察を深めていくこととす
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

公教育制度の現代的特徴、歴史的展開、および教育政策の動向
に関する基本的な特徴を説明できる。(知識・理解)

学校経営に関する基礎的な事項（学校と地域の連携や学校安全
を含む）を説明できる。(知識・理解)

現代の教育制度や学校経営の現状や課題について、教育現場だ
けではなく、社会的な状況との関連から検討することができ
る。(技能)

教育制度や教育政策、そして学校現場が、社会との関係の上で
成立していることを考えることができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前学習：教育に関するニュースをウェブ等で毎日チェックす
ること。
事後学習：テキストを読みなおすこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準は、次の通りである。
・教育制度や学校経営をめぐる基礎的な特質を説明できる。
・教育制度や学校経営をめぐる状況を社会との関係性から検討
できる。
以上を踏まえ、基本的に定期試験の結果を成績評価とする。た
だし、以下の点については、減点の対象とする；欠席及び遅
刻、ミニッツペーパーの未提出、私語等の講義を妨害する行為
等。評価基準は、教育制度の背景にある理念や構築の意図を説
明できることとする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

高妻紳二郎編著『新・教育制度論』ミネルヴァ書房、2014
年。

◎－－－　参考書　－－－◎

特になし（適宜、講義中に紹介する）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎回の授業で配布するノートや資料は常に見返すことがで
きるようにしておくこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：イントロダクション―近年の学校と子どもの変化
―
第２回：現代の教育法規からみる公教育の原理・理念
第３回：学校教育制度の歴史からみる公教育の構造
第４回：学校教育制度改革の現状―学校系統の一貫的改革
に着目して―
第５回：国の教育行政の理念と仕組み
第６回：地方の教育行政の理念と仕組み
第７回：教育内容に関する制度的構造―教科書と学習指導
要領―
第８回：教育財政制度の構造
第９回：私立学校の制度的構造と特質
第１０回：教育における経営の考え方
第１１回：学校経営におけるマネジメントサイクル
第１２回：学級経営のあり方
第１３回：学校と地域の連携のあり方
第１４回：学校安全に向けた取り組み
第１５回：まとめ―これからの教育政策に向けて―



2019-SW0000Y116-04教育制度論

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・２時限　　試験時間割：2019/08/01　６時限　　

高妻　紳二郎

◎－－－　概要　－－－◎

　最近の教育改革の動向をみると、その対象が学校制度や教育
内容であったり、教育費の負担問題であったり、極めて広範囲
にわたっていることがわかる。その手法も法律の改廃を通して
の制度根幹に関わるものから、改革特区の設定、運用上の解釈
のように多岐にわたっている。本講義ではそれらを丹念に追う
ことで、自らの教育経験から離れて、客観的にこれらの諸課題
についてアプローチしたい。したがって本講義の内容は、最近
の教育政策の展開、社会変化や学校教育の改革動向と密接に関
連することになるが、現象面のみを追うことだけではなく、外
国との比較、歴史的、原理的な視点も取り込み、個別に解説し
ていく。まず、日本の教育システムの特質について、外国の教
育者・研究者が日本の教育をどのようにみているのかについて
浮き彫りにしたい。その後、テキストにしたがって、様々な視
点から日本の教育制度を支える要件を整理していく。
　具体的に論じていく内容は次のように予定している。教職課
程に学ぶ学生として必要な学級経営、学校経営の基礎を制度的
に論じるとともに、教員養成制度の発展、教職員を取り巻く
様々な制度的枠組み、学校教育と教育行政、教育財政、社会教
育行政の基本的な制度の概要を押さえる。具体的な内容は右の
授業計画に記しているが、教育改革は待ったなしで展開中であ
り、日常的な教育制度に関する問題や話題などについて受講生
にレポートを課し、それらを素材にして教育制度を論じる場合
もあるので、授業計画はおおよその目安として考えておいてほ
しい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

学校制度、教職員の制度等の原理・構造について、その制度的
仕組みに関する基礎的知識を身に付けている。(知識・理解)

教科書の制度、入試制度、学校評価制度等様々な教育制度の意
義や動向について背景を含めて説明できる。(技能)

学校と地域との連携の意義や地域との協働の仕方、学校安全の
重要性について理解し、実践しようとしている。(態度・志向
性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　講義中に指示した教科書の該当箇所について事前・事後に目
を通しておくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　課題提出状況と内容（10％）、定期試験の結果（90％）に基
づいて総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

髙妻紳二郎編著『新・教育制度論』ミネルヴァ書房　2014
年。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

パワーポイント等で投影し講義を進める。このほかにも適
宜資料を配布する予定である。ノートや資料は常に見返す
ことができるようにファイリングを怠らないようにするこ
と。サークル活動や就職活動による欠席は考慮しない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：イントロダクション―外国人から見た日本の教育
制度の特質
第２回：教育制度の基本的視点―新たな教育法制度のなか
での教育の姿を理解する。
第３回：教育制度改革の動向―現在の教育制度改革がどの
ような特質を有しているのか把握する。
第４回：学校経営の基礎―学校の教育目標の設定と学校評
価制度など、事例も参照しながら押さえる。
第５回：学校経営の基礎―校務分掌や学校経営の今日的課
題について整理する。
第６回：教育職員の制度①―学校管理職、教諭等の役割や
義務について法規定に基づいてその概要を知る。
第７回：教育職員の制度②―中央教育審議会の答申などに
みられる教師像、都道府県レベルにおける教師像について
概要を知る。
第８回：学校教育の制度①―学校制度の誕生からその制度
的原理を整理する。
第９回：学校教育の制度②―戦前の学校制度から今日に至
るまでを概観する。
第１０回：教育行政の制度―国と地方の教育行政制度を概
観する。
第１１回：様々な教育制度（教科書、入試システム等）に
ついて理解する。
第１２回：学校経営の制度―家庭、地域との連携の在り方
を理解する。
第１３回：学校安全の今日的課題―安全確保に関する必須
の要件を理解する。
第１４回：教育制度改革の展望―今後の見通しについて整
理する。
第１５回：まとめ



2019-SW0000Y116-05教育制度論

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・１時限　　試験時間割：2020/01/27　６時限　　

添田　祥史

◎－－－　概要　－－－◎

　みなさんは教育制度と聞いてどんなことを思いますか。「堅
苦しそう」とか「抽象的そう」というイメージを持つのではな
いでしょうか。ですが、私たちの身近な教育の問題の多くは、
実は、教育制度と深い関わりがあります。そのことを実感して
もらえるように具体例をとりあげながら進めていきます。
　そもそも、私たちはなぜ教育制度を学ぶのでしょうか。まず
思いつく答えが、教育関係の仕事をめざす者として、制度と法
を順守するためという理由です。それに加えて、この講義で
は、制度を使いこなし、制度を創り変えるためという視点も大
事にします。そのために今の制度を知っておく必要がある。そ
こには、現行の教育制度が抱える限界や問題点も含まれます

◎－－－　到達目標　－－－◎

教育制度に通底する理念や原理について理解している。(知
識・理解)

教育行政に関する基礎知識を習得している。(知識・理解)

現行の教育制度の限界や問題点について説明できる。(知識・
理解)

仲間と協同してワークを遂行できる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・講義中に指示した教科書の該当箇所について事前・事後に目
を通しておいてください。
・自宅で取り組む課題レポートを２回程度課します。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標の達成度について次の方法で評価します｡
 ・定期試験　70%
 ・課題レポート30%
加えて、次の加点・減点を行います。
 ・講義への積極的な参加（発言、ワークでの活躍等）について
は加点する。
 ・講義へのあからさまな不参加表明（私語、「内職」、読書、
携帯電話等の使用、居眠り､遅刻・欠席等）とみなす言動には
減点する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

髙妻紳二郎編著『新・教育制度論』ミネルヴァ書房　2014
年。
＊講義中に適宜参照したり、課題レポートで使用したりし
ますので必ず購入してください。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

グループワークを行います。欠席すると意見交換や作業等
で支障がでてきますので気をつけてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回　教育制度を学ぶことの意味
第２回　「子どもの権利」を読む
第３回　「学習権宣言」を読む
第４回　日本国憲法と教育基本法
第５回　教育の機会均等を考える①：貧困の連鎖
第６回　教育の機会均等を考える②：奨学金制度
第７回　学校教育の歴史と義務教育制度
第８回　教育行政の制度、教科書の制度
第９回　教職員の制度、教員評価制度
第10回　教育の自由権的保障を考える①：君が代不起立問
題
第11回　教育の自由権的保障を考える②：演劇「歌わせた
い男たち」の視聴と議論
第13回　学校評価制度、学校運営への参画制度
第14回　学校安全
第15回　ふりかえりとまとめ　　



2019-SW0000Y116-06教育制度論

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・５時限　　試験時間割：2020/01/27　６時限　　

橋場　論

◎－－－　概要　－－－◎

　普段、皆さんが教育を受ける際には意識をしないのかもしれ
ませんが、私たちが受けている教育は、実は、一定の国家的・
地域的な仕組みに基づいて運営されています。こうした仕組み
の総体が「教育制度」と呼ばれるものです。
　教育制度には、二つの側面があります。まず、教育制度は、
社会のあり様と密接に関わりながら国や地方で形作られるもの
であるということです。次に、教育制度は、一度形作られる
と、その国や地域における学校のあり方、教員のあり方、児
童・生徒・学生のあり方を大きく規定するものでもあります。
　上記の側面を踏まえれば、教育制度について学ぶということ
は、皆さんが教員として働いていく上で守るべきルールや、求
められる振る舞いを理解するということに加えて、今後の教育
のあり方をどう変えていけばよいのかについて考えるために必
要となる基本的な知識を身につけるということでもあります。
　本講義では、現代の公教育が前提としている社会の状況を理
解するところから始め、公教育を運営するために整備されてい
る各種の行政制度、個々の学校の経営に関する制度について、
その基礎的な知識を学ぶとともに、それらが抱えている課題に
ついて考察を深めていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①現代の公教育制度について、公教育制度が形作られた歴史的
背景、基盤とする原理を踏まえつつ、その特徴について説明で
きる。(知識・理解)

②教育行政や学校経営に関する諸制度について、その概要を説
明できる。(知識・理解)

③公教育（教育行政、学校経営を含む）に関する諸制度につい
て、それらを取り巻く社会の状況を踏まえながら、その課題を
分析し、今後のあり方について展望することができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・毎回の授業の内容について、その要点を自身の言葉でまとめ
直してください。
・授業で扱ったテーマなど、教育に関するインターネットの情
報や新聞記事などについて、日常的に目を通すようにしてくだ
さい。
・授業の際に、特定の資料を指定・配布し、次回までに通読す
るよう指示をする場合があります。（資料に関する個人の意見
をまとめてくるよう指示をする場合もあります。）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

「到達目標」において示した三つの具体的な目標について、以
下に掲げる成績評価方法を用いながら、それぞれの到達度を測
ることとします。

①授業中に提出するワークシートや小課題：20%

②定期試験：80%

なお、私語等、他の学生の学習や授業の進行を妨げる行為につ
いては、減点の対象とします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは指定せず、配布資料を用いながら授業を進行し
ます。ただし、参考書として挙げている図書の一部など
を、予習として読んでおくよう指示する場合があります。

◎－－－　参考書　－－－◎

新・教育制度論　ISBN 978462306979
新・教職課程シリーズ　教育の経営・制度　ISBN
9784863590670
高妻紳二郎『新・教育制度論』ミネルヴァ書房、2014年
ISBN 978-4-623-06979-8
浜田博文編『新・教職課程シリーズ　教育の経営・制度』
一藝社、2014年
ISBN 978-4-863-59067-0

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・講義形式の授業ですが、グループワーク等を交え、受講
者の皆さんとの双方向的なやり取りを行いながら進行する
予定です。積極的な参加を期待します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：イントロダクション
第２回：公教育制度の歴史と役割
第３回：現代の公教育制度とその原理
第４回：公教育制度の現代的課題
第５回：中央における教育行政の組織と運営
第６回：地方における教育行政の組織と運営
第７回：教育行政の現代的課題
第８回：教育財政制度の基本的構造
第９回：教育課程行政と教科書制度
第10回：学校組織とその経営
第11回：学校経営の基本的な考え方
第12回：教職員に関する諸制度
第13回：学校におけるリスクと安全管理
第14回：学校経営の現代的課題
第15回：まとめ―現代における教育制度改革―



2019-SW0000Y116-07教育制度論「二部」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・二部１時限　　試験時間割：2020/01/20　夜１限　　

佐藤　仁

◎－－－　概要　－－－◎

「教育制度」と聞くと、何か堅苦しいイメージを抱く学生もい
るかもしれない。確かに種々の教育法規に基づいて整備され、
行政機関によって運用が図られるとなると、「子ども」や「教
室」といった教育を彩るイメージからかけ離れていると感じる
だろう。しかし、教育制度の目的やあり方をめぐる議論は、
「教育はどうあるべきか」、「児童・生徒の学習をどう支える
べきか」といった教育的な問いにあふれている。また、教育に
関する社会的事項が教育制度の形成にも大きく関わる。本講義
では、こうした教育に関する制度的事項にくわえ、社会的事項
や経営的事項に関して、その基礎的な知識を学ぶとともに、そ
れぞれの事項に関する課題について考察を深めていくこととす
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

公教育制度の現代的特徴、歴史的展開、および教育政策の動向
に関する基本的な特徴を説明できる。(知識・理解)

学校経営に関する基礎的な事項（学校と地域の連携や学校安全
を含む）を説明できる。(知識・理解)

現代の教育制度や学校経営の現状や課題について、教育現場だ
けではなく、社会的な状況との関連から検討することができ
る。(技能)

教育制度や教育政策、そして学校現場が、社会との関係の上で
成立していることを考えることができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前学習：教育に関するニュースをウェブ等で毎日チェックす
ること。
事後学習：テキストを読みなおすこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準は、次の通りである。
・教育制度や学校経営をめぐる基礎的な特質を説明できる。
・教育制度や学校経営をめぐる状況を社会との関係性から検討
できる。
以上を踏まえ、基本的に定期試験の結果を成績評価とする。た
だし、以下の点については、減点の対象とする；欠席及び遅
刻、ミニッツペーパーの未提出、私語等の講義を妨害する行為
等。評価基準は、教育制度の背景にある理念や構築の意図を説
明できることとする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

高妻紳二郎編著『新・教育制度論』ミネルヴァ書房、2014
年。

◎－－－　参考書　－－－◎

特になし（適宜、講義中に紹介する）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎回の授業で配布するノートや資料は常に見返すことがで
きるようにしておくこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：イントロダクション―近年の学校と子どもの変化
―
第２回：現代の教育法規からみる公教育の原理・理念
第３回：学校教育制度の歴史からみる公教育の構造
第４回：学校教育制度改革の現状―学校系統の一貫的改革
に着目して―
第５回：国の教育行政の理念と仕組み
第６回：地方の教育行政の理念と仕組み
第７回：教育内容に関する制度的構造―教科書と学習指導
要領―
第８回：教育財政制度の構造
第９回：私立学校の制度的構造と特質
第１０回：教育における経営の考え方
第１１回：学校経営におけるマネジメントサイクル
第１２回：学級経営のあり方
第１３回：学校と地域の連携のあり方
第１４回：学校安全に向けた取り組み
第１５回：まとめ―これからの教育政策に向けて―



2019-SW0000Y221-01国語科教育法Ⅰ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：　　試験実施：　　
 授業時間割：前期：水・４時限　　試験時間割：　　

山田　洋嗣

◎－－－　概要　－－－◎

　国語の学習は一人の人間を育成するにあたって最も基本的か
つ重要なものといえる。本講義では国語、特に古典の学習の持
つ意味を改めて問い直し、人が成長するために国語教育によっ
て与えられなければならないものは何であるのかを考えなが
ら、それをいかに実践するかを論じ、古典教育について具体的
な指導方法を学ぶ。
　初めに、国語と国語教育の基本理念と古典教育の問題点を考
察し、後半はその実践を、教材研究、学習指導要領の検討、指
導案作成、評価、模擬授業などを通して体得するようにした
い。授業では各時間ごとに設定する問題についてグループごと
に議論を行い、これをまとめて発表した上で、教室全体で討論
する。後半はこれらを生かして効果的な授業を行うにはいかに
すべきかという問題を中心にすえて模擬授業を行い、受講者と
授業を担当するグループとの間で討論を行い、実際の授業運営
の力も身につける。
　受講者はあらかじめ設定する問題について、自分の意見をま
とめておき授業に臨むこと。

◎－－－　到達目標　－－－◎

国語、古典について深い精察ができる。(知識・理解)

十分な教材研究と授業計画の作成ができる。(技能)

実際に高度な授業を行うことができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎時の議論の主題を提示するので、授業前に自分の意見をま
とめておくこと。事後には討論を経た後の自分自身の意見をま
とめておくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　随時討論の結果をレポートとして提出する。また授業計画も
提出し、それをもとにした模擬授業の内容によって、これらを
総合して評価する。これらはグループの評価となるが、受講者
個人の評価は最後に課すレポートと、普段の授業での意見や討
論を通して判定し、グループの成果を５０、個人のそれを５０
として総合し成績とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

三省堂「高等学校国語総合　古典編」

◎－－－　参考書　－－－◎

新学習指導要領（中・高）
土方洋一「古典を勉強する意味ってあるんですか？」（青
簡社　2012）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　出席を重視する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　国語と国語教育１（国語はなぜ教育されるか）
２　国語と国語教育２（国語はどのように教育されてきた
か）
３　古典とは何か
４　国語教育と古典
５　教材研究
６　学習指導要領の検討
７　指導と指導案
８　模擬授業１（和歌をめぐる授業の実践）
９　模擬授業２（歌物語をめぐる授業の実践）
10　模擬授業３（説話をめぐる授業の実践）
11　模擬授業４（物語をめぐる授業の実践）
12　模擬授業５（漢文をめぐる授業の実践）
13　模擬授業６（導入と展開をめぐる実践）
14　模擬授業７（評価の方法と研究）
15　まとめ〈国語と国語教育とその方法〉



2019-SW0000Y222-01国語科教育法Ⅱ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：水・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

國生　雅子

◎－－－　概要　－－－◎

現代文授業の実践的研究
この授業では模擬授業を通して、現代文の授業について実践的
に学ぶ。
評論、小説のジャンルからそれぞれ教材を選び出し、学生によ
る５０分の模擬授業を行った後、生徒役となった学生から授業
の進め方や内容について意見を出し、全員で協議しより良い授
業とはどのようなものであるかを考えていきたい。なお、時間
数の関係で模擬授業を担当できなかった学生は、その教材を用
いた試験問題をレポートとして作成する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

国語読解力の向上。(知識・理解)

実践的な授業を体験する。(技能)

試験問題を作成し、教材の理解を深める(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

模擬授業担当者は指定された期日までに授業計画等を提出する
こと。
模擬授業終了後、その教材を用いた試験問題を作成すること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

模擬授業担当者は、出席２割、模擬授業の内容４割、レポート
４割、それ以外の者は出席２割、レポート８割で評価する。
模擬授業では、授業全体の進め方が適切かどうかを基準として
評価し、レポートでは教材に対する理解が深まっているかを基
準として評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

プリント配布

◎－－－　参考書　－－－◎

新中学校学習指導要領（文部科学省）
新高等学校学習指導要領（文部科学省）
新中学校学習指導要領解説　国語編（文部科学省）
新高等学校学習指導要領解説　国語編（文部科学省）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業計画は２０人程度のクラスを想定したものである。受
講者の人数によっては、計画を多少修正する可能性があ
る。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：国語科教育法概論・オリエンテーション
第２回：現代文教育法・模擬授業を行うための留意点
第３回：学生による模擬授業（評論―語句を中心に）
第４回：学生による模擬授業（評論―接続語を中心に）
第５回：学生による模擬授業（評論―指示語を中心に）
第６回：学生による模擬授業（評論―段落構成を中心に）
第７回：学生による模擬授業（評論―活動単元への展開）
第８回：レポート作成上の注意
第９回：レポートの返却と総括
第１０回：学生による模擬授業（小説―語句を中心に）
第１１回：学生による模擬授業（小説―比喩を中心に）
第１２回：学生による模擬授業（小説―構成を中心に）
第１３回：学生による模擬授業（小説―作者を中心に）
第１４回：学生による模擬授業（小説―文学史的位置づけ
を中心に）
第１５回：レポートの返却と総括
　　　



2019-SW0000Y223-01国語科教育法Ⅲ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

小津和　広昭

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業は、主として国語科学習指導案作成に関する知識や技
能、態度等の基礎を身に付けることを目的としている。この基礎
的な能力を、応用、活用することによって、教育実習生として、
さらには国語科教員として、充実した国語科学習指導を展開して
いくことになる。
　学習指導案とは、単元の学習指導を円滑かつ効果的に展開する
ために、授業をどのように構想し、実践しようとしているのか、
その要点を簡潔に記した授業計画案である。
　学習指導案は、一般に、「単元観（指導観）」「単元の指導目
標」「単元の評価基準」「単元の指導計画」「本時の指導目標」
「本時の指導観」「本時の学習指導の展開」「板書計画」などの
項目で構成されている。
　学習指導案の作成にあたっては、国語科学習指導の目的や内容
等の理解、指導目標の分析、その目標に関する学習者の実態把
握、単元構成や単元を構成する教材の研究などの学習指導法に関
する知識や技能が必要となる。さらに、１単位時間の指導目標お
よび指導過程、発問や板書、学習者の活動や反応の予想など学習
指導そのものに関する知識や技能も必要となる。
　そこで、この授業の前半では、学習指導法や学習指導そのもの
に関する内容を学ぶ。後半はこれらの学習内容を応用、活用し
て、学習指導案を、まず、グループで作成する。そして、その指
導案の説明を行う。その後、グループで取り上げた領域、教材と
異なるものを取り上げ、学習指導案を個人で作成する。最後に、
学習指導案作成に関して、感じたことや考えたことについて発
表、協議を行い、まとめとする。
　このような学習活動をとおして、国語科学習指導に関する基礎
的・基本的な内容について、自分自身がどのようにとらえ、どの
ように考えたかを明らかにする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　国語科学習指導案を構成する一般的な項目およびその意図を理
解し、自分の言葉で確実に説明できる。(知識・理解)

　具体的な形式により、国語科学習指導案を作成することができ
る。(技能)

　学習指導案の意義を認識し、積極的に授業を創造しようとする
態度を身につける。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

○テキストの指定した部分を、事前に読んでおくこと。
○授業終了後、テキストの指定した部分を、必ず読み返しておく
こと。
○授業終了後、授業範囲の復習をし、専門用語の意味を理解して
おくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

○学習指導案について、自分の言葉で正確に説明できているかを
評価の基準とする。
○授業内容等を活かして、学習指導案が作成されているかを評価
基準とする。
○平常点として、授業期間中の指導案作成の取組やその説明など
の協議に取り組む積極性を評価の基準とする。
○グループおよび個人で作成した学習指導案によって評価する。
○定期試験を実施しないため、再受験を受けることはできない。
○グループで作成した学習指導案３割、個人で作成した学習指導
案３割、平常点４割を目安として、総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

・文部科学省　中学校学習指導要領解説　国語編　東洋館
出版社　平成29年　264円
　【ISBN 978-4-491-033037】
・中学校教科書　国語１　光村図書出版株式会社
（３８光村　国語７３１）【ISBN
978-4-89528-777-7C4381】788円

◎－－－　参考書　－－－◎

・文部科学省　小学校学習指導要領解説　国語編　平成2
９年　220円　ISBN 978-4-491-031590
・文部科学省　高等学校学習指導要領解説　国語編　教育
出版　平成22年　313円　ISBN 978-4-316-30021-4

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・受講期間中に教育実習が設定されていない者が望まし
い。
・欠席、遅刻、途中退出は、本講座の所定の届を提出する
こと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　[学習指導要領]と国語科学習指導の関連につい　　て
理解を深める。
２　小学校および中学校、高等学校の学習指導要領におけ
る「国語科」の目標、内容等について理解する。
３　学習指導案の定義と意義、構成項目および形式等につ
いて理解を深める。
４　指導目標の分析、学習者の実態把握の仕方および教材
研究のすすめ方について理解を深める。
５　１単位時間の指導目標および指導過程、発問、板書等
について理解を深める。
６　説明的文章の教材の学習指導案をグループで作成す
る。（指導観、単元の目標・計画）
７　説明的文章の教材の学習指導案をグループで作成す
る。（本時の指導観、目標、指導過程）
８　説明的文章の教材の学習指導案をグループで作成す
る。（板書計画、学習プリント・資料等）
９　作成した学習指導案の説明を、各自が分担して行う。
（指導観、単元の目標・計画） ）
１０　作成した学習指導案の説明を、各自が分担して行
う。（本時の指導観、目標・指導過程））
１１　作成した学習指導案の説明を、各自が分担して行
う。（板書計画、学習プリント・資料等）
1２　文学的文章の教材の学習指導案を個人で作成する。
（指導観、単元の目標・計画）
1３　文学的文章の教材の学習指導案を個人で作成する。
（本時の指導観、目標・指導計画））
1４　文学的文章の教材の学習指導案を個人で作成する。
（板書計画、学習プリント・資料等）
１５　学習指導案作成に関する感想の発表と協議を行う。



2019-SW0000Y294-01国語科教育法Ⅳ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：金・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

小津和　広昭

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業は、主として１単位時間（中学校では５０分）の国語
科学習指導に関する知識や技能、態度等の基礎を身に付けること
を目的としている。この基礎的な能力を、応用、活用することに
よって、教育実習生として、さらには国語科教員として、充実し
た国語科学習指導を展開していくことになる。
　１単位時間の学習指導を円滑に行うためには、授業をどのよう
に構想し、実践しようとするのか、事前に検討することが必要で
ある。
　本授業では、１単位時間の学習指導の目的や内容、指導目標の
分析、その目標に関する学習者の実態把握、使用する教材の研究
などの学習指導法に関する知識や技能が対象となる。さらに、１
単位時間の指導過程、発問や板書、学習者の活動形態や反応の予
想など学習指導そのものに関する知識や技能も対象となる。
　そこで、この授業の前半では、学習指導法や学習指導そのもの
に関する内容を学ぶ。後半はこれらの学習内容を応用、活用し
て、１単位時間の学習指導細案を、まず、グループで作成する。
そして、その指導案の説明や模擬授業を行う。その後、グループ
で取り上げた領域、教材と異なるものを選び、１単位時間の学習
指導細案を個人で作成する。最後に、１単位時間の学習指導細案
作成に関して、感じたことや考えたことについて発表、協議を行
い、まとめとする。
　このような学習活動をとおして、１単位時間の国語科学習指導
に関する基礎的・基本的な内容について、自分自身がどのように
とらえ、どのように考えたかを明らかにする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　1単位時間の国語科学習指導細案を構成する一般的な項目およ
びその意図を理解し、自分の言葉で確実に説明できる。(知識・
理解)

　具体的な形式により、1単位時間の国語科学習指導細案を作成
することができる。(技能)

　1単位時間の学習指導の意義を認識し、積極的に授業を創造し
ようとする態度を身につける。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

○テキストの指定した部分を、事前に読んでおくこと。
○授業終了後、テキストの指定した部分を、必ず読み返しておく
こと。
○授業終了後、授業範囲の復習をし、専門用語の意味を理解して
おくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

○１単位時間の学習指導細案について、自分の言葉で正確に説明
できているかを評価の基準とする。
○授業内容等を活かして、１単位時間の学習指導細案が作成され
ているかを評価基準とする。
○平常点として、授業期間中の１単位時間の指導細案作成の取組
やその説明や模擬授業などの協議に取り組む積極性を評価の基準
とする。
○グループおよび個人で作成した１単位時間の学習指導細案に
よって評価する。
○定期試験を実施しないため、再受験を受けることはできない。
○グループで作成した１単位時間の学習指導案３割、個人で作成
した１単位時間の学習指導細案各３割、平常点１割を目安とし
て、総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

・文部科学省　中学校学習指導要領解説　国語編　東洋館
出版社　平成29年　264円
　【ISBN 978-4-491-03303-7】
・中学校教科書　国語１　光村図書
（３８光村　国語７３１）【ISBN
978-4-89528-777-7C4381】788円

◎－－－　参考書　－－－◎

・文部科学省　小学校学習指導要領解説　国語編　平成2
９年　22０円　ISBN 978-4-491-03159-0
・文部科学省　高等学校学習指導要領解説　国語編　教育
出版　平成22年　313円　ISBN 978-4-316-30021-4

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・受講期間中に教育実習が設定されていない者が望まし
い。
・欠席、遅刻、途中退出は、本講座の所定の届を提出する
こと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　[学習指導要領]と国語科学習指導の関連につい　　て
理解を深める。
２　小学校および中学校、高等学校の学習指導要領におけ
る「国語科」の目標、内容等について理解する。
３　１単位時間の学習指導細案の意義、構成項目および形
式等について理解を深める。
４　指導目標の分析、学習者の実態把握の仕方および教材
研究のすすめ方について理解を深める。
５　１単位時間の指導内容および指導過程、発問、板書等
について理解を深める。
６　説明的文章の１単位時間の学習指導細案をグループで
作成する。（めあて、学習内容）
７　説明的文章の１単位時間の学習指導細案をグループで
作成する。（指導過程、主発問）
８　説明的文章の１単位時間の学習指導細案をグループで
作成する。（板書計画、学習資料等）
９　作成した１単位時間の学習指導細案の説明と模擬授業
を、A班が行う。
10　作成した１単位時間の学習指導細案の説明と模擬授業
を、B班が行う。）
11　作成した１単位時間の学習指導細案の説明と模擬授業
を、Cが班行う。）
12　作成した１単位時間の学習指導細案の説明と模擬授業
を、D班が行う。
13　文学的な文章の教材で、１単位時間の学習指導細案を
個人で作成する。
14　韻文か古典の教材で１単位時間の学習指導細案を個人
で作成する。
15　1単位時間の学習指導細案作成に関する感想の発表と
協議を行う。



2019-SW0000Y224-01社会科教育法（地理歴史分野）Ⅰ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・５時限　　試験時間割：2019/07/25　６時限　　

池田　一司

◎－－－　概要　－－－◎

　中学校社会科は、「地理的分野」「歴史的分野」「公民的分
野」の三分野から構成されており、その目標は「広い視野に
立って、社会に対する関心を高め、諸資料に基づいて多面的・
多角的に考察し、我が国の国土と歴史に対する理解と愛情を深
め、公民としての基礎的教養を培い、国際社会に生きる平和で
民主的な国家・社会の形成者として必要な公民的資質の基礎を
養う」ことである。
　この目標の意味を十分に踏まえた上で、「地理的分野」「歴
史的分野」それぞれの目標、内容、内容の取扱い、指導計画の
作成などに対する理解を深め、各分野の専門的知識や基本的な
指導技術を身につけていただきたい。
　学校での勤務経験を活かし、生徒の思考に沿った「めあて」
の作り方、発問の仕方、グループ学習などの学習形態の仕組み
方等現場での授業にすぐに役立つ内容についても指導します。
　本講義では、中学校学習指導要領の内容を確実におさえると
ともに、学習指導案の作成ポイントの理解や学習指導案の作成
演習を通して、各授業のねらいを踏まえた資料収集と教材化の
仕方などについて学習し、社会科教育の実践的指導力を身につ
ける。

◎－－－　到達目標　－－－◎

中学校社会科の歴史や本質について説明できる。(知識・理解)

「地理的分野」「歴史的分野」それぞれの目標、内容、内容の
取扱い、指導計画の作成などについて説明できる。(技能)

「地理的分野」「歴史的分野」の学習指導案の作成や模擬授業
を通して、「地理的分野」「歴史的分野」の指導の在り方につ
いて考えることができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・中学校学習指導要領解説社会編について解説するので、事前
によく読
　んでおくこと。
・前回の講義の内容を復習しておくこと。
・学習指導案作成後自分で模擬授業を行い学習指導案を修正し
ておくこ
　と。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験５０％、学習指導案（二分野）２５％、その他課題
提出や発表状況などを総合的に判断して評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

・社会科　中学校の地理　世界の姿と日本の国土　（帝国
書院）
・新編新しい社会　歴史（東京書籍）
・文部科学省「中学校学習指導要領解説（平成29年度告
示）社会編」（平成29年7月）

◎－－－　参考書　－－－◎

授業中に適宜資料を配付する。　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・日頃から様々な社会事象に関心を向け、自分
　なりの考えを持つよう心がけておくこと。
・毎回、講義についての感想や質問を書き提出
　すること。
・学習指導案（二分野）は必ず提出すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　オリエンテーション
２　中学校社会科の歴史と本質
３　中学校学習指導要領「社会科」の総説と教
　科の目標
４　地理的分野の目標、内容、内容の取扱い、
　指導計画の作成
５　学習指導案の作成ポイント
６　地理的分野学習指導案の作成演習
　（単元の構想づくり）…グループワーク
７　地理的分野学習指導案の作成演習
　（単元目標と評価計画）…グループワーク
８　地理的分野学習指導案の作成演習
　（本時の構想と指導案・板書計画づくり）…グループ
ワーク
９　地理的分野学習指導案の作成演習（模擬授業と検討
会）
10　歴史的分野の目標、内容、内容の取扱
　い、指導計画の作成
11　歴史的分野学習指導案の作成演習
　（単元の構想づくり）…グループワーク
12　歴史的分野学習指導案の作成演習
　（単元目標と評価計画）…グループワーク
13　歴史的分野学習指導案の作成演習
　（本時の構想と指導案・板書計画づくり）…グループ
ワーク
14　歴史的分野学習指導案の作成演習（模擬授業と検討
会）
15　模擬授業の総括、指導案の修正、まとめ



2019-SW0000Y224-02社会科教育法（地理歴史分野）Ⅰ「二部」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・二部１時限　　試験時間割：2019/07/31　夜１限　　

池田　一司

◎－－－　概要　－－－◎

　中学校社会科は、「地理的分野」「歴史的分野」「公民的分
野」の三分野から構成されており、その目標は「広い視野に
立って、社会に対する関心を高め、諸資料に基づいて多面的・
多角的に考察し、我が国の国土と歴史に対する理解と愛情を深
め、公民としての基礎的教養を培い、国際社会に生きる平和で
民主的な国家・社会の形成者として必要な公民的資質の基礎を
養う」ことである。
　この目標の意味を十分に踏まえた上で、「地理的分野」「歴
史的分野」それぞれの目標、内容、内容の取扱い、指導計画の
作成などに対する理解を深め、各分野の専門的知識や基本的な
指導技術を身につけていただきたい。
　学校での勤務経験を活かし、生徒の思考に沿った「めあて」
の作り方、発問の仕方、グループ学習などの学習形態の仕組み
方等現場での授業にすぐに役立つ内容についても指導します。
　本講義では、中学校学習指導要領の内容を確実におさえると
ともに、学習指導案の作成ポイントの理解や学習指導案の作成
演習を通して、各授業のねらいを踏まえた資料収集と教材化の
仕方などについて学習し、社会科教育の実践的指導力を身につ
ける。

◎－－－　到達目標　－－－◎

中学校社会科の歴史や本質について説明できる。(知識・理解)

「地理的分野」「歴史的分野」それぞれの目標、内容、内容の
取扱い、指導計画の作成などについて説明できる。(技能)

「地理的分野」「歴史的分野」の学習指導案の作成や模擬授業
を通して、「地理的分野」「歴史的分野」の指導の在り方につ
いて考えることができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・中学校学習指導要領解説社会編について解説するので、事前
によく読
　んでおくこと。
・前回の講義の内容を復習しておくこと。
・学習指導案作成後自分で模擬授業を行い学習指導案を修正し
ておくこ
　と。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験５０％、学習指導案（二分野）２５％、その他課題
提出や発表状況などを総合的に判断して評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

・社会科　中学校の地理　世界の姿と日本の国土　（帝国
書院）
・新編新しい社会　歴史（東京書籍）
・文部科学省「中学校学習指導要領解説（平成29年度告
示）社会編」（平成29年7月）

◎－－－　参考書　－－－◎

授業中に適宜資料を配付する。　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・日頃から様々な社会事象に関心を向け、自分
　なりの考えを持つよう心がけておくこと。
・毎回、講義についての感想や質問を書き提出
　すること。
・学習指導案（二分野）は必ず提出すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　オリエンテーション
２　中学校社会科の歴史と本質
３　中学校学習指導要領「社会科」の総説と教
　科の目標
４　地理的分野の目標、内容、内容の取扱い、
　指導計画の作成
５　学習指導案の作成ポイント
６　地理的分野学習指導案の作成演習
　（単元の構想づくり）…グループワーク
７　地理的分野学習指導案の作成演習
　（単元目標と評価計画）…グループワーク
８　地理的分野学習指導案の作成演習
　（本時の構想と指導案・板書計画づくり）…グループ
ワーク
９　地理的分野学習指導案の作成演習（模擬授業と検討
会）
10　歴史的分野の目標、内容、内容の取扱
　い、指導計画の作成
11　歴史的分野学習指導案の作成演習
　（単元の構想づくり）…グループワーク
12　歴史的分野学習指導案の作成演習
　（単元目標と評価計画）…グループワーク
13　歴史的分野学習指導案の作成演習
　（本時の構想と指導案・板書計画づくり）…グループ
ワーク
14　歴史的分野学習指導案の作成演習（模擬授業と検討
会）
15　模擬授業の総括、指導案の修正、まとめ



2019-SW0000Y225-01社会科教育法（公民分野）Ⅱ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・５時限　　試験時間割：2020/01/22　６時限　　

池田　一司

◎－－－　概要　－－－◎

　中学校社会科は、「地理的分野」「歴史的分野」「公民的分
野」の三分野から構成されており、その目標は「広い視野に
立って、社会に対する関心を高め、諸資料に基づいて多面的・
多角的に考察し、我が国の国土と歴史に対する理解と愛情を深
め、公民としての基礎的教養を培い、国際社会に生きる平和で
民主的な国家・社会の形成者として必要な公民的資質の基礎を
養う」ことである。
　この目標の意味を十分に踏まえた上で、「公民的分野」の目
標、内容、内容の取扱い、指導計画の作成などに対する理解を
深め、「公民的分野」の専門的知識や基本的な指導技術を身に
つけていただきたい。
　学校での勤務経験を活かし、生徒の思考に沿った「めあて」
の作り方、発問の仕方、グループ学習などの学習形態の仕組み
方等現場での授業にすぐに役立つ内容についても指導します。
　本講義では、中学校学習指導要領の内容を確実におさえると
ともに、学習指導案の作成ポイントの理解や学習指導案の作成
演習を通して、各授業のねらいを踏まえた資料収集と教材化の
仕方などについて学習し、社会科教育の実践的指導力を身につ
ける。

◎－－－　到達目標　－－－◎

中学校社会科の歴史や本質について説明できる。(知識・理解)

「公民的分野」の目標、内容、内容の取扱い、指導計画の作成
などについて説明できる。(技能)

「公民的分野」の学習指導案の作成や模擬授業を通して、「公
民的分野」の指導の在り方について考えることができる。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・中学校学習指導要領解説社会編について解説するので、事前
によく読
　んでおくこと。
・前回の講義の内容を復習しておくこと。
・学習指導案作成後自分で模擬授業を行い学習指導案を修正し
ておくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験５０％、学習指導案２５％、その他課題提出や発表
状況などを総合的に判断して評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

・新編新しい社会　公民　（東京書籍）
・文部科学省「中学校学習指導要領解説（平成29年度告
示）社会編」（平成29年7月）

◎－－－　参考書　－－－◎

授業中に適宜資料を配付する。　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・日頃から様々な社会事象に関心を向け、自分
　なりの考えを持つよう心がけておくこと。
・毎回、講義についての感想や質問を書き提出
　すること。
・学習指導案は必ず提出すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　オリエンテーション
２　中学校社会科の歴史
３　中学校社会科の本質
４　中学校学習指導要領「社会科」の総説と教
　科の目標
５　中学校学習指導要領「社会科」の指導計画
　の作成と内容の取扱い
６　公民的分野の目標、内容、内容の取扱い
７　学習指導案の作成ポイント
８　公民的分野学習指導案の作成演習
　（単元の構想づくり、指導観、指導計画）…グループ
ワーク
９　公民的分野、学習指導案の作成演習
　（単元の目標と評価計画）…グループワーク
10　公民的分野学習指導案の作成演習
　（本時の構想づくり、指導観、ねらい）…グループワー
ク
11　公民的分野学習指導案の作成演習
　（本時の指導案、板書計画、資料の準備）
12　公民的分野学習指導案の作成演習
　（模擬授業と検討会１）
13　公民的分野学習指導案の作成演習
　（模擬授業と検討会２）
14　公民的分野学習指導案の作成演習
　（模擬授業の総括と指導案の修正）
15　社会科教育と評価、まとめ



2019-SW0000Y225-02社会科教育法（公民分野）Ⅱ「二部」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・二部１時限　　試験時間割：2020/01/22　夜１限　　

池田　一司

◎－－－　概要　－－－◎

　中学校社会科は、「地理的分野」「歴史的分野」「公民的分
野」の三分野から構成されており、その目標は「広い視野に
立って、社会に対する関心を高め、諸資料に基づいて多面的・
多角的に考察し、我が国の国土と歴史に対する理解と愛情を深
め、公民としての基礎的教養を培い、国際社会に生きる平和で
民主的な国家・社会の形成者として必要な公民的資質の基礎を
養う」ことである。
　この目標の意味を十分に踏まえた上で、「公民的分野」の目
標、内容、内容の取扱い、指導計画の作成などに対する理解を
深め、「公民的分野」の専門的知識や基本的な指導技術を身に
つけていただきたい。
　学校での勤務経験を活かし、「めあて」の作り方、発問の仕
方、グループ学習などの学習形態の仕組み方等現場での授業に
すぐに役立つ内容についても指導します。
　本講義では、中学校学習指導要領の内容を確実におさえると
ともに、学習指導案の作成ポイントの理解や学習指導案の作成
演習を通して、各授業のねらいを踏まえた資料収集と教材化の
仕方などについて学習し、社会科教育の実践的指導力を身につ
ける。

◎－－－　到達目標　－－－◎

中学校社会科の歴史や本質について説明できる。(知識・理解)

「公民的分野」の目標、内容、内容の取扱い、指導計画の作成
などについて説明できる。(技能)

「公民的分野」の学習指導案の作成や模擬授業を通して、「公
民的分野」の指導の在り方について考えることができる。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・中学校学習指導要領解説社会編について解説するので、事前
によく読
　んでおくこと。
・前回の講義の内容を復習しておくこと。
・学習指導案作成後自分で模擬授業を行い学習指導案を修正し
ておくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験５０％、学習指導案２５％、その他課題提出や発表
状況などを総合的に判断して評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

・新編新しい社会　公民　（東京書籍）
・文部科学省「中学校学習指導要領解説（平成29年度告
示）社会編」（平成29年7月）

◎－－－　参考書　－－－◎

授業中に適宜資料を配付する。　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・日頃から様々な社会事象に関心を向け、自分
　なりの考えを持つよう心がけておくこと。
・毎回、講義についての感想や質問を書き提出
　すること。
・学習指導案は必ず提出すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　オリエンテーション
２　中学校社会科の歴史
３　中学校社会科の本質
４　中学校学習指導要領「社会科」の総説と教
　科の目標
５　中学校学習指導要領「社会科」の指導計画
　の作成と内容の取扱い
６　公民的分野の目標、内容、内容の取扱い
７　学習指導案の作成ポイント
８　公民的分野学習指導案の作成演習
　（単元の構想づくり、指導観、指導計画）…グループ
ワーク
９　公民的分野、学習指導案の作成演習
　（単元の目標と評価計画）…グループワーク
10　公民的分野学習指導案の作成演習
　（本時の構想づくり、指導観、ねらい）…グループワー
ク
11　公民的分野学習指導案の作成演習
　（本時の指導案、板書計画、資料の準備）
12　公民的分野学習指導案の作成演習
　（模擬授業と検討会１）
13　公民的分野学習指導案の作成演習
　（模擬授業と検討会２）
14　公民的分野学習指導案の作成演習
　（模擬授業の総括と指導案の修正）
15　社会科教育と評価、まとめ



2019-SW0000Y019-01地理歴史科教育法「地理」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・３時限　　試験時間割：2019/07/31　５時限　　

藤村　健一

◎－－－　概要　－－－◎

　大学と違って、中学校・高校の授業の内容は学習指導要領に
依拠しなければならない。したがって、中学校で社会を、高校
で地理歴史を教えるためには、まず、学習指導要領の内容を充
分に理解しておく必要がある。そこで本講義では学習指導要領
解説に依拠して、それらの目的・方法を理解する。次に授業を
組み立てるための様々な史資料や教科書、学習の場の活用法を
学ぶ。また、学校現場における授業のノウハウについても教授
する。最終的には自らの授業計画を学習指導案として表現し、
実際の授業として実践できるようになることを目指す。以上を
通して、教科担当教員として必要な資質・能力を培う。
　この授業では、主として高等学校の地理歴史（とりわけ地
理）を教えるために必要な視点と知識、技能について、高校教
員としての経験を踏まえて教授する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

学習指導要領の趣旨を理解し、中学校社会を踏まえて高校地理
歴史を教えるために必要な視点と知識、技能を修得する。(知
識・理解)

学習指導要領に依拠しながら、教科・科目の目的・方法、教材
配列の意味に至るまでを理解し、以上を授業という形で実践で
きるようになる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回、授業前に各自で前回授業の内容を復習しておくこと。
また、授業での指示を受けて、課題レポートや学習指導案の作
成、模擬授業の準備にあたること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験（３０％）、課題レポート（２０％）、学習指導案・
模擬授業（５０％）

◎－－－　テキスト　－－－◎

　なし（レジュメを配布する）

◎－－－　参考書　－－－◎

高等学校学習指導要領　
中学校学習指導要領　
高等学校学習指導要領解説　地理歴史編　
中学校学習指導要領解説　社会編

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　高校地理歴史の教職免許の取得を目指す学生のうち、模
擬授業や教育実習で地理を担当する者が受講することを前
提とした授業を行う。
　仮にも教師を目指すのであるから、無断での遅刻・欠席
は慎むように。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：イントロダクション（学問としての「地理学」
「歴史学」と社会科、地理歴史科の目的）
第２回：中学社会科を踏まえて高校で社会科、地理歴史科
を学ぶ理由と現状
第３回：戦後地理歴史教育の変遷と現状
第４回：地理歴史を理解する／させる方法について（時代
や地域の区分について）
第５回：地理歴史を理解する／させる方法の現在（教材配
列の意味・ねらいについて）
第６回：地理歴史学習の新たな動向（教科書のコラム、学
習の場、デジタルアーカイブ等）について）
第７回：学習指導要領①（地理Ａ、地理Ｂ＜地理総合、地
理探究＞と地理的な見方・考え方）
第８回：学習指導要領②（世界史、日本史と歴史的な見
方・考え方）
第９回：学習指導案の作成要領
第１０回：模擬授業の準備（教材研究、学習指導案、資料
作成）
第１１回：地理を教えるポイント①（空間的把握を促す方
法、知識を相互に関連づける方法）
第１２回：地理を教えるポイント②（地図の読図・作図
法、アクティブラーニング、ICT活用）
第１３回：学生による模擬授業（系統地理分野：学習指導
案・板書計画の検討含む）
第１４回：学生による模擬授業（地誌分野：学習指導案・
板書計画の検討含む）
第１５回：まとめ
定期試験



2019-SW0000Y019-02地理歴史科教育法「歴史」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・２時限　　試験時間割：2020/01/25　５時限　　

福嶋　寛之

◎－－－　概要　－－－◎

　大学と違って、高校の授業の内容は学習指導要領に依拠しな
ければならない。したがって、中学校で社会を、高校で地理歴
史を教えるためには、まず、学習指導要領の内容を充分に理解
しておく必要がある。そこで本講義では学習指導要領解説に依
拠して、それらの目的・方法を理解する。次に授業を組み立て
るための様々な史資料や教科書、学習の場の活用法を学ぶ。ま
た、学校現場における授業のノウハウについても教授する。最
終的には自らの授業計画を学習指導案として表現し、実際の授
業として実践できるようになることを目指す。
　以上を通して、教科担当教員として必要な資質・能力を培
う。なお、この授業では、主として高等学校の歴史を教えるた
めに必要な視点と知識、技能について教授する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

学習指導要領解説に依拠して、高等学校地理歴史科の目的・方
法を理解する。(知識・理解)

授業を組み立てるための様々な歴史資料（モノ、文書、映像な
ど）や学習の場（博物館など）の活用法を学ぶ。(技能)

最終的には、自らの授業計画を学習指導案として表現し、実際
の授業として実践できるようになることを目指す。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　来年度に教育実習をひかえているということを十分に自覚し
て、その準備をしておくべきである。例えば、地理・日本史・
世界史、いずれの担当がまわってきても対応できるよう、それ
ぞれの教科書の分析と教材研究の方法を養うこと。可能なら自
主的に模擬授業の場を設けて訓練すべきである。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験（60％）、学期末に提出を課す学習指導案（40％）

◎－－－　テキスト　－－－◎

文部科学省『高等学校学習指導要領解説　地理歴史科編』
（教育出版）

◎－－－　参考書　－－－◎

高等学校学習指導要領（平成30年3月告示　文部科学省）
中学校学習指導要領（平成29年3月告示　文部科学省）
中学校学習指導要領解説　社会編（平成26年1月及び最新
WEB版　文部科学省）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

教職を志望するものが集う場であるから不真面目な態度は
禁物である。欠席はもちろんのこと、遅刻は授業の妨げに
なるのでしないこと。最後の数回は模擬授業をしてもらう
から、そのつもりでいること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：イントロダクション（社会科の目的の再確認、地
理歴史科の目的の理解）
第２回：中学社会科を踏まえて高校で地理歴史科を学ぶ理
由と現状
第３回：戦後地理歴史教育の変遷と現状
第４回：地理歴史を理解する／させる方法について（時代
や地域の区分について）
第５回：地理歴史を理解する／させる方法の現在（教材配
列の意味・ねらいについて）
第６回：地理歴史学習の新たな動向（教科書のコラム、学
習の場、デジタルアーカイブ等）について）
第７回：学習指導要領①（高等学校世界史Ａ、世界史Ｂと
歴史的な見方・考え方）
第８回：学習指導要領②（日本史Ａ、日本史Ｂと歴史的見
方・考え方）
第９回：学習指導要領③（地理Ａと地理Ｂと地理的な見
方・考え方）
第１０回：学習指導案の作成要領
第１１回：模擬授業の準備（教材研究、学習指導案、資料
作成）
第１２回：歴史を教えるポイント①（歴史的知識を相互に
関連づける方法）
第１３回：歴史を教えるポイント②（歴史資料を読み解く
方法、アクティブラーニング）
第１４回：学生による模擬授業（学習指導案・板書計画の
検討含む）
第１５回：まとめ



2019-SW0000Y019-03地理歴史科教育法「歴史　二部」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・二部１時限　　試験時間割：2020/01/21　夜１限　　

福嶋　寛之

◎－－－　概要　－－－◎

　大学と違って、高校の授業の内容は学習指導要領に依拠しな
ければならない。したがって、中学校で社会を、高校で地理歴
史を教えるためには、まず、学習指導要領の内容を充分に理解
しておく必要がある。そこで本講義では学習指導要領解説に依
拠して、それらの目的・方法を理解する。次に授業を組み立て
るための様々な史資料や教科書、学習の場の活用法を学ぶ。ま
た、学校現場における授業のノウハウについても教授する。最
終的には自らの授業計画を学習指導案として表現し、実際の授
業として実践できるようになることを目指す。
　以上を通して、教科担当教員として必要な資質・能力を培
う。なお、この授業では、主として高等学校の歴史を教えるた
めに必要な視点と知識、技能について教授する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

学習指導要領解説に依拠して、高等学校地理歴史科の目的・方
法を理解する。(知識・理解)

授業を組み立てるための様々な歴史資料（モノ、文書、映像な
ど）や学習の場（博物館など）の活用法を学ぶ。(技能)

最終的には、自らの授業計画を学習指導案として表現し、実際
の授業として実践できるようになることを目指す。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　来年度に教育実習をひかえているということを十分に自覚し
て、その準備をしておくべきである。例えば、地理・日本史・
世界史、いずれの担当がまわってきても対応できるよう、それ
ぞれの教科書の分析と教材研究の方法を養うこと。可能なら自
主的に模擬授業の場を設けて訓練すべきである。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験（60％）、学期末に提出を課す学習指導案（40％）

◎－－－　テキスト　－－－◎

文部科学省『高等学校学習指導要領解説　地理歴史科編』
（教育出版）

◎－－－　参考書　－－－◎

高等学校学習指導要領（平成30年3月告示　文部科学省）
中学校学習指導要領（平成29年3月告示　文部科学省）
中学校学習指導要領解説　社会編（平成26年1月及び最新
WEB版　文部科学省）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

教職を志望するものが集う場であるから不真面目な態度は
禁物である。欠席はもちろんのこと、遅刻は授業の妨げに
なるのでしないこと。最後の数回は模擬授業をしてもらう
から、そのつもりでいること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１高等学校地理歴史科の目的
２歴史を理解する／させる方法について（時代や地域の区
分について）
３歴史を理解する／させる方法の現在（教材配列の意味・
ねらいについて）
４歴史学習の新たな動向（教科書のコラムを効果的に使
う）
５様々な歴史資料と活用法（モノ、文書、映像資料など）
６様々な歴史学習の場と活用法（博物館・資料館など）
７インターネット歴史資料（デジタル・アーカイブ）を用
いた自己追究型学習の模索
８学習指導要領の確認（世界史ＡＢ）
９学習指導要領の確認（日本史ＡＢ）
10学習指導要領の確認（地理ＡＢ）
11学習指導案の作成要領
12定期試験の作成と授業へのフィードバック
13教員による模擬授業（学習指導案・板書計画の検討含
む）
14学生による模擬授業（学習指導案・板書計画の検討含
む）
15学生による模擬授業（学習指導案・板書計画の検討含
む）および総括



2019-SW0000Y020-01公民科教育法

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・２時限　　試験時間割：2019/07/31　６時限　　

池田　一司

◎－－－　概要　－－－◎

　高等学校公民科は、「現代社会」「倫理」「政治・経済」の
三科目から構成されている。
　その公民科の目標は、中学校学習指導要領社会科「公民的分
野」の目標を受け継ぎ、「広い視野に立って、現代の社会につ
いて主体的に考察させ、理解を深めさせるとともに、人間とし
ての在り方生き方についての自覚を育て、平和で民主的な国
家・社会の有為な形成者として必要な公民としての資質を養
う」ことである。
　この目標の意味を十分に踏まえた上で、公民科三科目のそれ
ぞれの性格と目標、内容とその取扱い、指導計画の作成と指導
上の配慮事項などを理解し、各科目にわたる専門的知識および
基本的な指導技術を身につけていただきたい。
  学校での勤務経験を活かし、生徒の思考に沿った「めあて」
の作り方、発問の仕方、グループ学習などの学習形態の仕組み
方等現場での授業ですぐに役立つ内容についても指導します。
　本講義では、学習指導要領の内容を確実におさえるととも
に、学習指導案の作成ポイントの理解や学習指導案の作成演習
を通して、各授業のねらいを踏まえた資料収集と教材化の工夫
の仕方などについて学習し、公民科教育の実践的指導力を身に
つける。

◎－－－　到達目標　－－－◎

高等学校学習指導要領公民科の歴史や本質について説明でき
る。(知識・理解)

「現代社会」「倫理」「政治・経済」の基本的性格、目標、内
容とその取扱い、指導計画の作成と指導上の配慮事項や各科目
にわたる内容の取扱いについて説明できる。(技能)

公民科学習指導案の作成や模擬授業を通して、公民科の指導の
在り方について考えることができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・高等学校学習指導要領解説公民編の解説を行うので、事前に
よく読ん
　でおくこと。
・前回の講義内容を復習しておくこと。
・学習指導案作成後、自分で模擬授業を行い、学習指導案を修
正する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験５０％、学習指導案２５％、その他課題提出や発表
状況などを総合的に判断して評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

・公民科の教科書（「現代社会」「倫理」「政
　治・経済」）をいずれか１冊。
・文部科学省「高等学校学習指導要領解説
　公民編」

◎－－－　参考書　－－－◎

講義の中で適宜資料を配付する。　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・日頃から様々な社会事象に関心を向け、自分
　なりの考えを持つように心がけておくこと。
・毎回、講義についての感想や質問を書き提出
　すること。
・学習指導案は必ず提出すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　オリエンテーション
２　公民科の歴史
３　公民科の本質
４　学習指導要領「公民科」の総説
５　「現代社会」の性格と目標、内容とその取
　扱い、指導計画の作成と指導上の配慮
６　「倫理」の性格と目標、内容とその取扱
　い、指導計画の作成と指導上の配慮
７　「政治・経済」の性格と目標、内容とその
　取扱い、指導計画の作成と指導上の配慮
８　学習指導案の作成ポイント
９　学習指導案の作成演習
　（「現代社会」の単元構想づくり）…グループワーク
10　学習指導案の作成演習
　（単元の目標と評価計画）…グループワーク
11　学習指導案の作成演習
　（本時の構想づくり）…グループワーク
12　学習指導案の作成演習
　（本時の指導案、板書計画、資料の準備）…グループ
ワーク
13　学習指導案の作成演習
　（模擬授業と検討会１）
14　学習指導案の作成演習
　（模擬授業と検討会２、総括と指導案の修正）
15　公民科教育と評価、まとめ



2019-SW0000Y020-02公民科教育法「二部」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・二部１時限　　試験時間割：2020/01/23　夜１限　　

池田　一司

◎－－－　概要　－－－◎

　高等学校公民科は、「現代社会」「倫理」「政治・経済」の
三科目から構成されている。
　その公民科の目標は、中学校学習指導要領社会科「公民的分
野」の目標を受け継ぎ、「広い視野に立って、現代の社会につ
いて主体的に考察させ、理解を深めさせるとともに、人間とし
ての在り方生き方についての自覚を育て、平和で民主的な国
家・社会の有為な形成者として必要な公民としての資質を養
う」ことである。
　この目標の意味を十分に踏まえた上で、公民科三科目のそれ
ぞれの性格と目標、内容とその取扱い、指導計画の作成と指導
上の配慮事項などを理解し、各科目にわたる専門的知識および
基本的な指導技術を身につけていただきたい。
　学校での勤務経験を活かし、生徒の思考に沿った「めあて」
の作り方、発問の仕方、グループ学習などの学習形態の仕組み
方等現場での授業にすぐに役立つ内容についても指導します。
　本講義では、学習指導要領の内容を確実におさえるととも
に、学習指導案の作成ポイントの理解や学習指導案の作成演習
を通して、各授業のねらいを踏まえた資料収集と教材化の工夫
の仕方などについて学習し、公民科教育の実践的指導力を身に
つける。

◎－－－　到達目標　－－－◎

高等学校学習指導要領公民科の歴史や本質について説明でき
る。(知識・理解)

「現代社会」「倫理」「政治・経済」の基本的性格、目標、内
容とその取扱い、指導計画の作成と指導上の配慮事項や各科目
にわたる内容の取扱いについて説明できる。(技能)

公民科学習指導案の作成や模擬授業を通して、公民科の指導の
在り方について考えることができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・高等学校学習指導要領解説公民編の解説を行うので、事前に
よく読ん
　でおくこと。
・前回の講義内容を復習しておくこと。
・学習指導案作成後、自分で模擬授業を行い、学習指導案を修
正する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験５０％、学習指導案２５％、その他課題提出や発表
状況などを総合的に判断して評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

・公民科の教科書（「現代社会」「倫理」「政
　治・経済」）をいずれか１冊。
・文部科学省「高等学校学習指導要領解説
　公民編」

◎－－－　参考書　－－－◎

講義の中で適宜資料を配付する。　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・日頃から様々な社会事象に関心を向け、自分
　なりの考えを持つように心がけておくこと。
・毎回、講義についての感想や質問を書き提出
　すること。
・学習指導案は必ず提出すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　オリエンテーション
２　公民科の歴史
３　公民科の本質
４　学習指導要領「公民科」の総説
５　「現代社会」の性格と目標、内容とその取
　扱い、指導計画の作成と指導上の配慮
６　「倫理」の性格と目標、内容とその取扱
　い、指導計画の作成と指導上の配慮
７　「政治・経済」の性格と目標、内容とその
　取扱い、指導計画の作成と指導上の配慮
８　学習指導案の作成ポイント
９　学習指導案の作成演習
　（「現代社会」の単元構想づくり）…グループワーク
10　学習指導案の作成演習
　（単元の目標と評価計画）…グループワーク
11　学習指導案の作成演習
　（本時の構想づくり）…グループワーク
12　学習指導案の作成演習
　（本時の指導案、板書計画、資料の準備）…グループ
ワーク
13　学習指導案の作成演習
　（模擬授業と検討会１）
14　学習指導案の作成演習
　（模擬授業と検討会２、総括と指導案の修正）
15　公民科教育と評価、まとめ



2019-SW0000Y226-01英語科教育法Ⅰ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

福田　慎司

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では、卒業後に中学校・高校の教育現場で英語の教員
として働くために必要な基礎力を養うことを目指す。担当教員
の中学、高校での教員経験を活かし、理論と実践を融合させ
る。まず、英語教育を根底から考え、英語教育の目的および目
標を見直した上で、英語教師に必要とされる言語習得理論、英
語教授法、またそれに関連する諸分野の基礎知識を得る。学習
指導要領についても理解する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語科教育における目的や目標を理解する。(知識・理解)

教師の役割と良い英語教師の条件について理解する。(知識・
理解)

英語の指導についての基礎知識を身につける。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：授業を受ける前に必ず該当する章を読んで自分なりの質
問を考えておく。（60分）
復習：授業で学習したことを学校教育の中で活かせるように自
分の考えをまとめる。 （30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

授業貢献度(授業内の発表の内容等）（３０％）
担当チャプターの授業(２回）（２０％）
授業内容に関するレポート（３回）（３０％）
テスト（２０%）

※このクラスは「開講期間内評価科目」なので定期試験期間中
には試験は実施しません。よって再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]国際語としての英語：進化する英語科教育法
[Author(s)]若本夏美他
[Publisher]松柏社
[ISBN]9784775402467
[発行年] 2017年
[価格] 2,200円+税

◎－－－　参考書　－－－◎

小学校学習指導要領、中学校学習指導要領（平成29年3月
告示　文部科学省）
高等学校学習指導要領については授業中に参考資料を適宜
配付する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業では常に主体的な行動が求められますので、本授業を
受講しているという漠然とした受け身な姿勢ではなく、す
ぐにでも自分一人が大勢を前に教壇に立って授業しなけれ
ばならないという場面をいつも想定し緊張感を持って授業
に臨んでください。余程の理由がない限り授業には欠席し
たり遅刻をしないようにしてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：オリエンテーション
第２回：英語を学ぶこと、教えることについて
第３回：英語の指導目標内容、学習指導要領について
第４回：学習者の要因について
第５回：教師の役割と良い英語教師の条件について
第６回：言語習得の理論上の諸問題について
第７回：第６回までの振り返りとテスト
第８回：発音の指導について
第９回：文字や語彙の指導について
第１０回：文法の指導について
第１１回：リスニングの指導について
第１２回：スピーキングの指導について
第１３回：リーディングの指導について
第１４回：ライティングの指導について
第１５回：全体のまとめとテスト



2019-SW0000Y227-01英語科教育法Ⅱ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：木・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

福田　慎司

◎－－－　概要　－－－◎

英語科教育法Iで学習したことをもとに、英語力を育てる指導
法のあり方を具体的に検討し、英語で効果的な授業を行うため
の基礎的知識を身につけられるようにする。特に、コミュニ
ケーション能力の養成を重視する最近の教授法について理解を
深め、それに基づく授業設計ができるようにする。また、教育
機器の積極的活用、実践的コミュニケーション能力育成など、
時代が要請している新しい要素についても考える。学習指導要
領について理解し、英語教育に関する英語の文献を読み、英語
で自分の考えをまとめ、表現できる力をつける。担当教員が中
学、高校での教員経験を活かし、学校現場での教員としての必
要な知識や心構えについても講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語教育に関して英語で書かれたテキストを読んで理解でき
る。(知識・理解)

英語教育について英語で自分の考えを発言したり質問したりで
きる。(技能)

英語の授業をするために必要な知識を身につける。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：授業を受ける前に必ず該当する章を読んで自分なりの質
問を考えておく。（60分）
復習：授業で学習したことを学校教育の中で活かせるように自
分の考えをまとめる。（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

授業貢献度(授業内の発表の内容等）（３０％）
担当チャプターの授業(２回）（２０％）
授業内容に関するレポート（３回）（３０％）
テスト（２０%）

※このクラスは「開講期間内評価科目」なので定期試験期間中
には試験は実施しません。よって再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]The TKT Course Modules 1,2 and 3 Second Edition
[Author(s)] Marry Spratt et al.[Publisher] Cambridge University
Press
[ISBN] 9780521125659
[発行年] 2011年
[価格]3800円程度を予定

◎－－－　参考書　－－－◎

小学校学習指導要領、中学校学習指導要領（平成29年3月
告示　文部科学省）
高等学校学習指導要領については授業中に参考資料を適宜
配付する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業では常に主体的な行動が求められますので、本授業を
受講しているという漠然とした受け身な姿勢ではなく、す
ぐにでも自分一人が大勢を前に教壇に立って授業しなけれ
ばならないという場面をいつも想定し緊張感を持って授業
に臨んでください。余程の理由がない限り授業には欠席し
たり遅刻をしないようにしてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：オリエンテーション
第２回：教材研究と授業の準備について
第３回：学習指導案の作成と授業の進め方について
第４回：教材やICTの活用について
第５回：テストと評価について
第６回：小学校の英語教育について
第７回：第６回までの振り返りとテスト
第８回：異文化理解について
第９回：ティームティーチングについて
第１０回：言語技能を統合した指導について
第１１回：指導計画について
第１２回：第二言語習得・外国語習得について
第１３回：授業運営に関する問題について
第１４回：これからの英語教育について
第１５回：全体のまとめとテスト



2019-SW0000Y228-01英語科教育法Ⅲ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：月・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

奥田　裕司

◎－－－　概要　－－－◎

　中学・高等学校での英語５０分授業を「ウォーム・アップ」
「復習」「新出事項の導入」「新出事項の展開・応用」「教科
書の読み（黙読・音読）」「整理・宿題の提示」の段階に分
け、各段階の講義翌週に授業指導案を作成した上でグループに
別れ模擬授業実践を行い、実践後各グループ内で反省会を実施
する。模擬授業の様子を毎回録画しサーバーにアップロード・
蓄積をして行く。模擬授業実践者は授業終了後に各自の授業映
像をオンライン上で観察し考察・反省すると同時に、他者の模
擬授業映像も観察することで良い点を吸収し次回の模擬授業実
践に活かす。この流れを繰り返すことにより、授業指導技術の
着実な向上を図る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

50分の英語授業の流れを理解している。(知識・理解)

50分の英語授業の流れの各段階で行なうべきことについて理解
している。(知識・理解)

英語の授業指導案の書き方について理解している。(知識・理解)

50分の英語授業の各段階において、授業実践を行なうことがで
きる。(技能)

英語の授業指導案を作成することができる。(技能)

自分の授業を映像や他者からのコメント等で客観的に考察し改
善することができる。(技能)

他者の授業を観察し建設的な意見を述べることができる。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・模擬授業実践前にしっかりと指導案を作成し、板書も含めて
必ず事前に授業練習して本番に臨むこと（２４０分）。
・模擬授業実践後は自分の授業映像を観て考察し、授業振り返
りレポートを作成すること（６０分）。
・他者の模擬授業実践も映像で確認し参考にすること（６０
分）。
・前回受けた指摘を授業改善に活かして本番に臨むこと（６０
分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・50分の英語授業の流れの各段階で行なうべきことについて理
解した上で、指導案が的確に書けているかを評価の基準とす
る。
・50分の英語授業の流れの各段階で行なうべきことについて理
解した上で、それを的確に模擬授業実践できているかを評価の
基準とする。
・自分の授業を映像や他者からのコメント等で客観的に考察し
レポートが書け、次回模擬授業実践時に修正できているかを評
価の基準とする。

評価方法と割合は、50分の英語授業の流れの各段階で行なうべ
きことについての講義を理解した上で、「授業指導案と授業実
践の完成度70％」「課題提出と授業での積極的な姿勢や発言
30％」となります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

小学校学習指導要領
中学校学習指導要領
高等学校学習指導要領

◎－－－　参考書　－－－◎

新・英語教育学概論　ISBN 978-4-7647-3947-5

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

定期試験を実施しないため、再試験を受験することはでき
ません。

４年次の教育実習に万全の体制で臨むためにも、自分の授
業実践前に何度も事前練習し、実践後は反省を次回に活か
すよう映像でしっかりと確認しましょう。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回　１時間分の英語授業構成の確認
第２回　「ウォーム・アップ」についての理解
第３回　「ウォーム・アップ」についての模擬授業実践
第４回　「復習」についての理解
第５回　「復習」についての模擬授業実践
第６回　「新出事項の導入」についての理解
第７回　「新出事項の導入」についての模擬授業実践
第８回　「新出事項の展開・応用」についての理解
第９回　「新出事項の展開・応用」についての模擬授業実
践
第１０回　「教科書の読み（黙読・音読）」についての理
解
第１１回　「教科書の読み（黙読・音読）」についての模
擬授業実践
第１２回　「整理・宿題の提示」についての理解
第１３回　「整理・宿題の提示」についての模擬授業実践
第１４回　「新出事項の導入」についての模擬授業実践の
強化
第１５回　「新出事項の展開・応用」についての擬授業実
践の強化



2019-SW0000Y298-01英語科教育法Ⅳ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：木・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

奥田　裕司

◎－－－　概要　－－－◎

　英語教師になった際に、授業時に必要とされる技術及び授業
外の個別指導時に必要とされる技術を高める事を目標に、本授
業は常に実践的な技術習得を念頭に進められる。英語を「聞く
こと」「読むこと」「話すこと」「書くこと」の４技能につい
て、教育の場で実際に使用されている具体的な英語教科書に基
づいてしっかりと理解した上で、４技能の効果的な授業指導を
行なうことができるよう進めて行く。更に、ICTを活用して４
技能の向上が見込まれるようなマルチメディア英語デジタル教
材の提示・作成技術の育成も図る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

小中高の英語教科書の構成を把握し、英語習熟度に合わせた教
材研究がしっかりとできるようになる。(知識・理解)

ICTを利用した英語教育について最新の情報を理解し、ICT機器
を授業で利用し、更にICT機器を活用してマルチメディア英語
デジタル教材の作成ができるようになる。(技能)

単元に即した効果的なコミュニケーション活動を考案し指導で
きるようになる。(技能)

的確な板書計画に基づき、効果的かつ効率的な英語授業のため
の板書ができるようになる。(技能)

生徒の英語発音の問題点を的確に指摘し、適切な発音で英語音
声指導ができるようになる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・授業後、自分の英語発音修正を意識し音読練習すること（６
０分）。
・授業前に教科書の教材研究をしっかりと行うこと（６０
分）。
・課題となるICT活用教材作成を授業外でもしっかりと行うこ
と（６０分）。
・効果的な英語コミュニケーション活動について授業前に考え
用意しておくこと（６０分）。
・授業外でも常に板書の練習を心がけること（６０分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・英語習熟度に合わせた教材研究がしっかりとできるようにな
るかを評価の基準とする。
・ICTを活用した英語教材作成ができるようになるかを評価の
基準とする。
・効果的なコミュニケーション活動を考案し指導できるように
なるかを評価の基準とする。
・的確な板書計画に基づき、効果的かつ効率的な英語授業のた
めの板書ができるようになるかを評価の基準とする。
・生徒の英語発音の問題点を的確に指摘し、適切な発音で英語
音声指導ができるようになるかを評価の基準とする。

評価方法と割合は、「ICT活用の教材作成・指導の完成度
50%」「英語音声指導の完成度20%」「英語コミュニケーショ
ン活動考案・指導の完成度20%」「板書計画・実践の完成度
10%」となります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

小学校学習指導要領
中学校学習指導要領
高等学校学習指導要領

◎－－－　参考書　－－－◎

新・英語教育学概論　ISBN 978-4-7647-3947-5
　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

定期試験を実施しないため、再試験を受験することはでき
ません。

一つ一つが大切な指導技術となりますので、着実に身につ
けて、自信を持って指導できるようになりましょう。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回　１時間分の英語授業構成の理解
第２回　教師自身の音読について
第３回　生徒の音読指導について
第４回　生徒の英語発音に対する誤りの確認方法について
第５回　生徒の英語発音指導方法について
第６回　小中高の英語教科書に合わせた適切な教材研究に
ついて
第７回　ICTを活用した英語教育の最新情報について
第８回　電子黒板の授業活用についての理解と実践
第９回　英語デジタル教科書の授業活用についての理解
第１０回　ICTを活用したデジタル英語教材作成
第１１回　ICTを活用した英語授業実践
第１２回　効果的な英語コミュニケーション活動の考案
第１３回　効果的な英語コミュニケーション活動の実践
第１４回　単元に即した的確な英語板書計画について
第１５回　英語授業における効果的な板書の実践



2019-SW0000Y229-01独語科教育法Ⅰ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・１時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限　　

片岡　宜行

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、学習指導要領で求められる指導をいかにして
実現するかという観点から、ドイツ語の基礎的な文法の指導法
について検討します。まず、学習指導要領で求められる指導の
概要を押さえたうえで、独語科指導の目標と内容、全体構造を
確認します。次に、語形変化、文構造と語順、時称とモダリ
ティという文法の主要な領域ごとに、指導上の留意点を解説し
ます。文法はコミュニケーションを支える基礎であり、確実な
定着を図るとともに言語活動と効果的に関連づけて実際に活用
できるように指導することが必要であることを踏まえ、具体的
な使用場面を設定して言語活動を行いつつ文法知識の定着を図
るような授業のあり方についても検討します。学習評価につい
ては、文法の知識と運用力をそれぞれどのように適切に評価す
るかを検討します。さらに、ドイツ語学の知識を教材研究や発
展的な学習内容への展開に生かす方法や、情報機器の活用につ
いても考察します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

学習指導要領の内容を踏まえて独語科指導の目標・概要につい
て説明できる。(知識・理解)

ドイツ語文法を指導するうえでの留意点について適切に説明で
きる。(知識・理解)

従来の指導法を見直しより良い教育法を追求する姿勢をもつ。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業前にあらかじめ提示するテーマについて下調べをする（90
分）
下調べをした内容に授業で学んだことや考察を加えたレポート
をまとめる（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験が50％、レポートが50％の配分で評価します。いずれ
も「到達目標」に掲げた事項について適切に説明できるか否か
を基準に評価します。
フィードバックとしてレポートにコメントします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

中学校学習指導要領（平成29年3月告示 文部科学省）
高等学校学習指導要領（平成30年3月告示 文部科学省）
中学校学習指導要領解説 外国語編（平成29年7月 文部科学
省）
高等学校学習指導要領解説 外国語編（平成30年7月 文部科
学省）

◎－－－　参考書　－－－◎

各種の教材や参考文献等を随時指示します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 学習指導要領で求められる指導
2 独語科指導の目標
3 独語科指導の主な内容と全体構造
4 指導上の留意点（語形変化）
5 指導上の留意点（文構造と語順）
6 指導上の留意点（時称とモダリティ）
7 学習評価の考え方（文法の知識）
8 学習評価の考え方（運用力）
9 ドイツ語学の概説
10 教材研究のあり方
11 発展的な学習内容への展開
12 情報機器及び教材の活用（概説）
13 情報機器及び教材の活用（具体的な活用法）
14 情報機器及び教材の活用（討論）
15 総括



2019-SW0000Y230-01独語科教育法Ⅱ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・１時限　　試験時間割：2020/01/21　２時限　　

片岡　宜行

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、「独語科教育法Ⅰ」で身につけた知識を確認
しつつ、これを実際の授業の中で活用・展開する方法について
検討します。まず授業設計の概要と重要性について論じたうえ
で、情報機器と教材の実際の活用法について検討します。次
に、学習指導案の作成法を学んだうえで、受講者に模擬授業を
行ってもらいます。実際の授業を想定して授業設計から模擬授
業、授業の振り返りを行うことで、実践的な技能を養います。
なお、ここで扱うのは、「独語科教育法Ⅰ」で指導上の留意点
を学んだ語形変化、文構造と語順、時称とモダリティという文
法の主要な領域です。さらに、授業改善の必要性について考察
したうえで、実践研究の動向とその応用について論じます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

独語科の授業を設計し、学習指導案を作成することができる。
(技能)

実際の授業を想定した模擬授業を適切に行うことができ、振り
返りを通して自己の授業を改善することができる。(技能)

授業の実践を通して教育を改善する姿勢をもつ。(態度・志向
性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業前にあらかじめ提示するテーマについて下調べをする（模
擬授業を担当する際はその準備をする）（90分）
下調べをした内容に授業で学んだことや考察を加えたレポート
をまとめる（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験が50％、模擬授業が25％、レポートが25％の配分で評
価します。模擬授業の出来および試験・レポートにおける論述
内容に基づき、上記「到達目標」に掲げた技能が身についてい
るか否かを基準に評価します。
フィードバックとして模擬授業とレポートにコメントします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

中学校学習指導要領（平成29年3月告示 文部科学省）
高等学校学習指導要領（平成30年3月告示 文部科学省）
中学校学習指導要領解説 外国語編（平成29年7月 文部科学
省）
高等学校学習指導要領解説 外国語編（平成30年7月 文部科
学省）

◎－－－　参考書　－－－◎

各種の教材や参考文献等を随時指示します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 授業設計と振り返り（概説）
2 授業設計と振り返り（討論）
3 情報機器・教材（教材の種類）
4 情報機器・教材（実践的演習）
5 情報機器・教材（使用法の検討）
6 学習指導案の作成（概要）
7 学習指導案の作成（実践）
8 模擬授業と振り返り（語形変化）
9 模擬授業と振り返り（文構造と語順）
10 模擬授業と振り返り（時称とモダリティ）
11 授業改善の必要性
12 授業改善の観点
13 実践研究の動向と指導理論
14 授業の実践への応用
15 総括



2019-SW0000Y231-01独語科教育法Ⅲ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・４時限　　試験時間割：2020/01/25　６時限　　

片岡　宜行

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、学習指導要領で求められる指導のあり方を踏
まえつつ、運用力養成を重視する授業での指導や学習評価に際
してどのような点に留意するべきかを検討します。読解の指導
で重要なのは、語形や文の構造を正確に把握したうえで文章の
要点を的確に捉えることができるような読解力を養うことで
す。実際に用いられている長文読解のテクストを素材に指導の
あり方を考察します。作文では、文法的に正しいだけでなく、
論点が明確で、構成がしっかりした文章を書く能力の養成につ
いて検討します。会話では、場面に応じた適切な表現を考えて
言語活動ができる能力、聴解では、報告や討論などを聞いて要
点を的確に捉えることができる能力の養成について、それぞれ
検討します。また、各事項を指導するうえでどのような教材を
どのように活用するのが効果的であるかを検討するとともに、
ドイツ語教育研究の概要や、これを発展的な学習に生かす方法
についても考察します。情報機器の活用については、「独語科
教育法Ⅰ・Ⅱ」での検討結果をふまえ、運用力の養成という観
点から考察します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ドイツ語の運用力が身につくような指導を行ううえで留意すべ
き点について説明できる。(知識・理解)

ドイツ語の運用力をバランスよく養うような指導を行ううえで
使用すべき教材・機器やその活用法を説明できる。(知識・理
解)

運用力養成という観点からより良い教育法を追求する姿勢をも
つ。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業前にあらかじめ提示するテーマについて下調べをする（90
分）
下調べをした内容に授業で学んだことや考察を加えたレポート
をまとめる（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験が50％、レポートが50％の配分で評価します。いずれ
も「到達目標」に掲げた事項について適切に説明できるか否か
を基準に評価します。
フィードバックとしてレポートにコメントします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

中学校学習指導要領（平成29年3月告示 文部科学省）
高等学校学習指導要領（平成30年3月告示 文部科学省）
中学校学習指導要領解説 外国語編（平成29年7月 文部科学
省）
高等学校学習指導要領解説 外国語編（平成30年7月 文部科
学省）

◎－－－　参考書　－－－◎

各種の教材や参考文献等を随時指示します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 学習指導要領で求められる指導（再検討）
2 独語科指導の目標と内容（運用力養成の観点から）
3 指導上の留意点（読む・書く）
4 指導上の留意点（聞く・話す）
5 指導上の留意点（総合的な演習）
6 学習評価の考え方（読む・書く）
7 学習評価の考え方（聞く・話す）
8 学習評価の考え方（総合的な演習）
9 ドイツ語教育研究の概要
10 教材研究に際しての留意点
11 より発展的な学習に向けて
12 情報機器・教材（運用力養成の観点から）
13 情報機器・教材（効果的な活用法）
14 情報機器・教材（使用上の留意点）
15 総括



2019-SW0000Y299-01独語科教育法Ⅳ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・４時限　　試験時間割：2019/07/30　４時限　　

片岡　宜行

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、模擬授業とその振り返りの演習を通して、ド
イツ語の運用力を高めるような授業を行う手法を身につけるこ
と、また、運用力養成を主眼とした授業における授業改善の重
要性と観点を理解することをめざします。「独語科教育法Ⅲ」
で身につけた知識を生かし、これを実際の授業の中で活用・展
開する方法について検討します。まず授業の設計について、運
用力を身につけさせる授業をいかに構築するかという観点から
あらためて考察します。また、情報機器と教材の活用について
も同様の観点から再検討しますが、より実践的な観点から実際
の授業の中での情報機器・教材の位置づけについて論じます。
そのうえで、読解・作文と聴解・会話の指導についてそれぞれ
学習指導案の作成、模擬授業の実施と振り返り、授業改善の演
習を行います。授業の設計から実施を経て、振り返りに至るプ
ロセスを実践できる技能を養うことがねらいです。最後にコ
ミュニケーション指導の動向について検討し、授業をいかに向
上させるかについて考察します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ドイツ語の運用力をバランスよく養うような授業を設計するこ
とができる。(技能)

ドイツ語の運用力を養うような授業を行うことができ、授業の
設計から振り返りまでのプロセスを実践することができる。
(技能)

授業の実践を通してより効果的な教育法を追求する姿勢をも
つ。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業前にあらかじめ提示するテーマについて下調べをする（模
擬授業を担当する際はその準備をする）（90分）
下調べをした内容に授業で学んだことや考察を加えたレポート
をまとめる（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験が50％、模擬授業が25％、レポートが25％の配分で評
価します。模擬授業の出来および試験・レポートにおける論述
内容に基づき、上記「到達目標」に掲げた技能が身についてい
るか否かを基準に評価します。
フィードバックとして模擬授業とレポートにコメントします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

中学校学習指導要領（平成29年3月告示 文部科学省）
高等学校学習指導要領（平成30年3月告示 文部科学省）
中学校学習指導要領解説 外国語編（平成29年7月 文部科学
省）
高等学校学習指導要領解説 外国語編（平成30年7月 文部科
学省）

◎－－－　参考書　－－－◎

各種の教材や参考文献等を随時指示します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 運用力を養成する授業の設計（概説）
2 運用力を養成する授業の設計（討論）
3 情報機器・教材（教材の選択）
4 情報機器・教材（授業の中での位置づけ）
5 情報機器・教材（留意すべき点）
6 学習指導案の作成（読む・書く）
7 学習指導案の作成（聞く・話す）
8 模擬授業と振り返り（読む・書く）
9 模擬授業と振り返り（聞く・話す）
10 模擬授業と振り返り（総合的演習）
11 授業改善（読む・書く）
12 授業改善（聞く・話す）
13 コミュニケーション指導の動向
14 授業の向上に向けて
15 総括



2019-SW0000Y232-01仏語科教育法Ⅰ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・１時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限　　

アンティエ，エマニュエル

◎－－－　概要　－－－◎

外国語教授法の歴史について基本的な知識を習得し、 実際に市
販されている教科書や授業風景の映像資料を用いて、教材や授
業を比較・分析することを目的とした授業です。教材や授業を
分析することによって、自身のフランス語力を高めることを目
指します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

外国語教授法の歴史について基本的な知識を習得すること。
(知識・理解)

教材や授業を比較・分析する力を身につけ、実際に自分で授業
が組み立てられるようになること。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：あらかじめ教材に目を通し、疑問点などをリストアップ
しておいてください。
復習 : 授業内容が理解できているかどうかを確認し、疑問があ
れば次回の授業で質問するようにしてください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

平常点 (出席状況、授業態度)50％、課題25％、定期試験25％を
目安に総合的に評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

プリントを配付

◎－－－　参考書　－－－◎

『中学校学習指導要領』、『高等学校学習指導要領』、
『中学校学習指導要領解説』、『高等学校学習指導要領解
説』

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

同じ年度に仏語科教育法Ⅱを履修することが望ましい。授
業は基本的にフランス語で行います。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．授業紹介
2．基本的概念について
3．伝統的な外国語教授法
4．直接教授法
5．オーディオリンガル法
6．オーディオビジュアル法
7．コミュニカティブアプローチ（1）
8．コミュニカティブアプローチ（2）
9．行動中心主義アプローチ
10．CEFRとその背景
11．フランス語の資格について
12．日本におけるフランス語教育
13．教材分析（1）
14．教材分析（2）
15．まとめ
（受講者の知識や人数によって内容を変更することもあり
ます）



2019-SW0000Y233-01仏語科教育法Ⅱ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・１時限　　試験時間割：2020/01/21　２時限　　

アンティエ，エマニュエル

◎－－－　概要　－－－◎

4技能（読む、書く、話す、聞く）、発音、文法、文化等の技
能別の学習のメカニズムと教授法についての基本的な知識を習
得し、 実際に市販されている教科書や授業風景の映像資料を用
いて、教材や授業を比較・分析することを目的とした授業で
す。教材や授業を分析することによって、自身のフランス語力
を高めることを目指します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

4技能（読む、書く、話す、聞く）、発音、文法、文化等の技
能別の学習のメカニズムと教授法についての基本的な知識を習
得すること。 (知識・理解)

教材や授業を比較・分析する力を身につけ、実際に自分で授業
が組み立てられるようになること。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：あらかじめ教材に目を通し、疑問点などをリストアップ
しておいてください。
復習 : 授業内容が理解できているかどうかを確認し、疑問があ
れば次回の授業で質問するようにしてください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

平常点 (出席状況、授業態度)50％、課題25％、定期試験25％を
目安に総合的に評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

プリントを配付

◎－－－　参考書　－－－◎

『中学校学習指導要領』、『高等学校学習指導要領』、
『中学校学習指導要領解説』、『高等学校学習指導要領解
説』

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

同じ年度に仏語科教育法Iを履修していることが望まし
い。授業は基本的にフランス語で行います。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．授業紹介
2．基本的概念について
3．語彙の学習と指導法
4．文法の学習と指導法
5．発音の学習と指導法
6．話すことを教える
7．書くことを教える
8．読むことを教える
9．聴くことを教える
10．情報機器を活用した教授法
11．教案作成
12．教案の検討
13．模擬授業と振り返り
14．模擬授業と振り返り
15．まとめ
（受講者の知識や人数によって内容を変更することもあり
ます）



2019-SW0000Y234-01仏語科教育法Ⅲ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・３時限　　試験時間割：2020/01/25　６時限　　

辻部　大介

◎－－－　概要　－－－◎

中学校および高校でのフランス語の授業を想定し、どのような
授業設計がフランス語習得のために効果的であるかを、模擬授
業を通じて試行錯誤を繰り返しながら、ともに探っていく授業
です。テキストには、各ページに４つの絵と、それぞれの絵が
示す意味内容を表すフランス語文のみが配置された、かなり個
性的なフランス語初習教材を用います。受講者は、毎回、テキ
ストの指定された範囲について、あらかじめ計画を練ってきた
うえで、約15分間の模擬授業を試みます。教師と他の受講者が
生徒役を務めます。その後、模擬授業を評価し合い、そこで出
された考えを次回の授業設計に生かします。

◎－－－　到達目標　－－－◎

中学校・高等学校学習指導要領の外国語に関する章の内容を知
り、理解している。(知識・理解)

市販の教材を使用した初学者向けのフランス語の授業を組み立
てることができる。(技能)

経験を記録・分析し、自己の能力の向上に役立てようとする志
向性を有している。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

テキストの指定された範囲について、約15分間の模擬授業を準
備する。そのさい、前の回に得た知見や反省点を生かして、よ
りよいものとするよう工夫する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

平常点（授業に臨む姿勢）50％、定期試験50％。定期試験で
は、授業を通じて実践した仏語科教育法がどのようなもので
あったか、どれだけ明確に記述できるかを問います。

◎－－－　テキスト　－－－◎

『絵で見るフランス語』IBCパブリッシング（教員所有の
刊本を貸与するので購入は不要）

◎－－－　参考書　－－－◎

中学校学習指導要領　
高等学校学習指導要領　

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.イントロダクション
2.学習指導要領の求めるもの
3.授業の設計(1)"C'est moi."
4.授業の設計(2)"Je suis ici."
5.授業の設計(3)"C'est une table."
6.授業の設計(4)"J'ai un chapeau."
7.授業の設計(5)"Son chapeau est sur la table."
8.授業の設計(6)"Il mettra son chapeau sur sa tête."
9.授業の設計(7)"Voici un chapeau."
10.授業の設計(8)"Il le donne à la femme."
11.授業の設計(9)"Ce bateau est dans la bouteille."
12.授業の設計(10)"Cette fenêtre est fermée."
13.授業の設計(11)"Cet homme ira à sa maison."
14.授業の設計(12)"Qu'est-ce que c'est?"
15.全体のまとめ



2019-SW0000Y300-01仏語科教育法Ⅳ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・５時限　　試験時間割：2020/01/24　４時限　　

アンティエ，エマニュエル

◎－－－　概要　－－－◎

語彙、文法、文化等の技能別の学習のメカニズムと教授法につ
いての基本的な知識を習得し、 実際に市販されている教科書や
授業風景の映像資料を用いて、教材や授業を比較・分析するこ
とを目的とした授業です。教材や授業を分析することによっ
て、自身のフランス語力を高めることを目指します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

語彙、文法、文化等の技能別の学習のメカニズムと教授法につ
いての基本的な知識を習得すること。(知識・理解)

教材や授業を比較・分析する力を身につけ、実際に自分で授業
が組み立てられるようになること。 (技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：あらかじめ教材に目を通し、疑問点などをリストアップ
しておいてください。
復習 : 授業内容が理解できているかどうかを確認し、疑問があ
れば次回の授業で質問するようにしてください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

平常点 (出席状況、授業態度)50％、課題25％、定期試験25％を
目安に総合的に評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

プリントを配付

◎－－－　参考書　－－－◎

『中学校学習指導要領』、『高等学校学習指導要領』、
『中学校学習指導要領解説』、『高等学校学習指導要領解
説』

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

同じ年度に仏語科教育法Ⅲを履修することが望ましい。授
業は基本的にフランス語で行います。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．授業紹介
2．基本的概念について
3．語彙の学習と指導法　
4．語彙の学習と指導法
5．文法の学習と指導法
6．文法の学習と指導法
7．文化を教える
8．文化を教える
9．異文化教育について
10．異文化教育について
11．教案作成
12．教案の検討
13．模擬授業と振り返り
14．模擬授業と振り返り
15．まとめ
（受講者の知識や人数によって内容を変更することもあり
ます）



2019-SW0000Y235-01中国語科教育法Ⅰ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・３時限　　試験時間割：2020/01/21　２時限　　

甲斐　勝二

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では，学習指導要領における中国語教育の位置づけ
を確認し、中国語教育の基本となる各種の技術（黒板・ICT・
反転授業）、及び授業の進め方、指導案の書き方、試験の行い
方などを、高校生用の教材を素材にしながら学習する。
　国際文化フォーラムから示される「高等学校の中国語・韓国
語朝鮮語学習のめやす」を参考資料として利用するので、適宜
参考にすること。（http://www.tjf.or.jp/jp/publication/
publications_zh.html）

◎－－－　到達目標　－－－◎

中国語による初歩的なコミュニケーション教育の基礎を習得す
る(知識・理解)

黒板を利用した指導ができる(技能)

ICTを利用した指導ができる(技能)

反転授業を利用した指導ができる(技能)

指導案を標準に従って書ける(技能)

試験を作成できる(技能)

教え方の向上を常に願う(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　それぞれの授業で取り上げる作業について、教材の準備や模
擬授業の準備を指示に従ってしておくこと（９０分程度）。事
後学習としてそれぞれの授業で見つけた問題や指摘された修正
点を確認しておくこと（３０分程度）。参考図書を授業外の時
間を使って読んでおくこと（平均すれば６０分程度か）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　到達目標に到達しているかどうか、授業中示される課題に対
する理解と模擬授業の内容および定期試験から判断する。
　授業課題の各到達目標への達成度を最大で60％（各技能項目
10％態度志向性10％）、定期試験は必要知識の定着度および各
技能の理解度を、最大40％を基準に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

授業でテキストは使わない。白帝社『新版　標準高校中国
語　基礎編』（ISBN:978-4-86398-173-7）を基礎資料とす
るので購入しておくこと

◎－－－　参考書　－－－◎

日本の中国語教育　ISBN 4-87220-058-6
中国語の教え方・学び方　ISBN 490238518X
中国語の文法書　ISBN 4810200345
このほか、『高等学校学習指導要領解説（外国語編）』
（文科省）・『中国語教育史論考』(六角恒広著　不二出
版社）『中国語の環』（日本中国語検定協会）や、『外国
語学習に成功する人，しない人』（岩波書店）といった外
国語学習を検討した書籍も参考にされたい。
　中国語科教育法Ⅱ・Ⅲ・Ⅳの参考書も参照すること　　
　　　　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　模擬授業を利用しながら各種の技法の習得を目指すの
で、授業を欠席するとその分の内容が欠けることになる。
授業は欠席しないこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：中国語を学ぶということ（学習指導要領外国語の
内容が理解できる）
第２回：日本における中国語教育の歴史（日本と中国の関
係から中国語教育の歴史が理解できる）
第３回：中国語基礎学習の要所の検討（生徒の学習上の問
題点を発見・理解する技法を知る）
第４回：中国語基礎教育における基本的技法1（模擬授業
で黒板を使って発音の指導ができる）
第５回：中国語基礎教育における基本的技法2（模擬授業
で黒板を使って聴き取りの指導ができる）
第６回：中国語基礎教育における基本的技法3（模擬授業
で黒板を使った構文分析ができる）
第７回：中国語基礎教育におけるICTの利用1（プレゼン
テーションソフトを使った授業ができる）
第８回：中国語基礎教育におけるICTの利用2（電子黒板を
使った授業ができる）
第９回：中国語基礎教育におけるICTの利用3（インター
ネット通信を使った遠隔授業ができる）
第１０回：中国語基礎教育におけるICTの利用4（字幕制作
ソフトを使って教材を作れる）
第１１回：中国語基礎教育における反転授業の利用1
（「発音」の予習・模擬授業教材ができる）
第１２回：中国語基礎教育における反転授業の利用2
（「簡体字」の予習・模擬授業教材が作れる）
第１３回：中国語基礎教育における反転授業の利用3
（「挨拶」の予習・模擬授業教材が作れる）
第１４回：授業の構成方法の検討（指導案を書ける）
第１５回：生徒の到達度をいかにして確認するか （試験
が作成できる）



2019-SW0000Y236-01中国語科教育法Ⅱ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・４時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限　　

謝　平

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、中国語で良く使用する語句や文型を整理し、
模擬授業を通して中学高校での教育方法を習得する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①現代中国語の基本文法をマスターすること(知識・理解)

②中国語の単語と文成分の基本を教えられる(技能)

③中国語の基本文型の基本を教えられる(技能)

④中国語の特殊な文型の基本を教えられる(技能)

⑤補語表現の基本を教えられる(技能)

⑥中国の言語文化に対して理解を深めること(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業では既習の学習項目の教授法について考えるので、それぞ
れの授業テーマの内容を事前に確認しておくこと。また模擬授
業/朗読の準備や練習をしておくこと。事後学習としては、授
業で扱った教授法の応用法を考えておくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

(1) 評価基準
　上記の到達目標を評価の基準とします。
(2)評価方法
 ・定期試験40％　
 ・授業理解、レポート60％（毎時間4点を基準）

◎－－－　テキスト　－－－◎

　なし　こちらで準備

◎－－－　参考書　－－－◎

中学校学習指導要領　
高等学校学習指導要領　
授業中に適宜指示

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　安易な欠席はしないこと。各テーマ毎に模擬授業を行う
ので欠席した授業内容については自分で補習しておくこ
と。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：指導要領の確認と中国語教科教育法Ⅱ
　　　　でまなぶこと
第２回：中学校・高校での中国語学習の授業
　　　　構成について
第３回：中国語の単語と単文の発音の教授法
　　　　について　模擬授業・朗読演習
第４回：中国語の単語の品詞・文成分と
　　　　その教授法
第５回：中国語の基本文型の教授法
　　　（1）動詞述語文
第６回：中国語の基本文型の教授法
　　　（2）形容詞述語文
第７回：中国語の基本文型の教授法
　　　（3）“是”述語文・名詞述語文
第８回：そのほかの文型の整理と模擬授業
第９回：特殊な文型（把述語文・使役文・存現
　　　　文）の教授法
第１０回：補語表現の整理と教授法
　　　（1）分量・時間・結果　
第１１回：補語表現の整理と教授法
　　　（2）“得”補語
第１２回：複文の整理と教授法
第１３回：補語・複文教育の模擬授業
第１４回：作文・長文聴解を利用した学習到達度
　　　　　の検証方法と次の段階との関係
第１５回：指導案の作成と模擬授業

定期試験



2019-SW0000Y237-01中国語科教育法Ⅲ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・１時限　　試験時間割：2020/01/25　６時限　　

間　ふさ子

◎－－－　概要　－－－◎

中学校・高等学校における中国語教育の基本となる発音・語
法・語彙を指導するにあたって、既存のテキストの内容を調
査・検討しながら、どのような教材が中学生・高校生にはふさ
わしいかを考え、併せて教材の作成に必要な各要素の電子デー
タ資料集を作成します。また作成した教材を使って模擬授業を
行い、効果的な指導法を考えます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

中等教育において中国語を教授する際に必要な基本知識を得る
(知識・理解)

中等教育において中国語を教授する際に必要な技能を習得する
(技能)

中等教育における中国語教材の作り方を学ぶ(技能)

中等教育における中国語教育の意義を考える(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

各教材に事前に目を通し、例文や語彙を簡体字およびピンイン
を用いた電子データにしておく。（45分）

電子データ化した例文・語彙を集約・整理する。（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験40％、平常点（課題の提出状況、授業理解度）30％、
試作されたテキストの出来栄え30％を目安として総合的に評価
します。その際、収集・整理されたデータおよび作成された電
子データの資料集がどの程度実効性のあるものかという点が評
価の主たる基準となります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは使用せず、プリントを使用します。

◎－－－　参考書　－－－◎

中国語概論　ISBN ISBN4411019728
中国語の教え方・学び方　ISBN ISBN490238518X
中国語学習ハンドブック（改訂版）　ISBN
ISBN4469231258
（公益財団法人）国際文化フォーラム編『外国語学習のめ
やす2012－高等学校の中国語と韓国語教育からの提言』
中国語教育学会学力基準プロジェクト委員会編『中国語初
級段階学習指導ガイドライン』
http://www.jacle.org/storage/guideline.pdf
『中学校学習指導要領』および『中学校学習指導要領解説
　外国語編』
『高等学校学習指導要領』および『高等学校学習指導要領
解説　外国語編・英語編』

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

かなり少人数の授業になると思われるので、全出席を目指
し、与えられた課題を確実にこなすようにしてください。

上記以外の各種辞書・文法書・初級教科書等も大いに参考
にしましょう。

◎－－－　授業計画　－－－◎

01　オリエンテーション（指導要領の内容、中国語科教育
法Ⅲではどのようなことを学ぶかの確認）
02　［発音］指導内容の確認
03　［発音］テキスト研究
04　［発音］テキスト試作①
05　［発音］テキスト試作②、模擬授業
06　［語彙］指導内容の確認
07　［語彙］テキスト試作
08　［語法］指導内容の確認①
09　［語法］指導内容の確認②
10　［語法］テキスト研究
11　「語法］テキスト試作①
12　［語法］テキスト試作②、模擬授業
13　［周辺知識］指導内容の確認
14　［周辺知識］テキスト試作
15　模擬授業・まとめ



2019-SW0000Y301-01中国語科教育法Ⅳ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・４時限　　試験時間割：2019/07/30　４時限　　

田村　和彦

◎－－－　概要　－－－◎

中国語教育全般に関する基本的な指導方法を習得し、実際の授
業を運営する能力を獲得することを目的に、模擬授業とその集
中的な検討を繰り返すことで、効果的な教育方法を身につける
ための授業をおこなう。その過程で、各項目の教授のポイント
を確認し、最終的には学力を有効に評価できる試験の作成を通
じて、教授力を高めることを目指す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

中国語教育全般に関する基本的な指導方法を習得し、実際の授
業を運営する能力を身につける。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

可能であれば、授業担当教員の許可をとり、学内で開講されて
いる中国語の授業の見学をおこなうことを勧める(90分)。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

試験40％　毎時間の評価60％

◎－－－　テキスト　－－－◎

なし　こちらで準備

◎－－－　参考書　－－－◎

文科省学習指導要領(外国語)、中国語の環など中国語教育
の環境に関するもの

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回：授業目的と方法の説明
第2回：模擬授業に向けての基本的技法の確認
第3回：模擬授業(発音1、声調)と授業ポイントの検討
第4回：模擬授業(発音2)と授業ポイントの検討
第5回：模擬授業(文章の構成要素)と授業ポイントの検討
第6回：模擬授業(是述語文を中心に)と授業ポイントの検討
第7回：模擬授業(動詞述語文)と授業ポイントの検討
第8回：模擬授業(形容詞述語文)と授業ポイントの検討
第9回： 発音および基本文型の教授法についての総合検討
第10回：模擬授業(補語)と授業ポイントの検討
第11回：模擬授業(態1)と授業ポイントの検討
第12回：模擬授業(態2)と授業ポイントの検討
第13回：模擬授業(助動詞)と授業ポイントの検討
第14回：模擬授業(特殊な文型)と授業ポイントの検討
第15回：模擬授業を踏まえた試験の作成と検討



2019-SW0000Y238-01朝鮮語科教育法Ⅰ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・３時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限　　

松﨑　真日

◎－－－　概要　－－－◎

朝鮮語教育において重要な言語の四技能（話すこと、聞くこ
と、書くこと、読むこと）の育成について、教授法を理解し、
運用できるようになることを目標とする。そのために、講義を
通じ多様な教授法の特徴について理解を深めるとともに模擬授
業を通じ実践能力を高める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

読むことを中心とした授業を組み立てることができる。(技能)

書くことを中心とした授業を組み立てることができる。(技能)

聞くことを中心とした授業を組み立てることができる。(技能)

話すことを中心とした授業を組み立てることができる。(技能)

四技能を統合した授業やICTの導入の意義について、理解して
いる。(知識・理解)

朝鮮語教育の教授法を批判的に検討し、改善しようとする意欲
がある。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

各回の内容に応じて教員の指示に従い、下記の①～③のいずれ
かについて予習・復習を行うこと（90分）。
①テキストの検討を行う際は、あらかじめ内容をまとめてくる
こと。
②教材の検討を行う際は、教材の特徴、問題点をまとめてくる
こと。
③模擬授業に際しては、事前に練習を行ってくること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験50％、平常点（4回の授業指導案作成および模擬授業
も含める）50％

◎－－－　テキスト　－－－◎

　中学校学習指導要領（平成29年3月告示　文部科学
省）、高等学校学習指導要領（平成21年3月告示　文部科
学省）、中学校学習指導要領解説　外国語（平成29年　7
月）、高等学校学習指導要領解説　外国語／英語（平成21
年2月）
『基礎から学ぶ英語科教育法』、（著者）岡田圭子／ブレ
ンダ・ハヤシ／嶋林昭治／江原美明、松柏社、2015年、
ISBN-10: 4775402099

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

教科書の分析や指導案の作成など課題が出されるので、計
画的に取り組むこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：学習指導要領と言語の四技能の関係
第２回：「読むこと」の朝鮮語教授法
第３回：「読むこと」を中心とした授業指導案作成と教材
の検討
第４回：「読むこと」の模擬授業と検討
第５回：「書くこと」の朝鮮語教授法
第６回：「書くこと」を中心とした授業指導案作成と教材
の検討
第７回：「書くこと」の模擬授業と検討
第８回：「聞くこと」の朝鮮語教授法
第９回：「聞くこと」を中心とした授業指導案作成と教材
の検討
第１０回：「聞くこと」の模擬授業と検討
第１１回：「話すこと」の朝鮮語教授法
第１２回：「話すこと」を中心とした授業指導案作成と教
材の検討
第１３回：「話すこと」の模擬授業と検討
第１４回：四技能を統合する教授法
第１５回：四技能の統合とICTを活用した授業



2019-SW0000Y239-01朝鮮語科教育法Ⅱ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・３時限　　試験時間割：2020/01/21　２時限　　

長谷川　由起子

◎－－－　概要　－－－◎

朝鮮語科教育法Ⅰで学習した外国語教育の理念、目標等を踏ま
え、具体的な学習/教育条件を考慮しつつ、具体的なカリキュ
ラム策定、授業計画、授業実践をどのように行っていくか、講
義と学習段階ごとの実習(授業計画書作成、模擬授業)を通じて
体得する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

中等教育現場で、朝鮮語のカリキュラム策定、授業計画、授業
実践を適切に行う道筋を理解できる。(知識・理解)

中等教育現場で、朝鮮語のカリキュラム策定、授業計画、授業
実践を適切に行うことができる。(技能)

中等教育現場で、朝鮮語のカリキュラム策定、授業計画、授業
実践を適切に行うための工夫をすることができる。(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業計画にあるとおり、学習指導要領を始めとする中等教育段
階における朝鮮語教育の目的と全体像から、学習の各段階ごと
に留意すべき点を座学で理解したあと、実際の授業指導案作成
を行い、これに基づく模擬授業を行ってもらうというサイクル
を繰り返すので、座学の内容を確認し、指導案作成と授業準備
を授業時間外に行う必要がある。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

中等教育現場で朝鮮語のカリキュラム策定、授業計画、授業実
践を適切に行うことのできる知識と実践力を備えているかを次
の割合で評価する。
定期試験（50％）、平常点（授業指導案作成・模擬授業実
施×5。50％）

◎－－－　テキスト　－－－◎

中学校学習指導要領（平成29年3月告示　文部科学省）
高等学校学習指導要領（平成21年3月告示　文部科学省）
中学校学習指導要領解説　外国語（平成29年　7月）
高等学校学習指導要領解説　外国語／英語（平成21年2
月）
『高校生のための韓国朝鮮語　新・好きやねんハングル
Ⅰ』JAKEHS西ブロック編集チーム、白帝社
『高校生のための韓国朝鮮語　好きやねんハングルⅡ』
JAKEHS西ブロック編集チーム、白
帝社

◎－－－　参考書　－－－◎

『外国語は英語だけでいいのか―グローバル社会は多言語
だ！』森住衛・古石篤子・杉谷眞佐子・長谷川由起子（編
著）、くろしお出版、2016

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

中等教育段階での朝鮮語教育を行うための教育学的および
専門的知識をある程度身に着け、熱意をもって課題に誠実
に取り組む必要がある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．学習指導要領の理解からカリキュラム策定へ
２．段階及び目的別のコースシラバス策定
３．朝鮮語の教科書分析
４．補助教材・教具・ICT
５．入門段階：言語の理解、文字・発音の導入
６．模擬授業(1)（入門期前半）
７．入門後期：初歩的なコミュニケーションと読み書き
８．模擬授業(2)（入門期後半）
９．初級前期：基礎的な言語構造理解
10．模擬授業(3)（初級前半）
11．初級後期：基礎的なコミュニケーションと読み書き
12．模擬授業(4)（初級後半）
13．中級：コミュニケーション目的・場面に応じた技能養
成
14．模擬授業(5)（中級）
15．まとめと振り返り



2019-SW0000Y240-01朝鮮語科教育法Ⅲ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・５時限　　試験時間割：2020/01/25　６時限　　

安藤　純子

◎－－－　概要　－－－◎

本授業は朝鮮語科における文化教育に関し、様々な文化事象に
応じた効果的な授業実践のために必要な教材活溌能力の育成、
ならびに教授法修得を目指す。そのために、講義、教材分析お
よび模擬授業を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・様々な文化事象の教材を読み、それら事象がどのように扱わ
れているのかを理解するようになる。(知識・理解)

・教材の問題点や改善点を見つけ、よりよい教材を作成するた
めに必要な情報や知識を得るようになる。(知識・理解)

・教材作成のため、日本語のみならず韓国語の文献資料も活用
するなど、自ら工夫する姿勢を持つようになる。(態度・志向
性)

・聞く人を意識して、分かりやすく説明できる。（模擬授業）
(技能)

・自ら資料を探したり、改善点を考えたり、積極的に授業に臨
むようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・教材の作成や模擬授業の準備を入念に行う（180分）。
・自ら図書館などで必要な資料を探す（60分）。
・文化的な事象に関する話題やニュースに常に接する（10
分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により、総合的に評
価する。

①評価方法
・教材に対する分析を入念に行っているか、行おうとしている
かを評価の基準とする。
・教材の改善点を探し出し、自分ならどのような教材を作成し
たらよいか考え、アイディアを出して工夫しているのかを評価
の基準とする。
・模擬授業を行うための事前準備や発表態度を評価の基準とす
る。

②評価方法
定期試験、平常点（4回の教材作成および模擬授業も含める）
で評価する

③割合
定期試験50％
平常点50％

◎－－－　テキスト　－－－◎

中学校学習指導要領（平成29年3月告示、文部科学省）、
高等学校学習指導要領（平成21年3月告示、文部科学
省）、中学校学習指導要領解説 外国語（平成29年7月）、
高等学校指導要領解説 外国語/英語（平成21年2月)

◎－－－　参考書　－－－◎

プリントを適宜、配布する。韓国語教材については、図書
館で利用可能な教科書を参考にすること。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・受け身の姿勢ではなく、自ら積極的に資料を探したり、
意見を述べたり、アイディアを出したりして積極的に臨む
こと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.学習指導要領と文化の教育
2.自国・郷土の文化を韓国語でどう伝えるか
3.自国・郷土の文化は教材にどう扱われているか
4.自国・郷土の文化を扱うための教材の作成と活用
5.自国・郷土の文化を題材とした朝鮮語模擬授業
6.朝鮮半島の文化の諸側面は朝鮮語教科書ではどう扱われ
ているか（1）伝統文化、習慣、風俗
7.伝統文化、習慣、風俗を取り扱うための教材の作成と活
用
8.伝統文化、習慣、風俗を取り扱う朝鮮語模擬授業
9.朝鮮半島の文化の諸側面は朝鮮語教科書ではどう扱われ
ているか（2）現代社会文化
10.現代社会文化を取り扱うための教材の作成と活用
11.現代社会文化を取り扱うための朝鮮語模擬授業
12.朝鮮語科における異文化コミュニケーション
13.異文化コミュニケーションを中心とする教材の作成と
活用
14.異文化コミュニケーションを扱うための朝鮮語模擬授
業
15.国際共修（韓国朝鮮の人々と共に学ぶ朝鮮語授業）



2019-SW0000Y302-01朝鮮語科教育法Ⅳ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・３時限　　試験時間割：2020/01/24　４時限　　

広瀬　貞三

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、朝鮮語をめぐる新しい動向に対応し、朝鮮語
教育の新しい手法の修得を目的とする。無論、従来型の文法理
解、文献講読、会話の学習は必要である。しかし、いまや朝鮮
語学習をとりまく環境は従来と一変しつつある。これらの傾向
を朝鮮語教育の現場に導入することが必要である。
　現代においては、朝鮮語は文字のみならず多様なメディアを
通じて学習することが可能である。授業では、様々なメディア
の特徴を理解するとともに、各メディアの活用法を授業指導案
の作成と模擬授業を通じて修得することを目指す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１・朝鮮語の各種メディアの特性を理解できる。(知識・理解)

２・朝鮮語の各種メディアの使用方法を学ぶ。(技能)

３・日々拡大する各種メディアを、積極的に朝鮮語教育法に利
用できる姿勢を学ぶ。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業では適宜、実践的な課題を与える。それを教員と確認しつ
つ、課題を確実に積み上げることが必要である。内容について
不明な点がないように、課題については予習し、しっかりと調
べてくること。また各種メディアに関して、広い関心を持つこ
とが求められる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　課題をしっかりと消化し予習してきたかどうか、教員との討
議を通じてさらにそれを深めることができたかどうか、朝鮮語
科教育法Ⅳとしてのノートをしっかりと作成できたかどうかな
どについて総合的に判断する。平常点を60％、定期試験を40％
とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

適宜、テーマに沿った課題を与える。図書館、インター
ネットで論文、著書、新聞などに直接接して、多様な朝鮮
語に習熟すること。

◎－－－　参考書　－－－◎

『中学校学習指導要領』
『高等学校学習指導要領』
『中学校学習指導要領解説・外国語』
『高等学校学習指導要領解説・外国語』

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 学習指導要領とコミュニケーション
2. 新聞の活用（１）：読解の材料として
3. 新聞の活用（２）：批判的に読む能力の育成
4. 新聞を活用した授業指導案作成
5. 新聞を活用した模擬授業
6. テレビドラマの活用（１）：朝鮮語会話授業の教材とし
て
7. テレビドラマの活用（２）現代社会に対する理解を深め
る
8. テレビドラマを活用した授業指導案作成
9. テレビドラマを活用した模擬授業
10インターネットの活用（１）同時代の情報活用
11.インターネットの活用（２）空間を超えたコミュケー
ション
12.インターネットを活用した授業指導案作成
13.インターネットを活用した模擬授業
14.韓国語で情報を発信する授業：パワーポイントを活用
したプレゼンテーション
15.メディアを活用した韓国語授業のまとめ



2019-SW0000Y241-01商業科教育法Ⅰ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・４時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限　　

新　茂則

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義では、高等学校における商業教育について、その意
義、歴史的変遷、科目内容とねらい、学習指導の進め方につい
て学ぶ。当該科目は後期に開講される「商業科教育法Ⅱ」の基
礎科目となる。
　この講義を通して教科「商業」を担当する教師としての実践
的な指導力の育成を目標とする。具体的には、前半では商業教
育の必要性と意義、わが国の商業教育の歴史、学習指導要領と
法制度、現行学習指導要領改訂の背景・経緯、現行学習指導要
領改訂の要点などを学ぶ。後半では「新学習指導要領解説」を
中心にしながら、教科「商業」及び商業に関する学科の枠組み
を理解し、現在の商業に関する各科目の目標、内容、授業の組
み立て、指導方法等について科目群ごとに学ぶ。授業テーマ
は，「商業教育を担当する教師としての実践的な指導力の育
成」である。従って授業の後半では、実践的な授業を念頭に置
いて学習指導要領の内容について検討を加え課題発表へと展開
する。
　　本講義の履修が高等学校教員免許（商業）取得の要件の一
つとなっており、受講者は同教科の教員志望者であるという前
提で講義を進める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1．高等学校の商業教育の意義及び目的について説明ができる
(態度・志向性)

2．学習指導要領（商業）の趣旨、各科目（20科目）の目標が
理解できる。(知識・理解)

3．学習指導要領（商業）の各分野の要点（内容、取り扱い
等）が理解できる。(知識・理解)

4．模擬授業を想定した学習指導案が作成できる。(知識・理解)

5．模擬授業を想定してマルチメディア等情報機器の活用がで
きる(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・予習内容：与えられた課題についてプレゼンテーションの準
備を行う。
・復習内容：授業内容に関する専門用語や教育問題について、
与えられた課題のレポート提出を求める。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・試験 … 約５０％
・授業の積極的参加・態度（プレゼンテーション・発問等）…
約２５％
・レポート課題の内容と質（論理構成、内容の深さ）… 約２
５％　
　以上を基準として総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

・「教職必修最新商業科教育法」新訂版　日本商業教育学
会編　実教出版　
　定価本体2,200円ISBN978-4-407-32265-1
・「高等学校学習指導要領解説 商業編」　実教出版 (2010)
定価482円　ISBN-13: 978-4407320022
・販売：金修堂書店福大前店

◎－－－　参考書　－－－◎

・雲英道夫他編著「商業科教育論」多賀出版　ISBN
8115-2661-9
・笈川達男著「商業教育の歩み　現状の課題と展望」実教
出版　ISBN 978-4-407-03053-2
・新茂則著「企業価値評価と生きる力を育む金融経済リテ
ラシー」"Education of Stock Investment and Financial Literacy
for the "Ability of Living"
(フレイグランス経済社)2015年ISBN978-4-9908299-0-2丸善
定価本体￥1,980

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　商業に関する科目の指導内容の専門的知識・技術(ビジ
ネス経済分野、簿記会計分野、マーケティング分野、ビジ
ネス情報分野、総合的科目分野等）について、本学で豊富
に開設されている各科目の講義等で十分に学習し理解を深
めておくこと。特に各種検定資格については、学校現場で
の実践的な指導に備え、計画的に高いレベルまで取得して
おくことを推奨する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：教育改革の動向と商業教育（商業（ビジネス）教
育）
第２回：商業教育の意義（商業教育の必要性）
第３回：わが国商業教育の発展（資本主義経済と商業教
育）
第４回：戦後教育改革と商業教育（高度経済成長とカリ
キュラム）
第５回：戦後商業教育の変遷（学習指導要領改訂の経緯）
第６回：学習指導要領の改訂の背景・要点（学習指導要領
の骨子）
第７回：各科目の学習内容とそのねらい（学習指導要領の
骨子）
第８回：科目群ごとの学習内容の要点（基礎的科目、ビジ
ネス基礎分野、マーケティング分野発表と講評）
第９回：科目群ごとの学習内容の要点（ビジネス経済分
野、会計分野、発表と講評）
第１０回：科目群ごとの学習内容の要点（ビジネス情報分
野、発表と講評）
第１１回：基本的な授業計画の作成（簿記）
第１２回：模擬授業（ビジネス基礎、発表と講評）
第１３回：模擬授業（情報処理、発表と講評）
第１４回：商業教育と人間形成（キャリア教育）
第１5回：これまでの整理とまとめ
※講義内容（プレゼンテーション）は履修者の登録数によ
り若干の変更もあり得る。



2019-SW0000Y242-01商業科教育法Ⅱ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・５時限　　試験時間割：2020/01/21　２時限　　

新　茂則

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義は、前期に開講される「商業科教育法Ⅰ」の応用編で
あり、この科目と併せて、高等学校における教科「商業」の各
科目について、模擬授業の実践を通して授業の方法や教材研究
の進め方について教授する。
具体的には、年間授業計画の立案、学習指導案の作成、専門科
目の知識、評価の観点を踏まえた模擬授業の実践を通して授業
の指導技術や技能の習得を目指す。こうして、この授業から教
科「商業」の科目を担当する教師としての実践的な指導力を身
に着け、教員としての資質・能力の向上を目標にしている。授
業テーマは「教師としての実践的な指導力の育成」である。
　なお、教科「商業」の指導について「教育実習」に備える必
要から、「商業科教育法Ⅰ」で学んだ内容をさらに深化させ、
各専門科目の内容の深化と模擬授業の実践を通して学生相互で
批評を行い改善の方向に導く。
　本講義の受講が高等学校教員免許（商業）取得の要件の一つ
となっていることから、受講者はその科目の教員志望者である
という自覚のもとに受講すること。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1．「学習指導要領」と「学習指導案」とが有機的に理解でき
る。(知識・理解)

2．「学習指導案」の構造を理解し商業科目の指導案が適切に
書ける。(知識・理解)

3．模擬授業を実践し適切に自己評価ができる。(態度・志向性)

4．マルチメディア等の情報機器の操作及び活用ができる。(技
能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

１．予習内容：与えられた課題についてプレゼンテーションの
準備を行う。
２．復習内容：授業内容に関する専門用語や教育問題につい
て、与えられた課題のレポート提出を求める。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・授業参加に対する積極的な態度（プレゼンテーション・発問
等）… ２５％
・レポート課題の内容と質（文章構成、内容の深さ） … ２
５％
・試験 … ５０％　
　以上を基準に総合的に評価を行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　前期開講の「商業科教育法Ⅰ」で使用したものと同じテ
キストを使用する。

◎－－－　参考書　－－－◎

・雲英道夫他編著「商業教育論」多賀出版　ISBN
8115-2661-9
・笈川達男著「商業教育の歩み　現状の課題と展望」　
ISBN 978-4-407-03053-2
・新茂則著「企業価値評価と生きる力を育む金融経済リテ
ラシー」" Education of Stock Investment and Financial
Literacy for the "Ability of Living"
(フレイグランス経済社)2015年
ISBN978-4-9908299-0-2丸善定価本体￥1,980

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　商業教育の指導内容である専門的知識・技術(ビジネス
経済、簿記会計、マーケティング、ビジネス情報等）につ
いて、本学の豊富に開設されている各講義等で十分に学習
し理解を深めておくこと。特に各種検定資格についても、
実践的な指導に備え、計画的に高いレベルまで取得してお
くことを推奨する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：商業教員の資質・能力（商業教育に求められてい
るもの）
第２回：１）年間学習指導計画（年間学習指導計画書作成
（ビジネス基礎））
第３回：２）年間学習指導計画（年間学習指導計画書作成
（簿記））
第４回：授業とは、（指導方法，指導形態）
第５回：学習指導案作成の意義と書き方（学習指導案の構
造）
第６回：授業評価とは、（多目的評価と項目）
第７回：指導と評価の一体化とは（指導と評価の一体化の
検証）
第８回：学習指導案の作成・教材研究（（１）ビジネス基
礎）
第９回：学習指導案の作成・教材研究（（２）マーケティ
ング分野）
第１０回：模擬授業（演習・発表（１）ビジネス経済分
野）
第１１回：模擬授業（演習・発表（２）マーケティング）
第１２回：模擬授業（演習・発表（３）ビジネス情報分
野）
第１３回：模擬授業（演習・発表（４）総合的科目分野）
第１４回：模擬授業実践評価，検証（模擬授業実践反省，
改善）
第15回これまでの授業の整理とまとめ
※講義内容（プレゼンテーション）は履修者の登録数によ
り若干の変更もあり得る。



2019-SW0000Y257-01数学科教育法Ⅰ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・３時限　　試験時間割：2020/01/27　５時限　　

安武　久洋

◎－－－　概要　－－－◎

［テーマ］教職数学の意義を理解し教職課程の内容を知る
中学校・高等学校の数学科教育について，学習指導要領及び解
説・数学編をもとに教科内容と指導法をおさえながら，指導上
の要点や留意点などについて学ぶ。そして，教科書の問題等を
指導するときの指導方法についてレポートにまとめる。また，
数学と自分の関わりや数学への思いなどについてスピーチし，
要領よく簡潔に話す練習をする。それらを通して，数学科教員
としての基本的な素養を身に付けていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

数学問題の解法や指導の在り方について学ぶことを通して，中
学校・高等学校の数学教育のねらいや内容を理解することがで
きる。(知識・理解)

教科書問題や数学問題を指導する際の指導や支援の方法につい
て，具体的な内容をレポートにまとめることができる。(技能)

数学と自分の関わり等についてまとめ話すことができる。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

（予習）参加型の授業展開になるので，これまで受けてきた中
学校及び高等学校の数学教育について十分な振り返りを行う。
（課題）数学問題の指導に関するレポート課題をだすので，自
分のやり方を考えまとめる。
（復習）数学教科の基本問題小テスト（アタックテストⅠ）に
ついては必ずやり直し，見直しをする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

（評価方法）定期試験の成績（50％），授業出席を基本に授業
内で行う小テスト（12回 30％），教科指導レポート（10％），
教育に関するスピーチ（10％）
（評価基準）中学校・高等学校の学習内容を理解しているか，
数学科教育の基本をおさえているか，数学との関わりや教師を
目指す視点をもっているか。

◎－－－　テキスト　－－－◎

必要なものはプリントし配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

中学校学習指導要領　文部科学省（H29）
中学校学習指導要領解説・数学編（H29）　文部科学省
高等学校学習指導要領（H30）　文部科学省
高等学校学習指導要領解説・数学編（H30）　文部科学省

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業に出席し意欲的に学習課題に取り組みながら，教師を
目指すことの意義についてしっかり考える姿勢と態度をも
つこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　オリエンテーション
２　「数と式」のねらいと実際「文字式の計算」
３　「数と式」のねらいと実際「文章問題の扱い」
４　「図形｣のねらいと実際「平面図形（ICTの活用）」
５　「図形｣のねらいと実際「空間図形（ICTの活用）」
６　｢関数」のねらいと実際「比例・一次関数」
７　２分間スピーチ①（私と数学）
８　「関数」のねらいと実際「反比例・二次関数（ICTの
活用）」
９　「関数と式・図形」のねらいと実際
10　２分間スピーチ②（私と先生）
11　「データの活用｣のねらいと実際「データを読み取
る」
12　｢データの分析」のねらいと実際「場合の数，確率，
順列・組合せ」
13　２分間スピーチ③（学ぶことと教えること）」
14　数学科教育の役割と指導者としての素養
15　数学教育のまとめ



2019-SW0000Y258-01数学科教育法Ⅱ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・４時限　　試験時間割：2019/07/29　５時限　　

安武　久洋

◎－－－　概要　－－－◎

［テーマ］教職数学の指導体験を通して教育課程を知る
中学校・高等学校の数学科教育の指導方法について，具体的な
指導体験をとおして学ぶ。また，少人数グループで中学校と高
等学校の校種別に本時の指導計画を考え，模擬授業の実践と評
価を行う。さらに，学校教育における教師の役割，授業や学級
における生徒支援等について自分の考えをまとめスピーチす
る。それらを通して，数学科教員を目指す上での基本的な資質
を培う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

数学科教育において小単元の指導計画を立て，創意工夫を凝ら
した指導を行うことができる。(技能)

少人数グルーの対話型学びをもとに授業１単位時間の指導計画
を立てることができる。(知識・理解)

経験をもとに，授業や学級などを想定し生徒の学習意欲を高め
たり，支援したりする話ができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

（予習）数学の学習指導法に関して，自分のやり方をまとめ実
践できるように心がける。日頃から教職資料室にある数学の教
科に関する資料に目を通しておく。
（復習）数学教科の理解度小テスト（アタックテストⅡ）につ
いては必ずやり直しをし，指導する観点から見直しをするこ
と。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

（評価方法）定期試験の成績（50％），小単元指導計画レポー
ト（15％），少人数グループ活動の授業計画レポート
（15％），授業出席を基本に授業内で行う小テスト（７回
20％）
（評価基準）中学校・高等学校の学習内容を理解しているか，
小単元の指導法は適切か，１単位時間の指導計画は基本をおさ
えているか，模擬授業の実践（評価・チェック）を指導力向上
につなげているか。

◎－－－　テキスト　－－－◎

必要なものはプリントし配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

中学校学習指導要領（H29）　文部科学省
中学校学習指導要領解説・数学編（H29）　文部科学省
高等学校学習指導要領（H30）　文部科学省
高等学校学習指導要領解説・数学編（H30）　文部科学省
教育委員会　数学科学習指導案データ

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業に出席し，意欲的に学習課題に取り組みながら，数学
の教科指導について主体的に考える姿勢と態度をもつこ
と。少人数グループで１単位時間の指導計画を立て，その
模擬授業を行うまでの過程において，グループ内の仲間と
協力しながら自己の責任を果たすこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　オリエンテーション
２　「数と式」領域の指導実践「文字式・方程式」
３　「数と式」領域の指導実践「数の概念」
４　「関数｣領域の指導実践「一次関数のグラフ」
５　「関数」領域の指導実践「二次関数」
６　「図形」領域の指導実践「平面図形」
７　「図形｣領域の指導実践「空間図形」
８　「データの活用」等の指導実践「確率」
９　少人数グループ活動「模擬授業に向けて：学習指導案
の基本」
10　　　同　　「：本時の指導計画案」
11　　　同　　「：発問・板書計画・教材･教具準備」
12　　　同　　「模擬授業の実践と評価(中学校　数と式･
図形)」
13　　　同　　「模擬授業の実践と評価(中学校　関数･
データの活用)」
14　　　同　　「模擬授業の実践と評価(高校　数Ⅰ･A，
数Ⅱ･BC)」
15　数学教育のまとめ



2019-SW0000Y259-01数学科教育法Ⅲ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・２時限　　試験時間割：2020/01/23　５時限　　

安武　久洋

◎－－－　概要　－－－◎

［テーマ］教職数学で分かる授業の指導方法を考える
中学校・高等学校で数学授業を行うとき，指導過程における課
題・問題点を想定し，その対処法や解決の方法をグループでま
とめ発表する。また，生徒にとって分かる授業をするための学
習指導案を校種別・学年別・単元別に練り上げ，模擬授業の実
践指導や評価を行うことを通して，自分なりの指導方法を探っ
ていく。さらに，自分の経験や学びを簡潔にまとめ，話す技量
を高めていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

学習指導要領を踏まえたうえで，指導過程における課題や問題
点を想定し，その対処法を考えることができる。(技能)

少人数グループの対話型学びをもとに学習指導案を練り上げる
ことができる。(知識・理解)

模擬授業を行ったり，チェック・評価したりして，自己の指導
力の向上につなげることができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

（予習）２種類の少人数グループ活動の中では，自分のこれま
での経験や学びをもとにまとめたり，資料をつくり発表したり
することになるので，振り返りや教職資料室の積極的な活用を
行う。
（復習）学習内容は次年度教育実習を行う際の基本になるの
で，それぞれの内容をしっかり理解し幅広く応用できるように
しておく。また，数学教科の理解度小テスト（アタックテスト
Ⅲ）については，必ずやり直しをし，指導する観点から見直し
をすること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

（評価方法）少人数グループ活動Ａレポート等（10％），少人
数グループ活動Ｂ指導案・模擬授業（20％），定期試験
（50％），教科小テスト（20％）
（評価基準）教科指導における課題・問題点について適切な対
処法や解決の方法をまとめているか，模擬授業に向けて協働で
指導案を作成し実践できるか，数学の教科内容を理解しより良
い解決法や指導法を見つけ出そうとしているか。

◎－－－　テキスト　－－－◎

必要なものはプリントして配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

中学校学習指導要領（H29） 文部科学省
中学校学習指導要領解説 数学編（H29）　文部科学省
高等学校学習指導要領（H30）　文部科学省
高等学校学習指導要領解説 数学編（H30）　文部科学省
教育委員会 数学科学習指導案データ

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

本講座は，次年度の教育実習に直結する内容なので，中学
校及び高等学校での授業をイメージしながら取り組み，幅
広い指導力を身につけていく姿勢で臨むこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　オリエンテーション
２　少人数グループ活動Ａ「想定される課題・問題点を知
る」
３　　同　「想定課題・問題点の背景を考える」
４　　同　「対処法をまとめる」　
５　　同　「対処法の発表(中学校)」　
６　　同　「対処法の発表(高等学校)」　
７　授業づくりのポイント　　
８　実践的な学習指導案の書き方　　
９　少人数グループ活動Ｂ「模擬授業にむけて　　　　　
　　　　：校種・学年と領域・単元」　
10　　同　「学習指導案作成」
11　　同　「発問・板書計画・教材･教具準備」
12　　同　「模擬授業と授業評価（中）」
13　　同　「模擬授業と授業評価（中・高）」
14　　同　「模擬授業と授業評価（高）」
15　数学科教育のまとめ



2019-SW0000Y295-01数学科教育法Ⅳ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・４時限　　試験時間割：2020/01/20　６時限　　

安武　久洋

◎－－－　概要　－－－◎

[テーマ]　教科内容の効果的な指導法を探るとともに教育実習
を振り返る
思考力を必要とする数学問題の模擬授業実践を通して，効果的
な指導法を探っていく。また，一人ひとりが教育実習を振り返
り，指導上の課題や対処結果について発表したり，意見交換し
たりしながら，それぞれの改善方法や解決方法を考え，自己の
指導力向上につなげていく。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

いろいろな課題への指導法や対処法について主体的に考え，こ
れまでの学びや体験をもとに効果的な指導法や解決法を見つけ
ることができる。(知識・理解)

思考力を必要とする数学問題を授業で扱うとき，分かりやすく
て効果的な指導の方法を考え実践することができる。(技能)

自分の教育実習を振り返り，教科指導上の課題や問題点等をま
とめたり，発表したりして，指導力の向上につなげようとす
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

（思考力問題）前時に「思考力問題の課題」を渡すので，各問
の指導展開をレポートにまとめておく。当日は，一人が模擬授
業形式で実践指導を行い，その指導方法や内容について意見交
換を行う。
（予習）教育実習簿をもとに実習の内容を振り返り，教科指導
等における様々な課題や問題点をまとめて発表することになる
ので，教育実習での指導内容を想起しておくこと。教育実習が
未了の者については，実習終了後の発表となる。
（復習）思考力問題の効果的な指導法や教育実習における課題
等を自己チェックし指導力向上につなげる。また，数学教科の
小テスト（アタックテストⅣ）については，必ずやり直しと見
直しをすること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

（評価方法） 定期試験（50％），思考力問題の指導展開レポー
ト（20％），教育課題や問題点の発表と評価（10％），教科小
テスト（20％）
（評価基準）思考力問題の指導展開を考え，まとめ，実践する
ことができるか。教育実習での課題や問題点について適正な振
り返りができるか。他者の発表内容を自分の指導力向上につな
げようとしているか。中学校・高等学校の数学科の内容を理解
しているか。

◎－－－　テキスト　－－－◎

必要なものはプリントし配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

中学校学習指導要領（H29）　文部科学省
中学校学習指導要領解説 数学編（H29）　文部科学省
高等学校学習指導要領（H30）　文部科学省
高等学校学習指導要領解説　数学編（H30）　文部科学省

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

思考力問題の模擬授業では，分かりやすく効果的な指導の
方法について，主体的に探っていく態度で臨む。また，教
育実習簿をもとに自分の教育実習を振り返り，教育課題・
問題点について自分なりの改善策を見つける努力をするこ
と。さらに，他者の課題等についても，共に解決策を見出
していく態度で臨むこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　オリエンテーション
２　思考力問題の模擬授業「数と式(1)」，教育実習の振り
返り（「教育実習簿」をもとに）
３　思考力問題の模擬授業「関数(1)」，教育実習での教育
課題等のまとめ
４　思考力問題の模擬授業「平面図形(1)」，教育課題等の
発表と解決法（発問）
５　思考力問題の模擬授業「空間図形(1)」，教育課題等の
発表と解決法（生徒の発言）
６　思考力問題の模擬授業「データの活用(1)」，教育課題
等の発表と解決法（板書）
７　思考力問題の模擬授業「数と式(2)」，教育課題等の発
表と解決法（掲示物）
８　思考力問題の模擬授業「関数(2)」，教育課題等の発表
と解決法（教材）
９　思考力問題の模擬授業「平面図形(2)」，教育課題等の
発表と解決法（教具）
10　思考力問題の模擬授業「空間図形(2)」，教育課題等の
発表と解決法（学習指導の基準）
11　思考力問題の模擬授業「データの活用(2)」，教育課題
等の発表と解決法（学習支援）
12　思考力問題の模擬授業「総合問題(1)」，教育課題等の
発表と解決法（授業全般①）
13　思考力問題の模擬授業「総合問題(2)」，教育課題等の
発表と解決法（授業全般②）
14　生徒が意欲的に学習に取組む指導法と評価法
15　学校教育・数学科教育のまとめ



2019-SW0000Y243-01理科教育法Ⅲ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・３時限　　試験時間割：2020/01/23　５時限　　

香月　義弘

◎－－－　概要　－－－◎

　現行学習指導要領における学習指導は、基礎的・基本的な知識や技能の習
得、課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力などの育成、学習意
欲の向上を目指している。理科では、学習指導要領改訂により学習内容の増加
と授業時間数の大幅増加や、小・中・高等学校を通じた「エネルギー｣、｢粒
子｣、｢生命｣、｢地球」など理科の内容の一貫性・構造化が図られており、科学
の基本的な見方・考え方や科学的な概念の理解など基礎的・基本的な知識・技
能の確実な定着や科学的な思考力・表現力の育成のための探究的な学習活動の
充実が求められている。新学習指導要領理科は、理科で身に付けたい資質・能
力を育成する観点から、自然の事物・現象に関わり、理科の見方・考え方を働
かせ、見通しをもって、観察、実験を行うことなどをとおして、自然の事物・
現象を科学的に探究するために必要な資質・能力（「知識及び技能」「思考
力・判断力・表現力等」「学びに向かう力、人間性等」）を育成することを目
指している。
　理科教育では、知的好奇心や探究心をもって、自然に親しみ、目的意識を
もって観察・実験などを行うことにより、科学的に調べる能力や態度を育成す
るとともに、科学的な見方や考え方（自然観）を養う。理科学習では、観察・
実験などを取り入れた探究の過程や問題解決の過程（問題解決学習）により、
学習意欲、創造力、思考力、判断力、表現力、主体的な学び方などのプロセ
ス・スキルを身に付ける。
　本講義では、国内外の理科に関する学力調査結果、日本の理科教育の現状と
課題を認識し、理科教育の目的・目標、科学の方法、中学校学習指導要領理
科、中学校理科の学習内容・指導内容、教材研究、学習評価、指導方法等につ
いて、理科教育の基本的な原理・原則や教授学習法の基礎を学習する。学習指
導案の目的や内容構成及び作成手順・方法を学習し、授業実践可能な学習指導
案を作成し、班別に模擬授業を行い、基本的な授業展開や方法を身に付ける。

◎－－－　到達目標　－－－◎

理科教育の現状と課題を理解できる。
(知識・理解)

理科教育の目的と目標を理解できる。(知識・理解)

学習指導要領中学校「理科」改訂の趣旨と要点を理解できる
(知識・理解)

中学校理科の学習内容・指導内容を理解できる。
(知識・理解)

中学校理科の評価の観点と評価規準・評価方法を理解できる。
(知識・理解)

学習指導案の書き方を理解し、学習指導案を作成できる。(技能)

模擬授業を行い、基本的な授業展開や方法を習得できる。
(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・学習指導要領理科解説を事前に読み、分からないことを調べておくこと。
（90分）
・学習指導要領理科解説の内容が理解できるように努めること。
・理科教育や理科授業の理論は、必ず講義内容を復習しておくこと。(60分)
・班別に指定された中学校理科単元の調査研究について、プレゼンテーション
を行う。事前にリハーサルをしておくこと。
・学習指導案は、全員、授業デザイン・教材研究を十分に行って作成するこ
と。学習指導案には、板書計画、ワークシートを作成す　ること。
・班別に模擬授業を実施する。準備は班員で共同で進め、事前にリハーサルを
しておくこと。(90分)
・模擬授業では、事前に学習指導案を十分に理解して臨むこと。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　理科教師としての理科教育や理科指導に関する基本事項を理解できる。中学
校理科の調査研究、学習指導案、模擬授業、授業相互評価表、課題レポートが
評価される。課題レポートは、講義内容や理科教育に関係する資料等を調査研
究し、根拠をもった内容になっているかを評価の基準とする。
・定期試験（６割程度）、中学校理科の調査研究、学習指導案、模擬授業、課
題レポート、授業への取組（発表、協議、意欲・態度）（４割程度）により総
合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

文部科学省、中学校学習指導要領解説－理科編－、大日本
図書、平成20年、113円、ISBN978-4-477-01979-6
評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料
－中学校理科－（国立教育政策研究所教育課程研究セン
ター、教育出版）、平成23年、389円、
ISBN978-4-316-30047-4
中学校理科の教科書（在学中に使用したものでよい）
資料を配付する。

◎－－－　参考書　－－－◎

中学校学習指導要領解説－理科編－（文部科学省、学校図
書、平成29年）　ISBN ISBN978-4-7625-0613-0
四訂・若い先生のための理科教育概論（畑中忠雄、東洋館
出版社）　ISBN 978-4-7625-0613-0
理科授業をデザインする理論とその展開（森本信也編、東
洋館出版社　ISBN 978-4-491-03330-3
その他、参考書は講義の中で随時紹介する。図書館に多く
の参考書がある。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　将来の教師としての意識と自覚をもって受講する。日頃
から教育の動向や理科教育に関心をもつように心がけてほ
しい。理科教育の本質や理科学習指導法を理解し、授業を
行う上での基礎的な知識や技能を身に付ける必要がある。
　中学校理科の全分野の学習内容や指導内容、観察・実験
の内容、理科用語等を確実に理解する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　理科教育の意義と特質
　　理科教育の現状と課題（PISA調査、TIMSS調査を含
む）
２　全国学力・学習状況調査理科
　　高校理科入試問題と観察・実験
３　理科教育の目的・目標　　
４　現行学習指導要領中学校理科改訂の趣旨と要点、理科
の目標と内容
   新学習指導要領中学校理科改訂の趣旨と要点
５　学習指導案の目的・内容と書き方
６　中学校理科の評価の観点と評価規準・評価方法
　　理科の授業デザインと授業展開　
７　中学校理科(第１学年）の学習内容・指導内容
８　中学校理科(第２学年）の学習内容・指導内容
９　中学校理科(第３学年）の学習内容・指導内容
10　中学校理科(第３学年科学技術と人間、自然と人間）
の学習内容・指導内容
11　理科授業における教材研究
　　授業技術の基礎
12 班別模擬授業・評価(物理領域)
13 班別模擬授業・評価(化学領域)
14 班別模擬授業・評価(生物・地学領域)
15  科学の方法と科学的な見方・考え方
　　全体のまとめ



2019-SW0000Y296-01理科教育法Ⅳ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・５時限　　試験時間割：2020/01/20　６時限　　

香月　義弘

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義は、理科教育法Ⅰ・Ⅱ・Ⅲや教育実習授業実践で学んだ理論と
実践知を踏まえて、中等理科教師として授業時に必要な基礎的基本的な
知識と技術の習得を目指し、実践的な教科指導力の向上を図る。理科授
業の現状と課題を踏まえて、理科授業の理論と効果的な展開方法、教育
実習理科授業実践の振り返りと授業改善の学習指導案作成・模擬授業、
授業分析・授業評価、研究授業・研究協議会の進め方・在り方、理科の
授業づくりと教材研究、ＩＣＴ教材、化学実験等をとおして、学校現場
における教材研究力・授業デザイン力・授業展開力の授業力向上を目指
す。また、理科教育と関連する科学史、環境教育、ＳＴＳ（科学－技術
－社会）教育、科学クラブ等を学習し、理科教師としての資質・能力を
高める。
　授業の質的改善は授業の理論に基づいた授業実践が求められる。その
ため、教材研究、指導方法の工夫改善が必要である。分かりやすく教え
るためには、各単元の基礎概念・基本的知識を理解し、生徒にどのよう
な内容を、どのような方法で、どの段階で教えるか、常に授業の工夫改
善を図る必要がある。理科授業・指導では、教えるべき内容をどのよう
に指導するか、分かる授業をどのようにするのか、授業をどのように改
善するのか等の観点で学校現場で活用できる授業技術・指導技術の向上
を目指す。　

◎－－－　到達目標　－－－◎

学校現場で授業実践するための基本的な理科の授業づくりや指導方法に
ついて習得することができる。(技能)

教育実習理科授業を振り返って、分かる授業の観点で、授業技術・指導
技術の向上に取り組むことができる。(態度・志向性)

教育実習研究授業の問題点・課題を踏まえて、学習指導案を修正し研究
授業を工夫改善できる。(技能)

授業改善のための授業評価シートやルーブリックの作成に取り組むこと
ができる。
(技能)

学校現場における研究授業と研究協議会の進め方や在り方について理解
できる。(知識・理解)

理科学習指導に必要な実験教材研究、化学実験及びＩＣＴ教材に関する
基礎的な知識や技能を高めることができる。(技能)

理科教育と関連する科学史、環境教育、STS教育、ＩＣＴの活用及び科
学クラブを理解できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・理科教育や理科授業の理論は必ず講義内容を復習すること。（60分）
・教育実習研究授業（査定授業）を工夫改善した学習指導案を作成　す
ること。
・教育実習授業実践の成果と課題を踏まえて、工夫改善した学習指　導
案に基づいて事前に模擬授業のリハーサルをすること。(90分)
・実験教材研究、化学実験、ICT教材は資料を事前に読んでおくこ　
と。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　理科教師としての理科教育や理科指導に関する基本事項を理解でき
る。学習指導案・模擬授業は、教育実習研究授業（査定授業）の工夫改
善が評価される。課題レポートは、講義内容や理科教育に関係する資料
等を調査研究し、根拠をもった内容になっているかを評価の基準とす
る。
・定期試験（６割程度）、学習指導案・模擬授業、課題レポート、　授
業への取組（発表、討論、意欲・態度）（４割程度）により評　価す
る。

◎－－－　テキスト　－－－◎

文部科学省、中学校学習指導要領解説－理科編－、大日本
図書、平成20年、113円、ISBN978-4-477-01979-6
文部科学省、高等学校学習指導要領解説－理科編・理数編
－、実教出版、平成21年、346円、ISBN978-4-407-31926-2
中学校理科、高等学校理科の教科書
資料を配付する。

◎－－－　参考書　－－－◎

中学校学習指導要領解説－理科編－（学校図書、平成29
年）　ISBN 978-4-7625-0613-0
理科教育法（川村康文、講談社）　ISBN
978-4-06-156536-4
今こそ理科の学力を問う（日本理科教育学会、東洋館出版
社）　ISBN 978-4-491-02827-9
高等学校学習指導要領解説理科編（文部科学省、平成30
年）
その他、参考書は講義の中で随時紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　教育実習で学んだ意識や自覚をもって受講する。無断
で、遅刻や欠席がないようにする。
　教育実習の成果と課題を踏まえて、学校現場における授
業づくりや授業技術の高め方を考える。
授業計画段階の授業構想力、授業構造力、授業実施段階の
授業実践力、授業展開力、授業評価段階の授業省察力、授
業解釈力を教育実習授業実践、模擬授業、討論をとおして
どうすれば授業づくりや授業技術が高められるか具体的に
考える。
　

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　理科教育の動向
　　理科授業の現状と課題
２　学習指導要領理科の目標と内容
  　理科教育と科学的リテラシー
３ 教育実習理科授業実践と授業改善の方　略　
　　模擬授業（査定授業）の工夫改善
４  学校現場における理科の授業づくりと　授業技術
　　模擬授業（査定授業）の工夫改善
５  学校現場で役立つ理科の指導方法
    授業評価シートを活用した授業改善
６ 理科の学習指導の在り方と評価・ルー　ブリック
　 理科の単元の行動目標の事例
７ 研究授業・研究協議会の進め方や在り　方
　ファシリテーターの役割とスキル
８　理科授業に活用する実験教材研究(物　理、化学）　
９  理科授業に活用する実験教材研究（生　物、地学）
10  化学実験における基本操作と化学薬品　の取扱い方　
11　理科教育と科学史
12　理科における環境教育
13　理科教育とＳＴＳ（科学－技術－社　　会）教育
14  理科教育とＩＣＴの活用
15　理科の授業と野外活動、科学クラブ　　　全体のまと
め



2019-SW0000Y244-01工業科教育法Ⅰ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・１時限　　試験時間割：後日発表　　

永田　萬享

◎－－－　概要　－－－◎

高校の工業の教師として工業科教育に関する基本的な知識、技
術、技能の習得をめざして、工業教育の果たす役割の重要性を
認識するとともに、工業科教育の性格や内容、その存立基盤の
特徴を明らかにしつつ、工業科教育の担い手として必要な資質
を形成することを目的とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

学習指導要領における工業教育の目標、内容、全体構造が説明
できる。(知識・理解)

教科「工業」における学習内容の指導上の留意点や学習評価の
考え方を身に付ける。(態度・志向性)

教科「工業」と背景となる学問領域との関係を理解して、教材
研究に活用することができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・すでに配布しているレジュメや資料等を事前に読んでおくこ
と。
・毎回ではないが、一定の内容が終了した段階で、課題を提示
するので復習をしておくこと。
・次回の授業範囲を予習し、専門用語の意味を事前に調べ、そ
の意味を理解しておくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価は授業への参加程度と出席状況（20％）、講義の合間
に行う小レポート（30％）、期末試験（50％）によって行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

・文部科学省『高等学校学習指導要領解説　工業編平成30
年7月』実教出版、2019年
・レジュメを配付する。

◎－－－　参考書　－－－◎

　　　　　　　　　　　　
文部科学省『高等学校学習指導要領平成21年告示』東山書
房、2009年
斉藤武雄、田中喜美、依田有弘編著『工業高校の挑戦-高
校教育再生への道-』学文社、2005年/4-7620-1436-2

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義の半ばに、福岡市内の工業高校を訪れて、授業参観を
行うとともに現職教員との意見交換を行うことを計画して
いる。積極的なディスカッションを期待しています。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1回　工業科教育と教育実践（教育実践における教師の役
割）
2回　学校教育の課題（総合学科の新設および専門学科の
改善充実）
3回　工業教育の役割と目標（産業社会における工業技術
教育のあり方）
4回　戦前の工業教育の歴史（職工学校の創設、実業学校
令、実業教育費国庫補助法）
5回　戦後の工業教育の歴史（産業教育振興法の制定と工
業技術教育の整備）
6回　学習指導要領の改訂と工業科の変遷（学習指導要領
のねらい、学習指導要領の構成）
7回　欧米における工業教育（1）（ドイツの教育制度と工
業技術教育）
8回　欧米における工業教育（2）（アメリカの教育制度と
工業技術教育）
9回　工業高校の視察（授業参観と協議会への参加）　
10回　工業科の教育内容と方法（工業科の各科目の内容お
よび方法について検討する。）
11回　工業科の教材研究の事例（1）（教材解釈と教材づ
くりを中心に教材研究のあり方を検討する）
12回　工業科の教材研究の事例（2）（同上）
13回　工業科の教材研究の事例（3）（同上）
14回　学習指導案の検討（学習指導案の機能・役割）
15回　学習指導案の作成　まとめ



2019-SW0000Y245-01工業科教育法Ⅱ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・１時限　　試験時間割：後日発表　　

永田　萬享

◎－－－　概要　－－－◎

工業科教育の歴史、教育目的、教育内容そして情報機器と教材
の活用を含む効果的な教育方法について教育学的に検討する。
さらに、教材論、授業論等の授業実践に関わる部分を中心に教
育実践的検討を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

学習指導要領に示された目標と学習内容が説明できる。(知
識・理解)

学習理論を踏まえて具体的な授業場面を想定した学習指導案が
作成できる。(技能)

学習指導案の構成を理解して、授業設計を行う方法と授業改善
の視点を身に付ける(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・事前に配布したﾚｼﾞｭﾒや資料等を事前に読んでおくこと。
・毎回ではないが、一定の内容が終了した段階で、課題を提示
するので復習をしておくこと。
・次回の授業範囲を予習し、専門用語を調べて、その意味を理
解しておくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価は授業への参加程度と出席状況（20％）、講義の合間
に行う小レポート（30％）、期末試験（50％）によって行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

・文部科学省『高等学校学習指導要領解説　工業編平成30
年7月』実教出版、2019年
・レジュメを配付する。

◎－－－　参考書　－－－◎

・文部科学省『高等学校学習指導要領平成21年3月告示』
東山書房、2009年
・斉藤武雄、田中喜美、依田有弘編著『工業高校の挑戦―
高校教育再生への道―』学文社、2005年/4-7620-1436-2
c3037

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義の半ばに、KIGSの工房において学外授業を行う。内
容はミニイーゼルの製作を通して、各種工作機械の操作体
験を行い、ものづくりの基礎・基本を学ぶ。材料代300円
を必要とする。

◎－－－　授業計画　－－－◎

授業の計画
1回　普通教育と専門教育（普通教育としての技術教育と
専門教育としての技術教育の違い）
2回　学校教育としての技術教育体系の成立（工業科の人
材育成機関としての学校）
3回　技術革新と工業教育の改編（産業界の要請、工業教
育の多様化）
4回　工業に関する学科の目標（工業高校の目標と工業に
関する各学科の目標）
5回　教科「工業」の目標と学科の目標（教科「工業」の
目標の変遷）
6回　学科の教育課程編成（生徒の実態、高校の制度改革
をふまえた教育課程のあり方）
7回　教材（教材の概念、教授-学習過程における教材の位
置）
8回　工業技術教育の指導法（物品製作法、オペレーショ
ン法、プロジェクト法について）
9回　工作機械の操作体験学習（ミニイーゼルの製作）
10回　授業評価（教授-学習過程における評価、評価方
法）
11回　学習指導案の構成（1）（学習指導案の構成、留意
点について）
12回　学習指導案の構成（2）（同上）
13回　学習指導案例（1）（「工業技術基礎」を事例とし
て授業案を検討する。）
14回　学習指導案例（2）（同上）
15回　まとめ



2019-SW0000Y247-01情報科教育法Ⅰ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・５時限　　試験時間割：2019/07/27　６時限　　

福永　良浩

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義は、高等学校の学習指導要領の総則を理解し、学校の
教育課程をより良く編成するための方法や留意点を認識・修得
するとともに、教育課程全体の中で普通教科「情報」を必修で
実施することの意義・役割を認識し、学習指導要領に示されて
いる教科「情報」の目標、内容、留意事項を理解する。また、
教科「情報」の特徴である「情報的な見方・考え方」を活用し
た問題解決の指導、情報機器の活用方法の指導のあり方を体
験、討論などを通じて理解した上で、「社会と情報」・「情報
の科学」の内容や指導上のポイント、専門教科「情報」の概要
を理解する。さらに、学習指導要領（情報編）を理解した上
で、今後の査定授業（教育実習も含む）に備え、学習指導案の
作成や指導方法を学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

新旧の学習指導要領を通して、新課程の教科｢社会と情
報｣・「情報の科学」についての学習目標や内容及びその取り
扱いと指導法について学習し、知識を習得する。(知識・理解)

年間指導計画書、学習指導案の作成が出来る。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　学習指導要領の読解や指定された教科書から年間指導計画書
や学習指導案の作成を行う必要がある。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準：
　設定した問題に対して、年間指導計画書や学習指導案を作成
でき、適切に課題を説明できる。

成績評価方法と割合：　
　レポート（年間指導計画書や学習指導略案・学習指導案の作
成）（40％）および期末試験(60％)で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

高等学校学習指導要領解説　情報編（文部科学省H30.7）
…Webダウンロード
社情311　最新社会と情報　新訂版　教科書　実教出版　
ISBN：978-4-407-20383-7 2017年02月25日発行

◎－－－　参考書　－－－◎

最新社会と情報　新訂版　ISBN 978-4-407-20385-1
新・高等学校学習指導要領

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．ガイダンス
教職科目としての「情報科」
２．教科｢情報｣の目標と教育課程
学習指導要領における教科｢情報｣の目標と内容
３．普通教科｢情報｣の構成
普通教科｢情報｣の科目構成と各科目の目標及び内容
４．新学習指導要領における教科「情報」（1)
小学校・中学校における情報教育
５．新学習指導要領における教科「情報」（2)
高等学校の教科「情報」の新旧学習指導要領の比較
６．普通教科「情報」指導のポイント(1)
情報活用の実践力の育成
７．普通教科「情報」指導のポイント(2)
情報の科学的な理解の指導
８．普通教科「情報」指導のポイント(3)
情報社会に参画する態度の育成
９．授業設計の方法(1)
「社会と情報」の年間指導計画の作成
１０．授業設計の方法(2)
「社会と情報」の年間指導計画の作成
１１．授業設計の方法(3)
問題解決の工夫とプレゼンテーションの作成
１２．授業設計の方法(4)
問題解決の工夫とプレゼンテーションの作成
１３．授業設計の方法(5)
「社会と情報」の学習指導案と指導計画の作成
１４．授業設計の方法(6)
「社会と情報」の学習指導案と指導計画の作成
１５．まとめ（自己評価）



2019-SW0000Y247-02情報科教育法Ⅰ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・４時限　　試験時間割：2019/07/27　６時限　　

菊竹　隆治

◎－－－　概要　－－－◎

　2003年（平成15年）度から高等学校に情報科が設置され、普
通教科「情報」には、情報活用の実践力を重点に置く「情報
Ａ」、情報の科学的な理解に重点を置く「情報Ｂ」、情報社会
に参画する態度に重点を置く「情報Ｃ」の３科目が置かれ、い
ずれも標準単位数は2単位で、1科目を選択して履修する必履修
科目とした。専門教科「情報」には11科目が置かれた。
　その後様々な課題が生じたため、2013年（平成25年）度から
共通教科「情報」では、「情報C」を発展させた「社会と情
報」、「情報B」を発展させた「情報の科学」の2科目に再構成
され、標準単位数や必履修科目の取り扱いは以前と同様とし
た。また専門教科「情報」には13科目が置かれた。
　本講座では、21世紀になって情報科が高等学校に導入され、
他の既存のどの教科にも担当できない新しい学習分野を担う教
科であることを確認し、情報科の方向性を定めてゆく。特に、
2013年度から実施された学習指導要領をもとに、それまでの学
習内容の継続部分と改編部分にポイントを置き、将来教壇に立
つものとして身に付けておくべき観点を解説する。
　また、情報機器やディジタル教材の活用について指導する。
さらに、具体的な指導の在り方についても考察し、授業計画、
授業形態、評価などについて解説する。
　2022年度から高等学校で実施予定の次期学習指導要領が発表
された。特に「情報Ⅰ」に関して、科目の内容や指導する項目
などについて解説する。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

教科情報に関する基本的な経緯や学習内容、小学校と中学校で
学ぶ情報について説明できる。(知識・理解)

情報機器及び教材の活用について理解し、操作できる。(技能)

指導案（15分程度）を作成し、マイクロティーチング（模擬授
業）ができる。(態度・志向性)

新しい指導内容に関心をもち、広く日常の出来事の中から情報
に関するニュースに接する。(態度・志向性)

次期学習指導要領における「情報Ⅰ」に関する科目内容や指導
項目を理解する。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

日常生活の中での事件・事故や話題を題材とするレポートを課
する。単なるカット＆ペーストではなく、自分の考えや意見を
述べ、期限を守って提出する。また、次講義の内容も予告する
ので予習しておくこと。15分程度のマイクロティーチング（模
擬授業）では、プロジェクターを利用したパワーポイントを操
作するので予め技術について学習しておくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験60%、レポート25%、授業への参加状況15%を基準と
し、総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に使用しない。必要な情報はすべて提供する。

◎－－－　参考書　－－－◎

高等学校学習指導要領解説　情報編　ISBN
978-4-304-04165-5
その他参考書は講義の中で随時紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

特になし。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　ガイダンス
　　　グループ分け
　　共通教科「情報」の概要（１）
　　　・教科設置の経緯
　　　・小中高の系統性
２　共通教科「情報」の概要（２）
　　　・新旧学習指導要領の比較
　　　 ・次期学習指導要領について
３　専門教科「情報」の概要
４　「情報社会に参画する態度」の指導（１）
　　　科目「社会と情報」の概観と領域
５　「情報社会に参画する態度」の指導（２）
　　　情報モラル、メディアリテラシー
６　「情報社会に参画する態度」の指導（３）
　　　コミュニケーション、情報システム
７　授業計画　～社会と情報～
　　　・年間指導計画
　　　・学習指導案
８　「情報の科学的な理解」の指導（１）
　　　科目「情報の科学」の概観と領域
９　「情報の科学的な理解」の指導（２）
　　　情報科学、問題解決、情報検索
１０　「情報の科学的な理解」の指導（３）
　　　アルゴリズム、プログラミング
１１　授業計画　～情報の科学～
　　　・年間指導計画
　　　・学習指導案
１２　授業設計（１）
　　　　グループAより3名（各15分）
１３　授業設計（２）
　　　　グループBより3名（各15分）
１４　授業設計（３）
　　　　グループCより3名（各15分）
１５　授業演習総括



2019-SW0000Y248-01情報科教育法Ⅱ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・５時限　　試験時間割：2020/01/16　６時限　　

福永　良浩

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義は、高等学校の学習指導要領の総則を理解し、学校の
教育課程をより良く編成するための方法や留意点を認識・修得
するとともに、教育課程全体の中で普通教科「情報」を必修で
実施することの意義・役割を認識し、学習指導要領に示されて
いる教科「情報」の目標、内容、留意事項を理解する。また、
教科「情報」の特徴である「情報的な見方・考え方」を活用し
た問題解決の指導、情報機器の活用方法の指導のあり方を体
験、討論などを通じて理解した上で、「社会と情報」・「情報
の科学」の内容や指導上のポイント、専門教科「情報」の概要
を理解する。さらに、学習指導要領（情報編）を理解した上
で、今後の査定授業（教育実習も含む）に備え、学習指導案の
作成や指導方法を行い、各回の個人での模擬授業の展開を通じ
て、グループでの指導・評価方法も学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教科「社会と情報」・「情報の科学」の各科目の授業を行う上
で必要な教材研究･授業設計（学習指導案の作成）を行うこと
ができる。(技能)

各回の模擬授業を通じて、個人やグループでの指導法及び評価
に関する実践力を身につけることができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　学習指導要領や指定された教科書から年間指導計画書や学習
指導案を作成し、加えて模擬授業のための授業設計やプレゼン
テーション資料の作成を行う必要がある。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準：
　設定した問題に対して、学習指導案を作成した後に模擬授業
を通して、適切に課題を説明できる。

成績評価方法と割合：
　学習指導略案・学習指導案の作成及び模擬授業（60％）およ
び期末試験(40％)で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

高等学校学習指導要領解説　情報編（文部科学省H30.7）
…Webダウンロード
社情311　最新社会と情報　新訂版　教科書　実教出版　
ISBN：978-4-407-20383-7 2017年02月25日発行

◎－－－　参考書　－－－◎

情科307　最新情報の科学　新訂版　ISBN
978-4-407-20385-1
新・高等学校学習指導要領

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．ガイダンス
情報科教育法Iの復習と今後の学習課題
２．「社会と情報」の教材研究(1)
プレゼンテーション教材の作成（個人）
３．「社会と情報」の教材研究(2)
プレゼンテーション教材の作成（グループ）
４．「社会と情報」の教材研究(3)
プレゼンテーション教材の作成（自己評価）
５．「社会と情報」の教材研究(4)
プレゼンテーション教材の作成（相互評価）
６．「社会と情報」の教材研究(5)
プレゼンテーション教材の作成（ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ）
７．「社会と情報」の学習指導案の作成(1)
模擬授業計画と学習指導案の作成
８．「社会と情報」の学習指導案の作成(2)
模擬授業計画と学習指導案の作成
９．「社会と情報」の学習指導案の作成(3)
模擬授業計画と学習指導案の相互評価
１０．「社会と情報」の模擬授業の展開(1)
授業における板書と発問（個人）
１１．「社会と情報」の模擬授業の展開(2)
学習指導案に添った授業の展開（個人発表）
１２．「社会と情報」の模擬授業の展開(3)
学習指導案に添った授業の展開（個人発表）
１３．「社会と情報」の模擬授業の展開(4)
学習指導案に添った授業の展開（個人発表）
１４．「社会と情報」の模擬授業の研究協議
模擬授業の研究協議（個人およびグループ）
１５．「社会と情報」の模擬授業の自己評価
授業改善に向けたﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ（グループ）



2019-SW0000Y248-02情報科教育法Ⅱ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・４時限　　試験時間割：2020/01/16　６時限　　

菊竹　隆治

◎－－－　概要　－－－◎

　2003年（平成15年）度から高等学校に情報科が設置され、普
通教科「情報」には、情報活用の実践力を重点に置く「情報
Ａ」、情報の科学的な理解に重点を置く「情報Ｂ」、情報社会
に参画する態度に重点を置く「情報Ｃ」の３科目が置かれ、い
ずれも標準単位数は2単位で、1科目を選択して履修する必履修
科目とした。専門教科「情報」には11科目が置かれた。
　その後様々な課題が生じたため、2013年（平成25年）度から
共通教科「情報」では、「情報C」を発展させた「社会と情
報」、「情報B」を発展させた「情報の科学」の2科目に再構成
され、標準単位数や必履修科目の取り扱いは以前と同様とし
た。また専門教科「情報」には13科目が置かれた。
　本講座は、講義中心である「情報科教育法Ⅰ」に引き続くも
ので、コンピュータ室にて共通教科「情報」の授業設計を行
う。情報機器やディジタル教材の活用について学習し、メディ
アリテラシーの向上に努める。具体的な授業のデザインをもと
に学習指導案や教材、生徒に対するルーブリック評価表を作成
する。また、高校生の主体的な学習活動に役立つようなプレゼ
ンテーション能力のレベルアップも図り、最終的に他の受講生
を高校生とみなしたマイクロティーチング（模擬授業）演習を
実施する。
　模擬授業後、受講者全員による合評会（反省会）を実施して
自己（もしくはグループ）の授業分析を行い、将来の教育実習
の手助けとする。
　また、2022年度から高等学校で実施予定の次期学習指導要領
が発表された。特に「情報Ⅰ」に関して、科目の内容や指導す
る項目などについて解説する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教科情報に関する経緯、小学校と中学校で学ぶ情報、高等学校
における学習内容について説明できる。(知識・理解)

情報機器及び教材の活用について理解し、操作できる。(技能)

指導案（50分程度）を作成し、マイクロティーチング（模擬授
業）ができる。(態度・志向性)

生徒に対するルーブリック評価表を作成できる。(技能)

新しい指導内容に関心をもち、広く日常の出来事の中から情報
に関するニュースに接する。(態度・志向性)

次期学習指導要領における「情報Ⅰ」について、科目内容や指
導項目について理解する。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義の内容に関係するレポートを課する場合は、次回の講義開
始時に提出する。また、学校で「読書指導」が頻繁に実施され
ている。本に触れる機会をつくり一冊を読破して「感想文」を
書く。詳細は講義の中で指導する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

模擬授業評価25%、定期試験40%、レポート20%、授業への参
加状況15%を基準とし、総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に使用しない。必要な情報はすべて提供する。

◎－－－　参考書　－－－◎

高等学校学習指導要領解説　情報編　ISBN
978-4-304-04165-5
その他の参考書は講義の中で随時紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

学習指導案や評価表を作成し、様々な情報機器の操作やソ
フトウエアの利用をベースとして模擬授業を行う。指導者
としての立場を自覚し、教科「情報」の指導内容を逐次復
習すると共に、様々な場面に対応できる能力を身に付け
る。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　　
１　ガイダンス
　　　グループ分け
　　　グループごとの授業設計１の目標設定
２　共通教科「情報」の指導１
　　　科目「社会と情報」
３　共通教科「情報」の指導２
　　　科目「情報の科学」
４　授業設計１－１
　　　グループAより1名（50分）
５　授業設計１－２
　　　グループBより1名（50分）
６　授業設計１－３
　　　グループCより1名（50分）
７　振り返り＆授業設計２の目標設定
８　授業設計２－１
　　　グループAより1名（50分）
　　　※授業設計１－１とは別人物
９　授業設計２－２
　　　グループBより1名（50分）
　　　※授業設計１－２とは別人物
１０　授業設計２－３
　　　　グループCより1名（50分）
　　　　※授業設計１－３とは別人物
１１　振り返り＆授業設計３の目標設定
１２　授業設計３－１
　　　　グループAより1名（50分）
　　　　※未実施人物
１３　授業設計３－２
　　　　グループBより1名（50分）
　　　　※未実施人物
１４　授業設計３－３
　　　　グループCより1名（50分）
　　　　※未実施人物
１５　総括



2019-SW0000Y255-01看護科教育法Ⅰ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・５時限　　試験時間割：2020/01/24　１時限　　

小柳　康子、藤原　悠香

◎－－－　概要　－－－◎

＜授業展開＞
高等学校（看護）教諭の現場経験を活かし、具体的に高等学校
における看護に関する科目の指導法について講義する。
「看護科教育法Ⅰ」では、学習指導要領に基づき看護科の目
標、看護科の科目編成及び各科目の目標、内容と取り扱いにつ
いて理解するために、講義と演習を伴わせて学ぶ。
＜学習方法＞
・学習指導要領「看護」を踏まえて、これまで学習した看護に
関する専門科目並びに専門基礎科目等を既知の知識として、グ
ループ学習を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

わが国の看護教育制度の歴史を振り返り、問題点について自分
なりの考えを述べることができる。(知識・理解)

学習指導案における教材観、生徒観、指導観とは何か、概要を
説明できる。(技能)

模擬授業に積極的に取り組む意欲を持つことができる。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

＜事前学習＞
・これまで学習した看護に関する専門科目、専門基礎科目及び
教職に関する科目が基礎になるので、復習をしておくとともに
関連する資料を持参する。資料はグループ活動に活用する。
＜事後学習＞
・授業の中で示した課題をまとめてレポートを作成し、提出す
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・課題レポートは、複数の文献や学習を踏まえて、自分の考え
を明確に示すことができているかを評価の基準とする。
・学習指導案は、教材観、生徒観、指導観を明確にすることが
できているかを評価の基準とする。
・模擬授業は、与えられた時間を積極的に取り組むことができ
たかを評価の基準とする。

方法
課題レポート（10％）学習指導案（30％）、模擬授業
（10％）、定期試験（50％）

◎－－－　テキスト　－－－◎

文部科学省『高等学校学習指導要領解説―看護編』東山書
房ISBN:9784827814910（649円＋税）
佐藤みつ子、宇佐美千恵子、青木康子『看護教育における
授業設計』医学書院ISBN:9784260008402（2800円＋税）

◎－－－　参考書　－－－◎

看護教育学　ISBN 9784524250493

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・高等学校教諭一種免許「看護」取得のために必要な科目
である。（テキストは、看護科教育法Ⅱでも使用する）

◎－－－　授業計画　－－－◎

＜授業のテーマ：キーワード＞

第１回．オリエンテーション
　：学習指導要領「看護科」の目標・目的
第２回．看護教育制度
　：歴史的変遷
第３回．高等学校五年一貫教育
　：教育の目標、教育課程
第４回．看護教育方法と学習形態
：学習理論
第５回．授業の展開の実際
　：高等学校看護科教育の実際
第６回．学習指導要領「看護」理解①
　：科目の編成
第７回．学習指導要領「看護」の理解②
　：看護科の各科目の概要
第８回．学習指導要領「看護」の理解③
　：教育課程の編成
第９回．学習指導要領「看護」の理解④
：各科目にわたる指導計画の作成
第10回．学習指導要領「看護」の理解⑤
　：各科目にわたる指導内容の取扱い
第11回．学習指導案の作成の基礎
：立案の方法
第12回．学習指導案の作成の基礎
：主題設定の理由と指導観等
第13回．学習指導案の作成の基礎
：本時の展開
第14回．教材研究
：学習指導案の修正
第15回．模擬授業の実施と評価
※担当者：藤原担当：第２回、第14回、小栁担当第１、
3、4～13、15回



2019-SW0000Y256-01看護科教育法Ⅱ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・５時限　　試験時間割：2019/07/29　１時限　　

小柳　康子

◎－－－　概要　－－－◎

＜授業の流れ＞
　高等学校（看護）教諭の経験を活かし、生徒の発達段階を考
慮した看護教育法について講義する。「看護科教育法Ⅰ」で学
習したことを基礎に、学習指導要領「看護」の指導内容に基づ
く看護科教育の講義・演習に関する授業案を立案し、模擬授業
を行う。最終的に相互評価をして、指導案を修正して完成させ
る。
＜学習の方法＞
・毎回の講義で役割分担したテーマに関して、グループ内での
学習を進める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

看護の専門科目に関する指導案の作成に取り組むことができ
る。(技能)

模擬授業に積極的に取り組み、更なる向上のために実施後の振
り返りを行うことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

＜事前学習＞
・担当する単元の学習指導要領及び教科書を事前に熟読してお
く。
・毎回の授業で役割分担となったテーマに関して、グループメ
ンバーに説明することができるよう、資料収集をして事前学習
をしておく。

＜事後学習＞
・毎回の授業で学んだことや課題をまとめてレポート提出す
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・学習指導案は、看護学に関する教材研究を十分行って記載し
ているかを評価の基準とする。
・模擬授業は、効果的に教材を活用して看護教育の講義または
演習の授業を行うことができているかを評価の基準とする。
・高校生の発達段階に合わせてわかりやすく指導ができている
かを模擬授業の評価の基準とする

方法
学習指導案（20％）、模擬授業（30％）、定期試験（50％）

◎－－－　テキスト　－－－◎

文部科学省『高等学校学習指導要領解説―看護編』東山書
房ISBN:9784827814910（649円＋税）
佐藤みつ子、宇佐美千恵子、青木康子『看護教育における
授業設計』医学書院ISBN:9784260008402（2800円＋税）

◎－－－　参考書　－－－◎

看護教育学　ISBN 978452250493

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・「看護科教育法Ⅰ」で使用したテキストを活用する。
・本講義は、高等学校教諭一種免許「看護」取得のために
必要な科目である。

◎－－－　授業計画　－－－◎

＜授業テーマ：キーワード＞

第１回．オリエンテーション
：学習指導要領に基づく看護科教育の目標と教育課程
第２回．学習指導要領に基づく実験実習の実施にあたって
の配慮事項
：学習形態の構成
第３回．学習指導案の各科目の理解
第４回．高等学校における多様な授業形態
：Ｔ．Ｔなど
第５回．高等学校学習指導案の立案の方法
　　：学習指導案立案の概要とその理解
第６回．高等学校学習指導案の立案の実際
　　：学習指導案立案における授業目標と「授業の展開」
（個別学習）
第７回．学習指導案の検討会
　　：学習指導案の分析（グループ学習）
第８回．教材研究
　　：教育機器の活用方法
第９回．教材研究の手法
　　：単元の理解
第10回．教材研究の方法：教材研究の実際
第11回．模擬授業Ⅰ「演習」について指導案立案
　：指導案の立案とグループ討議
第12回．模擬授業の実際
　　：高等学校「演習」科目の模擬授業と授業の反省（討
議）、評価
第13回．模擬授業Ⅱ「講義」「実習」について（グループ
学習）
　　：高等学校「講義」「実習」科目の指導案作成
第14回．評価の実際（グループ学習）
：相互評価と指導案の修正
第15回．高等学校看護科教員に求められる資質
：KJ法
　



2019-SW0000Y202-01道徳教育論

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・２時限　　試験時間割：2019/07/29　６時限　　

野口　徹

◎－－－　概要　－－－◎

　教育基本法の第１条「教育の目標」には、「教育は、人格の
完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必
要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成をめざして行わ
れなければならない」とされています。
　学校は、子どもたちの豊かな人格を形成していくとともに国
家・社会の形成者として必要な資質を培う場です。そのために
は、子どもたちが友達や大人たちのなかで、かけがえのない一
人の人間として大切にされ、頼りにされることを実感でき、存
在感と自己実現の喜びを味わうことのできる学校にしなくては
いけません。
　しかし、現在、社会全体のモラルの低下や子ども達の規範意
識の希薄化、生活習慣の確立が不十分であることなどの課題が
山積しています。学校においては、集団生活の場としての機能
を十分に生かし、道徳教育の充実を図り、一人前の社会人とし
て必要な道徳性や道徳的実践力を身に付けさせて社会に送り出
すことが必要です。
　道徳教育は道徳の時間だけで行うものではなく、学校教育活
動すべてにわたって道徳的実践力を養っていくものです。その
ための道徳教育の在り方について具体的に学習していきます。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

　学校における道徳教育の在り方について理解し、教材開発を
心がけながら、生徒指導や道徳の授業が充実できる資質や能力
を身に付ける。(知識・理解)

　児童生徒の個性や実態を把握し、それぞれの居場所がある暖
かい学級経営を行うことができる。(技能)

　共生社会の担い手として、主体的に学校経営に参画するとと
もに、児童生徒の居場所がある教育環境作りに努めることがで
きる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　日常生活のなかで、身の回りに起こっている道徳的な事象に
ついて関心をもち、新聞などの資料を集めておくとともに、そ
れがなぜ道徳的に優れているのか、あるいは道徳的にみて許せ
ないのか、分析的に考えておく。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　到達目標を基準として、定期試験（６０％）と授業に臨む態
度や振り返りシートの記載状況等（４０％）による。欠席は減
点の対象となる。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　中学校学習指導要領解説　道徳編　平成２7年３月（文
部科学省）　
　中学校学習指導要領　（文部科学省）　

◎－－－　参考書　－－－◎

　適宜、資料等を配布します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　　オリエンテーション
２　　「道徳」について
３　　道徳教育の考え方
４　　道徳教育の課題
５　　道徳教育と実践上の問題点
６　　道徳教育の目標と内容
７　　道徳教育の内容について
８　　道徳教育と各教科等との関連
９　　指導案の書き方・資料選択
10　　指導案作成
11　　指導案の概要説明
12　　指導の実際
13　　道徳教育の年間計画
14　　道徳教育の全体計画
15　　道徳教育の評価とまとめ



2019-SW0000Y202-03道徳教育論

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・１時限　　試験時間割：2019/07/29　６時限　　

菊池　裕次

◎－－－　概要　－－－◎

　学校教育は、知・徳・体のバランスのとれた「生きる力」の育成を
目指して行われ，道徳教育はその「徳」の部分の中心的役割を担うも
のです。
　道徳教育は，教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精
神に基づき，人間としての生き方を考え，主体的な判断の下に行動
し，自立した人間として他者と共によりよく生きるための基盤となる
道徳性を養うことを目標としています。道徳教育は学校の教育活動全
体を通じて行うものであり、道徳科はもとより、各教科、総合的な学
習の時間、特別活動等それぞれの特質に応じて，生徒の発達の段階を
考慮して，適切な指導を行わなければななりません。
　学習指導要領に道徳が位置づけられたのは、1958年ですが、以来学
校教育の現場に十分に浸透したとは言い難い状況がありました。他教
科に比べて軽んじられていること、発達の段階を踏まえた内容や指導
方法となっていなかったり、主題やねらいの設定 が不十分な単なる生
活経験の話合いや読み物の登場人物の心情の読み取りのみに偏った形
式的な指導が行われていたりする例があることなど、多くの課題が指
摘されてきました。
　「特別の教科　道徳」は、多様な価値観の、時には対立がある場合
を含めて、誠実にそれらの価値に向き合い、道徳としての問題を考え
続ける姿勢こそ道徳教育で養うべき基本的資質であるという認識に立
ち、発達の段階に応じ、 答えが一つではない道徳的な課題を一人一人
の児童生徒が自分自身の問題と捉え、向き合う「考え、議論する道
徳」へと転換を図るものです。
　一方、子どもたちの状況をみると、基本的生活習慣が定着していな
いことや学習意欲の低下、規範意識の低下、自尊感情の不足、いじめ
などの問題行動等多くの課題があります。
　本講儀では，中学教員，校長，教育委員会指導主事等の経験を生か
し，道徳教育の在り方や子どもの実態に応じた適切な指導法等，より
実践的な講義を実施します。また，指導案の作成・模擬授業などを通
して，道徳教育の実践的指導力を身に付けるようにしていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

道徳や道徳教育の意義と歴史について理解し自分の言葉で説明するこ
とができる。(知識・理解)

学習指導要領に定められた道徳教育の目標、内容、指導のあり方等に
ついて理解している。(知識・理解)

子どもの心の成長と道徳性の発達について理解している。(知識・理解)

道徳的価値を踏まえた効果的な学習指導案を作成することができる。
(技能)

模擬授業において、教師役、生徒役、評価者等のそれぞれの役割を意
欲的に果たし、適切な授業評価を行うことができる。(技能)

モラルディスカッションにおいて、多面的・多角的な観点から自分の
考えを積極的に述べることができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

１学習指導要領解説道徳編を熟読し予習・復習をすること。
２常日頃から社会の出来事について関心を持ち、道徳やモラル等に関
連のある　記事を収集しておく。
３上記２の活動を通して道徳の自作教材作りに取り組むこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

○成績評価基準
上記６つの到達目標の達成度に応じた評価を基本とする。

○成績評価方法
　定期試験、道徳学習指導案、模擬授業における役割遂行状況や普段
の発表，出席状況などを総合的に判断して評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

中学校学習指導要領解説道徳編（平成29年７月）
中学校学習指導要領（平成29年3月）

◎－－－　参考書　－－－◎

授業中に適宜資料を配布する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

１毎回授業の感想や質問を書く。

２指導案を１度課すので必ず提出すること
３万一欠席した場合は必ず理由等を届けること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１ オリエンテーション
２ 道徳とは何か
３ 道徳教育の考え方
４ 道徳教育の歴史と意義
５ 道徳教育の課題
６ 道徳性の発達と道徳教育
７ 道徳教育の目標と内容
８ 道徳教育全体計画と道徳科年間指導計画
９ 道徳教育と各教科等の関連
10 道徳の指導法・指導技術
11 指導案の作成
12 模擬授業①
13 模擬授業②
14 道徳教育と評価
15 まとめ



2019-SW0000Y202-04道徳教育論

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・１時限　　試験時間割：2020/01/23　６時限　　

野口　徹

◎－－－　概要　－－－◎

　教育基本法の第１条「教育の目標」には、「教育は、人格の
完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必
要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成をめざして行わ
れなければならない」とされています。
　学校は、子どもたちの豊かな人格を形成していくとともに国
家・社会の形成者として必要な資質を培う場です。そのために
は、子どもたちが友達や大人たちのなかで、かけがえのない一
人の人間として大切にされ、頼りにされることを実感でき、存
在感と自己実現の喜びを味わうことのできる学校にしなくては
いけません。
　しかし、現在、社会全体のモラルの低下や子ども達の規範意
識の希薄化、生活習慣の確立が不十分であることなどの課題が
山積しています。学校においては、集団生活の場としての機能
を十分に生かし、道徳教育の充実を図り、一人前の社会人とし
て必要な道徳性や道徳的実践力を身に付けさせて社会に送り出
すことが必要です。
　道徳教育は道徳の時間だけで行うものではなく、学校教育活
動すべてにわたって道徳的実践力を養っていくものです。その
ための道徳教育の在り方について具体的に学習していきます。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

　学校における道徳教育の在り方について理解し、教材開発を
心がけながら、生徒指導や道徳の授業が充実できる資質や能力
を身に付ける。(知識・理解)

　児童生徒の個性や実態を把握し、それぞれの居場所がある暖
かい学級経営を行うことができる。(技能)

　共生社会の担い手として、主体的に学校経営に参画するとと
もに、児童生徒の居場所がある教育環境作りに努めることがで
きる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　日常生活のなかで、身の回りに起こっている道徳的な事象に
ついて関心をもち、新聞などの資料を集めておくとともに、そ
れがなぜ道徳的に優れているのか、あるいは道徳的にみて許せ
ないのか、分析的に考えておく。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　到達目標を基準として、定期試験（６０％）と授業に臨む態
度や振り返りシートの記載状況等（４０％）による。欠席は減
点の対象となる。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　中学校学習指導要領解説　道徳編　平成２7年３月（文
部科学省）　
　中学校学習指導要領　（文部科学省）　

◎－－－　参考書　－－－◎

　適宜、資料等を配布します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　　オリエンテーション
２　　「道徳」について
３　　道徳教育の考え方
４　　道徳教育の課題
５　　道徳教育と実践上の問題点
６　　道徳教育の目標と内容
７　　道徳教育の内容について
８　　道徳教育と各教科等との関連
９　　指導案の書き方・資料選択
10　　指導案作成
11　　指導案の概要説明
12　　指導の実際
13　　道徳教育の年間計画
14　　道徳教育の全体計画
15　　道徳教育の評価とまとめ



2019-SW0000Y202-05道徳教育論

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・２時限　　試験時間割：2020/01/23　６時限　　

山岸　賢一郎

◎－－－　概要　－－－◎

「特別の教科 道徳（道徳科）」では、どんな授業をすればよい
のか。何をねらいとして定めるべきか。そのねらいの実現方法
はどんなか。そもそも、道徳とは、道徳教育とは、道徳科と
は、何か。この授業では、道徳・道徳教育の歴史や意義や原理
について考えながら、道徳教育・道徳科の指導法を学ぶ。併せ
て、子どもの道徳性の発達、学習指導要領における諸規定、指
導案の作成方法、道徳授業資料（教材）を吟味し批判する術、
道徳教育の指導法に関わる諸理論、道徳教育指導法の歴史、道
徳教育をとりまく改革動向、等々、教壇に立つ前に知っておく
べき、道徳教育の指導に関わる諸事項を学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

道徳・道徳教育・道徳科についての基本的知識を備えている。
(知識・理解)

道徳・道徳教育・道徳科の在り方について、主体的かつ多面
的・多角的に思考しようとしている。(態度・志向性)

教材研究や学習指導案の作成、授業の構想と実践に関わること
など、道徳教育および道徳科についての基礎的な指導力を身に
付けている。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義の際に指示する事前学習課題、とりわけ道徳授業づくりに
関わる事前学習課題は、必ず行うこと。講義後は、講義資料や
各自でとった講義ノートを用いて、学習した内容を復習してお
くこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標に照らして、次の２点にもとづき評価する。
・授業時に課す課題（小レポート等）　30％
・定期試験　70％

ただし、次の２点については、加点・減点を行う。
・講義への積極的な参加（発言、各種のワークへの積極的な参
加、模擬授業の実施、等）については、加点する。
・講義への不参加をあからさまに示す態度が見られた場合や、
他の受講者の学習の権利を奪いかねない行為が見られた場合、
減点する（遅刻、私語、各種のワークへの不参加、等）。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しない。講義の際に講義資料を配布する（webを
活用して配布することもある。講義の際の説明をよく聞く
こと）。

◎－－－　参考書　－－－◎

『中学校学習指導要領解説 特別の教科 道徳編』（平成29
年3月公示）
紙媒体で一般に刊行されるまでは以下を参照のこと。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1387016.htm
他については、講義中に適宜紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

教職を目指す者・道徳教育を学ぶ者に相応しい受講態度を
期待する。
本講義は個人で行うワークやグループワークを含んでい
る。また、講義中、発言を求めることもある。
授業計画等は、学習状況や理解度に応じて調整・変更する
ことがある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：オリエンテーション―道徳教育と道徳授業のイ
メージを問い直す
第２回：教材研究と道徳授業づくり（１）―発問
第３回：教材研究と道徳授業づくり（２）―ねらいと発問
構成
第４回：教材研究と道徳授業づくり（３）―授業展開と思
考ツール
第５回：教材研究と道徳授業づくり（４）―学習指導要領
と内容項目
第６回：道徳授業動画から考える道徳授業の実際―指導法
の具体と道徳教育の理論
第７回：道徳的価値について考える―道徳・道徳授業・道
徳授業教材を問い直す
第８回：子どもの道徳性の発達と子どもを取り巻く現代的
な課題
第９回：道徳授業の指導案作り（１）―学習指導案の書き
方
第１０回：道徳授業の指導案作り（２）―授業展開、指導
上の留意点、評価の視点について
第１１回：特別の教科 道徳（１）―目標と、問題解決的
な学習などの学習法、評価
第１２回：特別の教科 道徳（２）―全体計画と年間指導
計画、これからの道徳教育
第１３回：道徳教育の歴史―修身、道徳の時間、特別の教
科 道徳
第１４回：道徳授業をしてみよう―代表模擬授業、代表指
導案
第１５回：補足と発展―模擬授業、指導案等の振り返り
と、授業改善



2019-SW0000Y202-06道徳教育論

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・１時限　　試験時間割：2020/01/23　６時限　　

菊池　裕次

◎－－－　概要　－－－◎

　学校教育は、知・徳・体のバランスのとれた「生きる力」の育成を
目指して行われ，道徳教育はその「徳」の部分の中心的役割を担うも
のです。
　道徳教育は，教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精
神に基づき，人間としての生き方を考え，主体的な判断の下に行動
し，自立した人間として他者と共によりよく生きるための基盤となる
道徳性を養うことを目標としています。道徳教育は学校の教育活動全
体を通じて行うものであり、道徳科はもとより、各教科、総合的な学
習の時間、特別活動等それぞれの特質に応じて，生徒の発達の段階を
考慮して，適切な指導を行わなければななりません。
　学習指導要領に道徳が位置づけられたのは、1958年ですが、以来学
校教育の現場に十分に浸透したとは言い難い状況がありました。他教
科に比べて軽んじられていること、発達の段階を踏まえた内容や指導
方法となっていなかったり、主題やねらいの設定 が不十分な単なる生
活経験の話合いや読み物の登場人物の心情の読み取りのみに偏った形
式的な指導が行われていたりする例があることなど、多くの課題が指
摘されてきました。
　「特別の教科　道徳」は、多様な価値観の、時には対立がある場合
を含めて、誠実にそれらの価値に向き合い、道徳としての問題を考え
続ける姿勢こそ道徳教育で養うべき基本的資質であるという認識に立
ち、発達の段階に応じ、 答えが一つではない道徳的な課題を一人一人
の児童生徒が自分自身の問題と捉え、向き合う「考え、議論する道
徳」へと転換を図るものです。
　一方、子どもたちの状況をみると、基本的生活習慣が定着していな
いことや学習意欲の低下、規範意識の低下、自尊感情の不足、いじめ
などの問題行動等多くの課題があります。
　本講儀では，中学教員，校長，教育委員会指導主事等の経験を生か
し，道徳教育の在り方や子どもの実態に応じた適切な指導法等，より
実践的な講義を実施します。また，指導案の作成・模擬授業などを通
して，道徳教育の実践的指導力を身に付けるようにしていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

道徳や道徳教育の意義と歴史について理解し自分の言葉で説明するこ
とができる。(知識・理解)

学習指導要領に定められた道徳教育の目標、内容、指導のあり方等に
ついて理解している。(知識・理解)

子どもの心の成長と道徳性の発達について理解している。(知識・理解)

道徳的価値を踏まえた効果的な学習指導案を作成することができる。
(技能)

模擬授業において、教師役、生徒役、評価者等のそれぞれの役割を意
欲的に果たし、適切な授業評価を行うことができる。(技能)

モラルディスカッションにおいて、多面的・多角的な観点から自分の
考えを積極的に述べることができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

１学習指導要領解説道徳編を熟読し予習・復習をすること。
２常日頃から社会の出来事について関心を持ち、道徳やモラル等に関
連のある　記事を収集しておく。
３上記２の活動を通して道徳の自作教材作りに取り組むこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

○成績評価基準
上記６つの到達目標の達成度に応じた評価を基本とする。

○成績評価方法
　定期試験、道徳学習指導案、模擬授業における役割遂行状況や普段
の発表，出席状況などを総合的に判断して評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

中学校学習指導要領解説道徳編（平成29年７月）
中学校学習指導要領（平成29年3月）

◎－－－　参考書　－－－◎

授業中に適宜資料を配布する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

１毎回授業の感想や質問を書く。

２指導案を１度課すので必ず提出すること
３万一欠席した場合は必ず理由等を届けること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１ オリエンテーション
２ 道徳とは何か
３ 道徳教育の考え方
４ 道徳教育の歴史と意義
５ 道徳教育の課題
６ 道徳性の発達と道徳教育
７ 道徳教育の目標と内容
８ 道徳教育全体計画と道徳科年間指導計画
９ 道徳教育と各教科等の関連
10 道徳の指導法・指導技術
11 指導案の作成
12 模擬授業①
13 模擬授業②
14 道徳教育と評価
15 まとめ



2019-SW0000Y202-07道徳教育論「二部」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・二部１時限　　試験時間割：2019/07/31　夜１限　　

山岸　賢一郎

◎－－－　概要　－－－◎

「特別の教科 道徳（道徳科）」では、どんな授業をすればよい
のか。何をねらいとして定めるべきか。そのねらいの実現方法
はどんなか。そもそも、道徳とは、道徳教育とは、道徳科と
は、何か。この授業では、道徳・道徳教育の歴史や意義や原理
について考えながら、道徳教育・道徳科の指導法を学ぶ。併せ
て、子どもの道徳性の発達、学習指導要領における諸規定、指
導案の作成方法、道徳授業資料（教材）を吟味し批判する術、
道徳教育の指導法に関わる諸理論、道徳教育指導法の歴史、道
徳教育をとりまく改革動向、等々、教壇に立つ前に知っておく
べき、道徳教育の指導に関わる諸事項を学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

道徳・道徳教育・道徳科についての基本的知識を備えている。
(知識・理解)

道徳・道徳教育・道徳科の在り方について、主体的かつ多面
的・多角的に思考しようとしている。(態度・志向性)

教材研究や学習指導案の作成、授業の構想と実践に関わること
など、道徳教育および道徳科についての基礎的な指導力を身に
付けている。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義の際に指示する事前学習課題、とりわけ道徳授業づくりに
関わる事前学習課題は、必ず行うこと。講義後は、講義資料や
各自でとった講義ノートを用いて、学習した内容を復習してお
くこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標に照らして、次の２点にもとづき評価する。
・授業時に課す課題（小レポート等）　30％
・定期試験　70％

ただし、次の２点については、加点・減点を行う。
・講義への積極的な参加（発言、各種のワークへの積極的な参
加、模擬授業の実施、等）については、加点する。
・講義への不参加をあからさまに示す態度が見られた場合や、
他の受講者の学習の権利を奪いかねない行為が見られた場合、
減点する（遅刻、私語、各種のワークへの不参加、等）。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しない。講義の際に講義資料を配布する（webを
活用して配布することもある。講義の際の説明をよく聞く
こと）。

◎－－－　参考書　－－－◎

『中学校学習指導要領解説 特別の教科 道徳編』（平成29
年3月公示）
紙媒体で一般に刊行されるまでは以下を参照のこと。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1387016.htm
他については、講義中に適宜紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

教職を目指す者・道徳教育を学ぶ者に相応しい受講態度を
期待する。
本講義は個人で行うワークやグループワークを含んでい
る。また、講義中、発言を求めることもある。
授業計画等は、学習状況や理解度に応じて調整・変更する
ことがある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：オリエンテーション―道徳教育と道徳授業のイ
メージを問い直す
第２回：教材研究と道徳授業づくり（１）―発問
第３回：教材研究と道徳授業づくり（２）―ねらいと発問
構成
第４回：教材研究と道徳授業づくり（３）―授業展開と思
考ツール
第５回：教材研究と道徳授業づくり（４）―学習指導要領
と内容項目
第６回：道徳授業動画から考える道徳授業の実際―指導法
の具体と道徳教育の理論
第７回：道徳的価値について考える―道徳・道徳授業・道
徳授業教材を問い直す
第８回：子どもの道徳性の発達と子どもを取り巻く現代的
な課題
第９回：道徳授業の指導案作り（１）―学習指導案の書き
方
第１０回：道徳授業の指導案作り（２）―授業展開、指導
上の留意点、評価の視点について
第１１回：特別の教科 道徳（１）―目標と、問題解決的
な学習などの学習法、評価
第１２回：特別の教科 道徳（２）―全体計画と年間指導
計画、これからの道徳教育
第１３回：道徳教育の歴史―修身、道徳の時間、特別の教
科 道徳
第１４回：道徳授業をしてみよう―代表模擬授業、代表指
導案
第１５回：補足と発展―模擬授業、指導案等の振り返り
と、授業改善



2019-SW0000Y203-01特別活動論

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・３時限　　試験時間割：2019/07/27　５時限　　

松本　和寿

◎－－－　概要　－－－◎

特別活動および総合的な学習の時間の意義と指導法について、
学習指導要領の目標や内容を踏まえ解説するとともに、学校教
育を取り巻く今日的課題を取り上げ、特別活動や総合的な学習
の時間の趣旨を生かした教師のかかわり方について考察する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

特別活動と総合的な学習の時間の学習指導要領の目標や内容、
指導法について理解する。(知識・理解)

教育現場の今日的課題を多面的に分析し、特別活動や総合的な
学習の時間の趣旨を踏まえた問題解決の方法について考察す
る。(技能)

教育現場の今日敵課題に関する様々な見方・考え方を受け入れ
る態度を有している。(態度・志向性)

特別活動や総合的な学習の時間の目標や内容、指導法について
積極的に学ぶ姿勢をもっている。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：テキストの該当部分（前授業において指示する。）を熟
読する。（30分）
　　　※学校教育に関する報道等を日常的に注視しておくこ
と。
復習：前授業内容について記録をもとに振り返る。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

学習指導要領の目標や内容、指導方法の具体や指導案の書き方
について理解しているか、また、学校教育の今日的課題を多面
的に考察し、特別活動や総合的な学習の時間の趣旨を踏まえた
解決策について、検討・説明できるかを評価基準とし、第８回
の授業後に実施する前半の学修内容に関するレポート（２
０％）と定期試験（８０％）で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

文部科学省『中学校学習指導要領解説 特別活動編』文部
科学省、『中学校学習指導要領解説　総合的な学習の時間
編』文部科学省　いずれも平成２９年告示版

◎－－－　参考書　－－－◎

文部科学省『中学校学習指導要領解説　特別の教科道徳
編』
文部科学省「平成29年度児童生徒の問題行動・不登校等生
徒指導上の諸問題に関する調査結果について」（文科省
Web）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

正当な理由なく欠席しないこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回　オリエンテーション

第２回　学校と教育課程

第３回　特別活動の目的と意義

第４回　特別活動の指導法（学級活動）
第５回　特別活動の指導法（生徒会活動）
第６回　特別活動の指導法（学校行事）

第７回　特別活動の指導案

第８回　総合的な学習の時間の目的と意義
第９回　総合的な学習の時間の指導法（探究学習）

第10回　総合的な学習の時間の指導案

第11回　学校教育の今日的課題と特別活動

（「いじめ」問題）

第12回　学校教育の今日的課題と特別活動
（「不登校」問題）

第13回　学校教育の今日的課題と総合的な学習の時間
（「学力」とは）

第14回　学校教育の今日的課題と総合的な学習の時間
（キャリア教育）

第15回　まとめ　学校教育における特別活動、総合的な学
習の時間の役割と課題



2019-SW0000Y203-03特別活動論

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・５時限　　試験時間割：2019/07/27　５時限　　

菊池　裕次

◎－－－　概要　－－－◎

　近年、情報化やグローバル化といった社会的変化が、人間の予測を超
えて進展している。この予測困難な時代に、未知の課題に対して、自ら
考え、主体的に判断し行動する力が求められている。このような社会に
おける人間としての生き方などについて、子どもたちが集団活動や体験
活動を通して学ぶ重要な場や機会となるのが学級活動、生徒会活動、学
校行事などの特別活動である。また，総合的な学習の時間では「探究的
な見方・考え方」を働かせ，総合的・横断的な学習を行うことを通し
て，よりよく課題を解決し，自己の生き方を考えていくための資質・能
力を育むことを目指している。
　これまで、日本の学校教育において、特別活動は教科教育とともに将
来の社会人としての資質・能力の育成に大きな役割を果たしてきた。こ
れからは、「人間関係形成」「社会参画」「自己実現」という３つの視
点や「チームとしての学校」の視点を持つとともに，異年齢集団との交
流や，地域住民との連携などを通して，課題発見・解決の能力を育成し
ていくという特別活動の役割は、ますます大きくなっていく。また、特
別活動は、特別の教科道徳における問題解決的な学習や体験的な学習と
相まって道徳的実践の場となるものであるとともに，いじめの未然防止
などにつながるものである。
　総合的な学習の時間では，各教科等の「見方・考え方」を総合的に働
かせ、広範かつ複雑な事象を多様な角度から俯瞰して捉え、実社会や実
生活の複雑な文脈の中で物事を考えたり、自分自身の在り方生き方と関
連付けて内省的に考えたりすることが学習過程の特徴である。
  そこで、特別活動及び総合的な学習の時間の目標、教育的意義、内容
及び学校教育全般との関連を十分に理解し、教育実践の基礎とすること
は、将来教職に就くことを目指している者にとって、非常に重要なこと
である。
　本講義では、中学教員，校長，教育委員会指導主事等の経験を生か
し，現在の子どもたちの実態をふまえた特別活動及び総合的な学習の時
間の在り方や指導法を追究するとともに、グループごとに模擬指導を行
いその評価を行うことを通して教員としての資質・能力や実践的指導力
を養う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

学習指導要領における特別活動及び総合的な学習の時間の目標や内容に
ついて理解し的確に説明できる。(知識・理解)

教育課程における特別活動及び総合的な学習の時間の位置付けと各教科
等との関連を理解している。(知識・理解)

合意形成に向けた話合い活動や集団活動の意義や指導の在り方を例示で
きる。(技能)

適切な課題を設定し班毎に模擬指導を行い、互いに評価することを通し
て実践的指導力を身に付けようとする。(態度・志向性)

特別活動及び総合的な学習の時間の取組の評価・改善の重要性を理解
し，積極的に工夫改善を行う。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　授業計画に従い、学習指導要領解説を熟読しておくこと。
　日常的に教育関連の記事などを収集しておくこと。
　特別活動及び総合的な学習の時間の課題に関する論述のためのデータ
を収集すること。
　グループごとに模擬指導の指導案や資料づくり，リハーサルを行うこ
と。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

○成績評価基準
　上記５つの到達目標の達成度に応じた評価を基本とする。

○成績評価方法
　定期試験の成績、論述、模擬指導の実施状況，意見発表や出席状況等
により、総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

中学校学習指導要領(平成29年3年）
中学校学習指導要領解説特別活動編（平成29年7月）
中学校学習指導要領解説総合的な学習の時間編　

◎－－－　参考書　－－－◎

講義で適宜資料等を配布する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　教育は日本の将来を担う人材を育成するもの。教師にな
るのだという情熱を持って、積極的に取り組んでほしい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１オリエンテーション
２特別活動の意義と目標
３特別活動の変遷
４学級経営と学級活動
５学級活動の指導法（模擬指導）
６生徒会活動の意義と課題
７生徒会活動の指導法（模擬指導）
８学校行事の意義と課題
９学校行事の指導法（模擬指導）
10総合的な学習の時間の意義と系譜（模擬指導）
11総合的な学習の時間の指導法（模擬授業）
12特別活動とキャリア教育（模擬指導）
13特別活動と生徒指導・いじめ問題（模擬指導）
14特別活動と評価
15まとめ



2019-SW0000Y203-04特別活動論

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・４時限　　試験時間割：2020/01/22　５時限　　

菊池　裕次

◎－－－　概要　－－－◎

　近年、情報化やグローバル化といった社会的変化が、人間の予測を超
えて進展している。この予測困難な時代に、未知の課題に対して、自ら
考え、主体的に判断し行動する力が求められている。このような社会に
おける人間としての生き方などについて、子どもたちが集団活動や体験
活動を通して学ぶ重要な場や機会となるのが学級活動、生徒会活動、学
校行事などの特別活動である。また，総合的な学習の時間では「探究的
な見方・考え方」を働かせ，総合的・横断的な学習を行うことを通し
て，よりよく課題を解決し，自己の生き方を考えていくための資質・能
力を育むことを目指している。
　これまで、日本の学校教育において、特別活動は教科教育とともに将
来の社会人としての資質・能力の育成に大きな役割を果たしてきた。こ
れからは、「人間関係形成」「社会参画」「自己実現」という３つの視
点や「チームとしての学校」の視点を持つとともに，異年齢集団との交
流や，地域住民との連携などを通して，課題発見・解決の能力を育成し
ていくという特別活動の役割は、ますます大きくなっていく。また、特
別活動は、特別の教科道徳における問題解決的な学習や体験的な学習と
相まって道徳的実践の場となるものであるとともに，いじめの未然防止
などにつながるものである。
　総合的な学習の時間では，各教科等の「見方・考え方」を総合的に働
かせ、広範かつ複雑な事象を多様な角度から俯瞰して捉え、実社会や実
生活の複雑な文脈の中で物事を考えたり、自分自身の在り方生き方と関
連付けて内省的に考えたりすることが学習過程の特徴である。
  そこで、特別活動及び総合的な学習の時間の目標、教育的意義、内容
及び学校教育全般との関連を十分に理解し、教育実践の基礎とすること
は、将来教職に就くことを目指している者にとって、非常に重要なこと
である。
　本講義では、中学教員，校長，教育委員会指導主事等の経験を生か
し，現在の子どもたちの実態をふまえた特別活動及び総合的な学習の時
間の在り方や指導法を追究するとともに、グループごとに模擬指導を行
いその評価を行うことを通して教員としての資質・能力や実践的指導力
を養う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

学習指導要領における特別活動及び総合的な学習の時間の目標や内容に
ついて理解し的確に説明できる。(知識・理解)

教育課程における特別活動及び総合的な学習の時間の位置付けと各教科
等との関連を理解している。(知識・理解)

合意形成に向けた話合い活動や集団活動の意義や指導の在り方を例示で
きる。(技能)

適切な課題を設定し班毎に模擬指導を行い、互いに評価することを通し
て実践的指導力を身に付けようとする。(態度・志向性)

特別活動及び総合的な学習の時間の取組の評価・改善の重要性を理解
し，積極的に工夫改善を行う。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　授業計画に従い、学習指導要領解説を熟読しておくこと。
　日常的に教育関連の記事などを収集しておくこと。
　特別活動及び総合的な学習の時間の課題に関する論述のためのデータ
を収集すること。
　グループごとに模擬指導の指導案や資料づくり，リハーサルを行うこ
と。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

○成績評価基準
　上記５つの到達目標の達成度に応じた評価を基本とする。

○成績評価方法
　定期試験の成績、論述、模擬指導の実施状況，意見発表や出席状況等
により、総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

中学校学習指導要領(平成29年3年）
中学校学習指導要領解説特別活動編（平成29年7月）
中学校学習指導要領解説総合的な学習の時間編　

◎－－－　参考書　－－－◎

講義で適宜資料等を配布する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　教育は日本の将来を担う人材を育成するもの。教師にな
るのだという情熱を持って、積極的に取り組んでほしい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１オリエンテーション
２特別活動の意義と目標
３特別活動の変遷
４学級経営と学級活動
５学級活動の指導法（模擬指導）
６生徒会活動の意義と課題
７生徒会活動の指導法（模擬指導）
８学校行事の意義と課題
９学校行事の指導法（模擬指導）
10総合的な学習の時間の意義と系譜（模擬指導）
11総合的な学習の時間の指導法（模擬授業）
12特別活動とキャリア教育（模擬指導）
13特別活動と生徒指導・いじめ問題（模擬指導）
14特別活動と評価
15まとめ



2019-SW0000Y203-05特別活動論

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・４時限　　試験時間割：2020/01/22　５時限　　

大久保　正廣

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義では特別活動の基本的な理念や内容を理解し、学校教
育における実践に向けての基礎を学ぶことを目的とする。　
　学校における生徒指導を仮に積極的な指導と消極的な指導に
分けるとすれば、特別活動は前者にあたる面が大きく、その理
念と内容を理解することが将来の実践に向けての基礎となる。
しかし実践の場においては、消極的な指導に関する問題も大き
な位置を占めざるをえない。したがってここでは、そうした面
では典型的ともいえる校内暴力、学級崩壊、いじめ、不登校へ
の対応といった現代的な学校問題と特別活動との接点を見つ
め、より実践的な今日における特別活動のあり方を探ってゆ
く。
　また従来の学校内の実践者組織に加えて、スクールカウンセ
ラーなどの導入は図られてはいるが、少なくともまだ今日の実
践者組織においては特に学級担任の占める位置が大きく、特別
活動に関する場合も同様である。学級担任における特別活動の
実践を中心にしながら、進路指導や校則指導といった極めて現
場的な視点にも触れつつ、特別活動の各領域における今日の実
践のあり方についても考える。
　中等教育における勤務経験を活かし、理論と実践の両面から
新時代における学校教育の在り方を探求する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

特別活動と総合的な学習の時間の内容と意義について理解し、
それに関わる生徒指導や学習指導の基本的なあり方や留意点、
評価の在り方について説明できる。(知識・理解)

特別活動と総合的な学習の時間において、その目標に応じたア
クティブラーニング等の言語活動を取り入れる技能と姿勢を
持っている。(技能)

教育現場の新たな課題に対応して特別活動を活用する意欲や態
度、柔軟な姿勢を持っている。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　参考書をしっかり読む。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　特別活動と総合的な学習の時間の内容と意義について理解
し、それに関わる生徒指導や学習指導の基本的なあり方につい
て説明できるようになるため、発表やレポート（意見・感想・
アンケートなど）など授業参加の姿勢を３割、定期試験を７割
を原則として総合的に判断する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　使用しない。

◎－－－　参考書　－－－◎

「荒れ克服」実践レポート　ISBN 978-4-87380-562-7
荒れない学級・学校づくりの処方せん　ISBN
4-7619-0615-4

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　授業計画はその大まかな流れを示しているが、進度に応
じて適宜変更がある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　講義説明、診断アンケート
２　特別活動の意義
　　＊「生きる力」と「自己教育力」を高めるというこ
　　とについて
３　特別活動の歴史的変遷
　　＊教科外活動と特別活動の歴史的な変遷
４　教科と特別活動
５　道徳と特別活動
　　＊「心の教育」に関する様々な見方考え方と特
　　別活動
６　特別活動と生徒指導①
　　＊学級崩壊・校内暴力
７　特別活動と生徒指導②
　　＊いじめ・不登校
８　特別活動と進路指導
　　＊今日の問題点を探る
９　特別活動と総合的な学習
10　学級活動
　　＊集団の協力と規律
11　児童会、生徒会活動
　　＊自治的な活動とは
12　クラブ活動・部活動
　　＊今日におけるありかた
13　学校行事
　　＊参加のありかた
14　抱え込み指導の問題点
15　まとめ



2019-SW0000Y203-06特別活動論「二部」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・二部１時限　　試験時間割：2019/07/31　夜１限　　

大久保　正廣

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義では特別活動の基本的な理念や内容を理解し、学校教
育における実践に向けての基礎を学ぶことを目的とする。　
　学校における生徒指導を仮に積極的な指導と消極的な指導に
分けるとすれば、特別活動は前者にあたる面が大きく、その理
念と内容を理解することが将来の実践に向けての基礎となる。
しかし実践の場においては、消極的な指導に関する問題も大き
な位置を占めざるをえない。したがってここでは、そうした面
では典型的ともいえる校内暴力、学級崩壊、いじめ、不登校へ
の対応といった現代的な学校問題と特別活動との接点を見つ
め、より実践的な今日における特別活動のあり方を探ってゆ
く。
　また従来の学校内の実践者組織に加えて、スクールカウンセ
ラーなどの導入は図られてはいるが、少なくともまだ今日の実
践者組織においては特に学級担任の占める位置が大きく、特別
活動に関する場合も同様である。学級担任における特別活動の
実践を中心にしながら、進路指導や校則指導といった極めて現
場的な視点にも触れつつ、特別活動の各領域における今日の実
践のあり方についても考える。
　中等教育における勤務経験を活かし、理論と実践の両面から
新時代における学校教育の在り方を探求する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

特別活動と総合的な学習の時間の内容と意義について理解し、
それに関わる生徒指導や学習指導の基本的なあり方や留意点、
評価の在り方について説明できる。(知識・理解)

特別活動と総合的な学習の時間において、その目標に応じたア
クティブラーニング等の言語活動を取り入れる技能と姿勢を
持っている。(技能)

教育現場の新たな課題に対応して特別活動を活用する意欲や態
度、柔軟な姿勢を持っている。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　参考書をしっかり読む。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　特別活動と総合的な学習の時間の内容と意義について理解
し、それに関わる生徒指導や学習指導の基本的なあり方につい
て説明できるようになるため、発表やレポート（意見・感想・
アンケートなど）など授業参加の姿勢を３割、定期試験を７割
を原則として総合的に判断する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　使用しない。

◎－－－　参考書　－－－◎

「荒れ克服」実践レポート　ISBN 978-4-87380-562-7
荒れない学級・学校づくりの処方せん　ISBN
4-7619-0615-4

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　授業計画はその大まかな流れを示しているが、進度に応
じて適宜変更がある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　講義説明、診断アンケート
２　特別活動の意義
　　＊「生きる力」と「自己教育力」を高めるというこ
　　とについて
３　特別活動の歴史的変遷
　　＊教科外活動と特別活動の歴史的な変遷
４　教科と特別活動
５　道徳と特別活動
　　＊「心の教育」に関する様々な見方考え方と特
　　別活動
６　特別活動と生徒指導①
　　＊学級崩壊・校内暴力
７　特別活動と生徒指導②
　　＊いじめ・不登校
８　特別活動と進路指導
　　＊今日の問題点を探る
９　特別活動と総合的な学習
10　学級活動
　　＊集団の協力と規律
11　児童会、生徒会活動
　　＊自治的な活動とは
12　クラブ活動・部活動
　　＊今日におけるありかた
13　学校行事
　　＊参加のありかた
14　抱え込み指導の問題点
15　まとめ



2019-SW0000Y204-01教育方法論

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・５時限　　試験時間割：2019/07/29　６時限　　

大久保　正廣

◎－－－　概要　－－－◎

　教師は、子どものための教育目標を達成するために、その指
導をいかに組み立て、効果的に展開してゆくか工夫し実践して
いる。こうした教師の学校における実践的な指導は、一般的に
はこれまで学習指導と生徒指導としてそれぞれの理論と実践と
を積み上げてきた。本授業ではこうした学習指導と生徒指導の
基本的な理論や学習指導要領を踏まえつつ、現代の学校として
必要欠くべからざる教師としての基本的な教育方法の在り方に
ついて学ぶことを目的としている。いわゆる「荒れ」や「いじ
め」・規律指導の困難等が問題となるなか、新任教師の離職現
象さえもが顕在化し、こうした問題を乗り越える学校教育の新
たな在り方への模索が教員養成においても問われている。 さら
に新学習指導要領にみられる学習のキーワードは、「主体的・
対話的で深い学び」であり、これまでの授業の在り方への深い
反省を迫っている。これらの難題への解決の道は、今日強調さ
れている「組織」や「チーム」という実践的な言葉に表れてい
るように、学習指導のみの問題でもなく生徒指導のみの問題で
はない。
　内容は、学習指導要領や学習指導の原理と教育評価、情報機
器及び教材の活用、授業づくりと授業分析とりわけ、新学習指
導要領のキーワードである「主体的・対話的で深い学び」とア
クティブラーニングについての理解と実践が中核となってい
る。情報機器や教材も活用して、学習指導と生徒指導の両輪が
働く、規律ある「組織」・「チーム」としての学校実践の意義
をアクティブラーニングを取り入れた実践の中からより深く理
解させたい。
　中等教育における勤務経験を活かし、理論と実践の両面から
新時代における学校教育の在り方を探求する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教育課程と学習指導要領について基本的理解ができる。(知
識・理解)

学習指導の原理と、授業づくり、とりわけ新学指導要領のキー
ワードである「主体的・対話的で深い学び」について理解し、
アクティブラーニングにおいて実践的指導ができる。(技能)

学習指導と生徒指導の両輪が協働する「組織」・「チーム」と
してのこれからの学校の在り方について理解し、実践できる。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

テキストや参考書をしっかり読む。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価は、レポート発表や授業参加の姿勢が５割、定期試験
が５割とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

大久保正廣編集　『「荒れ克服」実践レポート 』　教育
開発研究所 2010　 価格（本体2300円＋税）ＩＳＢＮ
978-4-87380-562-7

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　定期試験は５割としており、レポート発表や受講姿勢が
評価の大きな要となる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：講義説明・教育方法の意義
第２回：教育課程の基本原理
第３回：学習指導要領①新学習指導要領の特徴
第４回：学習指導要領②学習指導要領の歴史的変遷
第５回：今日の学校教育の課題　――　特に「主体的・対
話的で深い学び」と、「荒れ」の未然防止・克服について
課題とする。その後グループ編成（5人一組）。
第６回：学習指導の原理と教育評価
第７回：授業づくりと授業分析　――「主体的・対話的で
深い学び」とアクティブラーニング
第８回：情報機器及び教材の活用
第９回： アクティブラーニング①　――　これより、5人
のグループでテキストをもとに「荒れ」の克服における
チーム学校としての取組に関する事例研究を行う。担当者
は週ごとに分担し、テキストの事例をもとに資料と50分の
指導略案を準備し提出する。資料をもとに内容を相互に理
解し、感想や意見、自分の体験などを話し合い、学習指
導・生徒指導の両輪による生きたチームによる学校教育実
践の実際を学ぶ。以下第13回まで同様である（この活動
は、次年度の教育実習も意識している）。　　　　　
第１０回： アクティブラーニング②
第１１回： アクティブラーニング③
第１２回： アクティブラーニング④
第１３回： アクティブラーニング⑤
第１４回： 学校における「主体的・対話的で深い学
び」、「組織」・「チーム」の意義と課題
第１５回：講義の総括　――　教育実践の今日的課題の整
理（情報モラル教育も含む）



2019-SW0000Y204-03教育方法論

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・３時限　　試験時間割：2019/07/29　６時限　　

伊藤　亜希子

◎－－－　概要　－－－◎

＜授業の概要＞
　本授業では、社会変化や子どもたちの多様化を踏まえ、これからの
社会を生きる子どもたちに求められる資質・能力を育成するための授
業づくりを考えるため、どのような教育方法や技術が求められるのか
を学んでいく。具体的には、授業の構成要素や教育目標の特質、指導
案、教育内容に対する考え方、主体的・対話的で深い学びを支えるア
クティブ・ラーニング、ICTの活用、授業のユニバーサルデザインに
ついて基礎的な知識・技術を獲得し、子どもの実態に合わせて教育方
法を検討していけるよう理解を深めていく。特に、主体的・対話的で
深い学びや情報機器の活用を具体的に考えられるよう、本授業ではグ
ループワークやディスカッション、大学のeラーニングシステム活用
を通して、基礎的知識・技術の獲得を目指していく。

＜授業の方法＞
　講義中心になるが、適宜、ディスカッションやグループワークを取
り入れていく。また、教育方法や授業づくりに関わるVTR視聴（2̃3
回程度）も予定している。講義で使用するスライドや資料は、本学の
eラーニングシステム（Moodle）上にその都度掲示する。
　授業ごとに自らの学びを振り返ってもらうために、授業中に何を学
び、何が理解できなかったか、自ら発展的に学んだことなどを書いて
もらう1枚ポートフォリオの作成を受講生には求める。これは3̃4回の
授業が終わるごとにeラーニングシステム上で提出を求める。eラーニ
ングシステムの利用方法については、授業の初回に説明し、サポート
するので、利用したことがなくても支障はない。

◎－－－　到達目標　－－－◎

授業論、学習論、授業評価論、授業研究等、教育方法論に関する基本
的知識を身につける。(知識・理解)

今日の子どもたちに求められる資質・能力の育成に向けた、そして多
様な子どもたちのいる現実に応じた教育方法及び技術について基礎的
知識・技能を獲得する。(技能)

グループワークやディスカッションで他者の意見に耳を傾け、積極的
にコミュニケーションができる。(技能)

教育方法論に関する基本的知識から、今日求められる授業のあり方に
ついての課題を発見し、それに応じた教育方法を提案できる。(態
度・志向性)

社会の変化に応じて求められる授業も変化しており、その流れのなか
で新しい教育方法に関する知識や技能を積極的に学ぶ姿勢をもってい
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　事前に授業で取り扱う内容を指示するので、それに関わる資料や教
育に関する時事ニュースなどを自分で情報収集するよう努めること
（予習）。授業後には、授業時に配布された資料等に再度目を通し、
授業時に取り扱った内容の確認を行い、1枚ポートフォリオにまとめ
ておく（復習）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験、課題提出状況（1枚ポートフォリオ、VTR視聴感想な
ど）、授業の参加度などにより、到達目標に従って総合的に判断す
る。主として、平常点にあたる受講態度や授業ごとに記録を作成する
1枚ポートフォリオの作成・提出状況を30％、定期試験を70％とす
る。欠席・遅刻・途中退席等による課題の未提出は減点対象とする。
また、私語などによる授業に対する妨害行為についても減点の対象と
する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しない。プリントを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

文部科学省『中学校学習指導要領』、『高等学校学習指導
要領』　
田中耕治編(2007)『よくわかる授業論』ミネルヴァ書房　
ISBN 4623043320
佐藤学(2010)『教育の方法』左右社　ISBN 4903500349
この他、田中耕治、鶴田清司、橋本美保、藤村宣之
（2012）『新しい時代の教育方法』有斐閣、など。参考文
献、参考URL等を適宜授業中に紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　講義ノートや配付資料等については、常に見返すことが
できるようにファイリングすること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：オリエンテーション―教育方法とは？
第２回：子どもに求められる資質・能力と子どもの多様化
第３回：学校教育の変化―学習指導要領の変遷から
第４回：現行学習指導要領の特徴―教育方法の議論に注目
する
第５回：授業づくり①―授業の構成要素
第６回：授業づくり②―教育目標の特質
第７回：授業づくり③―教育内容に関する考え方と教材づ
くり
第８回：授業づくり④―授業の展開と教授技術
第９回：授業づくり⑤―教育評価
第１０回：指導案を分析的に読む
第１１回：指導案を作成する
第１２回：これからの時代の授業づくり①―アクティブ・
ラーニングの技法
第１３回：これからの時代の授業づくり②―ICT機器の活
用
第１４回：これからの時代の授業づくり③―授業のユニ
バーサルデザイン
第１５回：講義のまとめ
定期試験



2019-SW0000Y204-05教育方法論

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・２時限　　試験時間割：2020/01/23　６時限　　

大久保　正廣

◎－－－　概要　－－－◎

　教師は、子どものための教育目標を達成するために、その指
導をいかに組み立て、効果的に展開してゆくか工夫し実践して
いる。こうした教師の学校における実践的な指導は、一般的に
はこれまで学習指導と生徒指導としてそれぞれの理論と実践と
を積み上げてきた。本授業ではこうした学習指導と生徒指導の
基本的な理論や学習指導要領を踏まえつつ、現代の学校として
必要欠くべからざる教師としての基本的な教育方法の在り方に
ついて学ぶことを目的としている。いわゆる「荒れ」や「いじ
め」・規律指導の困難等が問題となるなか、新任教師の離職現
象さえもが顕在化し、こうした問題を乗り越える学校教育の新
たな在り方への模索が教員養成においても問われている。 さら
に新学習指導要領にみられる学習のキーワードは、「主体的・
対話的で深い学び」であり、これまでの授業の在り方への深い
反省を迫っている。これらの難題への解決の道は、今日強調さ
れている「組織」や「チーム」という実践的な言葉に表れてい
るように、学習指導のみの問題でもなく生徒指導のみの問題で
はない。
　内容は、学習指導要領や学習指導の原理と教育評価、情報機
器及び教材の活用、授業づくりと授業分析とりわけ、新学習指
導要領のキーワードである「主体的・対話的で深い学び」とア
クティブラーニングについての理解と実践が中核となってい
る。情報機器や教材も活用して、学習指導と生徒指導の両輪が
働く、規律ある「組織」・「チーム」としての学校実践の意義
をアクティブラーニングを取り入れた実践の中からより深く理
解させたい。
　中等教育における勤務経験を活かし、理論と実践の両面から
新時代における学校教育の在り方を探求する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教育課程と学習指導要領について基本的理解ができる。(知
識・理解)

学習指導の原理と、授業づくり、とりわけ新学指導要領のキー
ワードである「主体的・対話的で深い学び」について理解し、
アクティブラーニングにおいて実践的指導ができる。(技能)

学習指導と生徒指導の両輪が協働する「組織」・「チーム」と
してのこれからの学校の在り方について理解し、実践できる。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

テキストや参考書をしっかり読む。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価は、レポート発表や授業参加の姿勢が５割、定期試験
が５割とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

大久保正廣編集　『「荒れ克服」実践レポート 』　教育
開発研究所 2010　 価格（本体2300円＋税）ＩＳＢＮ
978-4-87380-562-7

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　定期試験は５割としており、レポート発表や受講姿勢が
評価の大きな要となる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：講義説明・教育方法の意義
第２回：教育課程の基本原理
第３回：学習指導要領①新学習指導要領の特徴
第４回：学習指導要領②学習指導要領の歴史的変遷
第５回：今日の学校教育の課題　――　特に「主体的・対
話的で深い学び」と、「荒れ」の未然防止・克服について
課題とする。その後グループ編成（5人一組）。
第６回：学習指導の原理と教育評価
第７回：授業づくりと授業分析　――「主体的・対話的で
深い学び」とアクティブラーニング
第８回：情報機器及び教材の活用
第９回： アクティブラーニング①　――　これより、5人
のグループでテキストをもとに「荒れ」の克服における
チーム学校としての取組に関する事例研究を行う。担当者
は週ごとに分担し、テキストの事例をもとに資料と50分の
指導略案を準備し提出する。資料をもとに内容を相互に理
解し、感想や意見、自分の体験などを話し合い、学習指
導・生徒指導の両輪による生きたチームによる学校教育実
践の実際を学ぶ。以下第13回まで同様である（この活動
は、次年度の教育実習も意識している）。　　　　　
第１０回： アクティブラーニング②
第１１回： アクティブラーニング③
第１２回： アクティブラーニング④
第１３回： アクティブラーニング⑤
第１４回： 学校における「主体的・対話的で深い学
び」、「組織」・「チーム」の意義と課題
第１５回：講義の総括　――　教育実践の今日的課題の整
理（情報モラル教育も含む）



2019-SW0000Y204-06教育方法論「二部」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・二部２時限　　試験時間割：2020/01/22　夜２限　　

佐藤　仁

◎－－－　概要　－－－◎

小学校から高校までの12年間において、どんな授業が思い出に
残っているだろうか。分かりやすい授業、面白い授業、興味が
わく授業。こうした授業を創るには、それなりの経験が必要で
あり、その経験から導き出されたカンやコツが必要になるだろ
う。しかし、教壇に立つ前に最低限備えておく知識がある。学
習指導要領の内容、授業の構成、教師の言動、指導案の内容
等。本講義では、こうした「授業を行う」上で必要とされる教
育方法論を学んでいく。ただし、ここでいう教育方法論とは、
単なるマニュアルを指すのではなく、そうした情報を踏まえた
上で、教師自ら主体的に授業を創りあげていくために必要な知
識やスキルを意味するものである。

◎－－－　到達目標　－－－◎

これからの社会を担う子供たちに求められる資質・能力を育成
するために必要な基本的な教育の方法・技術（情報機器の活用
を含む）を説明できる。(知識・理解)

学習指導要領の特徴、歴史的展開、今後の方向性について、説
明できる。(知識・理解)

授業の構成論や教育方法・技術論を踏まえた上で、指導案を作
成することができる。(技能)

教科の論理と子どもの論理を統合した授業のあり方を考えるこ
とができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前学習：教育実践にかかるニュースや情報を探すこと。
事後学習：学習した教育方法論を基に、様々な教育実践を見る
こと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準については、次の通りである。
・基本的な教育方法・技術論、教材論について、説明できる。
・講義で学習したことを踏まえて、指導案を作成することがで
きる。
以上の基準に基づいて、基本的に定期試験の結果（100%）を
成績評価とする。ただし、以下の点については、減点の対象と
する；欠席及び遅刻、ミニッツペーパーや課題の未提出、私語
等の講義を妨害する行為等。

◎－－－　テキスト　－－－◎

文部科学省『中学校学習指導要領　平成29年3月
告示』東山書房、2018年。
文部科学省『高等学校学習指導要領　平成21年3月告示』
東山書房、2015年。

◎－－－　参考書　－－－◎

適宜、講義の中で紹介する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：イントロダクション―教育方法をイメージする―
第２回：これからの子どもに求められる力―国際学力調査
の知見より―
第３回：現行学習指導要領の基本的構造
第４回：学習指導要領の歴史的展開から教育方法の原理を
考える
第５回：次期学習指導要領の特質
第６回：授業を構成する要素の具体像
第７回：教育目標の設定
第８回：単元構成の考え方
第９回：教材の捉え方と教材研究
第１０回：授業の展開方法
第１１回：授業における教員の行動
第１２回：学習環境の構築―学習形態およびICTとの関係
―
第１３回：ICT機器を活用した授業のあり方
第１４回：教育評価の原理
第１５回：まとめ―これからの授業のあり方―



2019-SW0000Y205-01生徒指導論（進路指導を含む。）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・１時限　　試験時間割：2019/08/01　５時限　　

友清　由希子

◎－－－　概要　－－－◎

生徒指導の基本的概念や理論，基礎的事項についての理解を深
めるとともに，教育実践に向けての基本的態度の育成を目標と
する．なお，問題行動への対応だけではなく，その予防や，そ
れにより積極的な意味での援助的指導のあり方についても授業
で取りあげる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・生徒指導体制など生徒指導の基礎的事項を理解し，生徒指導
が学校の教育活動全体を通じて行われる重要な機能であること
を理解する(態度・志向性)

・生徒指導上の諸問題の課題を理解し，生徒指導の視点に立っ
た対応を説明できる(知識・理解)

・積極的生徒指導の方法を説明できる(知識・理解)

・キャリア教育の基礎的事項を理解する(知識・理解)

・保護者，地域，専門機関との連携についての基礎的事項を説
明できる(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・次時の学習予定箇所に関連する教科書の該当ページを事前に
読んでおくこと。
・講義の後は、学習した内容に関連する時事的な問題に関する
情報を新聞などから取得し，理解を深めること。また、文部科
学省や教育委員会のホームページから、学習した内容に関連す
る答申や指導案などの情報を取得し、理解を深めること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験（７０％）および毎授業時に提出を求めるミニ・レ
ポート（３０％）によって評価する。なお、ミニ・レポートは
授業時以外の提出は認めない。従って、授業を欠席するとミ
ニ・レポートの提出ができず、減点となる。

◎－－－　テキスト　－－－◎

文部科学省（2011）生徒指導提要
教育図書　ISBN:978-4877302740

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・遅刻や授業中の私語は、他の受講者の迷惑となるので慎
むこと。
・授業で取り上げるテーマについて、「自分ならどのよう
に取り組むか」ということを考えながら受講すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

授業計画
第１回：生徒指導とチーム学校
第２回：不登校
第３回：いじめの予防と対応
第４回：ＳＮＳトラブルといじめ
第５回：暴力行為の防止
第６回：喫煙・薬物乱用，万引きの防止
第７回：生徒指導と特別支援教育
第８回：児童虐待（１）児童虐待の実態と早期発見
第９回：問題行動と児童虐待（２）学校での対応と関係機
関との連携
第１０回：保護者との連携・協力
第１１回：積極的生徒指導（集団指導・個別指導）
第１２回：進路指導の基本的考え方と実際
第１３回：キャリア教育
第１４回：キャリア・カウンセリング
第１５回：ストレスマネジメント教育



2019-SW0000Y205-02生徒指導論（進路指導を含む。）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・３時限　　試験時間割：2019/08/01　５時限　　

田村　隆一

◎－－－　概要　－－－◎

生徒指導、進路指導及びキャリア教育の目的、意義、理論及び
方法を学ぶ。学校教育における生徒指導、進路指導及びキャリ
ア教育が他の教育活動とどのように関連しているかを確認す
る。生徒の問題行動、心理的・精神医学的問題、社会的問題に
ついて理解するとともに、それらの問題の予防と対応の具体的
方法を学んでいく。キャリア発達概念と進路指導の関係につい
て理解し、効果的なキャリア教育が実施できる能力を身につけ
ることをめざす。

◎－－－　到達目標　－－－◎

生徒指導の意義と原理を学び、学校における生徒指導の在り方
とその具体的方法を理解できる。(知識・理解)

学校現場における生徒の諸問題に対応する方法を身につける。
(技能)

キャリア発達の理論を理解し、キャリア教育及び進路指導の方
法を説明できる。(技能)

生徒の多様な考えや価値観を尊重し、理解しようとする態度を
持つ。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業では、Moodleシステムを用いて、資料の配布を行うので、
該当部分を事前に確認しておくこと。(60分)
講義中及び講義後にMoodle上でミニレポート・課題・小テスト
を行うので、必ずMoodleを確認して締め切りまでに提出・送信
を行うこと。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価は定期試験（60%）とミニレポート・課題・小テスト
（40%）で行う。
欠席は減点の対象となる。

◎－－－　テキスト　－－－◎

文部科学省著　『生徒指導提要』　教育図書、2011年
本間友巳・内田利広編著　『はじめて学ぶ生徒指導・教育
相談』　金子書房、2016年

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回：生徒指導の意義と原理
第2回：生徒指導と進路指導、教育相談との関係
第3回：校則、懲戒、体罰と生徒指導に関する法令
第4回：自殺と精神疾患
第5回：いじめ
第6回：不登校
第7回：非行・暴力
第8回：インターネットと性の問題
第9回：虐待
第10回：学校安全
第11回：障害を持つ子どもへの対応と支援
第12回：キャリア発達とキャリア教育の理論
第13回：進路指導とキャリア教育
第14回：キャリア・カウンセリング
第15回：家庭、地域、関係機関との連携



2019-SW0000Y205-03生徒指導論（進路指導を含む。）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・５時限　　試験時間割：2019/08/01　５時限　　

本山　智敬

◎－－－　概要　－－－◎

本授業では、生徒指導に関する理論や方法を学ぶと共に、進路
指導及びキャリア教育の原理や基本的考え方を理解することを
目的としている。生徒指導では、児童及び生徒が抱える生徒指
導上の課題に加え、それらに対応するための学内外の連携、指
導体制について学ぶ。また、個別の課題に向き合うだけでな
く、学習指導と並ぶ重要な教育活動として、教育課程における
生徒指導の位置づけが理解できるようになることを目指す。進
路指導及びキャリア教育では、その具体的方法を学びつつ、こ
れらが進路選択やその計画への支援であると同時に、長期的な
視点に立った児童及び生徒の人間形成を目指す教育活動である
ことを踏まえ、その意義や在り方への理解を深める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

生徒指導の意義と原理、学校における生徒指導の在り方を説明
できる。(知識・理解)

学校現場における生徒指導上の諸問題の現状と対応方法を理解
している。(知識・理解)

キャリア発達の理論を理解し、キャリア教育及び進路指導の方
法を説明できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業で配布する資料を改めて理解した上で、授業終了時に示し
た課題レポートを作成すること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

＜評価基準＞
定期試験、課題レポート共に、生徒指導の意義や原理、児童及
び生徒が抱える諸問題の現状と対応について自分なりの意見を
踏まえて論じることができるかを評価基準とする。
＜評価方法＞
定期試験（60％）の他、課題レポート（20％）や授業への参加
態度（20％）を含め総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

指定しない

◎－－－　参考書　－－－◎

生徒指導提要　ISBN 978-4-87730-274-0

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義だけでなく、学生同士のディスカッションやグループ
ワークを実施することがある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：生徒指導の意義と課題
第２回：生徒指導の進め方と体制作り
第３回：非行の理解と対応
第４回：いじめの理解と対応
第５回：不登校の理解と対応
第６回：その他、今日的な課題への対応
第７回：生徒指導と健康教育
第８回：個別指導の具体的方法
第９回：集団指導の具体的方法
第１０回：進路指導及びキャリア教育の意義と課題
第１１回：キャリア教育の視点と指導体制
第１２回：全体指導を通じて行うキャリア教育の実際
第１３回：個別指導としての進路指導及びキャリア・カウ
ンセリングの基本的考え方
第１４回：個別指導としての進路指導及びキャリア・カウ
ンセリングの実践方法
第１５回：まとめ



2019-SW0000Y205-04生徒指導論（進路指導を含む。）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・４時限　　試験時間割：2020/01/27　５時限　　

中島　美鈴

◎－－－　概要　－－－◎

　学校現場においては、児童・生徒だけでなくその保護者も含
めた多種多様な問題が持ち込まれる。学級崩壊、貧困、保護者
の問題、いじめ、非行、具体的な進路指導上の相談やキャリア
教育などがそうである。教師はこれらの問題を理解するための
受容的な態度だけでなく、関連する法律や制度、連携すべき外
部機関についての知識に加えて、保護者や他の教師や外部機関
などと連携を図っていく社会性も必要とされる。
　本授業では、①問題の理解の仕方を身につける、②問題に関
連する法律や制度や関係機関についての知識を得ることを学べ
るよう、講義及び事例検討を含む演習を行う。グループ形式で
の活発な討論を期待する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教育課程における生徒指導の位置付けを理解している。(知
識・理解)

各教科・道徳教育・総合的な学習の時間・特別活動における生
徒指導の意義や重要性を理解している。(知識・理解)

生徒指導体制と教育相談体制それぞれの基礎的な考え方と違い
を理解している。(態度・志向性)

学級担任、教科担任その他の校務分掌上の立場や役割並びに学
校の指導方針及び年間指導計画に基づいた組織的な取組の重要
性を理解している。(知識・理解)

基礎的な生活習慣の確立や規範意識の醸成等の日々の生徒指導
の在り方を理解している。(知識・理解)

児童及び生徒の自己の存在感が育まれるような場や機会の設定
の在り方を例示することができる。(技能)

校則・懲戒・体罰等の生徒指導に関する主な法令の内容を理解
している。(知識・理解)

暴力行為・いじめ・不登校等の生徒指導上の課題の定義及び対
応の視点を理解している。(態度・志向性)

インターネットや性に関する課題、児童虐待への対応等の今日
的な生徒指導上の課題や、専門家や関係機関との連携の在り方
を例示することができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業では、自分のこれまでの経験や価値観に基づいて自分なり
の意見を持って欲しいため、予習よりは復習を中心に考えてく
ださい。復習にはテキストだけでなく、授業中に重要なキー
ワードや時事問題を取り扱う際には、その都度インターネット
やDVDなどの参考となる資料をご紹介します。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各講義の最後に小レポート（感想・質問カード）を記入する。
定期試験(70%)および毎回授業終了時の課題レポート（30％）
にて評価を行う。授業時以外のレポート提出は認めない。

◎－－－　テキスト　－－－◎

三訂版 入門 生徒指導―「いじめ防止対策推進法」「チー
ム学校」「多様な子どもたちへの対応」まで　片山紀子　
2018
ISBN-13  978-4761924003

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

本授業では、グループ形式の討議を多用します。対人交流
が苦手な受講者もこれを機会に練習してください。活発な
討論を期待します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第　１回:オリエンテーション:授業の進め方
第　２回: 生徒指導の意義と概要
第　３回: 児童・生徒の理解
第　４回: 生徒指導体制
第　５回: 生徒指導と教師の姿
第　６回: 生徒指導と法制度
第　７回: カウンセリング
第　８回: 不登校
第　９回: キャリア教育と学級運営
第１０回: 支援が必要な子ども
第１１回: いじめ・少年非行
第１２回: 進路決定を含む自立を促す手法
第１３回: 進路指導の基本的考え方と実際
第１４回: 個に応じた進路指導と集団的進路指導
第１５回: 危機管理



2019-SW0000Y205-06生徒指導論（進路指導を含む。）「二部」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・二部２時限　　試験時間割：2019/07/29　夜２限　　

木村　太一

◎－－－　概要　－－－◎

　学校教育では、児童1人1人が自らの個性を理解し、それを活
かしながら社会で生きていくための力を育んでいくことが重要
である。しかし、子ども達を取り巻く環境は急激に変化してお
り、家族機能の脆弱化、信頼できる人間関係の乏しさ、悪質な
インターネット環境の広がりなど深刻さを増すばかりである。
それによって人や社会への信頼感や対人関係スキル、あるいは
自分や他者を大切にし、違いを認め合うような意識がなかなか
育ちにくい状況がある。いじめや不登校、非行といった現象
は、こうした文脈を通して考えていく必要もあろう。さらに家
族機能の変化、脆弱化と虐待の問題も密接に関係している。教
育現場において生徒指導が果たす役割や意義は、ますます重要
になってきていると言える。
　キャリア教育とは、児童生徒の生き方についての教育指導で
あり本人が主体的に将来の進路を選択し、その計画を立てるこ
とへの支援を通して、その後の就職・進学先での適応と自己実
現を目指すものである。入試対策や就職先の選択にとどまら
ず、本人の進路をその人の生き方と絡めて考えてく必要があ
る。それらを踏まえ、本講義では生徒指導やキャリア教育につ
いての基礎理論や具体的方法などを紹介する。また知的理解だ
けでなく、ディスカッションやワーク等を通して体験的・双方
向的に学んでいく場としたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

生徒指導、進路指導に関する基礎知識を習得する(知識・理解)

学校現場における諸問題に対する主体的態度を身につける(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

テキストを読んで概要を理解する。
教育や子育てに関心を持ち、関連する事項を調べる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　生徒指導、進路指導に関する知識を正しく理解し、教育実践
で出会うであろう様々な課題に対して自分自身の考え方を論じ
ることができるかを評価基準とする。終講試験（50％）、小レ
ポートおよび出席状況・受講状況（50％）によって総合的に評
価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

生徒指導と教育相談　角田豊 編著　創元社　2,484円　
ISBN：978-4-422-12058-4

◎－－－　参考書　－－－◎

文部科学省著「生徒指導提要」教育図書　ISBN
9784877302740
文部科学省著「高等学校　キャリア教育の手引き」教育出
版　ISBN 9784316300580

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回：オリエンテーション
第2回：生徒指導の意義と課題
第3回：社会性、規範意識の育成
第4回：教室における規律、子どもが成長するための空間
第5回：対人関係とライフサイクル
第6回：発達障害と特別支援教育
第7回：家庭との協力・対応
第8回：校内連携・校外連携
第9回：教育相談とスクールカウンセラーの活用
第10回：非行、暴力行為の理解と対応
第11回：いじめ、不登校の理解と対応
第12回：家族機能、虐待
第13回：キャリア教育の基本的考え方
第14回：キャリア教育と進路指導の実際
第15回：キャリア教育とアイデンティティ形成
定期試験



2019-SW0000Y219-01教育相談

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・３時限　　試験時間割：2019/07/30　６時限　　

坂本　憲治

◎－－－　概要　－－－◎

　教育相談を実施するにあたり必要となる基礎理論と実際的知
識の修得を目的とする。教育相談に関する心理の基礎理論に加
えて、児童・生徒に対する個別相談の進め方や学内・学外連携
の重要性をおさえ、教育相談実務に役立つポイントを実際的に
学習する。
　講義前半は、教育相談に関わる心理学の基礎理論（発達段
階・発達課題・精神的問題）をおさえた後、不登校やいじめな
ど特定問題の教育相談を学ぶ。講義後半は、カウンセリングの
理論と技法、教育相談の進め方、学内連携と学外連携、校内に
おける教育相談の体制づくりについて学ぶ。
　なお、本講義では、担当教員のスクールカウンセラーに従事
した実務経験を活かし、教育現場における心理的問題やその解
決について適宜事例を紹介しながら授業を進める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

学校における教育相談の意義と理論を説明できる(知識・理解)

教育相談を進める際に必要な基礎概念（カウンセリングに関す
る基礎的事柄を含む）を説明できる(知識・理解)

教育相談の具体的な進め方とポイントを説明できる(技能)

教育相談に関する組織的な取組みや連携の必要性を説明できる
(技能)

児童生徒の成長・発達やこころの健康を促進するために、新し
い知識や技能を積極的に学ぶ姿勢を有している(態度・志向性)

児童生徒の個性や多様性を理解・尊重し、クラスマネジメント
に活かそうとする姿勢を有している(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習（60分）：事前にテキストを読み、疑問を持って授業に臨
むこと
復習（30分）：授業で学習した重要概念を再確認し、不明な点
を調べること

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験70％、授業参加状況(小レポート等)30％を総合的に
評価する。定期試験には、基礎的知識を問う客観問題と教育相
談的な対応力を問う論述問題を出題する。遅刻・欠席は減点の
対象とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

小林正幸・橋本創一・松尾直博（編）教師のための学校カ
ウンセリング、有斐閣アルマ、2008年、ISBN:
978-4641123595

◎－－－　参考書　－－－◎

河村茂雄（編）「教育相談の理論と実際」、図書文化、
2012年　ISBN 978-4810026078

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　授業終了時には、毎回小レポートを求め、授業参加状況
の指標とする。
　座学に加えて、グループディスカッションやカウンセリ
ングのロールプレイを取り入れることがある。その頻度や
形態は、受講生数によって異なるため、初回授業に確認す
ること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：イントロダクション
第２回：児童期・青年期の発達課題と問題
第３回：不登校の理解と対応
第４回：いじめの理解と対応
第５回：非行の理解と対応
第６回：児童虐待の理解と対応
第７回：LD、ADHDの理解と対応
第８回：自閉症スペクトラムの理解と対応
第９回：カウンセリング理論と技法①
第１０回：カウンセリング理論と技法②
第１１回：早期発見・早期対処の視点と技法
第１２回：保護者理解と教育相談
第１３回：学内連携と学外連携
第１４回：校内における教育相談の体制づくり
第１５回：講義の総括



2019-SW0000Y219-02教育相談

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・４時限　　試験時間割：2019/07/30　６時限　　

久木山　健一

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義では、教育の場で実際に生徒やその保護者などと教育
相談を行う際に必要なカウンセリングの理論と技法について学
習するとともに，発表やロール･プレイなどを通して体験的に
適切な教育相談の方法について学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

学校における教育相談の意義について理解する(知識・理解)

教育相談の基礎となる理論と実践的な技能を身につける(技能)

教師，生徒両方の立場で教育相談について考える態度をもつ
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業で学ぶ予定のある内容について各自で事前に予習をしてお
くことや，授業で学んだことを参考に自分自身，自分の受けて
きた教育，これから自分が行おうと考えている教育について見
直しをし続けることが求められます。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験の成績60％、発表や体験活動などの平常点40％を目安
として総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

講義中に適宜指示します。

◎－－－　参考書　－－－◎

講義中に適宜指示します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　専門的な用語や理論を、生徒の具体的な行動と結びつけ
て考えることが求められます。また、単に受動的に知識を
与えられるのみではなく、今の自分の考えや、過去自分が
受けた教育と結びつけた感想などについて積極的に発言す
ることが求められます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．教育相談とは何か
　教育相談の意義，内容，方法，関連する資格
２．教育相談と学校組織・教育制度
　学校経営，学級経営，学校組織，教育制度
３．教育相談と生徒指導
　生徒指導，学校教育相談，教育相談コーディネーター
４．教育相談とキャリア教育
　キャリア教育，進路指導とキャリアカウンセリング
５．教育相談を支える臨床心理学的基盤
　教育現場に活かす臨床心理学，人格理論，心理療法
６．教育相談を支える社会心理学的基盤
　集団心理学，援助行動，ソーシャルサポート，被援助志
向性
７．教育相談を支える心理教育的援助サービスの方法と技
法1
　心理教育的アセスメントの方法，心理検査の活用と限界
８．教育相談を支える心理教育的援助サービスの方法と技
法2
　学級集団・学級風土・援助サービスシステムのアセスメ
ント
９． カウンセリングの理論
　教育相談におけるカウンセリング，スクールカウンセ
ラーによるカウンセリング
10．カウンセリングの具体例
　カウンセリングの方法（aクライエント中心療法　b論理
療法　c行動療法　dブリーフカウンセリング）
11．心理療法の具体例
　コーチング，ソーシャルスキル・トレーニング，ソー
シャルエモーショナルラーニング
12．コンサルテーション，コーディネーション
　コンサルテーションとは，コーディネーションとチーム
援助の方法
13．子どもをめぐる課題への援助
　学習意欲，不登校，いじめ，非行，発達障害，PTSD の
理解と支援方法
14．家族・地域をめぐる課題への援助
　多様な家族への対応，子どもの貧困，児童虐待，地域を
めぐる問題
15．学校をめぐる課題への援助
　授業のユニバーサルデザイン，教師と保護者のコミュニ
ケーション，危機支援



2019-SW0000Y219-03教育相談

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・５時限　　試験時間割：2020/01/24　６時限　　

満身　史織

◎－－－　概要　－－－◎

本授業では、学校での教育相談の意義、教育相談の理論と技法
（積極的傾聴、共感的応答、開かれた質問、直面化など）を修
得する。
また、不登校やいじめ、校内暴力など、様々な問題を表出して
いる生徒に加え，通常の学校生活において悩みを抱える生徒な
ど、生徒のこころの問題に対する理解を深めていくと同時に、
その適応を促すために、具体的な教育相談の基礎知識と事例や
実践を踏まえて検討するとともに、教育相談の組織的な体制づ
くりや関係諸機関との連携の課題を考察する。
　さらに、問題行動への対応だけではなく、その予防や、それ
により積極的な意味での援助的指導のあり方についても授業で
取り上げる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

学校における教育相談の意義と理論を理解できる(知識・理解)

教育相談を進める際に必要な基礎的知識（カウンセリングに関
する基礎的事柄を含む）を理解できる(知識・理解)

教育相談の基礎となる理論と実践的な技能を身につけることが
できる(技能)

受容・傾聴・共感的理解等のカウンセリングの基礎知識的な姿
勢や技法を身につけることができる(態度・志向性)

教育相談の具体的な進め方やそのポイント、組織的な取組みや
連携の必要性を理解できる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回の授業内容についてテキストを読み、疑問点等を挙げてお
くこと。（60分）
授業内容を再確認し、不明な点は調べるなどして明確にしてお
くこと。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準：
・学校における教育相談の意義と理論や教育相談を進める際に
必要な基礎的知識について、正しく説明できることを評価の基
準とする。
・レポート課題において、上記に関する理解度、それを踏まえ
た自身の考えについて詳述できることを評価の基準とする。

評価方法：
定期試験の成績（70%）と複数回のレポート(30%)にて評価を
行なう。

◎－－－　テキスト　－－－◎

「図説　子どものための適応援助―生徒指導・教育相談・
進路指導の基礎―」
小泉令三　編著
北大路書房　ISBN978-4-7628-2530-9 C3037

◎－－－　参考書　－－－◎

生徒指導提要　ISBN 976-4-87730-274-0

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・毎回、授業用の資料を配布する。
・遅刻や授業中の私語は他の受講者の迷惑となるので慎む
こと。
・授業終了時にはミニレポートの提出を求め、そのうちの
4回分（授業の中で指定する）を評価に加える。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1  教育相談とは（教育相談の歴史・概要）
2  思春期・青年期の児童生徒の発達と心理的問題（児童生
徒の発達課題）
3  カウンセリングの理論と実際（来談者中心療法,教師の
カウンセリングマインド）
4  学校臨床の基礎理論（精神分析、学習理論についての基
礎知識）
5   スクールカウンセリング（スクールカウンセラーの役
割、連携、協働）
6   援助の進め方と他機関連携（アセスメントと他機関連
携の基礎知識）
7   保護者への支援（保護者への対応の仕方）
8   発達障害の理解と対応（発達障害と特別支援教育）
9  不登校の理解と対応（不登校の理解、対応の知識、事
例）
10  いじめの理解と対応（いじめの理解、対応の知識、事
例）
11  虐待の理解と対応（虐待の理解、対応の知識、事例）
12  非行の理解と対応（非行生徒の理解、対応の知識、事
例）
13  学校コミュニティの危機（災害や事件、事故等による
学校の混乱への対応）
14  心理教育支援プログラム（ストレスマネジメント教育
等の心理教育の紹介、体験）
15  総括



2019-SW0000Y219-05教育相談

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・１時限　　試験時間割：2020/01/24　６時限　　

中島　美鈴

◎－－－　概要　－－－◎

 学校教育現場に持ち込まれる多種多様な問題について、教師が
理解し、対応するための手だてのひとつとして、カウンセリン
グの技法が注目されている。中でも、認知行動療法や行動分析
のアプローチは、もともと医療の分野から実践が始まり、教
育、福祉、矯正など幅広い現実的な問題解決に優れており、注
目を浴びている。教師を志す学生には、ぜひとも認知行動療法
を活かした予防的アプローチや、問題が起きた後の迅速な解決
や対応を図る力を身につけていただきたい。
　また、学校現場では、教師自身がひとりで問題を抱え込むの
ではなく、他の教師や保護者、スクールソーシャルワーカーや
スクールカウンセラーと共に連携していくことで、円滑な支援
を図ることができる。また、必要に応じて、外部の機関と連携
する機会もある。どのような時に、誰と、どのように連携する
必要があるのかを、事例を交えて、実践的に学んでいく。
　授業の前半では、認知行動療法や行動分析に関する講義が中
心である。後半では、学校現場での事例を読んで、グループで
教師の立場ならどう理解し、対応するかというディスカッショ
ンを活発に行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

児童・生徒、保護者に対して、安心して話せる関係を築いた
り、安全な場を提供することができる。(技能)

認知行動療法や応用行動分析を用いて、児童・生徒、保護者の
相談の背景をアセスメントすることができる。(技能)

問題行動が形成される要因について、仮説を立て、検証するこ
とができる。(態度・志向性)

学校内で生じた問題に対して、必要に応じて、外部機関や専門
家と連携しながら対応するための体制を知る。(知識・理解)

相談に応じる教師自身のメンタルヘルスを維持するには、どう
すればよいか知る。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業前にテキストの該当箇所を読んでおくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験（50%）、授業中のグループディスカッションにおけ
る積極性および毎回授業終了時に実施するミニレポート
（50%）で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

『悩み・不安・怒りを小さくするレッスン～「認知行動療
法」入門』中島美鈴　光文社新書　2016　978-4334039585

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：オリエンテーション
第２回：アーロン・ベックの認知モデル
第３回：信念とは～児童・生徒、保護者、教師自身の背景
を知る
第４回：考え方のクセを修正する～認知行動療法の学級単
位の予防的活用法
第５回：行動実検～
第６回：古典的条件づけ
第７回：オペラント条件づけ
第８回：学校や集団への恐怖を訴える場合
第９回：保護者からの相談
第１０回：学校外の関係機関との連携
第１１回：不登校
第１２回：いじめ・非行
第１３回：学級経営と教育相談
第１４回：教師自身のメンタルヘルス
第１５回：まとめ



2019-SW0000Y219-06教育相談「二部」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・二部１時限　　試験時間割：2020/01/21　夜１限　　

久木山　健一

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義では、教育の場で実際に生徒やその保護者などと教育
相談を行う際に必要なカウンセリングの理論と技法について学
習するとともに，発表やロール･プレイなどを通して体験的に
適切な教育相談の方法について学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

学校における教育相談の意義について理解する(知識・理解)

教育相談の基礎となる理論と実践的な技能を身につける(技能)

教師，生徒両方の立場で教育相談について考える態度をもつ
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業で学ぶ予定のある内容について各自で事前に予習をしてお
くことや，授業で学んだことを参考に自分自身，自分の受けて
きた教育，これから自分が行おうと考えている教育について見
直しをし続けることが求められます。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験の成績60％、発表や体験活動などの平常点40％を目安
として総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

講義中に適宜指示します。

◎－－－　参考書　－－－◎

講義中に適宜指示します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　専門的な用語や理論を、生徒の具体的な行動と結びつけ
て考えることが求められます。また、単に受動的に知識を
与えられるのみではなく、今の自分の考えや、過去自分が
受けた教育と結びつけた感想などについて積極的に発言す
ることが求められます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．教育相談とは何か
　教育相談の意義，内容，方法，関連する資格
２．教育相談と学校組織・教育制度
　学校経営，学級経営，学校組織，教育制度
３．教育相談と生徒指導
　生徒指導，学校教育相談，教育相談コーディネーター
４．教育相談とキャリア教育
　キャリア教育，進路指導とキャリアカウンセリング
５．教育相談を支える臨床心理学的基盤
　教育現場に活かす臨床心理学，人格理論，心理療法
６．教育相談を支える社会心理学的基盤
　集団心理学，援助行動，ソーシャルサポート，被援助志
向性
７．教育相談を支える心理教育的援助サービスの方法と技
法1
　心理教育的アセスメントの方法，心理検査の活用と限界
８．教育相談を支える心理教育的援助サービスの方法と技
法2
　学級集団・学級風土・援助サービスシステムのアセスメ
ント
９． カウンセリングの理論
　教育相談におけるカウンセリング，スクールカウンセ
ラーによるカウンセリング
10．カウンセリングの具体例
　カウンセリングの方法（aクライエント中心療法　b論理
療法　c行動療法　dブリーフカウンセリング）
11．心理療法の具体例
　コーチング，ソーシャルスキル・トレーニング，ソー
シャルエモーショナルラーニング
12．コンサルテーション，コーディネーション
　コンサルテーションとは，コーディネーションとチーム
援助の方法
13．子どもをめぐる課題への援助
　学習意欲，不登校，いじめ，非行，発達障害，PTSD の
理解と支援方法
14．家族・地域をめぐる課題への援助
　多様な家族への対応，子どもの貧困，児童虐待，地域を
めぐる問題
15．学校をめぐる課題への援助
　授業のユニバーサルデザイン，教師と保護者のコミュニ
ケーション，危機支援



2019-SW0000Y208-01教育実習事前・事後指導「地理歴史」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：水・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

藤村　健一

◎－－－　概要　－－－◎

　教育実習は、学校現場で教員に求められる資質や仕事内容を
体験的に学ぶために行われる、教職課程で最も重要な学習の機
会である。
　この授業は、教育実習を着実に行うだけでなく、その教育効
果を最大にするための、事前学習・事後学習の場である。事前
の準備と事後の反省が、教育実習の効果を倍加することを強く
意識し、意欲的に取り組んでもらいたい。
　まず一連の講義形式での授業を実施し、ついで各自が学習指
導案に基づいた模擬授業を行う。その後、受講生同士の相互批
評の機会を設ける。教師を目指すのであるから、みずから進ん
で発言する姿勢を強く望む。
　学習指導案や模擬授業などに関して、高校地歴教員を務めた
経験を活かし、実践的な指導を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教育実習に臨むための準備を整え、実習の経験を反省すること
で、教師として必要な資質を得る。(態度・志向性)

教師として必要な知識を修得する。 (知識・理解)

教師として必要な技能を修得する。 (技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回、授業前に各自で前回授業の内容を復習しておくこと。
課題レポートや学習指導案の作成、模擬授業や教育実習の準備
に真剣に取り組むこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　課題レポートや学習指導案、模擬授業の完成度や授業に参加
する姿勢を総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

福岡大学『教育実習簿』2019年（必ず初回授業時に持参す
ること）

◎－－－　参考書　－－－◎

土井進『テキスト 中等教育実習「事前・事後指導」』 　
ISBN 9784909124043
小原友行編『アクティブ・ラーニングを位置づけた中学校
社会科の授業プラン』　ISBN 9784182548260
地理情報システム学会教育委員会編『地理空間情報を活か
す授業のためのGIS教材』　ISBN 9784772253055
　これ以外の参考書については、授業中に適宜指示する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　原則として、地理を中心に実習を考えている学生を対象
とする。
　科目の性質上、出席状況を特に重視する。仮にも教師を
目指すのであるから、無断での遅刻・欠席は慎むように。
　あらかじめ本学指定の『教育実習簿』を購入し、初回授
業時に必ず持参すること。
　初回授業時に実習校名・実習期間等について尋ねるの
で、できるだけその場で答えられるように各自で準備して
おくこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 イントロダクション
2 教師とは何か（仕事内容と必要な資質）
3 教師として必要な心構えと技術、生徒との接し方
4 教育実習の意義と内容、準備と心構え
5 教育実習での学習指導 I（教材研究と学習指導案の作
成）
6 教育実習での学習指導 II（授業の実施のために必要なこ
と）
7 教育実習での学習指導 III（アクティブ・ラーニング、
ICT活用）
8 教育実習での教科外指導
9～14　模擬授業と相互の批評
15　実習をおえての反省



2019-SW0000Y208-02教育実習事前・事後指導「地理歴史」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

福嶋　寛之

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義は、教育実習校での実習業務を遂行できるよう、事前
の十分な準備と事後の深い反省を通じて、やがて一人の教師と
して教壇に立てるよう、その資質の養成を目指すものである。
　言うまでもなく、未だ大学生としての身分をもち教育実習生
として実習にあたるとはいえ、指導を受ける生徒側からすれ
ば、一人の教師である。言い換えれば、生徒たちの人生の貴重
な一コマを預かることになるのであって、その責任感と使命感
は片時も忘れてはならない。
　本講義では、教壇にたつ者の心構えの確立を不可欠な基盤と
して、高等学校の地理歴史科に関する授業のスキル養成を可能
な限り向上させ、実習に備えることを目的とする。具体的には
各自必ず模擬授業をしてもらい、それを通じて教材研究から授
業実践、また相互の批評などをしてもらう。あわせて、教師の
役割は授業外にも及ぶことから、授業外での生徒指導や学級運
営など、教師としての職務全般についての理解を深め、その遂
行能力を養成することを目指す。
　なお本講義は、地理歴史科のうち歴史分野に比重を置く。地
理分野は別に開講されるので注意すること。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教壇にたつにあたって、自身の授業計画・実施・反省のサイク
ルがこなせるようになること。(知識・理解)

教職に就く者としての教職への理解、より良き授業にむけて不
断に努力する態度を養成する。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習については、教育実習簿の前半に記された自習にあたっ
ての心構えについて熟読して実習に備えること。教科研究につ
いては、素案でもよいから学習指導案を少しづつ作成しておく
こと。実習が始まってから指導案を作成するのは遅い。復習に
ついては、実践を通じて浮き彫りなった問題点を反省し、次の
機会に活かすにつきる。復習は次の機会の予習なのであって、
両者は一体・不可分な関係にある。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期筆記試験は行わない。その代わり、
　１．各自必ず模擬授業をしてもらい、授業実践が円滑にこな
せるかどうかを評価する。
　２．他人の模擬授業を聞いて的確な批評ができるかどうかを
評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

福岡大学『教育実習簿』

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　１度の授業で２人ずつ、全員に模擬授業をしてもらう。
よって正規の授業で不足した場合、補講をする。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　教育実習の意義と目的
２　教育実習上の諸注意
３～14　模擬授業の実践と相互の批評
15　実習をおえての反省会・意見交換会



2019-SW0000Y208-03教育実習事前・事後指導「公民」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

池田　一司

◎－－－　概要　－－－◎

　学校教育の担い手である教員の活動は，生徒の心身の発達に深
く関わり，生徒の人格の形成に大きな影響を及ぼすものである。
従って，教員に求められる資質能力としては，まず，教育者とし
ての使命感，生徒に対する教育的愛情，生徒の人としての成長や
発達に対する深い理解があげられる。
　また，公民科の目標にある「平和で民主的な国家，社会の形成
者を育成する」にふさわしい教科に関する専門的知識，社会人と
しての常識や教養，変化の激しい社会に主体的に対応する能力，
グローバルな視野から考え判断し行動する能力も求められる。
　教育実習を受け入れる各学校においては，知・徳・体のバラン
スのとれた「生きる力」の育成に取り組む一方で，いじめや不登
校の解消，学力・体力の向上，規範意識の向上，地域・保護者へ
の適切な対応などの課題も山積しており，教員は初任者の段階か
ら，教科指導，生徒指導，学級経営など教育全般についての高度
な職務遂行能力が要求されている。
　このような状況の中で，教育実習が行われる。受け入れ校の負
担は大きいものがあるが，後輩の育成という使命感の一点から熱
心に時間を惜しまず指導いただいている現状を理解しなければな
らない。学校での勤務経験を活かし、生徒の実態に即した授業づ
くり、指導教師や生徒とのかかわり方、学校での一日の過ごし方
等について細かく指導したい。
　教育実習のねらいは，各学校での様々な体験を通して，教職の
本質および教職実務の具体的内容と範囲に対する理解，基礎的基
本的教育技術の修得を深め，教育者としての自覚と資質を高める
ことである。そして，大学の教職課程で修得した知識技能を今後
の教育的実践力の基盤として確立していくことである。
　本講義を通して教育実習を実り豊かなものにし，自己の進路の
確立に結び付けていただきたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教育実習にふさわしい常識、言動などを習得する。(知識・理解)

教育実習に向かう教員としての心構えを確立する。(態度・志向性)

教科指導力及び学級経営力を身に付ける。(技能)

教育実習で学んだ成果を、その後の自己研鑽に活かす。(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　・毎時間，重要な解説や模擬指導・模擬授業などを行うので欠
かさず
　　出席すること。
　・課題は，期日までに提出すること。
　・教育実習の査定授業の学習指導案を提出すること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　授業中の活動状況（発表、課題の提出及び内容，査定授業の学
習指導
案に基づく模擬授業など）、教育実習校の「教育実習評価」，教
育実習
簿の内容，教育実習の査定授業の様子と学習指導案などにより総
合的に
評価する。
　定期試験は実施しない。

◎－－－　テキスト　－－－◎

毎時間、学習資料を配付する。

◎－－－　参考書　－－－◎

福岡県教育委員会「若い教師のための教育実践の手引き」
　
参考図書の紹介，参考資料の配付は授業のなかで適宜行
う。　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・科目の性質上，出席状況を特に重視する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　学校教育の課題と教員に求められる資質能力
２　教育実習の基本（１）
　（意義・目的，内容，事前指導，評価，事後指導）
３　教育実習の基本（２）
　（教育実習履修上の留意事項，教育実習の心得と準備）
４　教育実習の基盤
　（教育実習に関連する法令，指導上の諸問題）
５　教育実習（１）
　（教育実習の特色と実態，生徒理解と生徒指導）
６　教育実習（２）
　（公民科の学習指導，道徳の時間）
７　教育実習（３）
　（特別活動，学級経営）
８　教育実習（４）
　（学力観，授業参観と授業参加）
９　教育実習（５）
（教科学習指導方法，学習指導技術と評価，留意事項）
10　教育実習（６）
　（学習指導案作成の手順，公民科の教材研究，指導案作
成）
11　教育実習（７）
　（授業研究，授業参観の視点，反省会のあり方，教育実
習の　体験発表）
12　教育実習事後指導（１）
　（査定授業を基にした模擬授業，生徒の実態と教員の役
割）
13　教育実習事後指導（２）
　（査定授業を基にした模擬授業，教育実習の反省）
14　教育実習事後指導（３）
　（査定授業を基にした模擬授業，今後の課題のまとめ）
15　講座のまとめ（今後求められる教員とは？）
　



2019-SW0000Y208-04教育実習事前・事後指導「国語」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

中野　和典

◎－－－　概要　－－－◎

　教育実習という貴重な学びの機会をより実りあるものにする
ために事前の準備と事後のふりかえりを行う。
　事前の準備においては、指導案の作成と模擬授業の実施に
よって受講者の国語科教育能力を高める。指導案は「一　単元
名」「二　単元設定の理由（単元観／生徒観／指導観）」「三
　単元の指導目標」「四　指導計画」「五　本時の指導目標」
「六　指導上の留意事項」「七　本時の授業仮説」「八　教
材」「九　学習の展開」の９項目からなるものを作成する。あ
わせて板書計画も立てる。担当者は指導案と板書計画の複写を
他の受講者にも配布した上で模擬授業を行う。
　事後のふりかえりにおいては、開講期間中に教育実習を行っ
た受講者が報告を行い、どうすればさらによい授業になったの
かというテーマで受講者全員で討論を行う。開講期間中に教育
実習を行わなかった受講者も自分が担当した模擬授業について
の報告を行い、受講者全員で討論を行う。
　国語科で取り扱う教材は大きく現代文・古文・漢文があり、
文章のジャンルとしては随想・小説・詩歌・評論などがあって
幅広いが、より多様な教材の研究とそれにもとづく模擬授業を
行うことによって、学習者の話す・聞く・書く・読む能力を向
上させる実践的な教育能力を身につけることをめざす。　

◎－－－　到達目標　－－－◎

国語科の教育実習について必要な知識を身につけることができ
る。(知識・理解)

国語科の学習指導案を作成し、模擬授業を行い、授業の改善点
について討論をすることができる。(技能)

国語科の教育実習を充実させ、実習の終了後には自らの反省点
を今後の教育活動に活かそうとする態度を持つことができる。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

（事前）模擬授業のテキストを事前に熟読してくおこと。（90
分）
（事後）レポート作成に向けて、授業中に出された課題に取り
組むこと。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　模擬授業（40％）、全体討論（30％）、レポート（30％）を
総合して評価する。
　教育実習に臨むために必要な知識や態度を身につけている
か、国語科の授業を行うために必要な知識や技能を身につけて
いるかを評価の基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　プリントを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

　『学習指導要領』
　その他は授業中に紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　模擬授業はもちろん、その後の全体討論にも積極的に参
加すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　ガイダンス
　２　国語科教育法および教育実習生の心得
　３　模擬授業（中学校・評論）
　４　模擬授業（中学校・小説）
　５　模擬授業（中学校・随想）
　６　模擬授業（中学校・韻文）
　７　模擬授業（高等学校・現文・評論）
　８　模擬授業（高等学校・現文・小説）
　９　模擬授業（高等学校・現文・随想）
１０　模擬授業（高等学校・現文・韻文）
１１　模擬授業（高等学校・古文・散文）
１２　模擬授業（高等学校・古文・韻文）
１３　模擬授業（高等学校・漢文・散文）
１４　模擬授業（高等学校・漢文・韻文）
１５　まとめとレポート作成



2019-SW0000Y208-05教育実習事前・事後指導「英語・独語」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：水・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

福田　慎司

◎－－－　概要　－－－◎

　本科目の受講期間中に実際に教育実習校へ赴く受講生が相当
数いる事を想定して、短い教育実習期間において実習生がある
程度の自信をもって授業に臨み、実習中に出合うさまざまな状
況にできる限り適応していくことができる授業実践力をつける
為に、本授業は各自が行なう50分間の模擬授業実践を主体に展
開されます。
　学習指導要領全体の内容をしっかりと把握した上で、学習指
導要領に沿った指導案を綿密に作成し、本科目受講生を中・高
生に見立てた模擬授業を実際の実習時に技術が生かせるように
徹底して行います。更に指導技術を向上させるために、行われ
た授業に対するディスカッション・反省会もその都度実施して
いきます。
　教育実習後には、本科目受講生の前でそれぞれが必ず教育実
習の報告をし、更に実習中に行った査定（研究）授業を再現す
ることで、これから実習に向かう受講生の参考となると同時
に、既に実習を終えた受講生同士でのディスカッションを行う
ことで、教育実習中に習得した技能や知識に対する理解を深め
合います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教育実習期間中の流れをある程度事前にイメージして本番の実
習に臨めるようになる。(態度・志向性)

授業一コマ分の学習指導要領に沿った学習指導案をしっかりと
作成できるようになる。(技能)

５０分の授業を事前に実践し、実習中に授業一コマ分の流れを
一通り自信を持ってできるようになる。(技能)

自身あるいは他者が行った授業に対して、グループでしっかり
とディスカッションができるようになる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　模擬授業を成功させるための教材研究を含めた事前学習、模
擬授業を終えたあとの反省を含めた事後学習の繰返しが、より
良い授業を作っていきますので、事前事後学習はしっかりと行
なってください。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・50分の英語授業の流れについて理解した上で、指導案が的確
に書けているかを評価の基準とする。
・50分の英語授業の流れについて理解した上で、それを的確に
実践できているかを評価の基準とする。
・自分の授業を他者からのコメントやディスカッション等で
しっかりと考察した上で、振り返りレポートが的確に書けてい
るかを評価の基準とする。
・授業実践後のディスカッションに貢献できているかどうかを
評価の基準とする。

評価方法と割合は、「授業指導案30％」「授業実践の完成度
50％」「授業実践考察レポート10％」「ディスカッションへの
貢献度10％」となります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

小学校学習指導要領解説　外国語活動・外国語編
中学校学習指導要領解説　外国語編
高等学校学習指導要領解説　外国語編

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　定期試験を実施しないため、再試験を受験することはで
きません。

　学習指導要領を各自再度しっかりと復習して教育実習へ
臨む様にしてください。
　就職活動の時期と重なりますが、本授業を無断で欠席す
ることのないようにしてください。やむを得ず欠席する場
合は「必ず事前に」連絡をしてください。事後報告は認め
られません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.　オリエンテーション
2.　教育実習前の注意事項
3.　学習指導要領に沿った学習指導案の作成
4.　学習指導要領に沿った学習指導案の作成
5.　教材研究
6.　教材研究
7.　模擬授業＆ディスカッション
～
11.　模擬授業＆ディスカッション
12.　実習体験発表＆ディスカッション
～
14.　実習体験発表＆ディスカッション
15.　まとめ



2019-SW0000Y208-06教育実習事前・事後指導「仏語」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

辻部　大介

◎－－－　概要　－－－◎

教育実習の諸活動のうち、仏語科の教材研究ならびに教科指導
について、実習現場の実情に可能なかぎり即した指導を行いま
す。実習前には、学習指導案の作成と模擬授業を実際に行って
もらい、教員と受講生とのあいだで意見を交換しながら、改善
点を見出していきます。実習後は、実習の成果や反省点を、こ
の授業での事前の準備がどのように生かされえたか、また生か
されえなかったかという観点から、詳細に報告してもらいま
す。学習指導案作成にあたっては、テキストに掲げる英語科の
ための教本を利用します（仏語科については類書がないた
め）。

◎－－－　到達目標　－－－◎

仏語科の学修指導案がいかに書かれるかを知り理解している。
(知識・理解)

仏語科の学修指導案を作成することができる。(技能)

経験を記録・分析し、自己の能力の向上に役立てようとする志
向性を有している。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習 : 特に必要はありませんが、宿題や模擬授業の準備がある
場合は、それをしてください。
復習 : 授業内容が理解できているかを確認し、疑問があれば、
次回の授業で質問するようにしてください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

課題（学習指導案）を40％、口頭発表 (模擬授業、実習の報告)
を60％の割合で評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

教育実習を考える会（編）『教育実習生のための学習指導
案作成教本　英語科』蒼丘書林

◎－－－　参考書　－－－◎

中学校学習指導要領　
高等学校学習指導要領　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

フランス語で教育実習をする場合は、この授業を履修する
ことが必要です。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　イントロダクション
２　学習指導案の作成 (1)構想
３　学習指導案の作成 (2)略案
４　学習指導案の作成 (3)細案
５　学習指導案の作成 (4)仕上げ
６　模擬授業(1)フランス語に親しむ
７　模擬授業 (2)名前・職業を言う
８　模擬授業 (3)何をしているか尋ねる
９　模擬授業 (4)家族について語る
１０　模擬授業(5)時刻を言う
１１　模擬授業 (6)過去のことを語る
１２　教育実習の報告と検証など (1)
１３　教育実習の報告と検証など (2)
１４　教育実習の報告と検証など (3)
１５　全体のまとめ



2019-SW0000Y208-07教育実習事前・事後指導「中国語・朝鮮語」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：水・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

松﨑　真日

◎－－－　概要　－－－◎

　教育実習とは、受け入れ校の校長や指導教諭の指導と監督の
下、教育に関するさまざまな領域で教育活動に実際に携わるこ
とで、教員免許を取得するために必要な資質を養う機会である
といえる。
　本授業では、教育実習の事前指導として、教育実習とは何で
あるかについての理解および教案の作成と模擬授業を行いま
す。
　また事後指導として、教育実習の報告と検討を行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教育実習の意義と役割について理解している。(知識・理解)

高校で実習授業において必要になる基本的な授業準備、態度、
運営について理解している。(知識・理解)

教育実習は周囲の理解と協力のもとに実施されていることを理
解し、真摯な態度で実習に取り組む。(態度・志向性)

学習者の心理を考慮した授業運営を行うことができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

テキストについてのレジュメ作成、教案の作成、模擬授業の準
備、教育実習の報告準備を授業時間外に行うこと（90分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

課題レジュメ(担当部分の報告と発表）、模擬授業への取り組
み（学習内容の反映度）、実習報告(実習日誌の記録と省察）
をおおよそ3分の1ずつで評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　中学校学習指導要領（平成29年3月告示　文部科学
省）、高等学校学習指導要領（平成21年3月告示　文部科
学省）、中学校学習指導要領解説　外国語（平成29年　7
月）、高等学校学習指導要領解説　外国語／英語（平成21
年2月）
また、適宜プリントを配布する

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

教育実習の時期によっては授業計画が多少の変更になる可
能性がある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　ガイダンス
第2回　教育実習とは
第3回　教育実習において担当する箇所の検討（1）
第4回　教育実習において担当する箇所の授業計画案作成
第5回　教育実習において担当する箇所の模擬授業
第6回　教育実習において担当する箇所の検討（2）
第7回　教育実習において担当する箇所の授業計画案作成
第8回　教育実習において担当する箇所の模擬授業
第9回　外国語学習者の心理
第10回　日本における朝鮮語教育の現状
第11回　朝鮮語の文法論と教育法
第12回　教育実習報告（1）全般
第13回　教育実習の報告（2）授業
第14回　教育実習の報告（3）生活指導
第15回　まとめ



2019-SW0000Y208-08教育実習事前・事後指導「情報」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

椛島　英樹

◎－－－　概要　－－－◎

　教員免許状取得にあたり必修となる「教育実習」について、
実習生が実習校での授業を成功させるための準備及び実習後の
フィードバックを行います。
　事前指導では、学習指導案の立て方から模擬授業への展開、
実習日誌の記入方法について取り上げます。指導案は授業実施
において重要な資料となるため、基本構成を知り、各自が教育
実習で充分活かせるだけの内容に仕上げていきます。そして、
その指導案を基に模擬授業の発表を行うことを繰り返していく
予定です。また、実習日誌の記載方法についても具体例を挙げ
説明していきます。
　事後指導では、実習日誌の整理、実習終了の報告会を通して
各自の課題について話し合います。高等学校普通教科「情報」
は取り上げる内容によって「情報の科学」「社会と情報」とな
り、また、福岡県下の高等学校においても採用はさまざまで
す。したがって、年間授業計画の立案においても工夫が必要と
なってきます。
　最近の話題として、高等学校普通教科「情報」の教員数不足
が取りざたされています。その要因の一つには、まだ新しい科
目のため指導内容・方法の確固たるものがないということもあ
ります。実習校の指導教員との事前の打ち合わせが必要になり
ます。
　実習日程が異なるため個別指導が多くなりますが、協働して
充実した教育実習になるような準備、実習の経験を今後の活動
に活かせるようにしていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教育実習が支障なく行えるように準備を整える。(技能)

教育実習後自己研修課題を見つけ、今後の活動に活かすことが
できる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

初回の授業時に過去の実習生の振り返りの資料を配付しますの
で、経験談を参考にし毎回の授業の目標設定を行います。また
毎回の授業の内容をフィードバックし次回の改善点を考えま
す。
模擬授業の準備は毎回3時間以内に整えられるようにし、教育
実習中の準備がスムーズに行えるようにしてください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

模擬授業の評価50%、提出課題の評価50%を総合評価します。
模擬授業では指導案・教材準備ができていること、課題提出は
実習後の振り返りの質問項目に回答できることが評価基準にな
ります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

実習校で使用する「情報」の教科書を使用します。その
他、プリント教材を配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

高等学校学習指導要領解説　情報編　ISBN
978-4304040757
教職必修・情報科教育のための指導法と展開例　ISBN
978-4407030617

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

実習で使用する教科書、参考書の確認を早めにしておいて
ください。
情報科教育法等で学習指導案の書き方を理解しておいてく
ださい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　教育実習の意義と目的
２　教育実習の内容
３　教育実習の心得と準備、留意事項
４　授業プラン基礎(1) 目標設定
５　授業プラン基礎(2) 評価
６　授業プラン実践(1) 年間授業計画
７　授業プラン実践(2) 授業案の使い方
８　模擬授業と指導案作り　個人による安全対策
９　模擬授業と指導案作り　安全のための情報技術
10　模擬授業と指導案作り　暗号化
11　模擬授業と指導案作り　法規による安全対策
12　模擬授業と指導案作り　著作権
13　実習簿の整理
14　実習の振り返り　実習校への対応
15　実習の振り返り　実習報告会　



2019-SW0000Y208-09教育実習事前・事後指導「商業」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

新　茂則

◎－－－　概要　－－－◎

　「教育実習」は、本学における教職課程の専門教育科目、学
部の専門教育科目及び総合教育科目で学修した知識・技術を生
かして、実習の許可を受けた高等学校（以下「実習校」とい
う。）において、指導教員の指導の下に生徒の教育に携わる教
育実践活動を中心とした科目である。教師をめざす学生にとっ
て、実践的な専門的知識・技術を習得する重要な意義を有する
科目である。
　この内容は、事前指導、事中指導、事後指導で構成される。
事中指導は「教育実習」として体験する教育実践活動そのもの
であり、委託された学外の実習校において指導を受ける。「事
前指導と事後指導」は本学の本講義で指導を受ける。
　本講義では、はじめに教育実習の意義、目的について理解を
深め、その過程と留意事項を理解した上で、事前指導としての
全般的なオリエンテーションを受ける。
　次いで、「商業科教育法Ⅰ・Ⅱ」で既に学修した商業教科の
学習指導案の作成、演習をもとに新たな学習指導案を作成し、
模擬授業を行う。この模擬授業については、担当教員の指導の
もとに、受講者間で相互批評を行い各自の実践的力量を高め
る。学修する範囲は、教科の学習指導に限らず、生徒指導、特
に実践的学級経営その他にも及ぶ。実習校における教育実践活
動（教育実習）を終えた後、本講義において「事後指導」とし
て、実習校における教科の授業やその他の実習体験、今後の研
修課題について各自の報告を行い、受講者間で質疑を行い、相
互に学び合うとともに担当教員より指導を受ける。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1．教育実習の意義と目的が説明できる。(態度・志向性)

2．模擬授業に向けて教科「商業」の各科目の学習指導案作
成、板書計画書、教材資料作成、教材研究ができる。(知識・
理解)

3．教育実習の法的規定及び社会責任が説明できる。(知識・理
解)

4．模擬授業に向けてマルチメディア等の情報機器操作ができ
活用が十分できる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

１．教育実習や実践的教育理論に関する専門内容等について、
事前・事後学習レポートを提出する。
２．模擬授業に関しては、事前に学習指導案の加筆修正後の学
習指導案を提出する。
３．実習校で作成した査定授業の学習指導案を提出する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・学習指導案の評価（25％）
・模擬授業の内容と質（25％）
・授業の積極的取り組みと意欲・態度（25％）
・その他提出物等（25％）
　以上を基準として総合評価を行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

・「教職必修最新商業科教育法」新訂版　日本商業教育学
会編　実教出版　定価本体￥2,200　　
ISBN978-4-407-32265-1
・「高等学校学習指導要領解説 商業編」　実教出版 (2010)
定価￥482　
ISBN-13: 978-4407320022
販売：金修堂書店福大前店

◎－－－　参考書　－－－◎

・新茂則著「企業価値評価と生きる力を育む金融経済リテ
ラシー」出版社：フレイグランス経済社　
ISBN978-4-9908299-0-2　丸善　定価本体￥1,980
・「教育実習６４の質問」　2009年　学文社　ISBN
4-931363-46-6本体￥1,600
・「教育実習の理論と実践」2006年　中川書店　ISBN
4-931363-46-6 本体￥1,700

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　商業教育の専門的知識・技術等について、あらゆる機会
にあらゆる場所において習得し、特に各種検定試験につい
ては、高いレベルの級の取得がのぞまれる。なお，本科目
は教育の目的である「人格の完成」を目指す者にふさわし
い言動が要求される。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．教育実習の意義と目的
２．教育実習の心構え、準備過程及び留意事項
３．学習指導案作成，教材研究ノートの作成、板書計画書
の作成（その1）
４．学習指導案作成，教材研究ノートの作成、板書計画書
の作成（その2）
５.  模擬授業演習（ビジネス基礎：学習指導案と教材研究
内容，授業配布資料の提示）
６．模擬授業演習（マーケティング分野：学習指導案と教
材研究内容，授業配布資料の提示）
７．模擬授業演習（会計分野：学習指導案と教材研究内
容，授業配布資料の提示）
８．模擬授業演習（ビジネス経済分野：学習指導案と教材
研究内容，授業配布資料の提示）
９．模擬授業演習（ビジネス情報分野：学習指導案と教材
研究内容，授業配布資料の提示）
10．模擬授業演習（総合的科目：学習指導案と教材研究内
容，授業配布資料の提示）
11．教育実習体験報告・振り返り，反省、今後の研修課題
（その1）
12．教育実習体験報告・振り返り，反省、今後の研修課題
（その2）
13．教育実習体験報告・振り返り，反省、今後の研修課題
（その3）
14．若い教師に期待されるもの　
15．これまでの整理とまとめ
※　この他、教育問題に関する課題発表・相互批評も行
う。



2019-SW0000Y208-10教育実習事前・事後指導「数学」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：水・１時限, ２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

安武　久洋

◎－－－　概要　－－－◎

［テーマ］教育実習で活かせる指導力を身につける
数学科教育法Ⅰ～Ⅲで学習した内容をもとに，一人ひとりが中
学校または高等学校の数学科学習指導案を作成し，短縮時間の
模擬授業を行う。その実践を通して，自分の学習指導上の課題
や問題点などを把握する。その際，他の受講生も模擬授業に生
徒役として参加したり，模擬授業の内容評価を行ったりして，
自己の指導力向上につなげるようにする。なお，それぞれの教
育実習の時期に対応するために，変則時間割の授業となる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

数学科指導の基本事項を理解した上で，適切な学習指導案を作
成することができる。(知識・理解)

学習指導案をもとに，分かる授業を行うことができる。(技能)

他者の模擬授業に対し適正な評価を行うとともに，自己の指導
力向上につなげることができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

（予習）教育実習受け入れ校の時期や日程に合わせるため，短
期間で学習指導案を作成し模擬授業を行うことになるので，日
頃から中学校・高等学校の教科書や学習指導要領・解説に触れ
るようにし，必要に応じて授業の構想を練ることができるよう
に心がけておく。
（復習）自他の模擬授業を振り返り，自分の指導技術に関して
全体的なレベルアップを図る。また，章末問題小テスト（ア
タック「章末問題」）については，考え方・解き方を理解し指
導できるようにしておく。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

模擬授業の学習指導案，指導方法及び内容，他者模擬授業を的
確にとらえる力を基に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

必要なものはプリントし配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

中学校学習指導要領（H29）　文部科学省
中学校学習指導要領解説・数学編（H29）　文部科学省
高等学校学習指導要領（H30）　文部科学省
高等学校学習指導要領解説・数学編（H30）　文部科学省

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

全員の教育実習期日を考慮して，模擬授業の順番を決める
が，４月・５月は２コマ連続での授業になることがある。
なお，定期試験を実施しないため，再試験を受験すること
はできない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　オリエンテーション…4/10（2限）
　　　・教育実習の期日・日程調査
　　　・模擬授業の単元決めと順番調整
２　教材研究と学習指導案作成…4/17（1限）
３　指導案作成と発問・板書の検討…4/17（2限）
４　模擬授業(1)…4/24（1限）
５　模擬授業(2)…4/24（2限）
６　模擬授業(3)…5/8（1限）
７　模擬授業(4)…5/8（2限）
８　模擬授業(5)…5/15（1限）
９　模擬授業(6)…5/15（2限）
10　模擬授業(7)…5/22（1限）
11　模擬授業(8)…5/22（2限）
12　模擬授業(9)…5/29（1限）
13　模擬授業(10)…5/29（2限）
14　模擬授業(11)と授業振り返り…7/3（2限）
15　教育実習の振り返りとまとめ…7/10（2限）



2019-SW0000Y208-11教育実習事前・事後指導「理科」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

香月　義弘

◎－－－　概要　－－－◎

　教育実習の目的は、大学で学んだ共通教育科目、教職課程に関
する教育科目及び学部専門教育科目等の知識や技能を総合的に活
かして、実際の教育活動に参加し、教師として求められる資質・
能力を実践的に高めるとともに、目指すべき教師像を明確にする
ために行うことである。教師を目指すものにとっては大変重要な
位置付けとなる。また、教育実習は、教師への意志・意欲・態度
の理解と、教師としての適性を確認することになる。
　事前指導では、実習の意義・目的・心得、教育実習簿の書き
方、学校教育活動全般、授業デザイン・授業分析、学習指導案作
成、模擬授業、授業技術等で、教育実習が明確に成果が出るよう
な指導を押さえる。学習指導案作成と模擬授業・授業技術は学校
での授業実践に直結するため大変重要となる。模擬授業では、単
元全体の授業デザイン・教材研究を十分に行い、学習指導案、板
書計画、学習プリント・ワークシート、授業資料、教材・教具等
を適切に作成・準備する。模擬授業・協議及び指導助言により、
教育実習校で授業できる基礎的な授業技術や教科指導力を身に付
ける。
　事後指導では、教育実習を振り返って得られた貴重な体験を整
理し、教育活動全般・教科指導・研究授業（査定授業）に関して
報告書を作成し発表・討論を行い、指導助言を受け、教育実習で
学んだことを今後の大学生活に活かす。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教育実習の意義・目的、教育実習生の心得及び学校教育活動全般
等について理解できる。(知識・理解)

実習校での研究授業としての学習指導案の作成に取り組むことが
できる。(技能)

教育実習で授業実践できる授業技術・指導方法の基礎・基本を身
に付けることができる。(技能)

教育実習における基礎的な授業参観・授業観察、授業分析、授業
評価及び研究授業協議について習得することができる。(知識・理
解)

教育活動全般、理科授業実践、研究授業等について教育実習の成
果と課題を踏まえて報告書を作成し、発表することができる。(技
能)

教育実習での貴重な体験や学んだことを今後の大学生活に活かす
ことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・教育実習簿の内容を理解すること。
・学習指導要領理科解説や理科・各科目の学習内容を理解するこ
　　と。
・学習指導案は、実習校での研究授業（査定授業）を想定して作
成　すること。
・模擬授業は、事前にリハーサルをしておくこと。(90分)
・教育実習校での教育活動や理科授業を整理し、報告書にまとめ
ること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

学習指導案、模擬授業、授業相互評価表、教育実習報告書及び授
業への取組（発表、協議・討論、意欲・態度）等から、総合的に
評価する。
  定期試験は実施しない。

◎－－－　テキスト　－－－◎

福岡大学教育実習簿
文部科学省、中学校学習指導要領解説－理科編－、大日本
図書、平成20年、113円、　ISBN978-4-477-01979-6
文部科学省、高等学校学習指導要領解説－理科編・理数編
－、実教出版、平成21年、346円、ISBN978-4-407-31926-2
中学校理科、高等学校理科の教科書
資料を配付する。

◎－－－　参考書　－－－◎

教育実習完璧ガイド（宮崎猛・小泉博明編、小学館）　
ISBN 978-4-09-105015-1
評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料
－中学校理科－（教育出版）　ISBN 978-4-316-30047-4
評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料
－高等学校理科－（教育出版）　ISBN 978-4-316-30065-8
中学校学習指導要領解説理科編（文部科学省、学校図書、
平成29年）
高等学校学習指導要領理科編（文部科学省、平成30年）
その他、参考書は講義の中で随時紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　将来の教師としての意識と自覚をもって受講する。授業
内容は、教育実習の実践内容に直結しているので、無断で
遅刻、欠席がないようにする。特別な理由で、遅刻、欠席
する場合は事前に申し出る。
　実習校で使用する教科書、問題集、資料集等の確認を早
めにしておく。
　模擬授業の協議では、模擬授業をよく観察・記録し、授
業の工夫改善の視点で積極的に質問や意見を述べる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　教育実習の意義と目的、教育実習上の　諸注意、教育
実習の準備と心得
２　教育実習の実際、学校教育活動全般、
　指導技術、学習指導案確認、教育実習簿　の記入
３　模擬授業の実施と協議・評価
４　模擬授業の実施と協議・評価
５　模擬授業の実施と協議・評価
６　模擬授業の実施と協議・評価
７　模擬授業の実施と協議・評価
８　模擬授業の実施と協議・評価
９  模擬授業の実施と協議・評価
10  模擬授業の実施と協議・評価
11  教育実習・研究授業の報告と討論
12  教育実習・研究授業の報告と討論
13  教育実習・研究授業の報告と討論
14  教育実習・研究授業の報告と討論
15  学校教育と教師の資質・能力、全体の　　まとめ



2019-SW0000Y208-12教育実習事前・事後指導「看護」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

小柳　康子、藤原　悠香

◎－－－　概要　－－－◎

＜授業の流れ＞
　高等学校教諭（看護）の現場経験を活かして、学習指導要領
「看護」を踏まえ、これまでの看護学の学習を基礎に、高等学
校における看護科教育の授業計画を作成して講義・演習・実習
に関する授業展開の実践力を養う。事前指導においては、看護
科の教育実習の意義、目的、教育実習生としての心得、教材研
究、生徒理解、学習指導案と実習日誌の記載方法について学習
する。また、事後指導においては、教育実習中の体験と課題に
ついての発表を通して、各自の経験を振り返る。
＜学習の方法＞
・毎回の講義で役割分担したテーマに関して、グループ内学習
を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

実習校に合わせて主題を設定して指導案を作成することができ
る。(技能)

積極的に生徒と関わり教育実習に取り組もうとする意欲を持つ
ことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

＜事前学習＞
・担当する単元の学習指導要領及び教科書を事前に熟読してお
く。
・毎回の授業で指導案作成はもとより学習プリントや板書計画
等について十分な検討をして授業に臨む。

＜事後学習＞
・模擬授業実施後は、指導助言を生かして指導案を修正し、改
善すべき点について、実際の教育実習に生かせるように努める
こと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・学習指導案は、主題を設定して、実習校の生徒の実態をイ
メージして作成することができるかを評価の基準とする。
・模擬授業は、効果的に教材を活用し、時間内に展開できるか
を評価の基準とする。
・実習記録課題レポートは、ポートフォリオ学習に関するパ
フォーマンスを評価の基準とする。
・実習後のプレゼンテーションは、経験の記述にとどまらず、
自己への気づきや今後の改善点を書くことができているかを評
価の基準とする。

方法
学習指導案（30％）、模擬授業（30％）、実習記録課題レポー
ト（20％）、実習後のプレゼンテーション（20％）

◎－－－　テキスト　－－－◎

文部科学省『高等学校学習指導要領解説―看護編』東山書
房ISBN:9784827814910（649円＋税）

◎－－－　参考書　－－－◎

看護教育学　ISBN 9784524250493

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・看護学の授業で学んだ授業内容を十分復習して理解し、
それを踏まえること。
・実習先の高校のテキスト及び学習指導要領を熟読するこ
と。

◎－－－　授業計画　－－－◎

＜授業テーマ：キーワード＞

１．オリエンテーション
　　：この授業の進め方
２．教育実習の意義・目的
：教育実習の心構え、実習日誌の活用
３．高等学校看護科教育の目標と学級経営：生徒の発達段
階、ホームルーム活動
４．特別活動と看護科目
：小児看護学の理解
５．ICT活用、教育機器の活用
：ICT活用による授業例の検討
６．学習指導案の作成と評価
７．学習指導案の作成（講義科目）
８．教材研究と学習プリント（講義科目）
９．模擬授業の展開（講義科目）
10．学習指導案の作成（演習・実習科目）
11．教材研究（演習実習科目）
12．模擬授業（演習・実習）Ⅱ
13．授業の反省と指導案の修正（演習・実習）
14．実習記録の検討と発表
15．実習報告会：実習のまとめ

担当者：藤原：４回、８～1４回
　　　　小栁：1～３回、５～7回、９～１５回　



2019-SW0000Y208-13教育実習事前・事後指導「保健体育」

 期別：集中通年　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：集中通年　　試験時間割：定期試験なし　　

柿山　哲治、今村律子、梅田保人

◎－－－　概要　－－－◎

　本授業では、「望まれる体育教師」になるために重要な意義をも
つ保健体育科の「教育実習」について、誠実にそして効果的に教育
実習を実践し、また教育実習において体験したことを今後の学習活
動に生かせるように、さらには将来の保健体育教師としての活動に
役立てられるように、必要な基本的知識等を学習する。
　事前指導においては、保健体育科の教育実習の意義・目的、教育
実習生としての心得、教材研究、学習指導案、生徒理解などについ
て学習する。
　また、事後指導においては、各自が教育実習中に行った授業、学
級活動等の体験をもとにして、各々の教育実践とその反省点などに
ついて分析・検討して、今後の各自の学習活動に生かせるようにす
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教育実習の目的や心得について説明できる。(知識・理解)

保健体育科の目標について説明できる。(知識・理解)

学習指導要領の内容について理解できる。(知識・理解)

授業を観察し、観察記録が作成できる。(技能)

学習指導要領解説を踏まえて、学習指導案が作成できる。(技能)

学習指導案に応じた学習指導ができる。(技能)

保健体育教員の資質について考えることができる。(態度・志向性)

安全管理を考慮した、学習環境の整備ができる。(態度・志向性)

生徒主体に物事を考えることができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・教育実習報告書を読んで、事前指導で習得すべき内容を把握して
おくこと（60分）
・事前指導で学習した内容をFUポータルに提示された資料で復習
し、理解を深めておくこと（60分）
・学習指導要領解説保健体育編（中・高）について理解を深めてお
くこと（60分）
・時事問題に触れるため、週1回の頻度で新聞の切り抜きノートを
作成すること（60分）
・教材研究に十分時間を割いて指導案作成を行うこと（120分）。
・実習後に行う「教育実習の反省・検討」において、他実習生の実
習内容報告を聴いて、自己の実習内容と比較検討し、自己の実習で
不足したところ等を学習すると共に教育実習簿を整理し、報告書を
作成すること（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・講義内容の理解度については、受講者カードに毎授業の記録を
100字程度で記入して提出させる。
・学習指導要領解説保健体育編（中・高）の理解度については、授
業中に行うマイクロティーチングおよび保健体育科の学習指導案、
模擬授業の観察記録により評価する。
・新聞の切り抜きノートを作成して提出された内容で評価する。
・教育実習における研究（査定）授業学習指導案ファイルを指定さ
れた期日までに提出させ、その内容を評価する。
　なお、課題未提出、無断での遅刻・早退・欠席、教職を目指す者
として不適切な言動や行動等があった場合は単位を認定しない。

◎－－－　テキスト　－－－◎

保健体育科教育実習報告書（2018度）
教育実習簿（2019年度）
中学校学習指導要領解説（平成29年告示）保健体育編、東
山書房、367円＋税、ISBN：978-4-8278-1560-3
高等学校学習指導要領解説　保健体育編・体育編、東山書
房、455円＋税、ISBN：978-4-8278-1481-1
新中学校保健体育、学研、978-4-904811-20-7
現代高等保健体育改訂版、大修館書店、
ISBN：978-4469662764

◎－－－　参考書　－－－◎

新しい体育の授業づくり　ISBN 978-4-477-02631-2
保健科教育　改訂3版　ISBN 978-4-7644-0529-5

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

保健体育科教員を本気で目指す者のみ履修すること。教育
実習を含む教育実習事前・事後指導の授業は、就職活動を
理由とした遅刻・早退・欠席は一切認めない。また、無断
欠席・遅刻・早退についても単位を認定しない。
原則として、本授業履修者は教員採用試験を受験するこ
と。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　オリエンテーション（授業の進め方等について）
２　保健体育教師に必要な資質
３　教育実習の意義と目的
４　教材研究の仕方、実習簿の書き方
５　学校運営と保健体育科の役割
６　体育の学習指導案作成法
７　保健・体育理論の学習指導案作成法
８　体育分野・科目体育のマイクロティーチング（3クラ
スで実施）
９　保健分野・科目保健の模擬授業（3クラスで実施）
10　体育理論の模擬授業（3クラスで実施）
11　人権教育の基本的な考え方
12　学校の教育活動全体を通じた人権教育の推進
13　教育実習の留意事項
14　教育実習の振り返り、実習報告書作成
15　まとめ

※なお、本授業は集中講義で行うのため、後日、詳細の日
程が決まり次第、FUポータルに提示するので、各自で確
認すること。



2019-SW0000Y208-14教育実習事前・事後指導「二部」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：実習　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・二部２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

菊池　裕次

◎－－－　概要　－－－◎

　教育実習のねらいは，教職の本質の理解，教職の実務の内容や範囲
及び教育技術の習得等を通して教育者としての自覚や資質を高めるこ
とである。また，大学の教職課程で修得した知識や技能を実践的指導
力の基盤として確立していくことにある。さらに，社会人としての常
識と立ち居振る舞いを身につけることも重要である。
　学校教育の担い手である教員の活動は生徒の心身の発達に関わるも
のであり，生徒の人格形成に大きな影響を及ぼしている。したがって
教員にふさわしい資質能力として，教育者としての使命感や生徒に対
する教育的愛情，深い生徒理解力，教職に関する専門的力量などが求
められている。また，近年情報化やグローバル化が進展する中，外国
語教育の充実やＡＬ(アクティブ・ラーニング），ＩＣＴの活用など授
業改善が喫緊の課題となっている。
　各学校においては，社会の変化に主体的に対応し課題を解決する能
力や豊かな人間性，健やかな身体など知・徳・体のバランスの取れた
「生きる力」の育成に取り組んでいるが，一方でいじめや不登校，学
習意欲や体力の低下，規範意識の低下などの課題が山積している。
　このような状況の中，教育実習が行われるのである。受け入れ側の
教員等の負担も大きいが，後輩を育てるという使命感から精一杯の指
導をしていただいている現状である。教育実習の事前・事後指導とし
て位置づけられている本講義の意義と責任は大きい。本講義の学修を
通して教育実習を実り豊かなものにし，教職への進路の確立に繋げて
欲しい。
　本講義では，中学教員，校長，教育委員会指導主事等の経験を生か
し，現在の子どもたちの実態を踏まえた教育実習の在り方を追求して
いく。

 

◎－－－　到達目標　－－－◎

教育実習生として遵守すべき義務や社会常識，立居振舞について理解
している。(知識・理解)

学級担任の役割と職務内容を理解するとともに，学級担任や教科担任
の補助的な役割を果たすことができる。(知識・理解)

学習指導要領や生徒の実態を踏まえた適切な学習指導案を作成し，授
業を行うことができる。(技能)

学習指導に必要な基礎的技術（話し方・板書・学習形態・授業展開な
ど）を身に付けるとともに，適切な場面で情報機器を活用することが
できる。(技能)

教科指導以外の様々な活動場面において適切に生徒と関わり，その実
態や課題を把握しようとする。(態度・志向性)

教育実習を振り返り，明らかになった自己の課題を解決するため，教
員免許取得までに更に学修を深めようとしている。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎時間，解説や模擬指導・模擬授業等を行うのでその準備をしてお
くこと。
　課題は期日までに提出すること。
　査定授業のＤＶＤ（可能な限り）と指導案を必ず提出すること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

○成績評価基準
　上記６つの到達目標の達成度に応じた評価を基本とする。

○成績評価方法
　教育実習生としての心構え，教科・道徳の模擬授業や学級活動の模
擬指導の取り組み。課題の提出及び出席状況等の観点に加え，教育実
習校の実習評価表と査定授業の指導案等で総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

プリントを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

福岡県教育委員会「若い教師のための教育実践の手引き」
　
講義で配られるプリントをファイリングしておくこと。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

教育実習に臨むため心身の充実が必要である。出席状況を
特に重視する。また，課題は必ず期日までに提出するこ
と。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　学校教育の課題と教員に求められる資質能力
２　教育実習の基本(1)意義と目的，内容，事前指導，評価
３　教育実習の基本(2)教育実習履修上の留意事項，心得と
準備
４　教育実習の基盤　教育実習に関連する法令，指導上の
諸問題，留意事項
５　教育実習(1)生徒理解と生徒指導
６　教育実習(2)教科の学習指導，道徳
７　教育実習(3)特別活動，学級経営
８　教育実習(4)学力観，授業参観と授業参加
９　教育実習(5)学習指導方法，指導技術と評価
10　教育実習(6)学習指導案作成の手順，教材研究
11　教育実習(7)授業研究，授業参観の視点，反省会のあり
方
12　教育実習事後指導(1)教育実習の体験発表，査定授業の
ＤＶＤを通しての授業研究
13　教育実習事後指導(2)報告書の作成と発表，実習簿整理
とテーマの反省
14　教育実習事後指導(3)報告書の作成と発表，教育実習の
反省と今後の課題
15　講座のまとめ



2019-SW0000Y209-01教育実習（中学）

 期別：集中通年　　単位数：4　　開講年次： 4 　　授業形態：実習　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：集中通年　　試験時間割：定期試験なし　　

高妻　紳二郎

◎－－－　概要　－－－◎

中・高等学校にて３週間以上の実習を行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教師の仕事について認識を深め、 教育現場の実態や問題点を把
握できている。(知識・理解)

教科指導、生徒指導、学級経営の基本的考え方やスキルを身に
つけている。(技能)

教師を目指すことを再確認できている。もしくはより良い教育
者を目指す態度を身に付けている。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

「教育実習事前・事後指導」の授業の中でおこなう。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

実習校からの評価、実習簿、指導案等により総合的に判断しま
す。

◎－－－　テキスト　－－－◎

教育実習簿、その他実習校の指示による。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．観察実習
２．参加実習
３．教壇実習



2019-SW0000Y210-01教育実習（高校）

 期別：集中通年　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：実習　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：集中通年　　試験時間割：定期試験なし　　

高妻　紳二郎

◎－－－　概要　－－－◎

中・高等学校にて２週間以上の実習を行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教師の仕事について認識を深め、 教育現場の実態や問題点を把
握できている。(知識・理解)

教科指導、生徒指導、学級経営の基本的考え方やスキルを身に
つけている。(技能)

教師を目指すことを再確認できている。もしくはより良い教育
者を目指す態度を身に付けている。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

「教育実習事前・事後指導」の授業の中でおこなう。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

実習校からの評価、実習簿、指導案等により総合的に判断しま
す。

◎－－－　テキスト　－－－◎

教育実習簿、その他実習校の指示による。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．観察実習
２．参加実習
３．教壇実習



2019-SW0000Y217-01養護実習事前・事後指導

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

小柳　康子

◎－－－　概要　－－－◎

　養護教諭としての現場経験を活かして、養護実習に必要な知
識と心構えについて講義する。具体的には、養護実習の目的目
標を踏まえて、効果的に養護実習を行うために、学校保健活動
と養護活動に関する基礎的技能を学ぶ。
＜授業の流れ＞
・４月中旬から集中的な講義展開となる。
・保健管理と保健教育に関して、グループごとに課題を設定
し、テーマごとの発表を行う。
・救急処置の健康相談については、事例に基づく演習により、
体験的理解を深める。
・保健学習については、実際に模擬授業を実施し自己評価・他
者評価を行う。
・事後指導では、養護実習の発表会を行い、振り返りを全体で
共有する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

一方的な指導ではなく、子どもに考えさせる保健指導の大切さ
が理解できる。(知識・理解)

保健指導の指導案を作成し、ティームティーチングの模擬授業
を行うことができる。(技能)

養護実習について、自分自身の目標を持ち積極的に取り組む意
欲を持つことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

＜事前学習＞
・グループ発表のテーマに関する課題
・学習指導案の立案と教材研究
＜事後学習＞
・指導案の修正と教材研究、発表会資料の作成
・効果的に実習に臨むために平素から、保健学習や保健指導に
関する資料を収集し、事前に読んでおく。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・学習指導案は、めあてを明確に示し、子どもの活動を予測し
て、指導上の留意点を明確に示せているか評価の基準とする。
・模擬授業は、ティームティーチングの事前打ち合わせを十分
に行い、効果的に教材を活用できているかを評価の基準とす
る。
・実習記録課題レポートは、実習前の学習や課題について複数
の文献から資料を集めているか、ポートフォリオ学習に関する
パフォーマンスを評価の基準とする。
・実習後のプレゼンテーションは、経験の報告のみでなく、自
己への気づきや今後の改善点まで発表できているかを評価の基
準とする。

方法
学習指導案（10％）、模擬授業（30％）、実習記録課題レポー
ト（30％）、実習後のプレゼンテーション（30％）

◎－－－　テキスト　－－－◎

『学校保健実務必携』第二次改訂版
ISBN:978-4-474-01964-5ぎょうせい（3800円＋税）
（最初に購入する際、最新版を求めること）

◎－－－　参考書　－－－◎

養護教諭のための教育実習マニュアル　ISBN 4879811718

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・養護教諭一種免許取得のために必要な科目であり、「養
護実習」と一体的に学ぶ。テキストは、「養護実習」でも
用いる。
・「模擬授業」「教材研究」については、必要物品を授業
当日に忘れないよう持参すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

＜授業タイトル：キーワード＞

第１回　オリエンテーション
　　　　：実習の前に
第２回　養護教諭の職務の理解
　　　　：実習内容　　　　
第３回　学校行事と保健指導
　　　　：学校保健安全法、健康診断の実施
第４回　健康教育と養護教諭
　　　　：学習指導案の立案の基礎
第５回　学習指導案立案の実際
　　　　：学校種別指導案の立案の実際
第６回　模擬授業の教材研究
　　　　：教材研究
第７回　模擬授業と評価Ⅰ
　　　　：模擬授業
第８回　模擬授業と評価Ⅱ
　　　　：模擬授業と評価
第９回　保健指導の教材研究
　　　　：保健便り、保健指導教材
第10回　学校保健におけるフィジカルアセス　　　　メン
ト：アセスメントの実際
第11回　保健室執務
　　　　：保健日誌、災害報告書作成などの　　　　保健
事務
第12回　健康教育相談活動　小テスト
　　　　：保健室での対応の実際
第13回　学校保健全般に関すること
第14回　実習前の心構え
　　　　：実習日誌、記録物の記入法
第15回　実習のまとめ・発表
　　　　：自己評価・相互評価



2019-SW0000Y218-01養護実習

 期別：集中通年　　単位数：4　　開講年次： 4 　　授業形態：実習　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：集中通年　　試験時間割：定期試験なし　　

小柳　康子

◎－－－　概要　－－－◎

　養護教諭としての現場経験を活かして、学生の経験を通した
学びを重視した実習指導を行う。養護実習における学校保健活
動及び養護実践を通して、児童生徒の発達を理解するととも
に、救急処置、健康診断、疾病予防などの保健管理、保健教
育、健康相談、保健組織活動からなる養護教諭の職務の実際を
理解する。
さらに、実習の経験を通して、自らの養護教諭としての適性と
課題に気づくことをめざす。

◎－－－　到達目標　－－－◎

学校における養護教諭の職務を自分なりに説明できる。(知
識・理解)

児童生徒に対する保健指導の指導案を作成することができる。
(技能)

児童生徒の理解に努め、積極的に子どもとコミュニケーション
をとることができる。(態度・志向性)

実習を振り返り、自らの養護教諭としての適性と課題について
自分の言葉で述べることができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

＜事前学習＞
・保健学習または保健指導の主題に関する教材研究と指導案作
成。
・健康診断等については、事前に『養護実習実務必携』を精読
する。
＜事後学習＞
・実習項目記録レポートの作成及び実習のリフレクション・プ
レゼンテーションの資料作成。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・実習日誌は、実習指導事前指導で行った記載方法に沿って、
養護教諭の視点から記載することができているかを評価の基準
とする。
・保健教育の取組は、保健学習または、個別か集団の保健指導
の実践と記録を評価の基準とする。
・実習後のレポート及びその発表においては、経験の記述にと
どまらず、自己への気づきや今後の改善点を記載し、発表でき
ているかを評価の基準とする。
方法
実習日誌（20％）、実習校からの成績評価（50％）、保健教育
の取組（20％）、記録物（10％）。
　

◎－－－　テキスト　－－－◎

『学校保健実務必携』第二次改訂版
ISBN:978-4-474-01964-5ぎょうせい（3800円＋税）
（※テキストは、「養護実習事前事後指導」で最新版を購
入したものを活用する）

◎－－－　参考書　－－－◎

高等学校学習指導要領解説保健体育編　ISBN 4827812020
中学校学習指導要領解説保健体育編　ISBN 4827814635
小学校学習指導要領解説体育編　ISBN 4316802178
　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・実習期間及び実習先などに変更がある場合は、速やかに
連絡すること。
・養護実習にあたって実習の手引き、実習日誌、実務必携
を携行する。
・無断の遅刻及び欠席することは認められない。理由があ
る場合には、実習指導者及び大学に必ず届け出ること。
・教員採用試験を受け教員になるという自覚をもって実習
に臨むことになる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

Ⅰ．実習オリエンテーションⅠ

　
　１．養護実習の履修の概要
　２．養護実習の目標と手引き

Ⅱ．実習オリエンテーションⅡ

　１．実習生の心構え
　２．学校現場における諸注意

Ⅲ．現場事前オリエンテーション

　現場教育実習担当者
　実習に向けての心構えと準備する物、諸注意

Ⅳ．養護実習の展開（3週間）

　１．第一段階　学校保健活動の概要をつか　　　　　　
　　む―授業参観
　２．第二段階　学校保健活動への参加
　　　　　　　　―学習指導案の立案と修正
　３．第三段階　学校保健活動・保健教育の　　　　　　
　　実践―研究授業実践と評価

Ⅴ．実習の反省

　　7月末　全体発表会
　　自己評価・相互評価



2019-SW0000Y291-01教職実践演習（中・高）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

大久保　正廣

◎－－－　概要　－－－◎

　本演習は、大きく分けると2つの分野における教職に関する実践演
習を選択することによって、実践的指導力をさらに伸ばし、教員とし
ての「使命感や責任感」、「社会性や対人関係能力」、「生徒理解や
学級経営・授業力」と教育的愛情に富む教員としての資質を涵養する
ことを目的としている。
　２つの選択分野とは、①模擬授業　②レポート（研究）発表　であ
り、前者は道徳・学活（高校ではホームルーム）の模擬授業、後者
は、道徳・宗教・法・生徒指導といった教育に密接な関係を持つ分野
における研究を深め発表・議論するというものである（養護教諭志望
者は学活や集会のための模擬授業か、②をおすすめしたい）。
　これまでの学校を鑑みると、特に道徳においては批判的な視線も含
め様々な議論があり実践的にも問題点が多かった。また、宗教教育に
いたってはこれまでの歴史的経緯もあって、これまではきちんとした
議論がなされてきたとはいえない状況にあった。しかしながら、近年
における宗教にまつわる様々な国内外の重大な問題を前にしたとき、
これまでのあり方のままで今後世界に通用できるとは思えない。さら
に、法や法教育に関しては、近年の法に関わる様々な議論があり、近
年の国民的な課題でもあり、ひいては教育内容や生徒指導にも関わる
重要な問題がある。長い間混迷の続いてきた生徒指導に関しても、
2010年の『生徒指導提要』にみられるように、ようやく生徒指導観そ
のものの共有化ができつつある状況でしかない。
　授業開始までに各自の教職履修カルテを整理し、教員としての自己
の資質の確認を行う。演習では各自の履修カルテの分析をもとに教員
になる上で自分にとって何が課題であるのかを自覚するとともに、必
要に応じて不足している知識や技能等を補って更なる向上を目指す。
　模擬授業・レポート発表に向けての作業では、各グループが協議し
てテーマを分担し、最後はそれぞれが独自で模擬授業・研究発表を行
う。各グループを中心にそれらの演習について議論し研鑽を深める。
最後に、「振り返りシート」を参照し、教員としての資質能力の確
認、まとめを行う。
　中等教育における勤務経験を活かし、理論と実践の両面から新時代
における学校教育の在り方を探求する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

自己にとって何が課題であるのかを自覚し、必要に応じて不足してい
る知識や技能を身につけようとしている。(知識・理解)

教科指導、生徒指導、学級経営を基本を踏まえて展開できる。(技能)

教員として必要な使命感や責任感、教育的愛情等を理解し、実践につ
なげようとする姿勢ができている。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　視野を広げるために、教育分野のみならず、特に歴史、思想、文学
など幅広い分野での研鑽を期待したい。模擬授業では、主に学級活動
（高校ではホームルーム）や道徳を意識した指導案を作成し実践する
ことになるので、事前の準備が必要となる。逐次教職履修カルテに記
入した内容を確認し、自己に不足している資質能力の確認を行う。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　それぞれの分野における実践活動への取り組みを中心に、教職履修
カルテの記述内容、授業に臨む態度、課題提出状況、授業中に配布す
る振り返りシートの記載状況、討論への参加状況等、総合的に判断、
評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

指定しないが、模擬授業では特に学級活動（高校ではホー
ムルーム）や道徳を意識した教材を中心に適宜提示し活用
する。研究発表では、道徳・宗教・法・歴史・生徒指導に
関わる参考書を提示し活用する。

◎－－－　参考書　－－－◎

大久保正廣『混迷の学校教育』　
橋爪大三郎『世界がわかる宗教社会学入門』　
授業内で配布される資料をファイリングしておくこと。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

各自の教職履修カルテは常に参照・確認し、毎時間必携の
こと。本演習は教職課程総仕上げの授業であることを自覚
して臨むこと。実習や体験等の活動以外の理由での欠席は
認めない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　イントロダクション（授業の到達目標の確認、演
習の進め方の説明）
第2回　受講生のアイスブレーキング（履修カルテの確
認、教職課程における学修の振り返りと討論）
第3回　学校が直面する実践的・臨床的課題の整理（教育
実習の体験を踏まえての討論）
第4回　分野とテーマごとにグループ分け、諸資料収集、
役割分担の協議と見通しの確認
第5回～第７回　模擬授業・研究発表に向けての作業
第8回～第14回　模擬授業・研究発表
第15回　教員としての資質能力の確認、まとめ、小論文等



2019-SW0000Y291-03教職実践演習（中・高）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：水・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

菊池　裕次

◎－－－　概要　－－－◎

　本演習は４年間の教職課程で学んだ理論と４年次の教育実習で学んだ
実践知を統合することによって教科指導力、生徒指導力、学級経営力を
さらに伸ばし、教員としての「使命感や責任感」、「社会性や対人関係
能力」、「生徒理解や学級経営・授業力」と教育的愛情に富む教員とし
ての資質を涵養することを目的としている。教職課程における学びや教
育実習経験等に照らして、現在の学校が直面する実践的・臨床的課題の
整理を行うとともに，そこで共有化された項目について、学校経営組織
やマネジメントの在り方、生徒指導や学級経営場面における教師の対応
についてロールプレイングを取り入れながら教育的対応のスキルを学
び、自己の教員としての使命と責任について自覚を高めていく。
　具体的には，架空の中学校を設定し，各自管理職や学級担任，校務分
掌等の役割を分担し，入学から卒業までの学校運営を模擬体験するもの
である。まずは，校長の学校経営方針，各担任の学級経営案を作成，発
表し共通理解を図る。次に日常的に発生する学習や生徒指導上の問題に
ついて、解決に資するために指導案を作成し、模擬授業を行い討論す
る。さらに、２つのチームに分かれ、近年の教育課題について職員研修
会資料を作成・発表し議論を深めることにより解決の方途を探るととも
に同僚と協働することの意義を体得する。
　最後に、模擬卒業式を行うとともに，振り返りを行い，自己の教員と
しての資質能力の成長についての確認、まとめを行う。
　本講義では，中学教員，校長，教育委員会指導主事等の経験を生か
し，現在の子どもたちや学校の実態を踏まえ，教員としての資質・能力
やより実践的な指導力を養う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　法令を遵守することの重要性及び教育公務員の崇高な使命を理解する
ことができる。(知識・理解)

　学習指導の構想力や基礎的なスキルを獲得するとともに、学習評価の
意義と方法について理解することができる。(知識・理解)

　児童生徒指導の意義と重要性及び個や集団を指導するスキルを理解す
ることができる。(技能)

　学級の児童生徒の状況を分析し、学校経営方針を踏まえた学級経営案
を作成することができる。(技能)

　学校組織や校務分掌を理解するとともに、学び続ける教員の重要性や
職員の協働性について理解し、チーム学校を積極的に支えようとする。
(態度・志向性)

　危機管理の重要性や危機を察知した際の行動について理解するととも
に、保護者や地域との連携の重要性を理解することができる。(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

①　模擬職員会議で発表する学級経営案や学校経営方針・年間行事計画
等を事　前に作成しておくこと。
②　分担したテーマに関する学習指導案を前もって作成し、模擬授業後
に修正　版を提出することを求める。
③　職員研修会資料作成については、チームで原稿を分担し作成すると
とも　　に、全体を通した推敲を行うこと。
④　到達目標に照らし、自己に不足している資質能力の確認を随時行う
こと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

○成績評価基準
　上記６つの到達目標の達成度に応じた評価を基本とする。
○成績評価方法　
　教職履修カルテの記述内容、授業に臨む態度、課題提出状況、授業中
に配布する振り返りシートの記載状況、討論への参加状況、教員として
の「使命感や責任感」「社会性や対人関係能力」「生徒理解や学級経
営・授業力」が備わっているかどうか等について総合的に判断、評価す
る。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しない。各自選択したテーマや学習指導案づくり
のための文献は担当教員から適宜指示する。

◎－－－　参考書　－－－◎

授業内で配布される資料をファイリングしておくこと。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　各自の教職履修カルテは常に参照・確認し、毎時間必携
のこと。本演習は教職課程総仕上げの授業であることを自
覚して臨むこと。実習や体験等の活動以外の理由での欠席
は認めない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回　オリエンテーション（到達目標の確認、　　　演
習の進め方の説明）
第２回　学校組織づくり（管理職と学級担任決　　　　
め、学年配属と校務分掌決め）
第３回　学級経営案及び学校経営方針・時程・年　　　間
行事計画等の作成
第４回　模擬授業（教科と道徳）、模擬指導（生　　　徒
指導や特別活動）の分担　職員研修会資　　　料作成チー
ム作りとテーマ決め
第５回　学校経営方針発表と質疑　模擬授業①
第６回　学級経営案発表と質疑　模擬授業②　
　　　職員研修会資料作成　
第７回　学級経営案発表と質疑　模擬授業③　
　　　職員研修会資料作成
第８回　学級経営案発表と質疑　模擬授業④　
　　　職員研修会資料作成
第９回　学級経営案発表と質疑　模擬授業⑤　
　　　職員研修会資料作成
第10回　学級経営案発表と質疑　模擬授業⑥　
　　　職員研修会資料作成
第11回　学校評価と教員指標モデル　模擬授業⑦　　　職
員研修会資料作成
第12回　教員評価（自己評価表の作成演習）
第13回　教育課題についての職員研修会資料発表　　　と
討論①　模擬職員指導①飲酒運転
第14回　教育課題についての職員研修会資料発表　　　と
討論②　模擬職員指導②体罰
第15回　模擬卒業式　模擬優秀教員表彰　
　　　教員としての資質能力の確認



2019-SW0000Y291-05教職実践演習（中・高）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：木・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

野口　徹

◎－－－　概要　－－－◎

　本演習は４年間の教職課程で学んだ理論と４年次の教育実習
で学んだ実践知を統合することによって教科指導力、生徒指導
力、学級経営力をさらに伸ばし、教員としての「使命感や責任
感」、「社会性や対人関係能力」、「生徒理解や学級経営・授
業力」と教育的愛情に富む教員としての資質を涵養することを
目的としている。
　授業開始までに各自の教職履修カルテを整理し、教員として
の自己の資質の確認を行う。演習では各自の履修カルテの分析
をもとに教員になる上で自分にとって何が課題であるのかを自
覚するとともに、必要に応じて不足している知識や技能等を
補って更なる向上を目指す。
　具体的には、教職課程における学びや教育実習経験等に照ら
して、現在の学校が直面する実践的・臨床的課題の整理を行
う。そこで共有化された項目について、生徒指導や学級経営場
面における教師の対応についてロールプレイングを取り入れな
がら教育的対応のスキルを学び、自己の教員としての使命と責
任について確認する。この他、日常的に発生する学級内の問題
について取り上げ、それらの解決に資するために指導案を作成
し、模擬授業を行う。その際、発問や板書を含めた授業力につ
いて受講生間で協議し、今後の各自の課題を明確化する。最後
に、毎回記録した「振り返りシート」を参照し、教員としての
資質能力の確認、まとめを行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教員として必要な使命感や責任感、教育的愛情等を自己認識
し、教員に必須である諸規程等も理解している。(知識・理解)

教科指導、生徒指導、学級経営を著しい支障がなく展開するこ
とができる準備を整えている。(技能)

自己にとって教員として何が課題であるのかを自覚し、必要に
応じて不足している知識や技能を身につけようとしている。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回の演習前後において教職履修カルテに記入した内容を確
認し、自己に不足している教員としての資質・能力の確認を行
う。また、選択、分担した題材（テーマ）に関する学習指導案
を前もって作成し、実際に授業を行うこととする。そのため各
自教材や配付資料の準備と読み込みをしておく必要がある。な
お、模擬授業後に修正版を提出することを求める場合もあるの
で、毎回振り返りを怠らないようにすること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　教職履修カルテの記述内容、授業に臨む態度、課題提出状
況、授業中に配布する振り返りシートの記載状況、討論や模擬
授業等への参加状況、教員としての「使命感や責任感」「社会
性や対人関係能力」「生徒理解や学級経営・授業力」が備わっ
ているかどうか等について総合的に判断、評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しない。各自選択したテーマや学習指導案づくり
のための文献は担当教員から適宜指示する。

◎－－－　参考書　－－－◎

授業内で配付される資料をファイリングしておくこと。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　各自の教職履修カルテは常に参照・確認し、毎時間必携
のこと。本演習は教職課程総仕上げの授業であることを自
覚して臨むこと。実習や体験等の活動以外の理由での欠席
は認めない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　イントロダクション（授業の到達目標の確認、演
習の進め方の説明）
第2回　受講生のアイスブレーキング（履修カルテの確
認、教職課程における学修の振り返りと討論）
第3回　学校が直面する実践的・臨床的課題の整理（教育
実習の体験を踏まえての討論）
第4回　課題ごとにグループ分け、諸資料収集、役割分担
の協議と見通しの確認
第5回　課題解決に向けてのロールプレイング実践①
第6回　課題解決に向けてのロールプレイング実践②
第7回　課題解決に向けてのロールプレイング実践③
第8回　学級経営上の課題を踏まえた学習指導案（学級活
動、ＨＲ）解説
第9回　学級経営上の課題を踏まえた学習指導案（学級活
動、ＨＲ）作成
第10回　学習指導案に基づく模擬授業①
第11回　学習指導案に基づく模擬授業②
第12回　学習指導案に基づく模擬授業③
第13回　学習指導案に基づく模擬授業④
第14回　模擬授業の振り返りと中高生を取り巻く環境の再
確認
第15回　教員としての資質能力の確認、まとめ、小論文等



2019-SW0000Y291-06教職実践演習（中・高）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

満身　史織

◎－－－　概要　－－－◎

　本演習は４年間の教職課程で学んだ理論と４年次の教育実習
で学んだ実践知を統合することによって教科指導力、生徒指導
力、学級経営力をさらに伸ばし、教員としての「使命感や責任
感」、「社会性や対人関係能力」、「生徒理解や学級経営・授
業力」と教育的愛情に富む教員としての資質を涵養することを
目的としている。
　授業開始までに各自の教職履修カルテを整理し、教員として
の自己の資質の確認を行う。演習では各自の履修カルテの分析
をもとに教員になる上で自分にとって何が課題であるのかを自
覚するとともに、必要に応じて不足している知識や技能等を
補って更なる向上を目指す。
　具体的には、教職課程における学びや教育実習経験等に照ら
して、現在の学校が直面する実践的・臨床的課題の整理を行
う。そこで共有化された項目について、生徒指導や学級経営場
面における教師の対応についてロールプレイングを取り入れな
がら教育的対応のスキルを学び、自己の教員としての使命と責
任について確認する。この他、日常的に発生する学級内の問題
について取り上げ、それらの解決に資するために指導案を作成
し、模擬授業を行う。その際、発問や板書を含めた授業力につ
いて受講生間で協議し、今後の各自の課題を明確化する。最後
に、毎回記録した「振り返りシート」を参照し、教員としての
資質能力の確認、まとめを行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教員として必要な使命感や責任感、教育的愛情等を自己認識
し、教員に必須である諸規程等も理解している。(知識・理解)

教科指導、生徒指導、学級経営を著しい支障がなく展開するこ
とができる準備を整えている。(技能)

自己にとって教員として何が課題であるのかを自覚し、必要に
応じて不足している知識や技能を身につけようとしている。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回の演習前後において教職履修カルテに記入した内容を確
認し、自己に不足している教員としての資質・能力の確認を行
う。また、選択、分担した題材（テーマ）に関する学習指導案
を前もって作成し、実際に授業を行うこととする。そのため各
自教材や配付資料の準備と読み込みをしておく必要がある。な
お、模擬授業後に修正版を提出することを求める場合もあるの
で、毎回振り返りを怠らないようにすること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　教職履修カルテの記述内容、授業に臨む態度、課題提出状
況、授業中に配布する振り返りシートの記載状況、討論や模擬
授業等への参加状況、教員としての「使命感や責任感」「社会
性や対人関係能力」「生徒理解や学級経営・授業力」が備わっ
ているかどうか等について総合的に判断、評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しない。各自選択したテーマや学習指導案づくり
のための文献は担当教員から適宜指示する。

◎－－－　参考書　－－－◎

授業内で配付される資料をファイリングしておくこと。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　各自の教職履修カルテは常に参照・確認し、毎時間必携
のこと。本演習は教職課程総仕上げの授業であることを自
覚して臨むこと。実習や体験等の活動以外の理由での欠席
は認めない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　イントロダクション（授業の到達目標の確認、演
習の進め方の説明）
第2回　受講生のアイスブレーキング（履修カルテの確
認、教職課程における学修の振り返りと討論）
第3回　学校が直面する実践的・臨床的課題の整理（教育
実習の体験を踏まえての討論）
第4回　課題ごとにグループ分け、諸資料収集、役割分担
の協議と見通しの確認
第5回　課題解決に向けてのロールプレイング実践①
第6回　課題解決に向けてのロールプレイング実践②
第7回　課題解決に向けてのロールプレイング実践③
第8回　学級経営上の課題を踏まえた学習指導案（学級活
動、ＨＲ）解説
第9回　学級経営上の課題を踏まえた学習指導案（学級活
動、ＨＲ）作成
第10回　学習指導案に基づく模擬授業①
第11回　学習指導案に基づく模擬授業②
第12回　学習指導案に基づく模擬授業③
第13回　学習指導案に基づく模擬授業④
第14回　模擬授業の振り返りと中高生を取り巻く環境の再
確認
第15回　教員としての資質能力の確認、まとめ、小論文等



2019-SW0000Y291-07教職実践演習（中・高）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

勝山　吉章

◎－－－　概要　－－－◎

　本演習は４年間の教職課程で学んだ理論と４年次の教育実習
で学んだ実践知を統合することによって教科指導力、生徒指導
力、学級経営力をさらに伸ばし、教員としての「使命感や責任
感」、「社会性や対人関係能力」、「生徒理解や学級経営・授
業力」と教育的愛情に富む教員としての資質を涵養することを
目的としている。
　授業開始までに各自の教職履修カルテを整理し、教員として
の自己の資質の確認を行う。演習では各自の履修カルテの分析
をもとに教員になる上で自分にとって何が課題であるのかを自
覚するとともに、必要に応じて不足している知識や技能等を
補って更なる向上を目指す。
　具体的には、教職課程における学びや教育実習経験等に照ら
して、現在の学校が直面する実践的・臨床的課題の整理を行
う。そこで共有化された項目について、生徒指導や学級経営場
面における教師の対応についてロールプレイングを取り入れな
がら教育的対応のスキルを学び、自己の教員としての使命と責
任について確認する。この他、日常的に発生する学級内の問題
について取り上げ、それらの解決に資するために指導案を作成
し、模擬授業を行う。その際、発問や板書を含めた授業力につ
いて受講生間で協議し、今後の各自の課題を明確化する。最後
に、毎回記録した「振り返りシート」を参照し、教員としての
資質能力の確認、まとめを行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教員として必要な使命感や責任感、教育的愛情等を自己認識
し、教員に必須である諸規程等も理解している。(知識・理解)

教科指導、生徒指導、学級経営を著しい支障がなく展開するこ
とができる準備を整えている。(技能)

自己にとって教員として何が課題であるのかを自覚し、必要に
応じて不足している知識や技能を身につけようとしている。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回の演習前後において教職履修カルテに記入した内容を確
認し、自己に不足している教員としての資質・能力の確認を行
う。また、選択、分担した題材（テーマ）に関する学習指導案
を前もって作成し、実際に授業を行うこととする。そのため各
自教材や配付資料の準備と読み込みをしておく必要がある。な
お、模擬授業後に修正版を提出することを求める場合もあるの
で、毎回振り返りを怠らないようにすること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　教職履修カルテの記述内容、授業に臨む態度、課題提出状
況、授業中に配布する振り返りシートの記載状況、討論や模擬
授業等への参加状況、教員としての「使命感や責任感」「社会
性や対人関係能力」「生徒理解や学級経営・授業力」が備わっ
ているかどうか等について総合的に判断、評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しない。各自選択したテーマや学習指導案づくり
のための文献は担当教員から適宜指示する。

◎－－－　参考書　－－－◎

授業内で配付される資料をファイリングしておくこと。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　各自の教職履修カルテは常に参照・確認し、毎時間必携
のこと。本演習は教職課程総仕上げの授業であることを自
覚して臨むこと。実習や体験等の活動以外の理由での欠席
は認めない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　イントロダクション（授業の到達目標の確認、演
習の進め方の説明）
第2回　受講生のアイスブレーキング（履修カルテの確
認、教職課程における学修の振り返りと討論）
第3回　学校が直面する実践的・臨床的課題の整理（教育
実習の体験を踏まえての討論）
第4回　課題ごとにグループ分け、諸資料収集、役割分担
の協議と見通しの確認
第5回　課題解決に向けてのロールプレイング実践①
第6回　課題解決に向けてのロールプレイング実践②
第7回　課題解決に向けてのロールプレイング実践③
第8回　学級経営上の課題を踏まえた学習指導案（学級活
動、ＨＲ）解説
第9回　学級経営上の課題を踏まえた学習指導案（学級活
動、ＨＲ）作成
第10回　学習指導案に基づく模擬授業①
第11回　学習指導案に基づく模擬授業②
第12回　学習指導案に基づく模擬授業③
第13回　学習指導案に基づく模擬授業④
第14回　模擬授業の振り返りと中高生を取り巻く環境の再
確認
第15回　教員としての資質能力の確認、まとめ、小論文等



2019-SW0000Y291-08教職実践演習（中・高）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：月・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

坂本　憲治

◎－－－　概要　－－－◎

　本演習は４年間の教職課程で学んだ理論と４年次の教育実習
で学んだ実践知を統合することによって教科指導力、生徒指導
力、学級経営力をさらに伸ばし、教員としての「使命感や責任
感」、「社会性や対人関係能力」、「生徒理解や学級経営・授
業力」と教育的愛情に富む教員としての資質を涵養することを
目的としている。
　授業開始までに各自の教職履修カルテを整理し、教員として
の自己の資質の確認を行う。演習では各自の履修カルテの分析
をもとに教員になる上で自分にとって何が課題であるのかを自
覚するとともに、必要に応じて不足している知識や技能等を
補って更なる向上を目指す。
　具体的には、教職課程における学びや教育実習経験等に照ら
して、現在の学校が直面する実践的・臨床的課題の整理を行
う。そこで共有化された項目について、生徒指導や学級経営場
面における教師の対応についてロールプレイングを取り入れな
がら教育的対応のスキルを学び、自己の教員としての使命と責
任について確認する。この他、日常的に発生する学級内の問題
について取り上げ、それらの解決に資するために指導案を作成
し、模擬授業を行う。その際、発問や板書を含めた授業力につ
いて受講生間で協議し、今後の各自の課題を明確化する。最後
に、毎回記録した「振り返りシート」を参照し、教員としての
資質能力の確認、まとめを行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教員として最小限必要な資質・能力の概要について理解してい
る。(知識・理解)

生徒理解や学級経営、教科指導力を身につけている。
(技能)

教員として必要な社会性や対人関係能力の向上に努める態度を
志向している。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回の演習前後において教職履修カルテに記入した内容を確
認し、自己に不足している資質能力の確認を行う。分担した
テーマに関する学習指導案を前もって作成し、模擬授業後に修
正版を提出することを求める。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　教職履修カルテの記述内容、授業に臨む態度、課題提出状
況、授業中に配布する振り返りシートの記載状況、討論への参
加状況、教員としての「使命感や責任感」「社会性や対人関係
能力」「生徒理解や学級経営・授業力」が備わっているかどう
か等について総合的に判断、評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しない。各自選択したテーマや学習指導案づくり
のための文献は担当教員から適宜指示する。

◎－－－　参考書　－－－◎

授業内で配布される資料をファイリングしておくこと。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　各自の教職履修カルテは常に参照・確認し、毎時間必携
のこと。本演習は教職課程総仕上げの授業であることを自
覚して臨むこと。実習や体験等の活動以外の理由での欠席
は認めない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　イントロダクション（授業の到達目標の確認、演
習の進め方の説明）
第2回　受講生のアイスブレーキング（履修カルテの確
認、教職課程における学修の振り返りと討論）
第3回　学校が直面する実践的・臨床的課題の整理（教育
実習の体験を踏まえての討論）
第4回　課題ごとにグループ分け、諸資料収集、役割分担
の協議と見通しの確認
第5回　課題解決に向けてのロールプレイング実践①～学
級
第6回　課題解決に向けてのロールプレイング実践②～学
年
第7回　課題解決に向けてのロールプレイング実践③～学
校行事
第8回　学級経営上の課題を踏まえた学習指導案（学級活
動、ＨＲ）解説
第9回　学級経営上の課題を踏まえた学習指導案（学級活
動、ＨＲ）作成
第10回　学習指導案に基づく模擬授業①～教科
第11回　学習指導案に基づく模擬授業②～道徳
第12回　学習指導案に基づく模擬授業③～総合
第13回　学習指導案に基づく模擬授業④～学活・ＨＲ
第14回　模擬授業の振り返りと中高生を取り巻く環境の再
確認
第15回　教員としての資質能力の確認、まとめ、小論文等



2019-SW0000Y291-09教職実践演習（中・高）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：水・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

藤田　由美子

◎－－－　概要　－－－◎

　本演習は４年間の教職課程で学んだ理論と４年次の教育実習
で学んだ実践知を統合することによって教科指導力、生徒指導
力、学級経営力をさらに伸ばし、教員としての「使命感や責任
感」、「社会性や対人関係能力」、「生徒理解や学級経営・授
業力」と教育的愛情に富む教員としての資質を涵養することを
目的としている。
　授業開始までに各自の教職履修カルテを整理し、教員として
の自己の資質の確認を行う。演習では各自の履修カルテの分析
をもとに教員になる上で自分にとって何が課題であるのかを自
覚するとともに、必要に応じて不足している知識や技能等を
補って更なる向上を目指す。
　具体的には、教職課程における学びや教育実習経験等に照ら
して、現在の学校が直面する実践的・臨床的課題の整理を行
う。そこで共有化された項目について、生徒指導や学級経営場
面における教師の対応についてロールプレイングを取り入れな
がら教育的対応のスキルを学び、自己の教員としての使命と責
任について確認する。この他、日常的に発生する学級内の問題
について取り上げ、それらの解決に資するために指導案を作成
し、模擬授業を行う。その際、発問や板書を含めた授業力につ
いて受講生間で協議し、今後の各自の課題を明確化する。最後
に、毎回記録した「振り返りシート」を参照し、教員としての
資質能力の確認、まとめを行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教員として必要な使命感や責任感、教育的愛情等を自己認識
し、教員に必須である諸規程等も理解している。(知識・理解)

教科指導、生徒指導、学級経営を著しい支障がなく展開するこ
とができる準備を整えている。(技能)

自己にとって教員として何が課題であるのかを自覚し、必要に
応じて不足している知識や技能を身につけようとしている。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回の演習前後において教職履修カルテに記入した内容を確
認し、自己に不足している教員としての資質・能力の確認を行
う。また、選択、分担した題材（テーマ）に関する学習指導案
を前もって作成し、実際に授業を行うこととする。そのため各
自教材や配付資料の準備と読み込みをしておく必要がある。な
お、模擬授業後に修正版を提出することを求める場合もあるの
で、毎回振り返りを怠らないようにすること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　教職履修カルテの記述内容、授業に臨む態度、課題提出状
況、授業中に配布する振り返りシートの記載状況、討論や模擬
授業等への参加状況、教員としての「使命感や責任感」「社会
性や対人関係能力」「生徒理解や学級経営・授業力」が備わっ
ているかどうか等について総合的に判断、評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しない。各自選択したテーマや学習指導案づくり
のための文献は担当教員から適宜指示する。

◎－－－　参考書　－－－◎

授業内で配付される資料をファイリングしておくこと。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　各自の教職履修カルテは常に参照・確認し、毎時間必携
のこと。本演習は教職課程総仕上げの授業であることを自
覚して臨むこと。実習や体験等の活動以外の理由での欠席
は認めない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　イントロダクション（授業の到達目標の確認、演
習の進め方の説明）
第2回　受講生のアイスブレーキング（履修カルテの確
認、教職課程における学修の振り返りと討論）
第3回　学校が直面する実践的・臨床的課題の整理（教育
実習の体験を踏まえての討論）
第4回　課題ごとにグループ分け、諸資料収集、役割分担
の協議と見通しの確認
第5回　課題解決に向けてのロールプレイング実践①
第6回　課題解決に向けてのロールプレイング実践②
第7回　課題解決に向けてのロールプレイング実践③
第8回　学級経営上の課題を踏まえた学習指導案（学級活
動、ＨＲ）解説
第9回　学級経営上の課題を踏まえた学習指導案（学級活
動、ＨＲ）作成
第10回　学習指導案に基づく模擬授業①
第11回　学習指導案に基づく模擬授業②
第12回　学習指導案に基づく模擬授業③
第13回　学習指導案に基づく模擬授業④
第14回　模擬授業の振り返りと中高生を取り巻く環境の再
確認
第15回　教員としての資質能力の確認、まとめ、小論文等



2019-SW0000Y291-10教職実践演習（中・高）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：水・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

田村　隆一

◎－－－　概要　－－－◎

　本演習は４年間の教職課程で学んだ理論と４年次の教育実習
で学んだ実践知を統合することによって教科指導力、生徒指導
力、学級経営力をさらに伸ばし、教員としての「使命感や責任
感」、「社会性や対人関係能力」、「生徒理解や学級経営・授
業力」と教育的愛情に富む教員としての資質を涵養することを
目的としている。
　授業開始までに各自の教職履修カルテを整理し、教員として
の自己の資質の確認を行う。演習では各自の履修カルテの分析
をもとに教員になる上で自分にとって何が課題であるのかを自
覚するとともに、必要に応じて不足している知識や技能等を
補って更なる向上を目指す。
　具体的には、教職課程における学びや教育実習経験等に照ら
して、現在の学校が直面する実践的・臨床的課題の整理を行
う。そこで共有化された項目について、生徒指導や学級経営場
面における教師の対応についてロールプレイングを取り入れな
がら教育的対応のスキルを学び、自己の教員としての使命と責
任について確認する。この他、日常的に発生する学級内の問題
について取り上げ、それらの解決に資するために指導案を作成
し、模擬授業を行う。その際、発問や板書を含めた授業力につ
いて受講生間で協議し、今後の各自の課題を明確化する。最後
に、毎回記録した「振り返りシート」を参照し、教員としての
資質能力の確認、まとめを行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教員として必要な使命感や責任感、教育的愛情等を自己認識
し、教員に必須である諸規程等も理解している。(態度・志向
性)

教科指導、生徒指導、学級経営を著しい支障がなく展開するこ
とができる準備を整えている。(技能)

自己にとって教員として何が課題であるのかを自覚し、必要に
応じて不足している知識や技能を身につけようとしている。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回の演習前後において教職履修カルテに記入した内容を確
認し、自己に不足している教員としての資質・能力の確認を行
う。また、選択、分担した題材（テーマ）に関する学習指導案
を前もって作成し、実際に授業を行うこととする。そのため各
自教材や配付資料の準備と読み込みをしておく必要がある。な
お、模擬授業後に修正版を提出することを求める場合もあるの
で、毎回振り返りを怠らないようにすること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　教職履修カルテの記述内容、授業に臨む態度、課題提出状
況、授業中に配布する振り返りシートの記載状況、討論や模擬
授業等への参加状況、教員としての「使命感や責任感」「社会
性や対人関係能力」「生徒理解や学級経営・授業力」が備わっ
ているかどうか等について総合的に判断、評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しない。各自選択したテーマや学習指導案づくり
のための文献は担当教員から適宜指示する。

◎－－－　参考書　－－－◎

授業内で配付される資料をファイリングしておくこと。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　各自の教職履修カルテは常に参照・確認し、毎時間必携
のこと。本演習は教職課程総仕上げの授業であることを自
覚して臨むこと。実習や体験等の活動以外の理由での欠席
は認めない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　イントロダクション（授業の到達目標の確認、演
習の進め方の説明）
第2回　受講生のアイスブレーキング（履修カルテの確
認、教職課程における学修の振り返りと討論）
第3回　学校が直面する実践的・臨床的課題の整理（教育
実習の体験を踏まえての討論）
第4回　課題ごとにグループ分け、諸資料収集、役割分担
の協議と見通しの確認
第5回　課題解決に向けてのロールプレイング実践①
第6回　課題解決に向けてのロールプレイング実践②
第7回　課題解決に向けてのロールプレイング実践③
第8回　学級経営上の課題を踏まえた学習指導案（学級活
動、ＨＲ）解説
第9回　学級経営上の課題を踏まえた学習指導案（学級活
動、ＨＲ）作成
第10回　学習指導案に基づく模擬授業①
第11回　学習指導案に基づく模擬授業②
第12回　学習指導案に基づく模擬授業③
第13回　学習指導案に基づく模擬授業④
第14回　模擬授業の振り返りと中高生を取り巻く環境の再
確認
第15回　教員としての資質能力の確認、まとめ、小論文等



2019-SW0000Y291-11教職実践演習（中・高）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

長江　信和

◎－－－　概要　－－－◎

　本演習は４年間の教職課程で学んだ理論と４年次の教育実習
で学んだ実践知を統合することによって教科指導力、生徒指導
力、学級経営力をさらに伸ばし、教員としての「使命感や責任
感」、「社会性や対人関係能力」、「生徒理解や学級経営・授
業力」と教育的愛情に富む教員としての資質を涵養することを
目的としている。
　授業開始までに各自の教職履修カルテを整理し、教員として
の自己の資質の確認を行う。演習では各自の履修カルテの分析
をもとに教員になる上で自分にとって何が課題であるのかを自
覚するとともに、必要に応じて不足している知識や技能等を
補って更なる向上を目指す。
　具体的には、教職課程における学びや教育実習経験等に照ら
して、現在の学校が直面する実践的・臨床的課題の整理を行
う。そこで共有化された項目について、生徒指導や学級経営場
面における教師の対応についてロールプレイングを取り入れな
がら教育的対応のスキルを学び、自己の教員としての使命と責
任について確認する。この他、日常的に発生する学級内の問題
について取り上げ、それらの解決に資するために指導案を作成
し、模擬授業を行う。その際、発問や板書を含めた授業力につ
いて受講生間で協議し、今後の各自の課題を明確化する。最後
に、毎回記録した「振り返りシート」を参照し、教員としての
資質能力の確認、まとめを行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教員として必要な使命感や責任感、教育的愛情等を自己認識
し、教員に必須である諸規程等も理解している。(知識・理解)

教科指導、生徒指導、学級経営を著しい支障がなく展開するこ
とができる準備を整えている。(技能)

自己にとって教員として何が課題であるのかを自覚し、必要に
応じて不足している知識や技能を身につけようとしている。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回の演習前後において教職履修カルテに記入した内容を確
認し、自己に不足している教員としての資質・能力の確認を行
う。また、選択、分担した題材（テーマ）に関する学習指導案
を前もって作成し、実際に授業を行うこととする。そのため各
自教材や配付資料の準備と読み込みをしておく必要がある。な
お、模擬授業後に修正版を提出することを求める場合もあるの
で、毎回振り返りを怠らないようにすること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　教職履修カルテの記述内容、授業に臨む態度、課題提出状
況、授業中に配布する振り返りシートの記載状況、討論や模擬
授業等への参加状況、教員としての「使命感や責任感」「社会
性や対人関係能力」「生徒理解や学級経営・授業力」が備わっ
ているかどうか等について総合的に判断、評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しない。各自選択したテーマや学習指導案づくり
のための文献は担当教員から適宜指示する。

◎－－－　参考書　－－－◎

授業内で配付される資料をファイリングしておくこと。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　各自の教職履修カルテは常に参照・確認し、毎時間必携
のこと。本演習は教職課程総仕上げの授業であることを自
覚して臨むこと。実習や体験等の活動以外の理由での欠席
は認めない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　イントロダクション（授業の到達目標の確認、演
習の進め方の説明）
第2回　受講生のアイスブレーキング（履修カルテの確
認、教職課程における学修の振り返りと討論）
第3回　学校が直面する実践的・臨床的課題の整理（教育
実習の体験を踏まえての討論）
第4回　課題ごとにグループ分け、諸資料収集、役割分担
の協議と見通しの確認
第5回　課題解決に向けてのロールプレイング実践①
第6回　課題解決に向けてのロールプレイング実践②
第7回　課題解決に向けてのロールプレイング実践③
第8回　学級経営上の課題を踏まえた学習指導案（学級活
動、ＨＲ）解説
第9回　学級経営上の課題を踏まえた学習指導案（学級活
動、ＨＲ）作成
第10回　学習指導案に基づく模擬授業①
第11回　学習指導案に基づく模擬授業②
第12回　学習指導案に基づく模擬授業③
第13回　学習指導案に基づく模擬授業④
第14回　模擬授業の振り返りと中高生を取り巻く環境の再
確認
第15回　教員としての資質能力の確認、まとめ、小論文等



2019-SW0000Y291-13教職実践演習（中・高）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：水・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

徳永　豊

◎－－－　概要　－－－◎

　本演習は４年間の教職課程で学んだ理論と４年次の教育実習
で学んだ実践知を統合することによって教科指導力、生徒指導
力、学級経営力をさらに伸ばし、教員としての「使命感や責任
感」、「社会性や対人関係能力」、「生徒理解や学級経営・授
業力」と教育的愛情に富む教員としての資質を涵養することを
目的としている。
　授業開始までに各自の教職履修カルテを整理し、教員として
の自己の資質の確認を行う。演習では各自の履修カルテの分析
をもとに教員になる上で自分にとって何が課題であるのかを自
覚するとともに、必要に応じて不足している知識や技能等を
補って更なる向上を目指す。
　具体的には、教職課程における学びや教育実習経験等に照ら
して、現在の学校が直面する実践的・臨床的課題の整理を行
う。そこで共有化された項目について、生徒指導や学級経営場
面における教師の対応についてロールプレイングを取り入れな
がら教育的対応のスキルを学び、自己の教員としての使命と責
任について確認する。この他、日常的に発生する学級内の問題
について取り上げ、それらの解決に資するために指導案を作成
し、模擬授業を行う。その際、発問や板書を含めた授業力につ
いて受講生間で協議し、今後の各自の課題を明確化する。最後
に、毎回記録した「振り返りシート」を参照し、教員としての
資質能力の確認、まとめを行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教員として必要な使命感や責任感、教育的愛情等を自己認識
し、教員に必須である諸規程等も理解している。(知識・理解)

教科指導、生徒指導、学級経営を著しい支障がなく展開するこ
とができる準備を整えている。(技能)

自己にとって教員として何が課題であるのかを自覚し、必要に
応じて不足している知識や技能を身につけようとしている。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回の演習前後において教職履修カルテに記入した内容を確
認し、自己に不足している教員としての資質・能力の確認を行
う。また、選択、分担した題材（テーマ）に関する学習指導案
を前もって作成し、実際に授業を行うこととする。そのため各
自教材や配付資料の準備と読み込みをしておく必要がある。な
お、模擬授業後に修正版を提出することを求める場合もあるの
で、毎回振り返りを怠らないようにすること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　教職履修カルテの記述内容、授業に臨む態度、課題提出状
況、授業中に配布する振り返りシートの記載状況、討論や模擬
授業等への参加状況、教員としての「使命感や責任感」「社会
性や対人関係能力」「生徒理解や学級経営・授業力」が備わっ
ているかどうか等について総合的に判断、評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しない。各自選択したテーマや学習指導案づくり
のための文献は担当教員から適宜指示する。

◎－－－　参考書　－－－◎

授業内で配付される資料をファイリングしておくこと。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　各自の教職履修カルテは常に参照・確認し、毎時間必携
のこと。本演習は教職課程総仕上げの授業であることを自
覚して臨むこと。実習や体験等の活動以外の理由での欠席
は認めない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　イントロダクション（授業の到達目標の確認、演
習の進め方の説明）
第2回　受講生のアイスブレーキング（履修カルテの確
認、教職課程における学修の振り返りと討論）
第3回　学校が直面する実践的・臨床的課題の整理（教育
実習の体験を踏まえての討論）
第4回　課題ごとにグループ分け、諸資料収集、役割分担
の協議と見通しの確認
第5回　課題解決に向けてのロールプレイング実践①
第6回　課題解決に向けてのロールプレイング実践②
第7回　課題解決に向けてのロールプレイング実践③
第8回　学級経営上の課題を踏まえた学習指導案（学級活
動、ＨＲ）解説
第9回　学級経営上の課題を踏まえた学習指導案（学級活
動、ＨＲ）作成
第10回　学習指導案に基づく模擬授業①
第11回　学習指導案に基づく模擬授業②
第12回　学習指導案に基づく模擬授業③
第13回　学習指導案に基づく模擬授業④
第14回　模擬授業の振り返りと中高生を取り巻く環境の再
確認
第15回　教員としての資質能力の確認、まとめ、小論文等
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 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：木・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

高妻　紳二郎

◎－－－　概要　－－－◎

　本演習は４年間の教職課程で学んだ理論と４年次の教育実習
で学んだ実践知を統合することによって教科指導力、生徒指導
力、学級経営力をさらに伸ばし、教員としての「使命感や責任
感」、「社会性や対人関係能力」、「生徒理解や学級経営・授
業力」と教育的愛情に富む教員としての資質を涵養することを
目的としている。
　授業開始までに各自の教職履修カルテを整理し、教員として
の自己の資質の確認を行う。演習では各自の履修カルテの分析
をもとに教員になる上で自分にとって何が課題であるのかを自
覚するとともに、必要に応じて不足している知識や技能等を
補って更なる向上を目指す。
　具体的には、教職課程における学びや教育実習経験等に照ら
して、現在の学校が直面する実践的・臨床的課題の整理を行
う。そこで共有化された項目について、生徒指導や学級経営場
面における教師の対応についてロールプレイングを取り入れな
がら教育的対応のスキルを学び、自己の教員としての使命と責
任について確認する。この他、日常的に発生する学級内の問題
について取り上げ、それらの解決に資するために指導案を作成
し、模擬授業を行う。その際、発問や板書を含めた授業力につ
いて受講生間で協議し、今後の各自の課題を明確化する。最後
に、毎回記録した「振り返りシート」を参照し、教員としての
資質能力の確認、まとめを行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教員として必要な使命感や責任感、教育的愛情等を自己認識
し、教員に必須である諸規程等も理解している。(知識・理解)

教科指導、生徒指導、学級経営を著しい支障がなく展開するこ
とができる準備を整えている。(技能)

自己にとって教員として何が課題であるのかを自覚し、必要に
応じて不足している知識や技能を身につけようとしている。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回の演習前後において教職履修カルテに記入した内容を確
認し、自己に不足している教員としての資質・能力の確認を行
う。また、選択、分担した題材（テーマ）に関する学習指導案
を前もって作成し、実際に授業を行うこととする。そのため各
自教材や配付資料の準備と読み込みをしておく必要がある。な
お、模擬授業後に修正版を提出することを求める場合もあるの
で、毎回振り返りを怠らないようにすること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　教職履修カルテの記述内容、授業に臨む態度、課題提出状
況、授業中に配布する振り返りシートの記載状況、討論や模擬
授業等への参加状況、教員としての「使命感や責任感」「社会
性や対人関係能力」「生徒理解や学級経営・授業力」が備わっ
ているかどうか等について総合的に判断、評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しない。各自選択したテーマや学習指導案づくり
のための文献は担当教員から適宜指示する。

◎－－－　参考書　－－－◎

授業内で配付される資料をファイリングしておくこと。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　各自の教職履修カルテは常に参照・確認し、毎時間必携
のこと。本演習は教職課程総仕上げの授業であることを自
覚して臨むこと。実習や体験等の活動以外の理由での欠席
は認めない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　イントロダクション（授業の到達目標の確認、演
習の進め方の説明）
第2回　受講生のアイスブレーキング（履修カルテの確
認、教職課程における学修の振り返りと討論）
第3回　学校が直面する実践的・臨床的課題の整理（教育
実習の体験を踏まえての討論）
第4回　課題ごとにグループ分け、諸資料収集、役割分担
の協議と見通しの確認
第5回　課題解決に向けてのロールプレイング実践①
第6回　課題解決に向けてのロールプレイング実践②
第7回　課題解決に向けてのロールプレイング実践③
第8回　学級経営上の課題を踏まえた学習指導案（学級活
動、ＨＲ）解説
第9回　学級経営上の課題を踏まえた学習指導案（学級活
動、ＨＲ）作成
第10回　学習指導案に基づく模擬授業①
第11回　学習指導案に基づく模擬授業②
第12回　学習指導案に基づく模擬授業③
第13回　学習指導案に基づく模擬授業④
第14回　模擬授業の振り返りと中高生を取り巻く環境の再
確認
第15回　教員としての資質能力の確認、まとめ、小論文等



2019-SW0000Y291-15教職実践演習（中・高）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：木・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

松永　邦裕

◎－－－　概要　－－－◎

　本演習は４年間の教職課程で学んだ理論と４年次の教育実習
で学んだ実践知を統合することによって教科指導力、生徒指導
力、学級経営力をさらに伸ばし、教員としての「使命感や責任
感」、「社会性や対人関係能力」、「生徒理解や学級経営・授
業力」と教育的愛情に富む教員としての資質を涵養することを
目的としている。
　授業開始までに各自の教職履修カルテを整理し、教員として
の自己の資質の確認を行う。演習では各自の履修カルテの分析
をもとに教員になる上で自分にとって何が課題であるのかを自
覚するとともに、必要に応じて不足している知識や技能等を
補って更なる向上を目指す。
　具体的には、教職課程における学びや教育実習経験等に照ら
して、現在の学校が直面する実践的・臨床的課題の整理を行
う。そこで共有化された項目について、生徒指導や学級経営場
面における教師の対応についてロールプレイングを取り入れな
がら教育的対応のスキルを学び、自己の教員としての使命と責
任について確認する。この他、日常的に発生する学級内の問題
について取り上げ、それらの解決に資するために指導案を作成
し、模擬授業を行う。その際、発問や板書を含めた授業力につ
いて受講生間で協議し、今後の各自の課題を明確化する。最後
に、毎回記録した「振り返りシート」を参照し、教員としての
資質能力の確認、まとめを行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教員として必要な使命感や責任感、教育的愛情等を自己認識
し、教員に必須である諸規程等も理解している。(知識・理解)

教科指導、生徒指導、学級経営を著しい支障がなく展開するこ
とができる準備を整えている。(技能)

自己にとって教員として何が課題であるのかを自覚し、必要に
応じて不足している知識や技能を身につけようとしている。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回の演習前後において教職履修カルテに記入した内容を確
認し、自己に不足している教員としての資質・能力の確認を行
う。また、選択、分担した題材（テーマ）に関する学習指導案
を前もって作成し、実際に授業を行うこととする。そのため各
自教材や配付資料の準備と読み込みをしておく必要がある。な
お、模擬授業後に修正版を提出することを求める場合もあるの
で、毎回振り返りを怠らないようにすること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　教職履修カルテの記述内容、授業に臨む態度、課題提出状
況、授業中に配布する振り返りシートの記載状況、討論や模擬
授業等への参加状況、教員としての「使命感や責任感」「社会
性や対人関係能力」「生徒理解や学級経営・授業力」が備わっ
ているかどうか等について総合的に判断、評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しない。各自選択したテーマや学習指導案づくり
のための文献は担当教員から適宜指示する。

◎－－－　参考書　－－－◎

授業内で配付される資料をファイリングしておくこと。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　各自の教職履修カルテは常に参照・確認し、毎時間必携
のこと。本演習は教職課程総仕上げの授業であることを自
覚して臨むこと。実習や体験等の活動以外の理由での欠席
は認めない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　イントロダクション（授業の到達目標の確認、演
習の進め方の説明）
第2回　受講生のアイスブレーキング（履修カルテの確
認、教職課程における学修の振り返りと討論）
第3回　学校が直面する実践的・臨床的課題の整理（教育
実習の体験を踏まえての討論）
第4回　課題ごとにグループ分け、諸資料収集、役割分担
の協議と見通しの確認
第5回　課題解決に向けてのロールプレイング実践①
第6回　課題解決に向けてのロールプレイング実践②
第7回　課題解決に向けてのロールプレイング実践③
第8回　学級経営上の課題を踏まえた学習指導案（学級活
動、ＨＲ）解説
第9回　学級経営上の課題を踏まえた学習指導案（学級活
動、ＨＲ）作成
第10回　学習指導案に基づく模擬授業①
第11回　学習指導案に基づく模擬授業②
第12回　学習指導案に基づく模擬授業③
第13回　学習指導案に基づく模擬授業④
第14回　模擬授業の振り返りと中高生を取り巻く環境の再
確認
第15回　教員としての資質能力の確認、まとめ、小論文等



2019-SW0000Y291-16教職実践演習（中・高）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

山岸　賢一郎

◎－－－　概要　－－－◎

　本演習は４年間の教職課程で学んだ理論と４年次の教育実習
で学んだ実践知を統合することによって教科指導力、生徒指導
力、学級経営力をさらに伸ばし、教員としての「使命感や責任
感」、「社会性や対人関係能力」、「生徒理解や学級経営・授
業力」と教育的愛情に富む教員としての資質を涵養することを
目的としている。
　授業開始までに各自の教職履修カルテを整理し、教員として
の自己の資質の確認を行う。演習では各自の履修カルテの分析
をもとに教員になる上で自分にとって何が課題であるのかを自
覚するとともに、必要に応じて不足している知識や技能等を
補って更なる向上を目指す。
　具体的には、教職課程における学びや教育実習経験等に照ら
して、現在の学校が直面する実践的・臨床的課題の整理を行
う。そこで共有化された項目について、生徒指導や学級経営場
面における教師の対応についてロールプレイングを取り入れな
がら教育的対応のスキルを学び、自己の教員としての使命と責
任について確認する。この他、日常的に発生する学級内の問題
について取り上げ、それらの解決に資するために指導案を作成
し、模擬授業を行う。その際、発問や板書を含めた授業力につ
いて受講生間で協議し、今後の各自の課題を明確化する。最後
に、毎回記録した「振り返りシート」を参照し、教員としての
資質能力の確認、まとめを行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教員として必要な使命感や責任感、教育的愛情等を自己認識
し、教員に必須である諸規程等も理解している。(知識・理解)

教科指導、生徒指導、学級経営を著しい支障がなく展開するこ
とができる準備を整えている。(技能)

自己にとって教員として何が課題であるのかを自覚し、必要に
応じて不足している知識や技能を身につけようとしている。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回の演習前後において教職履修カルテに記入した内容を確
認し、自己に不足している教員としての資質・能力の確認を行
う。また、選択、分担した題材（テーマ）に関する学習指導案
を前もって作成し、実際に授業を行うこととする。そのため各
自教材や配付資料の準備と読み込みをしておく必要がある。な
お、模擬授業後に修正版を提出することを求める場合もあるの
で、毎回振り返りを怠らないようにすること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　教職履修カルテの記述内容、授業に臨む態度、課題提出状
況、授業中に配布する振り返りシートの記載状況、討論や模擬
授業等への参加状況、教員としての「使命感や責任感」「社会
性や対人関係能力」「生徒理解や学級経営・授業力」が備わっ
ているかどうか等について総合的に判断、評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しない。各自選択したテーマや学習指導案づくり
のための文献は担当教員から適宜指示する。

◎－－－　参考書　－－－◎

授業内で配付される資料をファイリングしておくこと。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　各自の教職履修カルテは常に参照・確認し、毎時間必携
のこと。本演習は教職課程総仕上げの授業であることを自
覚して臨むこと。実習や体験等の活動以外の理由での欠席
は認めない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　イントロダクション（授業の到達目標の確認、演
習の進め方の説明）
第2回　受講生のアイスブレーキング（履修カルテの確
認、教職課程における学修の振り返りと討論）
第3回　学校が直面する実践的・臨床的課題の整理（教育
実習の体験を踏まえての討論）
第4回　課題ごとにグループ分け、諸資料収集、役割分担
の協議と見通しの確認
第5回　課題解決に向けてのロールプレイング実践①
第6回　課題解決に向けてのロールプレイング実践②
第7回　課題解決に向けてのロールプレイング実践③
第8回　学級経営上の課題を踏まえた学習指導案（学級活
動、ＨＲ）解説
第9回　学級経営上の課題を踏まえた学習指導案（学級活
動、ＨＲ）作成
第10回　学習指導案に基づく模擬授業①
第11回　学習指導案に基づく模擬授業②
第12回　学習指導案に基づく模擬授業③
第13回　学習指導案に基づく模擬授業④
第14回　模擬授業の振り返りと中高生を取り巻く環境の再
確認
第15回　教員としての資質能力の確認、まとめ、小論文等



2019-SW0000Y291-17教職実践演習（中・高）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：金・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

村上　久美子

◎－－－　概要　－－－◎

　本演習は４年間の教職課程で学んだ理論と４年次の教育実習
で学んだ実践知を統合することによって教科指導力、生徒指導
力、学級経営力をさらに伸ばし、教員としての「使命感や責任
感」、「社会性や対人関係能力」、「生徒理解や学級経営・授
業力」と教育的愛情に富む教員としての資質を涵養することを
目的としている。
　授業開始までに各自の教職履修カルテを整理し、教員として
の自己の資質の確認を行う。演習では各自の履修カルテの分析
をもとに教員になる上で自分にとって何が課題であるのかを自
覚するとともに、必要に応じて不足している知識や技能等を
補って更なる向上を目指す。
　具体的には、教職課程における学びや教育実習経験等に照ら
して、現在の学校が直面する実践的・臨床的課題の整理を行
う。そこで共有化された項目について、生徒指導や学級経営場
面における教師の対応についてロールプレイングを取り入れな
がら教育的対応のスキルを学び、自己の教員としての使命と責
任について確認する。この他、日常的に発生する学級内の問題
について取り上げ、それらの解決に資するために指導案を作成
し、模擬授業を行う。その際、発問や板書を含めた授業力につ
いて受講生間で協議し、今後の各自の課題を明確化する。最後
に、毎回記録した「振り返りシート」を参照し、教員としての
資質能力の確認、まとめを行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教員として必要な使命感や責任感、教育的愛情等を自己認識
し、教員に必須である諸規程等も理解している。(知識・理解)

教科指導、生徒指導、学級経営を著しい支障がなく展開するこ
とができる準備を整えている。(技能)

自己にとって教員として何が課題であるのかを自覚し、必要に
応じて不足している知識や技能を身につけようとしている。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回の演習前後において教職履修カルテに記入した内容を確
認し、自己に不足している教員としての資質・能力の確認を行
う。また、選択、分担した題材（テーマ）に関する学習指導案
を前もって作成し、実際に授業を行うこととする。そのため各
自教材や配付資料の準備と読み込みをしておく必要がある。な
お、模擬授業後に修正版を提出することを求める場合もあるの
で、毎回振り返りを怠らないようにすること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　教職履修カルテの記述内容、授業に臨む態度、課題提出状
況、授業中に配布する振り返りシートの記載状況、討論や模擬
授業等への参加状況、教員としての「使命感や責任感」「社会
性や対人関係能力」「生徒理解や学級経営・授業力」が備わっ
ているかどうか等について総合的に判断、評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しない。各自選択したテーマや学習指導案づくり
のための文献は担当教員から適宜指示する。

◎－－－　参考書　－－－◎

授業内で配付される資料をファイリングしておくこと。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　各自の教職履修カルテは常に参照・確認し、毎時間必携
のこと。本演習は教職課程総仕上げの授業であることを自
覚して臨むこと。実習や体験等の活動以外の理由での欠席
は認めない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　イントロダクション（授業の到達目標の確認、演
習の進め方の説明）
第2回　受講生のアイスブレーキング（履修カルテの確
認、教職課程における学修の振り返りと討論）
第3回　学校が直面する実践的・臨床的課題の整理（教育
実習の体験を踏まえての討論）
第4回　課題ごとにグループ分け、諸資料収集、役割分担
の協議と見通しの確認
第5回　課題解決に向けてのロールプレイング実践①
第6回　課題解決に向けてのロールプレイング実践②
第7回　課題解決に向けてのロールプレイング実践③
第8回　学級経営上の課題を踏まえた学習指導案（学級活
動、ＨＲ）解説
第9回　学級経営上の課題を踏まえた学習指導案（学級活
動、ＨＲ）作成
第10回　学習指導案に基づく模擬授業①
第11回　学習指導案に基づく模擬授業②
第12回　学習指導案に基づく模擬授業③
第13回　学習指導案に基づく模擬授業④
第14回　模擬授業の振り返りと中高生を取り巻く環境の再
確認
第15回　教員としての資質能力の確認、まとめ、小論文等



2019-SW0000Y291-19教職実践演習（中・高）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

本山　智敬

◎－－－　概要　－－－◎

　本演習は４年間の教職課程で学んだ理論と４年次の教育実習
で学んだ実践知を統合することによって教科指導力、生徒指導
力、学級経営力をさらに伸ばし、教員としての「使命感や責任
感」、「社会性や対人関係能力」、「生徒理解や学級経営・授
業力」と教育的愛情に富む教員としての資質を涵養することを
目的としている。
　授業開始までに各自の教職履修カルテを整理し、教員として
の自己の資質の確認を行う。演習では各自の履修カルテの分析
をもとに教員になる上で自分にとって何が課題であるのかを自
覚するとともに、必要に応じて不足している知識や技能等を
補って更なる向上を目指す。
　具体的には、教職課程における学びや教育実習経験等に照ら
して、現在の学校が直面する実践的・臨床的課題の整理を行
う。そこで共有化された項目について、生徒指導や学級経営場
面における教師の対応についてロールプレイングを取り入れな
がら教育的対応のスキルを学び、自己の教員としての使命と責
任について確認する。この他、日常的に発生する学級内の問題
について取り上げ、それらの解決に資するために指導案を作成
し、模擬授業を行う。その際、発問や板書を含めた授業力につ
いて受講生間で協議し、今後の各自の課題を明確化する。最後
に、毎回記録した「振り返りシート」を参照し、教員としての
資質能力の確認、まとめを行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教員として必要な使命感や責任感、教育的愛情等を自己認識
し、教員に必須である諸規程等も理解している。(態度・志向
性)

教科指導、生徒指導、学級経営を著しい支障がなく展開するこ
とができる準備を整えている。(技能)

自己にとって教員として何が課題であるのかを自覚し、必要に
応じて不足している知識や技能を身につけようとしている。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回の演習前後において教職履修カルテに記入した内容を確
認し、自己に不足している教員としての資質・能力の確認を行
う。また、選択、分担した題材（テーマ）に関する学習指導案
を前もって作成し、実際に授業を行うこととする。そのため各
自教材や配付資料の準備と読み込みをしておく必要がある。な
お、模擬授業後に修正版を提出することを求める場合もあるの
で、毎回振り返りを怠らないようにすること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　教職履修カルテの記述内容、授業に臨む態度、課題提出状
況、授業中に配布する振り返りシートの記載状況、討論や模擬
授業等への参加状況、教員としての「使命感や責任感」「社会
性や対人関係能力」「生徒理解や学級経営・授業力」が備わっ
ているかどうか等について総合的に判断、評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しない。各自選択したテーマや学習指導案づくり
のための文献は担当教員から適宜指示する。

◎－－－　参考書　－－－◎

授業内で配付される資料をファイリングしておくこと。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　各自の教職履修カルテは常に参照・確認し、毎時間必携
のこと。本演習は教職課程総仕上げの授業であることを自
覚して臨むこと。実習や体験等の活動以外の理由での欠席
は認めない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　イントロダクション（授業の到達目標の確認、演
習の進め方の説明）
第2回　受講生のアイスブレーキング（履修カルテの確
認、教職課程における学修の振り返りと討論）
第3回　学校が直面する実践的・臨床的課題の整理（教育
実習の体験を踏まえての討論）
第4回　課題ごとにグループ分け、諸資料収集、役割分担
の協議と見通しの確認
第5回　課題解決に向けてのロールプレイング実践①
第6回　課題解決に向けてのロールプレイング実践②
第7回　課題解決に向けてのロールプレイング実践③
第8回　学級経営上の課題を踏まえた学習指導案（学級活
動、ＨＲ）解説
第9回　学級経営上の課題を踏まえた学習指導案（学級活
動、ＨＲ）作成
第10回　学習指導案に基づく模擬授業①
第11回　学習指導案に基づく模擬授業②
第12回　学習指導案に基づく模擬授業③
第13回　学習指導案に基づく模擬授業④
第14回　模擬授業の振り返りと中高生を取り巻く環境の再
確認
第15回　教員としての資質能力の確認、まとめ、小論文等



2019-SW0000Y291-20教職実践演習（中・高）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：水・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

佐藤　仁

◎－－－　概要　－－－◎

　本演習は４年間の教職課程で学んだ理論と４年次の教育実習
で学んだ実践知を統合することによって教科指導力、生徒指導
力、学級経営力をさらに伸ばし、教員としての「使命感や責任
感」、「社会性や対人関係能力」、「生徒理解や学級経営・授
業力」と教育的愛情に富む教員としての資質を涵養することを
目的としている。
　授業開始までに各自の教職履修カルテを整理し、教員として
の自己の資質の確認を行う。演習では各自の履修カルテの分析
をもとに教員になる上で自分にとって何が課題であるのかを自
覚するとともに、必要に応じて不足している知識や技能等を
補って更なる向上を目指す。
　具体的には、教職課程における学びや教育実習経験等に照ら
して、現在の学校が直面する実践的・臨床的課題の整理を行
う。そこで共有化された項目について、生徒指導や学級経営場
面における教師の対応についてロールプレイングを取り入れな
がら教育的対応のスキルを学び、自己の教員としての使命と責
任について確認する。この他、日常的に発生する学級内の問題
について取り上げ、それらの解決に資するために指導案を作成
し、模擬授業を行う。その際、発問や板書を含めた授業力につ
いて受講生間で協議し、今後の各自の課題を明確化する。最後
に、毎回記録した「振り返りシート」を参照し、教員としての
資質能力の確認、まとめを行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教員として必要な使命感や責任感、教育的愛情等を自己認識
し、教員に必須である諸規程等も理解している。(知識・理解)

教科指導、生徒指導、学級経営を著しい支障がなく展開するこ
とができる準備を整えている。(技能)

自己にとって教員として何が課題であるのかを自覚し、必要に
応じて不足している知識や技能を身につけようとしている。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回の演習前後において教職履修カルテに記入した内容を確
認し、自己に不足している教員としての資質・能力の確認を行
う。また、選択、分担した題材（テーマ）に関する学習指導案
を前もって作成し、実際に授業を行うこととする。そのため各
自教材や配付資料の準備と読み込みをしておく必要がある。な
お、模擬授業後に修正版を提出することを求める場合もあるの
で、毎回振り返りを怠らないようにすること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　教職履修カルテの記述内容、授業に臨む態度、課題提出状
況、授業中に配布する振り返りシートの記載状況、討論や模擬
授業等への参加状況、教員としての「使命感や責任感」「社会
性や対人関係能力」「生徒理解や学級経営・授業力」が備わっ
ているかどうか等について総合的に判断、評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しない。各自選択したテーマや学習指導案づくり
のための文献は担当教員から適宜指示する。

◎－－－　参考書　－－－◎

授業内で配付される資料をファイリングしておくこと。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　各自の教職履修カルテは常に参照・確認し、毎時間必携
のこと。本演習は教職課程総仕上げの授業であることを自
覚して臨むこと。実習や体験等の活動以外の理由での欠席
は認めない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　イントロダクション（授業の到達目標の確認、演
習の進め方の説明）
第2回　受講生のアイスブレーキング（履修カルテの確
認、教職課程における学修の振り返りと討論）
第3回　学校が直面する実践的・臨床的課題の整理（教育
実習の体験を踏まえての討論）
第4回　課題ごとにグループ分け、諸資料収集、役割分担
の協議と見通しの確認
第5回　課題解決に向けてのロールプレイング実践①
第6回　課題解決に向けてのロールプレイング実践②
第7回　課題解決に向けてのロールプレイング実践③
第8回　学級経営上の課題を踏まえた学習指導案（学級活
動、ＨＲ）解説
第9回　学級経営上の課題を踏まえた学習指導案（学級活
動、ＨＲ）作成
第10回　学習指導案に基づく模擬授業①
第11回　学習指導案に基づく模擬授業②
第12回　学習指導案に基づく模擬授業③
第13回　学習指導案に基づく模擬授業④
第14回　模擬授業の振り返りと中高生を取り巻く環境の再
確認
第15回　教員としての資質能力の確認、まとめ、小論文等



2019-SW0000Y291-21教職実践演習（中・高）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

添田　祥史

◎－－－　概要　－－－◎

　本演習は４年間の教職課程で学んだ理論と４年次の教育実習
で学んだ実践知を統合することによって教科指導力、生徒指導
力、学級経営力をさらに伸ばし、教員としての「使命感や責任
感」、「社会性や対人関係能力」、「生徒理解や学級経営・授
業力」と教育的愛情に富む教員としての資質を涵養することを
目的としている。
　授業開始までに各自の教職履修カルテを整理し、教員として
の自己の資質の確認を行う。演習では各自の履修カルテの分析
をもとに教員になる上で自分にとって何が課題であるのかを自
覚するとともに、必要に応じて不足している知識や技能等を
補って更なる向上を目指す。
　具体的には、教職課程における学びや教育実習経験等に照ら
して、現在の学校が直面する実践的・臨床的課題の整理を行
う。そこで共有化された項目について、生徒指導や学級経営場
面における教師の対応についてロールプレイングを取り入れな
がら教育的対応のスキルを学び、自己の教員としての使命と責
任について確認する。この他、日常的に発生する学級内の問題
について取り上げ、それらの解決に資するために指導案を作成
し、模擬授業を行う。その際、発問や板書を含めた授業力につ
いて受講生間で協議し、今後の各自の課題を明確化する。最後
に、毎回記録した「振り返りシート」を参照し、教員としての
資質能力の確認、まとめを行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教員として必要な使命感や責任感、教育的愛情等を自己認識
し、教員に必須である諸規程等も理解している。(態度・志向
性)

教科指導、生徒指導、学級経営を著しい支障がなく展開するこ
とができる準備を整えている。(技能)

自己にとって教員として何が課題であるのかを自覚し、必要に
応じて不足している知識や技能を身につけようとしている。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回の演習前後において教職履修カルテに記入した内容を確
認し、自己に不足している教員としての資質・能力の確認を行
う。また、選択、分担した題材（テーマ）に関する学習指導案
を前もって作成し、実際に授業を行うこととする。そのため各
自教材や配付資料の準備と読み込みをしておく必要がある。な
お、模擬授業後に修正版を提出することを求める場合もあるの
で、毎回振り返りを怠らないようにすること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　教職履修カルテの記述内容、授業に臨む態度、課題提出状
況、授業中に配布する振り返りシートの記載状況、討論や模擬
授業等への参加状況、教員としての「使命感や責任感」「社会
性や対人関係能力」「生徒理解や学級経営・授業力」が備わっ
ているかどうか等について総合的に判断、評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しない。各自選択したテーマや学習指導案づくり
のための文献は担当教員から適宜指示する。

◎－－－　参考書　－－－◎

授業内で配付される資料をファイリングしておくこと。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　各自の教職履修カルテは常に参照・確認し、毎時間必携
のこと。本演習は教職課程総仕上げの授業であることを自
覚して臨むこと。実習や体験等の活動以外の理由での欠席
は認めない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　イントロダクション（授業の到達目標の確認、演
習の進め方の説明）
第2回　受講生のアイスブレーキング（履修カルテの確
認、教職課程における学修の振り返りと討論）
第3回　学校が直面する実践的・臨床的課題の整理（教育
実習の体験を踏まえての討論）
第4回　課題ごとにグループ分け、諸資料収集、役割分担
の協議と見通しの確認
第5回　課題解決に向けてのロールプレイング実践①
第6回　課題解決に向けてのロールプレイング実践②
第7回　課題解決に向けてのロールプレイング実践③
第8回　学級経営上の課題を踏まえた学習指導案（学級活
動、ＨＲ）解説
第9回　学級経営上の課題を踏まえた学習指導案（学級活
動、ＨＲ）作成
第10回　学習指導案に基づく模擬授業①
第11回　学習指導案に基づく模擬授業②
第12回　学習指導案に基づく模擬授業③
第13回　学習指導案に基づく模擬授業④
第14回　模擬授業の振り返りと中高生を取り巻く環境の再
確認
第15回　教員としての資質能力の確認、まとめ、小論文等



2019-SW0000Y291-22教職実践演習（中・高）「二部」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：木・二部１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

野口　徹

◎－－－　概要　－－－◎

　本演習は４年間の教職課程で学んだ理論と４年次の教育実習
で学んだ実践知を統合することによって教科指導力、生徒指導
力、学級経営力をさらに伸ばし、教員としての「使命感や責任
感」、「社会性や対人関係能力」、「生徒理解や学級経営・授
業力」と教育的愛情に富む教員としての資質を涵養することを
目的としている。
　授業開始までに各自の教職履修カルテを整理し、教員として
の自己の資質の確認を行う。演習では各自の履修カルテの分析
をもとに教員になる上で自分にとって何が課題であるのかを自
覚するとともに、必要に応じて不足している知識や技能等を
補って更なる向上を目指す。
　具体的には、教職課程における学びや教育実習経験等に照ら
して、現在の学校が直面する実践的・臨床的課題の整理を行
う。そこで共有化された項目について、生徒指導や学級経営場
面における教師の対応についてロールプレイングを取り入れな
がら教育的対応のスキルを学び、自己の教員としての使命と責
任について確認する。この他、日常的に発生する学級内の問題
について取り上げ、それらの解決に資するために指導案を作成
し、模擬授業を行う。その際、発問や板書を含めた授業力につ
いて受講生間で協議し、今後の各自の課題を明確化する。最後
に、毎回記録した「振り返りシート」を参照し、教員としての
資質能力の確認、まとめを行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教員として必要な使命感や責任感、教育的愛情等を自己認識
し、教員に必須である諸規程等も理解している。(知識・理解)

教科指導、生徒指導、学級経営を著しい支障がなく展開するこ
とができる準備を整えている。(技能)

自己にとって教員として何が課題であるのかを自覚し、必要に
応じて不足している知識や技能を身につけようとしている。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回の演習前後において教職履修カルテに記入した内容を確
認し、自己に不足している教員としての資質・能力の確認を行
う。また、選択、分担した題材（テーマ）に関する学習指導案
を前もって作成し、実際に授業を行うこととする。そのため各
自教材や配付資料の準備と読み込みをしておく必要がある。な
お、模擬授業後に修正版を提出することを求める場合もあるの
で、毎回振り返りを怠らないようにすること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　教職履修カルテの記述内容、授業に臨む態度、課題提出状
況、授業中に配布する振り返りシートの記載状況、討論や模擬
授業等への参加状況、教員としての「使命感や責任感」「社会
性や対人関係能力」「生徒理解や学級経営・授業力」が備わっ
ているかどうか等について総合的に判断、評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しない。各自選択したテーマや学習指導案づくり
のための文献は担当教員から適宜指示する。

◎－－－　参考書　－－－◎

授業内で配付される資料をファイリングしておくこと。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　各自の教職履修カルテは常に参照・確認し、毎時間必携
のこと。本演習は教職課程総仕上げの授業であることを自
覚して臨むこと。実習や体験等の活動以外の理由での欠席
は認めない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　イントロダクション（授業の到達目標の確認、演
習の進め方の説明）
第2回　受講生のアイスブレーキング（履修カルテの確
認、教職課程における学修の振り返りと討論）
第3回　学校が直面する実践的・臨床的課題の整理（教育
実習の体験を踏まえての討論）
第4回　課題ごとにグループ分け、諸資料収集、役割分担
の協議と見通しの確認
第5回　課題解決に向けてのロールプレイング実践①
第6回　課題解決に向けてのロールプレイング実践②
第7回　課題解決に向けてのロールプレイング実践③
第8回　学級経営上の課題を踏まえた学習指導案（学級活
動、ＨＲ）解説
第9回　学級経営上の課題を踏まえた学習指導案（学級活
動、ＨＲ）作成
第10回　学習指導案に基づく模擬授業①
第11回　学習指導案に基づく模擬授業②
第12回　学習指導案に基づく模擬授業③
第13回　学習指導案に基づく模擬授業④
第14回　模擬授業の振り返りと中高生を取り巻く環境の再
確認
第15回　教員としての資質能力の確認、まとめ、小論文等



2019-SW0000Y291-23教職実践演習（中・高）「二部」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・二部１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

植上　一希

◎－－－　概要　－－－◎

　本演習は４年間の教職課程で学んだ理論と４年次の教育実習
で学んだ実践知を統合することによって教科指導力、生徒指導
力、学級経営力をさらに伸ばし、教員としての「使命感や責任
感」、「社会性や対人関係能力」、「生徒理解や学級経営・授
業力」と教育的愛情に富む教員としての資質を涵養することを
目的としている。
　授業開始までに各自の教職履修カルテを整理し、教員として
の自己の資質の確認を行う。演習では各自の履修カルテの分析
をもとに教員になる上で自分にとって何が課題であるのかを自
覚するとともに、必要に応じて不足している知識や技能等を
補って更なる向上を目指す。
　具体的には、教職課程における学びや教育実習経験等に照ら
して、現在の学校が直面する実践的・臨床的課題の整理を行
う。そこで共有化された項目について、生徒指導や学級経営場
面における教師の対応についてロールプレイングを取り入れな
がら教育的対応のスキルを学び、自己の教員としての使命と責
任について確認する。この他、日常的に発生する学級内の問題
について取り上げ、それらの解決に資するために指導案を作成
し、模擬授業を行う。その際、発問や板書を含めた授業力につ
いて受講生間で協議し、今後の各自の課題を明確化する。最後
に、毎回記録した「振り返りシート」を参照し、教員としての
資質能力の確認、まとめを行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教員として必要な使命感や責任感、教育的愛情等を自己認識
し、教員に必須である諸規程等も理解している。(知識・理解)

教科指導、生徒指導、学級経営を著しい支障がなく展開するこ
とができる準備を整えている。(技能)

自己にとって教員として何が課題であるのかを自覚し、必要に
応じて不足している知識や技能を身につけようとしている。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回の演習前後において教職履修カルテに記入した内容を確
認し、自己に不足している教員としての資質・能力の確認を行
う。また、選択、分担した題材（テーマ）に関する学習指導案
を前もって作成し、実際に授業を行うこととする。そのため各
自教材や配付資料の準備と読み込みをしておく必要がある。な
お、模擬授業後に修正版を提出することを求める場合もあるの
で、毎回振り返りを怠らないようにすること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　教職履修カルテの記述内容、授業に臨む態度、課題提出状
況、授業中に配布する振り返りシートの記載状況、討論や模擬
授業等への参加状況、教員としての「使命感や責任感」「社会
性や対人関係能力」「生徒理解や学級経営・授業力」が備わっ
ているかどうか等について総合的に判断、評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しない。各自選択したテーマや学習指導案づくり
のための文献は担当教員から適宜指示する。

◎－－－　参考書　－－－◎

授業内で配付される資料をファイリングしておくこと。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　各自の教職履修カルテは常に参照・確認し、毎時間必携
のこと。本演習は教職課程総仕上げの授業であることを自
覚して臨むこと。実習や体験等の活動以外の理由での欠席
は認めない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　イントロダクション（授業の到達目標の確認、演
習の進め方の説明）
第2回　受講生のアイスブレーキング（履修カルテの確
認、教職課程における学修の振り返りと討論）
第3回　学校が直面する実践的・臨床的課題の整理（教育
実習の体験を踏まえての討論）
第4回　課題ごとにグループ分け、諸資料収集、役割分担
の協議と見通しの確認
第5回　課題解決に向けてのロールプレイング実践①
第6回　課題解決に向けてのロールプレイング実践②
第7回　課題解決に向けてのロールプレイング実践③
第8回　学級経営上の課題を踏まえた学習指導案（学級活
動、ＨＲ）解説
第9回　学級経営上の課題を踏まえた学習指導案（学級活
動、ＨＲ）作成
第10回　学習指導案に基づく模擬授業①
第11回　学習指導案に基づく模擬授業②
第12回　学習指導案に基づく模擬授業③
第13回　学習指導案に基づく模擬授業④
第14回　模擬授業の振り返りと中高生を取り巻く環境の再
確認
第15回　教員としての資質能力の確認、まとめ、小論文等



2019-SW0000Y292-01教職実践演習（養護教諭）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：金・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

小柳　康子

◎－－－　概要　－－－◎

　養護教諭としての経験を活かし、学校における養護教諭の教
育的使命や保健室経営、保健指導力や健康相談の支援の在り方
について、これまでの講義で学んだ知識と養護実習の経験を統
合し、現場の実態に即した学校保健活動や養護実践の振り返り
となるようにする。特徴は3つある。第一に、学生自身が養護
教諭の職務に対する自らのジレンマ体験を発表し、学生間で検
討することで、教員としての使命や責任について確認すること
である。第二に、学校現場で喫緊の健康課題となっているテー
マを設定して、各自が保健室経営計画を作成できる力を身につ
ける。第三に、協調性を発揮して、保健室を設計したり、性教
育や薬物乱用の防止教育などの個別テーマに関する研究を深め
ていく。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

養護実習における課題について意見を出し合い、課題解決に向
けて自分なりに意見を述べることができる。(知識・理解)

保健室経営計画を理解し、計画を作成することができる。(技
能)

グループメンバーと協力して、課題に取り組むことができる
（協調性）。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

＜事前学習＞
・養護実習日誌や記録を読み返し、授業ごとの課題にレポート
を作成しておく。養護教諭として必要とされる資質に関する自
己の課題についてのまとめや保健学習指導案作成のために、教
材研究に必要な資料を収集しておく。保健室の機能と養護教諭
の専門性について、実習を踏まえてまとめておく。
＜事後学習＞・保健室経営の実際、課題研究などのレポートを
発表できるよう準備しておく。・発表の自己評価と他者評価の
まとめをもとに、レポートを提出する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・課題レポートは、実習における自己の経験を踏まえて振り返
り、自己への気づきと改善点を明確に記しているかを評価の基
準とする。
・保健室経営に基づく提出物は、グループの課題作成の参加状
況、貢献度を評価の基準とする。
・プレゼンテーションは、教師としての協調性や人間関係能力
を身に着けているか貢献度を評価する。また、養護教諭の職務
に関するこれまでの学習を踏まえて、複数の資料から多角的に
考察した発表になっているかを評価の基準とする。

方法
課題レポート（30％）、保健室経営に基づく提出物（30％）、
プレゼンテーション（４0％）を目安に総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

養護概説や養護実習などの科目でこれまで使用したテキス
トを参考にする。

◎－－－　参考書　－－－◎

高等学校学習指導要領解説保健体育編　ISBN 4827812020
中学校学習指導要領解説保健体育編　ISBN 4827814635
小学校学習指導要領解説体育編　ISBN 4316802178
　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

４年間を振り返って学習するため、履修カルテにおいて
ポートフォリオ学習をしてきた内容などを復習しておく。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回　オリエンテーション
（授業の到達目標の確認、資料の説明）＊課題の提示
第２回　養護実習の振り返り
第３回　学校保健の概要
（養護実習の体験を踏まえた討議）
第４回　保健室に来室する児童生徒の実態
（事例研究）
第５回　グループワーク
（共通の課題に分かれ、情報収集、役割分担の協議と見通
しの確認）
第６回　児童生徒の心身の健康課題の明確化と保健指導
第７回　課題解決に向けてのロールプレイング①
第８回　児童生徒の悩みに対する健康相談の実際
第９回　課題解決に向けてのロールプレイング②
第10回　現場での救急処置場面と養護教諭の対応
第11回　保健室設計と保健室経営計画①
第12回　保健室設計と保健室経営計画②
第13回　学習指導案に基づく保健学習（自由テーマ、グ
ループ討議、相互評価）
第14回　教職実践演習テーマ別グループ研究発表①
第15回　教職実践演習テーマ別グループ研究発表②



2019-SW0000Y072-01教育行政学

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・３時限　　試験時間割：2019/07/27　６時限　　

高妻　紳二郎

◎－－－　概要　－－－◎

　近年の教育行財政改革の進展は著しい。とりわけ1980年代以
降、社会時の成熟化や経済成長の鈍化傾向のなかでこれまでの
福祉国家観が見直され「小さな政府」による地方分権化や規制
緩和などの改革が推進されている。そこで本講義では、このよ
うな教育行政の大きな変化を受けて、第１の教育改革（明治初
期の教育改革）から第２の教育改革（終戦後の教育改革）から
今日につながる一連の中央教育審議会答申、臨時教育審議会答
申内容の検討を行い、公教育行政の概念を押さえることを通し
て、わが国の教育の目的、機能と性格、そして教育政策をささ
える理念について正確な理解を図りたい。
　また、教育行政の組織について文部科学省と都道府県、市町
村教育委員会などの具体的な事例に即しつつ理解を深める。そ
のなかで、それらの教育行政組織がどのような課題に直面し、
どのような政策を採ろうとしているのか等についても紹介す
る。さらに「学校経営」、「教育課程行政」、「教職員の職
務」、「社会教育行政」、「保育行政」、「教育財政」などの
諸領域について個別に解説する。その際、教育改革が急ピッチ
で進んでいることを受け、それらの施策がどのような目的で、
どのような方法で取り組まれているのかを個別具体的な課題を
取り上げ、受講者から意見を求めながら、随時解説を加えた
い。また、突発的に発生する教育時事問題（事件、事故）など
は適宜取り上げる。したがって、予定する講義内容が変更され
る場合もあるので留意しておいて欲しい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日本と諸外国における近年の教育改革動向を理解している。
(知識・理解)

教育行政の持つ規制作用、助成作用、実施作用について具体的
に説明することができる。(知識・理解)

教育委員会の役割と意義を理解している。(知識・理解)

様々な教育課題の解決策を探る志向性を持っている。(態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　講義中に指示した教科書の該当箇所について事前・事後に目
を通しておくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　課題レポート（10％）、期末試験の成績（90％）に基づいて
総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

髙妻紳二郎編著『新・教育制度論』ミネルヴァ書房　2014
年。

◎－－－　参考書　－－－◎

　講義中に適宜提示する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

随時レジュメ・資料を配布する。常に見返すことができる
ようにファイリングを怠らないようにすること。サークル
活動、就職活動等の欠席は考慮しない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．イントロダクション―教育行政の日本的特質
２．第１の教育改革と第２の教育改革―日本の教育改革の
歴史的性格と，現在取り組まれている教育改革の経緯をさ
ぐる。
３．第３の教育改革―中央教育審議会・臨時教育審議会の
各答申内容と今後の課題を整理する。
４．公教育の概念と制度的原理―教育の機会均等と義務教
育の実態を押さえる。
５．教育政策―臨教審、中教審の議論について整理する。
６．教育の法制と構造―日本国憲法や教育基本法に触れ、
教育権について整理する。
７．教育行政の成立と展開―教育行政とは何か、その概念
と諸要素を分類整理する。
８．教育行政の組織―「文部科学省設置法」と「地方教育
行政の組織および運営に関する法律」に沿った現在の教育
行政組織についての細かな規定を理解する。
９．学校経営―現代学校経営論に基づく教育行政改革につ
いて理解する。
１０．教育課程行政―学習指導要領の法的位置づけと教科
書検定制度、教科書採択制度について理解する。
１１．教職員の職務と人事考課―学校におかれる教職員を
分類整理し、現在の動向を追う。
１２．教育行政の諸領域―基本的枠組みと実態を探る。
１３．諸外国の教育行政①アジア
１４．諸外国の教育行政②欧米
１５．まとめ



2019-SW0000Y073-01教育法規

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・３時限　　試験時間割：2019/07/27　６時限　　

佐藤　仁

◎－－－　概要　－－－◎

戦後、日本国憲法に教育に関する事項が盛り込まれ、教育の法
律主義が始まった。教育の基本理念・基本原理を明示化した教
育基本法を中心に、学校教育法や教育職員免許法、それに付随
する施行令や施行規則等、教育制度の整備を目指して様々な教
育法規が存在するに至っている。こうした教育法規の内容を理
解することは、現場の教員にとって必要不可欠である。しか
し、その内容をどう解釈して、どう踏まえるのかという点につ
いても理解しておく必要がある。法律の解釈をめぐっては、裁
判所の判例や行政解釈、さらには研究者による解釈等、様々な
角度からなされている。本講義では、教育法規の内容等の理解
にとどまらず、どういう解釈がされているのか、その解釈の背
景にはどういう考えがあるのかといった点についても学んでい
く。
　本講義では、担当教員による講義形式だけではなく、いくつ
かの法的課題をめぐるケースをテキストを使いながら議論する
時間を取り入れていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

学校活動をめぐる教育法規の体系を整理し、それぞれの法規の
特徴を説明できる。(知識・理解)

具体的な学校活動の場面において、種々の教育法規を読み解き
ながら、そこで生じる法的な問題を読み解くことができる。
(技能)

学校活動において、教育法規の意味を踏まえた行動を考えるこ
とができる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前学習：教育に関するニュースをウェブ等でチェックするこ
と。
事後学習：学習した法令を小六法で再確認し、理解を深めるこ
と。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準は、次の通りである。
・教育法規の特徴を説明できること。
・具体的な場面において、教育法規を活用して課題を考察でき
ること。
以上の評価基準に基づいて、基本的に定期試験の結果
（100%）を基に成績評価とする。ただし、以下の点について
は、減点の対象とする；欠席及び遅刻、ミニッツペーパーや課
題の未提出、私語等の講義を妨害する行為等。
　

◎－－－　テキスト　－－－◎

『必携教職小六法』協同出版、2019年。（最新版のもので
あれば、他の出版社でも構わない）

◎－－－　参考書　－－－◎

その他は、講義中に適宜紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

法令を読み解いていくことが中心となるため、教職小六法
（学校小六法）は必ず購入すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．イントロダクション：教育に関する法規をどれだけ
知っている？
２．教育法規の基礎：基本原理と法令の種類
３．日本国憲法における教育の規定
４．教育基本法（１）：教育基本法の位置づけと存在意義
５．教育基本法（２）：改正教育基本法（2006年）のポイ
ント
６．教職員に関する法規（１）：教員の身分と服務
７．教職員に関する法規（２）：教員の職能開発
８．学校組織に関する法規（１）：管理職の職務と権限
９．学校組織に関する法規（２）：校務分掌
１０．教育内容に関する法規：学習指導要領と教科書
１１．児童・生徒に関する法規（１）：懲戒と体罰
１２．児童・生徒に関する法規（２）：子どもの安全
１３．判例からみる教育活動上のトラブルとその対処：い
じめの問題
１４．判例からみる教育活動上のトラブルとその対処：指
導力不足教員
１５．講義の総括：法規の活用と解釈



2019-SW0000Y073-02教育法規

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・２時限　　試験時間割：2020/01/22　６時限　　

高妻　紳二郎

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義では、教育の基本を規定する日本国憲法及び教育基本
法、教員をめぐる諸法規（地方公務員法、教育公務員特例法な
ど）、学校教育をめぐる諸法規（学校教育法、同施行令、同施
行規則など）に触れることを通して、現在の日本の教育がどの
ような法規構造の下で行われているかについて、正確な理解を
定着させることを目的とする。
　まず、教育法規の基本構造を理解し、教育法規の種類にはど
のようなものがあるのかを知る。そして日本国憲法に定められ
る教育関連条文、２００６年１２月に全面改正された教育基本
法の逐条解説を行う。そうした理解に立って、教育公務員とし
ての教師にはどのような服務規律があり、どのような身分・条
件・待遇にあるのかを理解する。また、教員研修の法的位置づ
けや実態、分限や懲戒といった処分の根拠についても学ぶ。さ
らに学校教育についても、設置や管理に関わる諸法規や児童生
徒に関連する規程について分類整理し、理解の定着を図る。ま
た、最近の教員採用試験に出題された問題を演習形式で行い、
現場の教員にどのような教育法規の知識が求められているのか
について体験的に学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教育法規の構造と基本的性格を理解している。(知識・理解)

日本国憲法、教育基本法で規定されている教育の基本的事項を
説明できる。(技能)

学校教育、教職員をめぐる基本的規定を説明できる。(技能)

教育法規の改訂最新動向について積極的に知ろうとする態度を
身に付けている。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　配付された演習問題資料について事前に解答しておくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　課題提出状況と内容（10％）、定期試験の結果（90％）に基
づいて総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

2020年度版『必携教職六法』協同出版、2018年

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　随時レジュメ・資料・演習問題を配布する。常に見返す
ことができるようにファイリングを怠らないようにするこ
と。テキストは指定のものが望ましいが、既に他の教育六
法を購入している場合にはそれを使用しても良い。ただ
し、必ず最新版を持参すること。サークル活動や就職活動
による欠席は考慮しない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．イントロダクション―教育法規を学ぶ意義と教育法規
に関する教員採用試験事情
２．教育法規の基礎―教育法規の基本原理と法令の種類
３．日本国憲法にみる教育規定―憲法第２６条にみられる
教育の理念
４．新・教育基本法①―教育の目的、目標などを追いなが
ら、現実の教育を振り返る。
５．新・教育基本法②―教育の中立性、教育振興基本計画
などについて自らの教育経験を振り返りながら現実の教育
を捉えなおす。
６．演習問題（第１回）―教育の基本、理念に関わる演習
問題の解説。
７．教育公務員としての教師①―地方公務員法にみる教師
の権利と義務を探る。
８．教育公務員としての教師②―教師の勤務条件、分限、
懲戒などの内容と動向を知る。
９．演習問題（第２回）―教員の職務に関わる演習問題の
解説
１０．学校教育の法制①―学校の種類の正確な理解と設置
者の役割規定を理解する。
１１．学校教育の法制②―学校の管理に関わる規定、学校
保健に関わる規定を理解する。
１２．学校教育の法制③―懲戒と体罰規定を正確に理解す
る。
１３．演習問題（第３回）―学校教育に関わる演習問題の
解説。
１４．その他の重要法規を整理する。
１５．全体のまとめ



2019-SW0000Y080-01生涯学習概論Ａ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・２時限　　試験時間割：2019/07/24　６時限　　

植上　一希

◎－－－　概要　－－－◎

　私たちは、さまざまな形で教育という営みを行ってきてい
る。そして、また、私たちは、日々学び続けている。社会のな
かで営まれる、この教育と学びについて、その構造と歴史を把
握し、そして、その原理を把握すること、これは、社会の成員
として学び教育に関わっていく者にとって必要なことと考え
る。
　本授業は、こうした観点から、生涯学習・社会教育に関する
総合的な検討を、数々の事例検討を中心に、行っていく。そう
した枠組みのなかで、この授業では現代の生涯学習社会の基本
的な構造について理解し、そのなかでの学び（生涯学習）やそ
れを支える教育（社会教育等）に関する概念、制度、実践等に
ついての概要を把握することを目的とする。また、社会教育等
に従事する専門的職員としての役割や専門性についての基本的
な知識や考え方を身につけることも目的とする。
　なお、今後の生涯学習を考えるうえで不可欠なテーマとして
あるのが、地域の変動に対して教育・学習がいかに対応するの
かという問題である。地方の疲弊、都市問題、若者の地域移動
などの、地域変動は九州・福岡においても急激に進んでいる。
多くが、九州地方に生活基盤をもつ福岡大学生にとって、それ
らの課題に対していかに向き合うのかというのも、生涯学習の
1つの課題となるだろう。本授業は、そうした意図をもって授
業の構成を行っている。

◎－－－　到達目標　－－－◎

生涯学習・社会教育に関する基礎的な知識を理解し、説明する
ことができる。(知識・理解)

生涯学習の現状に関して、自身の経験をふまえて考察し、それ
をもとに周囲と意見を交換することができる。(技能)

生涯学習・社会教育の学問的知識を用いて、自身の学びやキャ
リア形成について主体的に考えようとする態度を有する。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業の要点を毎回、復習として整理することを求めたい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　到達目標に示した事項について、具体的に説明できているか
を評価の基準とする。　
　定期試験で評価する。また、授業への積極的な参加（発言・
ミニッツペーパー等）も評価に加算する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

なし

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

他者の学習を侵害する行為（私語、遅刻、途中退席等）に
対しては厳しく指導・評価する。
なお、学生の理解状況等に応じて、授業計画は変更される
ことがある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　オリエンテーション
第2回　生涯学習概論を学ぶ意味①～教育イメージを広げ
よう
第3回　生涯学習概論を学ぶ意味②～社会の変化と生涯学
習の課題
第4回　生涯学習と自治体・地域課題①～自分が育った地
域を振り返る
第5回　生涯学習と自治体・地域課題②～映画『下妻物
語』を観て
第6回　生涯学習と自治体・地域課題③～地域の教育力と
いう観点
第7回　地域変動と都市・地方の関係を考える～九州・福
岡を対象にして
第8回　若者の地域移動と高等教育の役割
第9回　生涯学習の政策と理論～地域に関する理論と政策
を中心に
第10回　生涯学習の実践・施設・職員①～ドラマ『歓喜の
歌』を観て
第11回　生涯学習の実践・施設・職員②～文化活動の意味
を考える
第12回　生涯学習の実践・施設・職員③～生涯学習を支え
る条件
第13回　大人・青年の学びの理論①
第14回　大人・青年の学びの理論②～理論を用いて自身の
学びを構想する
第15回　授業のまとめ



2019-SW0000Y080-02生涯学習概論Ａ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・３時限　　試験時間割：2019/07/24　６時限　　

太田　華奈

◎－－－　概要　－－－◎

生涯学習の歴史、理念及び、日本型生涯学習の政策、課題、社
会教育と生涯学習との関係を学習するとともに、現代的課題を
生涯学習のまなざしで考えていきます。また、生涯学習を実践
する形態の授業も行います。これらの学習を通して、自らの教
育・学習観を見つめ、問い直し、暮らしや社会を生涯学習の観
点からとらえていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

生涯学習の基礎的な知識について理解することができる。(知
識・理解)

現代的課題に関心を持ち、生涯学習の観点で解決を探ることが
できる。(技能)

生涯学習の視点で物事をとらえ、自分なりの考えを持ち、深め
ることができるようになる。(態度・志向性)

他者とともに主体的に学ぶという生涯学習の学習方法を身につ
けることができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

【予習】
・日ごろから批判的に社会を問い、関連することを調べ、考え
てみましょう。
・積極的に本を読んでいきましょう。そして読んだ本について
周りの人と議論していきましょう(ジャンルは問いません)。
・指定の文献や、自ら選んだ新書を読み、感想や考えたこと、
疑問・批判、話し合いたいこと等についての小レポートを作成
してもらいます。その小レポートを元にグループで話し合いま
す。その講義までに課題に取りくみ、授業に臨んでください。
【復習】
・授業を踏まえ、周りの人たちと議論をしてみましょう。
・関心をもったテーマについて、積極的に調べていきましょ
う。
・さらに関心をもったこと、疑問に思ったことに関する本を読
んでいきましょう。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業参加度30％、定期試験70％

◎－－－　テキスト　－－－◎

小国綾子『？(疑問符)が！(感嘆符)に変るとき―新聞記
者、ワクワクする』(汐文社,2014年)1512円、ISBN-10:
4811321359

◎－－－　参考書　－－－◎

社会教育・生涯学習ハンドブック 第9版　ISBN
4871686043
生涯学習と地域社会教育　ISBN 4861102340
社会教育　ISBN 476201656X

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　この授業では、自分の考えを書く、他者に伝えることを
大事にしています。話し方、伝え方のハウツーから解放さ
れ、あなたが自分の声、ひいては声以前の声に耳を澄ませ
てあげてください。まずはスマートフォンから顔をあげて
みませんか。そして一回、大きく深呼吸をしてみましょう
よ。
　またこの授業では、グループディスカッションを積極的
に取り入れます。あなたのディスカッションへの参加を楽
しみにしています。
　それから。後期の「生涯学習概論B」を続けて受講され
ることもお勧めしています。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1：オリエンテーション
2：生涯学習を考える(1)共同学習、グループディスカッ
ションってなんだろう？
3：生涯学習を考える(2)映画(前)
4：生涯学習を考える（3)映画(後)、グループディスカッ
ション
5：生涯学習を実践する（1）あなたの想いを短歌に乗せて
6：生涯学習を実践する（2）小国綾子『？が！に変わると
き』(汐文社，2014年)についてグループディスカッション
7：生涯学習を考える(4)歴史、理念、学習権宣言
8：生涯学習を考える(5)法律、政策、課題
9：生涯学習と現代的課題（1)ボランティア
10：生涯学習と現代的課題（2）公民館
11：生涯学習と現代的課題(3)若者
12：生涯学習と現代的課題(4)文化、芸術活動
13：生涯学習を実践する(3)あなたが好きな新書をおすすめ
しよう！
14：私たちの学習権宣言を作ろう（1）グループワーク
15：私たちの学習権宣言を作ろう（2）発表



2019-SW0000Y080-04生涯学習概論Ａ「二部」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・二部２時限　　試験時間割：2019/07/30　夜２限　　

添田　祥史

◎－－－　概要　－－－◎

　この講義では、公的社会教育における学びの世界について検
討していきます。「私」を変え、「私」をつなぎ、その結果、
「地域」をゆるやかに変えていく。みなさんに、そうした社会
教育の魅力と可能性について知ってもらうのが最終的な目標で
す。そのためには、社会教育の学習者・職員・制度・施設・歴
史等に関する最低限の基礎知識の習得と社会教育の現場で起き
るドラマを学習論的に読み解く力が不可欠になってきます。
　講義内容は、初学者にも実践がイメージしやすいように、事
例と座学と意見交換等を組み合わせながら進めていきますので
安心してください。なお、この講義では、公的社会教育施設に
おける学びを中心に紹介しています。私たちの日常生活の中に
あるインフォーマルな学びについては「生涯学習概論Ｂ」で検
討します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

生涯学習・社会教育に関する歴史と法制度を説明できる。(知
識・理解)

生涯学習・社会教育に関する知見を用いて成人の学習プロセス
を説明できる。(技能)

生涯学習・社会教育の魅力を知り、積極的に現場と関わる姿勢
をもつ。(態度・志向性)

仲間と協同してワークを遂行できる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・テキストの指定箇所を毎回復習しておくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標について次の方法で評価します。
・定期試験     （70％）
・課題レポート等（30％）
加えて、次の加点・減点を行います。
 ・講義への積極的な参加（発言、ワークでの活躍等）について
は加点する。
 ・講義へのあからさまな不参加表明（私語、「内職」、読書、
携帯電話等の使用、居眠り､遅刻・欠席等）とみなす言動には
減点する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

小林繁・平川景子・片岡了『生涯学習概論』エイデル研究
所　ISBN978-4-87168-540-5

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・「生涯学習概論Ｂ」とセットで履修するとより学びが深
まります。
・受講生の興味や関心、クラス規模、理解度に即して授業
計画を変更する可能性があります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回　オリエンテーション
第２回　落語「歓喜の歌」の視聴と議論
第３回　生涯学習と社会教育
第４回　社会教育・生涯学習に関わる職員と施設
第５回　資料作成①：経験の共有と下書き
第６回　資料作成②：清書と発表練習
第７回　発表会
第８回　生涯学習政策の動向と展開
第９回　社会教育の法制度
第10回　成人の学習論①：意識変容の学習論
第11回　成人の学習論②：正統的周辺参加論
第12回　ゲストスピーカー（予定）
第13回　学習権宣言を読む
第14回　学びのノート交流会
第15回　まとめ



2019-SW0000Y081-01生涯学習概論Ｂ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・２時限　　試験時間割：2020/01/16　６時限　　

植上　一希

◎－－－　概要　－－－◎

　生涯学習は、各人の具体的な労働・生活・文化活動等のなか
で営まれるものである。この授業では生涯学習の主体である
人々が実際にどのような労働・生活・文化活動を営んでいるの
か、その実態の検討を中心に行い、そこでの学習課題を探って
いく。とくに、この授業では、受講者の多くが青年であること
から、現代青年に焦点を当てていく。
　資料・文献などを用いて、青年層の労働・生活の実態に迫
り、青年の学習課題や支援の課題を検討していく。それらの検
討を通して、受講者が自らのキャリア形成と学びについて主体
的に考えることができるようになることが、この授業の主たる
目的となる。
　授業の進め方としては、学生の少人数グループでのディス
カッション、全体討論、教員による講義などを組み合わせて授
業を進めていく。　

◎－－－　到達目標　－－－◎

現代青年のキャリア形成に関する基礎的な知識を理解し、それ
に対峙するための基本的な知識・考え方などを、説明すること
ができる。(知識・理解)

現代青年が直面する諸課題に対して、生涯学習等の学問的知識
をもとに批判的に考察し、周囲と意見を交流することができ
る。(技能)

現代青年が直面する課題の多様性・複雑性を理解し、それらの
理解を土台に自身のキャリア形成を主体的に行っていく志向性
を有する。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業内で提示されるワークシート等の課題を行うこと。
復習として、授業でのポイントの整理を各自行うこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標に示した事項について、具体的に説明できているかを
評価の基準とし、定期試験で成績評価を行う（7割程度）。
また、レポートの作成（1～2回）とミニッツペーパーの作成も
成績評価の対象とする（3割程度）。

◎－－－　テキスト　－－－◎

なし

◎－－－　参考書　－－－◎

　参考書として、次のものを用いる。授業で用いる用語等
の詳しい説明や、授業を理解するための基本的な社会科学
の知識が書かれている。できるだけ、授業に並行してこち
らの学習もしてほしい。
　『キーワードで読む現代日本社会』中西新太郎・蓑輪明
子、旬報社、2012年。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　前期「生涯学習概論A」（植上）を履修していることが
望ましい。遅刻や途中退室など受講にふさわしくない態度
には厳しく対応する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　オリエンテーション
第2回　「大人になる」ことの変化と生涯学習
第3回　職業世界における学びと教育：『鉄塔をめざす』
第4回　職業世界の変化と青年の排除：『フリーター漂
流』
第5回　職業世界への参入と定位に向けて必要な観点～と
くに労働者としての観点
第6回　参入する企業・業界について知るということ①
第7回　参入する企業・業界について知るということ②
第8回　労働の世界に適応していくため理論と実践～『泣
いて笑って寄り添って』をもとに
第9回　劣悪な労働世界に抵抗するための理論と実践①
第10回　劣悪な労働世界に抵抗するための理論と実践～ゲ
ストスピーカー　
第11回　どんな地域で生活する？
第12回　家族形成の理論と現実～「家族」ってなんだろ
う？
第13回　キャリア形成シートの作成と交流①
第14回　キャリア形成シートの作成と交流②
第15回　授業のまとめ



2019-SW0000Y081-02生涯学習概論Ｂ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・３時限　　試験時間割：2020/01/16　６時限　　

太田　華奈

◎－－－　概要　－－－◎

社会教育実践史を歴史的に追う学習を通して、社会教育実践／
自己教育運動に取り組む人々の自己、他者、社会への向き合い
を問い、社会教育の本質、意義、課題、可能性について考えて
いきます。さらにこれらの学習を踏まえ、現代の社会的課題に
目を向け、その課題に対して、社会教育の観点に立ったアプ
ローチを探求していきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

社会教育の歴史、理念、制度、法、行政、施設、実践等につい
ての基本的な知識を獲得できる。(知識・理解)

現代社会における社会教育の意義、課題、可能性について自分
なりに考えを持ち、探求できる。(技能)

他者とともに主体的に学ぶという生涯学習の学習方法を身につ
けることができる。(態度・志向性)

現代の社会的課題に目を向け、その背景や解決のためのアプ
ローチについて考えていくことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

【予習】
・日ごろから批判的に社会を問い、関連することを調べ、考え
てみましょう。
・日頃から新聞や本に意識を向けて、読んでいきましょう。
・関心のあることについて書かれた新聞記事を読み、感想や考
えたこと、疑問、批判、話し合いたいことなどを小レポートに
まとめる課題を出します。その課題を元にグループで話し合い
を行います。そのため、その講義までに課題に取りくみ、授業
に臨んでください。
【復習】
・授業を踏まえ、周りの人たちと議論をしてみましょう。
・関心をもったことについて、積極的に調べていきましょう。
・社会教育の意義、課題、可能性について考えていきましょ
う。
・社会教育関連施設や社会教育的な場に積極的に足を運びま
しょう。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業参加度30％、定期試験70％

◎－－－　テキスト　－－－◎

特にありません。

◎－－－　参考書　－－－◎

現代日本の社会教育―社会教育運動の展開〔増補版〕　
ISBN 4871685683
日本社会教育史と生涯学習　ISBN 4871682617
現代生涯学習と社会教育の自由　ISBN 4762015571

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

この授業では、自分の考えを書く、他者に伝えることを大
事にしています。話し方、伝え方のハウツーから解放さ
れ、あなたが自分の声、ひいては声以前の声に耳を澄ませ
てあげてください。まずはスマートフォンから顔をあげて
みませんか。そして一回、大きく深呼吸をしてみましょう
よ。
　またこの授業では、グループディスカッションを積極的
に取り入れます。あなたのディスカッションへの参加を楽
しみにしています。
　それから。前期「生涯学習概論A」と続けて受講される
こともお勧めしています。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1：オリエンテーション(社会教育の考え方、授業の進行に
ついて等)
2：グループディスカッションについて
3：戦前の社会教育、戦後の社会教育、社会教育行政、法
律
4：社会教育法に関する理念、施設、職員
5：社会教育実践史(1)1945年～1949年
6：社会教育実践史（2）1950年代
7：社会教育実践史（3）1960年代
8：社会教育実践史(4)1970年代
9：社会教育実践史（5）1980年代
10：社会教育実践史（6）1990年代、2000年代以降
11：現代的課題について議論しよう(1)新聞記事をもとにグ
ループディスカッション
12：現代的課題について議論しよう(2)新聞記事をもとにグ
ループディスカッション
13：社会教育実践／自己教育運動を考えよう(1)グループ
ワーク
14：社会教育実践／自己教育運動を考えよう(2)グループ
ワーク
15：社会教育実践／自己教育運動を考えよう(3)発表



2019-SW0000Y081-04生涯学習概論Ｂ「二部」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・二部２時限　　試験時間割：2020/01/21　夜２限　　

添田　祥史

◎－－－　概要　－－－◎

　学校だけが学びの場ではありません。公民館や図書館といっ
た公的社会教育施設もそうですね。だけど、実は、学びの世界
はもっと広くて深い。私たちが生きていく中では、暗記や計
算、読書や習い事とはまったく次元の異なった学びや育ちがあ
ります｡この講義では、日常生活の中にある学びや、教育関連
領域の中にある学びに焦点を当てます。
　講義では、映像教材を軸としながら、そこで繰り広げられて
いる学びの世界を読み解くために有用な視座や理論を紹介して
いきます。最終的には、それらの理論を駆使して、自分のこと
ばで日常生活や教育関連領域にある学びについて説明できるよ
うになることが目標です。
　なお、公的社会教育における学びについては、「生涯学習概
論Ａ」で検討します。あわせて履修することを強くすすめま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日常の生活の中にある学びに気づくことができる。(態度・志
向性)

福祉等の教育関連領域における学びや人の育ちに気づくことが
できる。(態度・志向性)

講義で紹介した理論について説明できる。(知識・理解)

講義で紹介した理論を活用して､日常生活の中にある学びや教
育関連領域の中にある学びを説明できる。 (技能)

仲間と協同して討議やグループワークを遂行できる。 (態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・配布資料や授業内容を各自、整理しておくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

先にあげた５つの到達目標について、次の方法で評価します。
・課題レポート等の提出物　30％
・定期試験70％
加えて、次の加点・減点を行います。
 ・講義への積極的な参加（発言、ワークでの活躍等）について
は加点する。
 ・講義へのあからさまな不参加表明（私語、「内職」、読書、
携帯電話等の使用、居眠り､遅刻・欠席等）とみなす言動には
減点する

◎－－－　テキスト　－－－◎

なし｡講義中に資料をお配りします。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

■この講義は、公的社会教育制度の外に広がる学びの世界
について扱います。公的社会教育については、「生涯学習
概論Ａ」（添田）で検討します。併せて受講することを強
くすすめます。
■みなさんの理解を深める上でより適切なものがあれば差
し替える可能性があります。
■欠席すると映像教材の内容がわからなくなり、意見交換
等に参加しづらくなります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回　オリエンテーション
第２回　地域におけるひとの育ちを考える①―教育の再分
岐論―
第３回　地域におけるひとの育ちを考える②―学校化社会
―
第４回　地域におけるひとの育ちを考える③―重要な他者
―
第５回　地域におけるひとの育ちを考える④―生涯発達論
―
第６回　小括と意見交換
第７回　夜間中学①―歴史と制度―
第８回　夜間中学②―学習者の生活史―
第９回　夜間中学③―学習過程分析―
第10回　小括と意見交換
第11回　関連領域の学び①―生活保護自立支援プログラム
―
第12回　関連領域の学び②―ホームレス自立支援―
第13回　関連領域の学び③―若者層の生活困窮者支援―
第14回　小括と意見交換
第15回　まとめ



2019-SW0000Y211-01進路指導論

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・４時限　　試験時間割：2020/01/22　４時限　　

坂本　昭

◎－－－　概要　－－－◎

　今日の学校教育では、「生き方・在り方」の指導の重要性が
指摘され、それとの関係で主体的に自己の「進路」を選択でき
る能力を育てていく、いわゆる「育成的な進路指導」を中核と
するキャリア教育が強調されてきました。この動向において、
中学校・高等学校の「進路指導」は単に生徒の進学や就職の相
談・決定という当面の出口指導としての「サービス」に主体が
あるのではなく、もっと深い人間の「生き方」についての態度
とか洞察力を育てる、まさに「教育」の総合的な性格が強調さ
れるようになり、すべての教員にその知識・理論と指導力が求
められてきました。
　この科目の基本的な考え方は、生徒に将来の「進路」に対す
る目的意識を育てるとともに、生涯にわたって自己実現を図る
ことをねらいとして、生徒が将来の職業を通してどう生きるか
という点にあります。実際のモデルとして、「自己理解」と
「職業理解」を二層とするキャリア教育の中核としての「進路
指導」の在り方に接近していきます。
　以下の授業計画で明らかなように、前半に「基礎・理論」
を、後半に「実践・諸事例」を中心に構成しており、後半には
教材研究の一部として実際の進路選択のためのワークシートの
利用、また簡単な進路適性検査の実施、指導案の作成なども予
定しています。進路指導論は学習の理論・内容・方法が広範囲
に及ぶため、その点を配慮してテキストや配布する諸資料を十
分に理解・活用して下さい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

育成的な「進路指導」に関わる３つの指導形態と６つの活動に
ついて、その概要を説明できる。(知識・理解)

キャリア教育の中核としての「進路指導」の理念・方法などを
通して、キャリア形成を支援するための知識を身に付け、その
支援の在り方を説明することができる。(知識・理解)

ガイダンスとカウンセリングの２つの原理を両立させた「進路
指導」の学習指導案の作成に取り組むことができるとともに、
「進路」に関わる教育現場の課題を整理し、その解決に向けた
アイディアを提案することができる。(技能)

「進路指導」の実践に関わる教師としての「在り方」や「理
論」を深めるとともに、自らの「生き方」を探求でき、より自
己の「人格」を高めていくようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　授業の前に必ずテキストをよく読んでおいて下さい。授業内
容ごとに「進路指導」の関連資料・プリントなどを配布します
ので、授業の後にテキストとともに各自でしっかりとまとめ・
理解して下さい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験（７割）のほか、授業中に実施する学習指導案や
ワークシート、レポート、適性テストなどの提出物（３割）に
よって総合的に評価します。その場合、進路指導の理念・目標
や現状・改革動向を深く理解でき、進路指導の指導案が作成で
きることを勘案して評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

坂本　昭著『職業指導・進路指導・キャリア教育論－政
策・理論・実践－』、改訂版Ⅱ（中川書店、2017年、１８
００円）ISBN978-4-931363-53-3

◎－－－　参考書　－－－◎

仙崎武他著『入門進路指導・相談』、福村出版、2004年。
　
吉田辰雄編著『最新生徒指導・進路指導論』、図書文化、
2006年。　
田村鍾次郎・吉田辰雄編『最新進路指導事典』、ブレーン
出版、2001年。
吉田辰雄『キャリア教育論』、文憲堂、2005年。
日本キャリア教育学会編『キャリア教育概説』、東洋館出
版社、2008年。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　テキストを読んでいるという前提で講義を進めていきま
す。配布資料が多いので、よく整理・理解して下さい。
ワークシートや指導案作成などの作業が行われるために欠
席をしないようにして下さい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　はじめに―授業の進め方、「進路指導」の基本的な考
え方
２　学校教育の動向と改革－第３の改革、生きる力の育成
３　職業観をめぐる諸問題―「職業」の概念と見解、３つ
の職業観　
４　進路指導の歴史と法的規定－人間尊重と職業選択
５　進路指導の理論―「特性・因子論」から「キャリア教
育」まで
６　「能力・適性」の解釈－自己概念・自己変革
７　「進路指導」の定義－職業指導、進路指導、キャリア
教育
８　育成的な進路指導への展望－3つの指導形態と6つの活
動
９　キャリア・ガイダンスの方向と問題点－3つの転換　
10　中学校「進路指導」の現状と改革方向－学級活動内容
11　ワークシートを用いた実践事例－基礎的・汎用的能力
の分析、キャリアプラン（就職条件・決定）　
12　高等学校「進路指導」の現状と問題点－６つの活動内
容、新しい実践課題
13　年間進路指導計画－「進路指導」の指導案の作成
14　教師の在り方と進路指導―「理論」と「人格」の側面
から
15　授業のまとめと整理―生徒の個性や特性を生かす進路
指導



2019-SW0000Y212-01教育評価論

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・３時限　　試験時間割：2019/07/27　５時限　　

橋爪　秀三

◎－－－　概要　－－－◎

　学校では、常に「教育評価」がある。しかし、学校教育において、日常
的に行われる教育評価は、最も重要なことであるが、課題も多い。それ
は、日常のテストから、通知表、指導要録、調査書など、「評価」が児童
生徒への励ましともなれば、児童生徒をして自信喪失へと追い込むことに
なるからである。
　そこで、教育評価が、いかなる変遷で現在に至っているかを概観した
い。時代状況を踏まえた「評価観」も学びながら、「現在の評価観」を理
解してもらいたい。その中心の考え方は、「指導と評価の一体化」であ
り、「評価が指導に生かされる」ことである。
　平成２０年の学習指導要領の改訂を踏まえて、平成２２年５月に文部科
学省は、「小学校・中学校・高等学校及び特別支援学校等における児童生
徒の学習評価及び指導要録の改善等について」という「通知」を出してい
る。そこでは、改めて「指導と評価の一体化」がより重要視された。その
内容については、講義の中で触れる。
　教育評価といったとき、学校における「児童生徒の学習状況等の評価」
と「教師の指導へのフィードバック情報としての評価」という観点が必要
である。
　前者は、教師が行う相対評価・絶対評価、学習者が行う自己評価・相互
評価など、また、学習過程における評価・学習の結果における評価など、
それぞれの評価方法によって、その意義、活用の仕方などを通して、児童
生徒の学習意欲を向上させなくてはならない。後者にしても、教育活動で
重視される「ＰーＤーＣーＡ」サイクルによる評価によって、よりきめ細
かで、短期間での評価＝チェックを重視している。そのことによって、教
師の指導の改善を図っているのである。
　また、通知表、指導要録への記入についても、評価・評定にいたるまで
には、そのための資料が、テスト・面接・レポート・諸記録などが、教師
に残されていなくてはならない。したがって、評価補助簿が必要となる。
　更には、次期学習指導要領の目玉である「アクティブラーニング」につ
いて、「活動」からの「習得」が重視されてくる。そこに生まれる「評価
観」にも目をつけたい。そこでは、児童生徒一人ひとりに目を向けた「観
点別学習評価」も、一層重要になる。
　その「教育評価」について、学校現場での実践に基づいた経験、教育委
員会での指導実践などを通して得たものを、将来の教育を背負って立つ諸
君に語っておきたい。
　なお、私の教育現場体験や直近の教育情報の解説をするつもりでいる。
新聞・テレビなどの情報に敏感になってもらいたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教育評価について、その意味、種類、歴史について説明することができ
る。(知識・理解)

評価を通知表や指導要録などに実際に記入する。(技能)

教育評価について、新聞などの情報から自分の考えをもつようになる。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

  授業中、大切なことはノートに記録すること
　常日頃から社会の出来事に関心を持ち、情報をもっておくこと

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

  
　定期試験の結果７０％と講義中に課すレポート３０％で評価する。
　グループ協議への積極的な参加状況や出席状況は、重要な判定資料とす
る。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　
特に指定しません

　新小中学校学習指導要領解説　総則（文部科学省）
  講義中に配布する資料

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

  教師を志す「学生」としての姿勢と態度を持っていてほ
しい。
　毎日、新聞を読んで授業に臨んでほしい

◎－－－　授業計画　－－－◎

授業計画
　１　オリエンテーション
  ２　教育評価とは何か　
  ３　教育評価の変遷
　４　教育評価の成果と課題
  ５　指導と評価の一体化
  ６ 学校における日常的な評価
  ７　通知表の評価
  ８　指導要録の評価
　９　P-D-C-Aサイクルの評価
１０　平成２０年の「学習指導要領」の「評価観」
１１　新「指導要録」の「通知」
１２　新「指導要録」の「様式Ⅰ」
１３　新「指導要録」の「様式Ⅱ」
１４　諸テスト、資料からの「評価」
１５　まとめ
 



2019-SW0000Y212-02教育評価論

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・５時限　　試験時間割：2020/01/22　５時限　　

橋爪　秀三

◎－－－　概要　－－－◎

　学校では、常に「教育評価」がある。しかし、学校教育において、日常
的に行われる教育評価は、最も重要なことであるが、課題も多い。それ
は、日常のテストから、通知表、指導要録、調査書など、「評価」が児童
生徒への励ましともなれば、児童生徒をして自信喪失へと追い込むことに
なるからである。
　そこで、教育評価が、いかなる変遷で現在に至っているかを概観した
い。時代状況を踏まえた「評価観」も学びながら、「現在の評価観」を理
解してもらいたい。その中心の考え方は、「指導と評価の一体化」であ
り、「評価が指導に生かされる」ことである。
　平成２０年の学習指導要領の改訂を踏まえて、平成２２年５月に文部科
学省は、「小学校・中学校・高等学校及び特別支援学校等における児童生
徒の学習評価及び指導要録の改善等について」という「通知」を出してい
る。そこでは、改めて「指導と評価の一体化」がより重要視された。その
内容については、講義の中で触れる。
　教育評価といったとき、学校における「児童生徒の学習状況等の評価」
と「教師の指導へのフィードバック情報としての評価」という観点が必要
である。
　前者は、教師が行う相対評価・絶対評価、学習者が行う自己評価・相互
評価など、また、学習過程における評価・学習の結果における評価など、
それぞれの評価方法によって、その意義、活用の仕方などを通して、児童
生徒の学習意欲を向上させなくてはならない。後者にしても、教育活動で
重視される「ＰーＤーＣーＡ」サイクルによる評価によって、よりきめ細
かで、短期間での評価＝チェックを重視している。そのことによって、教
師の指導の改善を図っているのである。
　また、通知表、指導要録への記入についても、評価・評定にいたるまで
には、そのための資料が、テスト・面接・レポート・諸記録などが、教師
に残されていなくてはならない。したがって、評価補助簿が必要となる。
　更には、次期学習指導要領の目玉である「アクティブラーニング」につ
いて、「活動」からの「習得」が重視されてくる。そこに生まれる「評価
観」にも目をつけたい。そこでは、児童生徒一人ひとりに目を向けた「観
点別学習評価」も、一層重要になる。
　その「教育評価」について、学校現場での実践に基づいた経験、教育委
員会での指導実践などを通して得たものを、将来の教育を背負って立つ諸
君に語っておきたい。
　なお、私の教育現場体験や直近の教育情報の解説をするつもりでいる。
新聞・テレビなどの情報に敏感になってもらいたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教育評価の意味、種類、歴史などについて説明できる。(知識・理解)

評価を通知表や指導要録などの作成に取り組むことができる。(技能)

教育評価や教育全般の情報を新聞などを読んで考えるようになる。(態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

  授業中、大切なことはノートに記録すること
　常日頃から社会の出来事に関心を持ち、情報をもっておくこと

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

  
　定期試験の結果７０％と講義中に課すレポート３０％で評価する。
　グループ協議への積極的な参加状況や出席状況は、重要な判定資料とす
る。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　
特に指定しません

　新小中学校学習指導要領解説　総則（文部科学省）
  講義中に配布する資料

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

  教師を志す「学生」としての姿勢と態度を持っていてほ
しい。
　毎日、新聞を読んで授業に臨んでほしい

◎－－－　授業計画　－－－◎

  １　オリエンテーション
  ２　教育評価とは何か　
  ３　教育評価の変遷
  ４　教育評価の成果と課題
  ５　指導と評価の一体化
  ６　学校における日常的な評価
  ７　通知表の評価
  ８　指導要録の評価
  ９　P-D-C-Aサイクルの評価
１０　平成２０年の「学習指導要領」の「評価観」
１１　新「指導要録」の「通知」
１２　新「指導要録」の「様式Ⅰ」
１３　新「指導要録」の「様式Ⅱ」
１４　諸テスト、資料からの「評価」
１５　まとめ



2019-SW0000Y212-03教育評価論「二部」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・二部１時限　　試験時間割：2020/01/23　夜１限　　

橋爪　秀三

◎－－－　概要　－－－◎

　学校では、常に「教育評価」がある。しかし、学校教育において、
日常的に行われる教育評価は、最も重要なことであるが、課題も多
い。それは、日常のテストから、通知表、指導要録、調査書など、
「評価」が児童生徒への励ましともなれば、児童生徒をして自信喪失
へと追い込むことになるからである。
　そこで、教育評価が、いかなる変遷で現在に至っているかを概観し
たい。時代状況を踏まえた「評価観」も学びながら、「現在の評価
観」を理解してもらいたい。その中心の考え方は、「指導と評価の一
体化」であり、「評価が指導に生かされる」ことである。
　平成２０年の学習指導要領の改訂を踏まえて、平成２２年５月に文
部科学省は、「小学校・中学校・高等学校及び特別支援学校等におけ
る児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について」という「通
知」を出している。そこでは、改めて「指導と評価の一体化」がより
重要視された。その内容については、講義の中で触れる。
　教育評価といったとき、学校における「児童生徒の学習状況等の評
価」と「教師の指導へのフィードバック情報としての評価」という観
点が必要である。
　前者は、教師が行う相対評価・絶対評価、学習者が行う自己評価・
相互評価など、また、学習過程における評価・学習の結果における評
価など、それぞれの評価方法によって、その意義、活用の仕方などを
通して、児童生徒の学習意欲を向上させなくてはならない。後者にし
ても、教育活動で重視される「ＰーＤーＣーＡ」サイクルによる評価
によって、よりきめ細かで、短期間での評価＝チェックを重視してい
る。そのことによって、教師の指導の改善を図っているのである。
　また、通知表、指導要録への記入についても、評価・評定にいたる
までには、そのための資料が、テスト・面接・レポート・諸記録など
が、教師に残されていなくてはならない。したがって、評価補助簿が
必要となる。
　更には、次期学習指導要領の目玉である「アクティブラーニング」
について、「活動」からの「習得」が重視されてくる。そこに生まれ
る「評価観」にも目をつけたい。そこでは、児童生徒一人ひとりに目
を向けた「観点別学習評価」も、一層重要になる。
　その「教育評価」について、学校現場での実践に基づいた経験、教
育委員会での指導実践などを通して得たものを、将来の教育を背負っ
て立つ諸君に語っておきたい。
　なお、私の教育現場体験や直近の教育情報の解説をするつもりでい
る。新聞・テレビなどの情報に敏感になってもらいたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教育評価の意味、種類、歴史などについて説明できる。(知識・理解)

評価を通知表や指導要録などの作成に取り組むことができる。(技能)

教育評価や教育全般の情報を新聞などを読んで考えるようになる。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

  授業中、大切なことはノートに記録すること
　常日頃から社会の出来事に関心を持ち、情報をもっておくこと

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

  
　定期試験の結果７０％と講義中に課すレポート３０％で評価する。
　グループ協議への積極的な参加状況や出席状況は、重要な判定資料
とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　
特に指定しません

　新小中学校学習指導要領解説　総則（文部科学省）
  講義中に配布する資料

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

  教師を志す「学生」としての姿勢と態度を持っていてほ
しい。
　毎日、新聞を読んで授業に臨んでほしい

◎－－－　授業計画　－－－◎

  １　オリエンテーション
  ２　教育評価とは何か　
  ３　教育評価の変遷
  ４　教育評価の成果と課題
  ５　指導と評価の一体化
  ６　学校における日常的な評価
  ７　通知表の評価
  ８　指導要録の評価
  ９　P-D-C-Aサイクルの評価
１０　平成２０年の「学習指導要領」の「評価観」
１１　新「指導要録」の「通知」
１２　新「指導要録」の「様式Ⅰ」
１３　新「指導要録」の「様式Ⅱ」
１４　諸テスト、資料からの「評価」
１５　まとめ



2019-SW0000Y252-01人権教育

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・５時限　　試験時間割：2019/07/29　４時限　　

野口　徹

◎－－－　概要　－－－◎

　「人権」は日本国憲法で保障されている、「人間が人間らし
く生きるための権利」です。生涯にわたってその権利が保障さ
れ、また他人の人権を侵さないという大前提は、学校教育のみ
ではなく、生涯を通じて行うべきものです。学校教育において
は、教師自身が人権感覚を豊かにし、正しい知識を身につけ、
児童生徒に伝達していくことが大事です。同和教育が人権教育
へと再構築され、同和教育の重要性が忘れられつつある中で、
同和教育を柱とした人権教育を正しく理解し､「人間らしく生
きる」「他人の人権を侵さない」ということを実践していくこ
とは大切なことです。
　また、今なお残る部落差別の歴史や実態とそれに立ち向かう
人々の活動を学習するとともに、幼児への虐待、高齢者への偏
見、障害者差別など、様々な差別の実態とその対応を学習して
いく必要があります。
　さらに、近年、「いじめ」や「体罰」が大きな社会問題と
なっており、「いじめ」や「体罰」は教師にとっていつでも起
こり得る危険性をはらんでいます。そのほか、学校現場でも起
こりうる人権侵害にも視点を当てながら、どうしたら子どもを
大切にした教育ができるかを考えていきます。
　同和地区関係校勤務や教育委員会での人権教育担当経験を基
に、学校や社会における差別の実態や人権教育の在り方につい
て具体的に学習していきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　学校や社会における差別の実態や、人権教育の在り方につい
て正しく理解し、人権感覚あふれた学級経営と、「人に優し
い」児童生徒を育成することができるための知識や心構えを身
に付けることができる。(知識・理解)

　学校や社会における各種の差別や体罰、いじめ等に対して、
正しい知識を基に適切に対応し、解消に向かわせることができ
る。(技能)

 「人」に興味を持ち、児童生徒や保護者、地域の人々の考えを
柔軟に受け入れる態度を有している。(態度・志向性)

　共生社会の担い手として、主体的に学校経営に参画するとと
もに、児童生徒に正しい知識を伝達し、豊かな人権感覚を育て
ることができる。　(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　差別や虐待など、新聞やニュースなどで日常的に起こってい
る人権侵害、特に「いじめ」や「体罰」について新聞などの情
報を集めておく。また、ユニバーサルデザインについて関心を
もち、日常、身の周りにはどんなユニバーサルデザインがある
かについて把握しておく。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　到達目標を基準として、定期試験（６０％）と授業に臨む態
度や振り返りシートの記載状況等（４０％）による。欠席は減
点の対象となる。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　特になし

◎－－－　参考書　－－－◎

　適宜、資料等を配布します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　　オリエンテーション
２　　基本的人権について
　　　　日本国憲法における基本的人権　
３　　人権教育と学校教育活動①
　　　　学校における人権教育の必要性
４　　人権教育と学校教育活動②
　　　　偏見について考える　
５　　偏見に基づく人種差別の及ぼす影響
６　　学校内で起こりやすい人権侵害
７　　「いじめ」と人権侵害
８　　「体罰」と人権教育
９　　ユニバーサルデザイン①　　　
　　　　ユニバーサルデザインにつて理解する
10　　ユニバーサルデザイン②　　
　　　　ユニバーサルデザインについて調べる
11　　ユニバーサルデザイン③
　　　　発表・報告　　
12　　学校における同和教育①
　　　　同和教育の歴史
13　　学校における同和教育②
　　　　同和教育の進め方
14　　学校や職場における人権教育
15　　様々な差別問題を考える（まとめ）



2019-SW0000Y252-02人権教育

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・５時限　　試験時間割：2020/01/23　４時限　　

野口　徹

◎－－－　概要　－－－◎

　「人権」は日本国憲法で保障されている、「人間が人間らし
く生きるための権利」です。生涯にわたってその権利が保障さ
れ、また他人の人権を侵さないという大前提は、学校教育のみ
ではなく、生涯を通じて行うべきものです。学校教育において
は、教師自身が人権感覚を豊かにし、正しい知識を身につけ、
児童生徒に伝達していくことが大事です。同和教育が人権教育
へと再構築され、同和教育の重要性が忘れられつつある中で、
同和教育を柱とした人権教育を正しく理解し､「人間らしく生
きる」「他人の人権を侵さない」ということを実践していくこ
とは大切なことです。
　また、今なお残る部落差別の歴史や実態とそれに立ち向かう
人々の活動を学習するとともに、幼児への虐待、高齢者への偏
見、障害者差別など、様々な差別の実態とその対応を学習して
いく必要があります。
　さらに、近年、「いじめ」や「体罰」が大きな社会問題と
なっており、「いじめ」や「体罰」は教師にとっていつでも起
こり得る危険性をはらんでいます。そのほか、学校現場でも起
こりうる人権侵害にも視点を当てながら、どうしたら子どもを
大切にした教育ができるかを考えていきます。
　同和地区関係校勤務や教育委員会での人権教育担当経験を基
に、学校や社会における差別の実態や人権教育の在り方につい
て具体的に学習していきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　学校や社会における差別の実態や、人権教育の在り方につい
て正しく理解し、人権感覚あふれた学級経営と、「人に優し
い」児童生徒を育成することができるための知識や心構えを身
に付けることができる。(知識・理解)

　学校や社会における各種の差別や体罰、いじめ等に対して、
正しい知識を基に適切に対応し、解消に向かわせることができ
る。(技能)

 「人」に興味を持ち、児童生徒や保護者、地域の人々の考えを
柔軟に受け入れる態度を有している。(態度・志向性)

　共生社会の担い手として、主体的に学校経営に参画するとと
もに、児童生徒に正しい知識を伝達し、豊かな人権感覚を育て
ることができる。　(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　差別や虐待など、新聞やニュースなどで日常的に起こってい
る人権侵害、特に「いじめ」や「体罰」について新聞などの情
報を集めておく。また、ユニバーサルデザインについて関心を
もち、日常、身の周りにはどんなユニバーサルデザインがある
かについて把握しておく。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　到達目標を基準として、定期試験（６０％）と授業に臨む態
度や振り返りシートの記載状況等（４０％）による。欠席は減
点の対象となる。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　特になし

◎－－－　参考書　－－－◎

　適宜、資料等を配布します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　　オリエンテーション
２　　基本的人権について
　　　　日本国憲法における基本的人権　
３　　人権教育と学校教育活動①
　　　　学校における人権教育の必要性
４　　人権教育と学校教育活動②
　　　　偏見について考える　
５　　偏見に基づく人種差別の及ぼす影響
６　　学校内で起こりやすい人権侵害
７　　「いじめ」と人権侵害
８　　「体罰」と人権教育
９　　ユニバーサルデザイン①　　　
　　　　ユニバーサルデザインにつて理解する
10　　ユニバーサルデザイン②　　
　　　　ユニバーサルデザインについて調べる
11　　ユニバーサルデザイン③
　　　　発表・報告　　
12　　学校における同和教育①
　　　　同和教育の歴史
13　　学校における同和教育②
　　　　同和教育の進め方
14　　学校や職場における人権教育
15　　様々な差別問題を考える（まとめ）



2019-SW0000Y293-01教育福祉論

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・３時限　　試験時間割：2019/07/31　６時限　　

村上　久美子

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義では，社会福祉に関する様々な事項について，基本的
な知識を身につけ，理解を深めることを目的とする。　
　いじめ，不登校，児童虐待，高齢者介護など，社会全体で取
り組む課題が山積する中，福祉的なニーズや個人の尊厳につい
て考えたり，多様な価値観に触れる機会は，今後ますます増え
ることが予想される。様々な人々の考えを柔軟に受け入れ，多
様な価値観への開かれた態度を有することが求められている。
　本講義では，社会福祉の歴史，障害（がい）観のパラダイム
シフト，社会福祉の制度やシステム，福祉的なニーズの理解と
支援，児童福祉・障害（がい）者福祉・高齢者福祉の現状，多
様な人々の生涯にわたるキャリア形成を支援するありかたなど
について，基本的な事項を整理・紹介しながら，進めていく。
　講義全体を通して，地域社会に存在する福祉的な課題に目を
向け，そうした課題を解決するためのアイデアを提案できるよ
うになってほしい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教育現場や社会福祉の現場を含めた地域社会・組織の課題を発
見・同定し、基本的な知識を整理したり、課題解決に向けたア
イデアを提案することができる。(知識・理解)

「人」に興味を持ち、多様な人々の考えを柔軟に受け入れる態
度を有している。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　次回の授業範囲についてテキストを読んだり,福祉に関する情
報にアンテナを張り巡らせるなど，幅広く予習をしておくこ
と。授業の最初に，授業内容に関する振り返りを行うので，復
習をしておくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　評価は，定期試験により行う。到達目標に対する評価基準
は，講義でふれる事項について説明できること。

◎－－－　テキスト　－－－◎

斎藤友介・坂野順子・矢嶋裕樹編　2009　『大学生のため
の福祉教育入門』，ナカニシヤ出版

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

特になし。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．オリエンテーション
2．障害観のパラダイムシフト
3．福祉ニーズを有する人々の理解と支援（身体障害）
4．福祉ニーズを有する人々の理解と支援（知的障害）
5．福祉ニーズを有する人々の理解と支援（発達障害その
１）
6．福祉ニーズを有する人々の理解と支援（発達障害その
２）
7．福祉ニーズを有する人々の理解と支援（精神障害その
１）
8．福祉ニーズを有する人々の理解と支援（精神障害その
２）
9．福祉ニーズを有する人々の理解と支援（援護を要する
高齢者その１）
10．福祉ニーズを有する人々の理解と支援（援護を要する
高齢者その２）
11.福祉ニーズを有する人々の理解と支援（保護を要する
児童）
12．多職種連携について
13．支援者への支援について
14．今後の課題
15．まとめ



2019-SW0000Y293-02教育福祉論

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・４時限　　試験時間割：2020/01/25　６時限　　

長江　信和

◎－－－　概要　－－－◎

　将来の教員としての視点を意識しながら、社会福祉の基礎的
な思想、制度、法令、倫理について学び、教育現場における福
祉的課題の重要性に気づき、その対応策を検討することが、本
講義の目標である。具体的には、我が国における社会福祉の歴
史的展開や基本的理念をおさえる。その上で、現行の法令や倫
理的課題を把握し、教育と関わりの深い社会福祉援助技術や地
域の社会福祉機関に関する知識を深める。さらには、近年、学
校現場に導入されたスクールソーシャルワーカーとの連携につ
いても考えていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

多様な人々の生涯にわたるキャリア形成を支援するための知識
を身に付け、支援のあり方を説明することができる。(知識・
理解)

教育現場や臨床現場を含めた地域社会・組織の課題を発見・同
定し、課題解決に向けたアイデアを提案することができる。
(技能)

「人」に興味を持ち、多様な人々の考えを柔軟に受け入れる態
度を有している。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・授業計画で指示した該当箇所についてテキストで予習・復習
すること（1時間程度の学修内容）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

社会福祉の基礎的な思想、制度、法令、支援策について、正確
に理解しているかどうかが評価の基準となる。定期試験の成績
（80%）や小テスト・小レポート（20%）の結果で評価され
る。

◎－－－　テキスト　－－－◎

岡田　忠克・山縣　文治（編）　2016　『よくわかる社会
福祉』　ミネルヴァ書房（ISBN 9784623076765）

◎－－－　参考書　－－－◎

時事問題に関わる資料の閲覧については、授業中に指示さ
れることがある。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

初回オリエンテーションには必ず出席すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　オリエンテーション（社会福祉の基礎概念）
2　オリエンテーション（社会福祉の援助の実例）
3　オリエンテーション（社会福祉と子ども）
4　社会福祉の歴史（古代から中世）
5　社会福祉の歴史（近世から近代）
6　社会福祉の歴史（現代）
7　社会福祉制度と法令（生存権保障）
8　社会福祉制度と法令（子ども家庭福祉）
9　社会福祉制度と法令（高齢者・障害者福祉）
10　社会福祉における倫理的問題
11　社会福祉援助技術（直接援助技術）
12　社会福祉援助技術（間接援助技術）
13　社会福祉援助技術（関連援助技術）
14　スクールソーシャルワークの現状と課題
15　まとめ



2019-SW0000Y214-01特別支援教育

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・３時限　　試験時間割：2019/07/29　４時限　　

徳永　豊

◎－－－　概要　－－－◎

　特別支援教育について、現状を踏まえ、その考え方や法制
度、その歴史を理解します。特に、「特別支援教育についての
通知」を手がかりに、小・中学校における体制整備や特別支援
学校の役割を考えます。そして、発達障害を含め障害の特性と
「個別の指導計画」や「個別の教育支援計画」作成の手続きを
理解し、学校における指導や支援について考えます。これらの
障害のある子どもとの授業について、教育課程の理解を前提
に、個々の教育的ニーズに応じた授業づくりを取りあげます。
また、障害の可能性を含めた学校生活に困難を示す子どもにつ
いて紹介します。さらに、子どもを取り巻く家庭や地域社会と
のつながりとその支援について考えます。
　授業をとおして、このような学校教育についての理解を深め
ます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

特別支援教育の考え方や基本的な概念を理解し説明できる。
(知識・理解)

学びや生活の困難さの理由についてアイデアを出すことができ
る。(技能)

個に応じない教育について批判的に考えることができる。(技
能)

支援が必要な子どもやその支援に関心をもっている。(態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　授業の始まりに前回の復習を行う。資料を再読して、ポイン
トを整理しておく。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　特別支援教育の考え方や基本的な概念を理解し説明できるか
を評価の基準とする。到達目標に照らして、定期試験、授業へ
の参加の程度で評価を行う。評価は、定期試験（７割）、講義
参加状況等（３割）による。
　試験は、特別支援教育の考え方、歴史、制度、障害の特性等
の基本を問うものである。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　使用しない。

◎－－－　参考書　－－－◎

特別支援学校幼稚部教育要領 小学部・中学部学習指導要
領―平成29年4月告示　ISBN 9784303124243

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．特別支援教育とは
２．特別支援教育の概要と対象の拡大
３．教育の場と法的根拠　
４．特別支援教育の歴史
５．通知、特性を踏まえた個別の支援計画、個別の指導計
画
６．発達障害の特性とその指導
７．知的障害の特性とその指導
８．視覚障害、聴覚障害とその指導
９．自立活動の考え方とその指導
10．肢体不自由や病弱の特性とその指導
11．教育課程と授業づくり、教育困難校
12．学級で困っている支援が必要な子ども
13．就学手続き、保護者支援
14．進路相談や就労支援
15．これからの学校教育とまとめ



2019-SW0000Y214-03特別支援教育

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・５時限　　試験時間割：2020/01/23　４時限　　

徳永　豊

◎－－－　概要　－－－◎

　特別支援教育について、現状を踏まえ、その考え方や法制
度、その歴史を理解します。特に、「特別支援教育についての
通知」を手がかりに、小・中学校における体制整備や特別支援
学校の役割を考えます。そして、発達障害を含め障害の特性と
「個別の指導計画」や「個別の教育支援計画」作成の手続きを
理解し、学校における指導や支援について考えます。これらの
障害のある子どもとの授業について、教育課程の理解を前提
に、個々の教育的ニーズに応じた授業づくりを取りあげます。
また、障害の可能性を含めた学校生活に困難を示す子どもにつ
いて紹介します。さらに、子どもを取り巻く家庭や地域社会と
のつながりとその支援について考えます。
　授業をとおして、このような学校教育についての理解を深め
ます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

特別支援教育の考え方や基本的な概念を理解し説明できる。
(知識・理解)

学びや生活の困難さの理由についてアイデアを出すことができ
る。(技能)

個に応じない教育について批判的に考えることができる。(技
能)

支援が必要な子どもやその支援に関心をもっている。(態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　授業の始まりに前回の復習を行う。資料を再読して、ポイン
トを整理しておく。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　特別支援教育の考え方や基本的な概念を理解し説明できるか
を評価の基準とする。到達目標に照らして、定期試験、授業へ
の参加の程度で評価を行う。評価は、定期試験（７割）、講義
参加状況等（３割）による。
　試験は、特別支援教育の考え方、歴史、制度、障害の特性等
の基本を問うものである。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　使用しない。

◎－－－　参考書　－－－◎

特別支援学校幼稚部教育要領　小学部・中学部学習指導要
領 平成２９年４月告示　ISBN 9784303124243

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．特別支援教育とは
２．特別支援教育の概要と対象の拡大
３．教育の場と法的根拠　
４．特別支援教育の歴史
５．通知、特性を踏まえた個別の支援計画、個別の指導計
画
６．発達障害の特性とその指導
７．知的障害の特性とその指導
８．視覚障害、聴覚障害とその指導
９．自立活動の考え方とその指導
10．肢体不自由や病弱の特性とその指導
11．教育課程と授業づくり、教育困難校
12．学級で困っている支援が必要な子ども
13．就学手続き、保護者支援
14．進路相談や就労支援
15．これからの学校教育とまとめ



2019-SW0000Y170-01書写

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 3 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：金・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

吉村　春香

◎－－－　概要　－－－◎

この授業科目は教職（中学国語免許取得）の単位で、学習指導
要領に述べられている中学国語科書写に必要とされる書写の内
容、目標を理解し、考察を深める。また書写の基本的な知識と
ともに、毛筆による用筆法を学び実技力の向上を図り、指導法
を学ぶとともに、硬毛一貫教育の意義を学ぶ。併せて、授業に
欠かせない板書技法についても理解を深める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

国語科書写の目標を説明できる。(知識・理解)

漢字字形の整え方のポイントを説明できる。(知識・理解)

字形の整え方のポイントを踏まえ、文字を書くことができる。
(技能)

漢字と仮名の調和・行間・字間・行頭・行脚を意識したうえ
で、板書をすることができる。(技能)

行書の特徴を説明できる。(知識・理解)

書写の指導方法や教材研究について理解し、関心を持つことが
できる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎授業後、学習のポイントを確認し、次回授業へ活かせるよう
理解をしておくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価は、授業への参加状況20％、提出物の評価50％、授業時間
内に実施するテスト30％を目安に評価する。
各回の授業に出席し、学習のポイントを理解することに重点を
置いているため、欠席の多い人は単位を認めない。

◎－－－　テキスト　－－－◎

・明解書写教育【増補新訂版】　全国大学書写書道教育学
会編　萱原書房
・板書技法と手書き文字文化　福岡教育大学板書技法プロ
ジェクト編　木耳社

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

書写道具を用意すること。
教科書を中心に書写の内容を解説し、併せて実技力、指導
力の向上を各講義にて積み重ねていくので、欠席の多い人
は単位を認めない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　中学校国語科書写教育の目標と内容１
２　中学校国語科書写教育の目標と内容２
３　書写教育の意義・書くことの意義
４　これからの書写・書道教育
５　書道史・用具用材の基礎知識
６　平仮名・片仮名の歴史／字母・運筆・用筆法
７　楷書の基本的な線質と書き方１
８　楷書の基本的な線質と書き方２
９　楷書の基本的な線質と書き方３
10　楷書の基本的な線質と書き方４
11　楷書と平仮名の調和
12　板書について／基本知識と実践１　基本点画
13　板書実践２　漢字
14　板書実践３　漢字
15　板書実践４　平仮名・片仮名
16　板書実践５　漢字と仮名の調和１
17　板書実践６　漢字と仮名の調和２
18　板書実践７　漢字と仮名の調和３
19　板書実践まとめ　
20　行書の特徴と意義
21　行書の基本的な運筆・用筆法１
22　行書の基本的な運筆・用筆法２
23　行書の基本的な運筆・用筆法３
24　行書　漢字と仮名の調和１
25　行書　漢字と仮名の調和２
26　行書　漢字と仮名の調和３
27　行書　漢字と仮名の調和４
28　行書の添削指導・自己評価
29　授業づくりの要点・授業資料の検討
30　書写教育まとめ　



2019-SW0000Y213-01職業指導

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・４時限　　試験時間割：2019/07/30　６時限　　

坂本　昭

◎－－－　概要　－－－◎

　この「職業指導」は、学校教育においては「進路指導」とい
われているもので、教職課程では高等学校教諭一種免許状の
「商業」と「工業」などを取得するための必修の教科に関する
科目です。「職業指導」とは、生徒が自己の将来の「職業」を
選択して決定できるように援助する教育活動です。今日では、
高等学校の教育において、「生き方・在り方」の指導の重要性
が指摘され、それとの関係で主体的に自己の進路を選択できる
能力を育てていく、いわゆる「育成的な進路指導」を中核とす
るキャリア教育が強調されてきました。
　したがって、「職業指導」は単に生徒の職業や就職の相談・
決定という当面のサービスに主体があるのではなく、もっと深
い人間の「生き方」についての態度とか洞察力を育てる、まさ
に「教育」の総合的な性格をもたねばなりません。学校教育に
おいては、すべての教員にその知識と指導力が求められていま
すが、特に「商業」や「工業」といった専門系の高校教員には
この分野での「職業」に関わるより高い力量が不可欠なことか
ら、この科目の履修が必修となっています。この科目の基本的
な考え方は、生徒に将来の進路（職業）に対する目的意識を育
て、生涯にわたって自己実現を図ることをねらいとして、生徒
が将来の「職業」を通してどう生きるかという点にあります。
実際のモデルとして、「自己理解」と「職業理解」を二層とす
るキャリア教育を提示しながら、この「職業指導」の在り方に
接近していきます。
　以下の授業計画で明らかなように、前半に「基礎・理論」
を、後半に「実践・諸事例」を中心に構成しており、後半には
教材研究の一部として実際の職業選択に関わるワークシートの
利用、また簡単な進路適性検査の実施なども予定しています。
学習内容が広範囲に及ぶため、その点を配慮してテキストや配
布する諸資料を十分に活用して下さい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

３つの「職業」に対する見解と職業観について説明ができる。
(知識・理解)

専門高校での育成的な「職業指導」の立場から学習指導案の形
式や内容を理解し、その作成に取り組むことができる。(技能)

「職業指導」に関わる理論と実践の基本的な理解ができ、社会
や企業などの諸状況・要求に関心を深めるとともに、それらを
より正確にとらえることができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　授業の前に必ずテキストをよく読んでおいて下さい。授業内
容ごとに整理した関連資料・プリントなどを配布しますので、
授業の後にテキストとともに各自でしっかりとまとめ・整理し
て下さい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験（７割）のほか、授業中に実施する学習指導案、
ワークシート、レポート、適性テストなどの提出物（３割）に
よって総合的に評価します。その場合、職業・進路指導の理
論・現状と改革動向などを正しく理解でき、職業指導の指導案
の取り組み・作成ができることを勘案して評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

坂本　昭著『職業指導・進路指導・キャリア教育論－政
策・理論・実践－』、改訂版Ⅱ（中川書店、2017年、１８
００円）ISBN978-4-931363-53-3

◎－－－　参考書　－－－◎

仙崎武他著『入門進路指導・相談』、福村出版、2004年。
　
吉田辰雄編著『最新生徒指導・進路指導論』、図書文化、
2006年。　

浦上昌則・三宅章介・横山明子共著『就職活動をはじめる
前に読む本』、北大路書房、2004年。
吉田辰雄『キャリア教育論』、文憲堂、2005年。
日本キャリア教育学会編『キャリア教育概説』、東洋館出
版社、2008年。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　テキストを読んでいるという前提で講義を進めていきま
す。配布資料が多いので、よく整理して下さい。ワーク
シートや指導案作成などの作業が行われるために欠席をし
ないようにして下さい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　はじめに―授業の進め方、「職業指導」の基本的な考
え方
２　第３の教育改革―①「生きる力」の育成への提言、②
大学入試の現状と課題
３　「職業」の概念と見解ー３つの職業観、「職業」の教
育
４　職業指導の歴史―①「職業指導」から「進路指導」及
びキャリア教育へ、②職業指導・進路指導・キャリア教育
の法的規定―人間尊重と職業選択の自由
５　職業指導の理論―「理論」への関心、「特性・因子
論」から「キャリア教育論」まで
６　「能力・適性」の解釈と自己概念・自己変革ー基礎
的・汎用的能力ーキャリア教育アンケートの一例
７　「職業指導」の定義―①「過程」と「援助」の概念、
②「職業」に関わる指導
８　育成的な職業指導への動向と展望ー３つの形態と６つ
の活動、「職業」の再評価
９　キャリア・ガイダンスの方向―①「サービス」から
「教育」へ、②学校教育（職業指導）の課題
10　現状と改革方向―生き方の指導への転換と入学者選抜
制度の改善、高等学校の学業と進路ー活動内容
11　ワークシートを用いた実践事例－価値の探索を中心
に、キャリアプラン（就職条件・決定）、高卒用求人票　
12　職業指導の実践事例―年間指導計画と学習指導案の作
成　
13　専門高校の改革－基本的視点、２つのポイント
14　教師の在り方と職業指導・進路指導・キャリア教育―
「理論」と「人格」の側面から
15　授業のまとめと整理－個性や特性を生かす職業指導



2019-SW0000Y213-02職業指導「二部」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・二部１時限　　試験時間割：2019/07/26　夜１限　　

坂本　昭

◎－－－　概要　－－－◎

　この「職業指導」は、学校教育においては「進路指導」とい
われているもので、教職課程では高等学校教諭一種免許状の
「商業」と「工業」などを取得するための必修の教科に関する
科目です。職業指導とは、高校生が自己の将来の「職業」を選
択して決定できるように援助する教育活動です。今日では、高
等学校の教育において、「生き方・在り方」の指導の重要性が
指摘され、それとの関係で主体的に自己の進路を選択できる能
力を育てていく、いわゆる「育成的な進路指導」を中核とする
キャリア教育が強調されてきました。
　したがって、「職業指導」は単に生徒の職業や就職の相談・
決定という当面のサービスに主体があるのではなく、もっと深
い人間の「生き方」についての態度とか洞察力を育てる、まさ
に「教育」の総合的な性格をもたねばなりません。学校教育に
おいては、すべての教員にその知識と指導力が求められていま
すが、特に「商業」や「工業」といった専門系の高校教員には
この分野での「職業」に関わるより高い力量が不可欠なことか
ら、この科目の履修が必修となっています。この科目の基本的
な考え方は、生徒に将来の進路（職業）に対する目的意識を育
て、生涯にわたって自己実現を図ることをねらいとして、生徒
が将来の「職業」を通してどう生きるかという点にあります。
実際のモデルとして、「自己理解」と「職業理解」を二層とす
るキャリア教育を提示しながら、この「職業指導」の在り方に
接近していきます。
　以下の授業計画で明らかなように、前半に「基礎・理論」
を、後半に「実践・諸事例」を中心に構成しており、後半には
教材研究の一部として実際の職業選択に関わるワークシートの
利用、また簡単な進路適性検査の実施なども予定しています。
学習内容が広範囲に及ぶため、その点を配慮してテキストや配
布する諸資料を十分に活用して下さい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

３つの「職業」に対する見解と「職業観」について説明ができ
る。(知識・理解)

専門高校での育成的な「職業指導」の立場から、学習指導案の
の形式や内容を理解し、その作成に取り組むことができる。
(技能)

「職業指導」に関わる理論と実践の基本的な理解ができ、社会
や企業などの諸状況・要求に関心を深めるとともに、それらを
より正確にとらえることができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　授業の前に必ずテキストをよく読んでおいて下さい。授業内
容ごとに関連資料・プリントなどを配布しますので、授業の後
にテキストとともに各自でしっかりとまとめ・整理して下さ
い。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験(7割）のほか、授業中に実施する学習指導案やワー
クシート、レポート、適性テストなどの提出物（３割）によっ
て総合的に評価します。その場合、職業・進路指導の理論・現
状と改革動向などを正しく理解でき、職業指導の指導案の取り
組み・作成できることを勘案して評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

坂本　昭著『職業指導・進路指導・キャリア教育論－政
策・理論・実践－』、改訂版Ⅱ（中川書店、2017年、１８
００円）ISBN978-4-931363-53-3

◎－－－　参考書　－－－◎

仙崎武他著『入門進路指導・相談』、福村出版、2004年。
　
吉田辰雄編著『最新生徒指導・進路指導論』、図書文化、
2006年。　

浦上昌則・三宅章介・横山明子共著『就職活動をはじめる
前に読む本』、北大路書房、2004年。
吉田辰雄『キャリア教育論』、文憲堂、2005年。
日本キャリア教育学会編『キャリア教育概説』、東洋館出
版社、2008年。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　テキストを読んでいるという前提で講義を進めていきま
す。配布資料が多いので、よく整理して下さい。ワーク
シートや指導案作成などの作業が行われるために欠席をし
ないようにして下さい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　はじめに―授業の進め方、「職業指導」の基本的な考
え方
２　第３の教育改革―①「生きる力」の育成への提言、②
大学入試の現状と課題
３　「職業」の概念と見解ー３つの職業観、「職業」の教
育
４　職業指導の歴史―①「職業指導」から「進路指導」及
び「キャリア教育」へ、②職業指導・進路指導・キャリア
教育の法的規定―人間尊重と職業選択の自由
５　職業指導の理論―「理論」への関心、「特性・因子
論」から「キャリア教育論」まで
６　「能力・適性」の解釈と自己概念・自己変革ー基礎
的・汎用的能力－キャリア教育アンケートの一例
７　職業指導の定義―①「過程」と「援助」の概念、②
「職業」に関わる指導
８　育成的な職業指導への動向と展望ー３形態と６つの活
動、「職業」の再評価
９　キャリア・ガイダンスの方向―①「サービス」から
「教育」へ、②学校教育（職業指導）の課題
10　高等学校の現状と改革方向―生き方の指導への転換と
入学者選抜制度の改善、学業と進路ー活動内容
11　ワークシートを用いた実践事例－価値の探索を中心
に、キャリアプラン（就職条件・決定）、高卒用求人票　
12　職業指導の実践事例―年間指導計画と学習指導案の作
成　
13　専門高校の改革－基本的視点、２つのポイント
14　教師の在り方と職業指導・進路指導・キャリア教育―
「理論」と「人格」の側面から
15　授業のまとめと整理－個性や特性を生かす職業指導
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廣重　法道

◎－－－　概要　－－－◎

コンピュータやインターネットの普及により、社会の情報化は
急激なスピードで進行している。社会の情報化は、さまざまな
価値観や新しいビジネスモデルを生み出し、ビジネス環境や生
活スタイルにも影響を与えている。
　まず主要な業種について企業分析を行い、各業種におけるコ
ンピュータやインターネットの役割や、情報化によるビジネス
の変化について学習する。
　さらに、技術の進歩は世界に大きな影響を与えてきている
が，特にコンピュータやインターネットは社会生活やビジネス
のあり方にも大きく影響を与えている。このことを踏まえ、今
後，情報技術に携わる人々がその職務を遂行する上で従わなけ
ればならない技術者や組織の行動規範である技術者倫理、気を
付けなければならないリスク、認識しなければならない労働衛
生やストレス等について学習する。
 　この講義では，受講生に加え、受講生が教員となり講義する
高校生にも、将来社会で働く立場になった時に役立つ内容を伝
える。
　講義では、情報系企業でのシステム開発、ネットワーク構築
などの実務経験を通して得た知見や事例を織り交ぜながら進め
る。
　また、講義は座学だけではなく、グループワークや個人演習
を取り入れる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

情報化社会の進展と職業の変化について理解し、技術者倫理を
習得する。(態度・志向性)

情報化社会における職業観と労働観を習得し、今後の社会人生
活に活用できる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

moodleに提示された授業範囲を予習し大枠の内容を理解してお
くこと。（30分）
授業内容に関する小テストを実施するので復習しておくこと。
（３０分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

(1)情報化社会と職業の変化について理解できていること。
(2)雇用形態・技術者倫理について理解できていること。
(3)日本の産業構造や主な業種の状況について理解できているこ
と。
成績は、定期試験（50%)、小テスト(30%)、グループワークの
結果(20%)で評価する。
小テストについては、基本的には講義の中で解説を行い回収す
る。後日、返却する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは利用しない。
講義で使用するパワーポイントはmoodleで、事前に公開する。（Ｐ
ＤＦ形式）

◎－－－　参考書　－－－◎

情報社会と情報倫理　ISBN 978-4-7649-0416-3

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

本講義の目的の一つは情報化社会と職業の関係、技術者倫理につい
て理解することであるから、日頃から関連した新聞記事やニュース
などには関心を持つように心がけること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第 1週　講義計画、評価方法等の説明
　　　　ガイダンス、アンケート

第 2週　就職活動から見た企業論(1)
　　　　アンケート回答に関する解説

第 3週　就職活動から見た企業論(2)
　　　　日本の産業構造についての概要

第 4週　企業業績の調査(1)
　　　　財務情報分析（売上・営業利益等）　　　　

第 5週　企業業績の調査(2)
　　　　日本の主な業種について業績調査
　　　　グループワーク
　　
第 6週　企業業績の調査(3)
　　　　日本の業種ごとの業績
　　　　発表・解説

第 7週　企業業績の調査(4)
　　　　日本の業種ごとの業績
　　　　発表・解説

第 8週　雇用問題(1)
　　　　雇用契約（派遣、請負など）

第 9週　雇用問題(2)
　　　　働き方改革

第10週　ビジネス検討(1)
　　　　ネットワークビジネス創出　
　　　　グループワーク

第11週　ビジネス検討(2)
　　　　ネットワークビジネス創出
　　　　発表

第12週　職業倫理・労働衛生

第13週　マネジメント(1)
　　　　プロジェクトマネジメント

第14週　マネジメント(2)
　　　　サービスマネジメント

第15週　マネジメント(3)
　　　　システム監査
　　　　全体の振返り

この科目の授業時間数は、試験時間を含めて２３．５時間である。


