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教職概論 
教職概論  

担当教員 牧  貴愛 単位 2 単位 

授業形態 前期印刷授業・後期印刷授業 

授業範囲 

教科書の内容すべて 

試験範囲 

授業範囲すべて・教科書の内容すべて 

（持ち込み許可物）一切自由 

（試験に関する注意事項）演習問題をすべてやり、ノートにまとめておいて下さい。 

科目の概要 

 本科目は、戦後教員養成の二大原則「大学における教員養成」と「開放制」の意義を念頭において、現在の教員には何

が求められるのか、教員としての適格性を持つためには日々どのような努力をしていけばよいのかについて、履修生の皆

さんが考えるきっかけを提供することをねらいとしています。 

科目の目標 

(1) 教職の意義や教員の役割について自らの言葉で表現することができる。 

(2) 教員の職務内容等について自らの言葉で表現することができる。 

(3) 自らの進路に教職を選択する事の可否について判断することができる。 

(4) 学び続ける教師として、基礎的な研究を遂行することができる。 

講義の方針・計画 

第 1回：教師の日常世界へ 

第 2回：授業をつくる 

第 3回：授業から学ぶ 

第 4回：カリキュラムをデザインする 

第 5回：子どもを育む 

第 6回：生涯を教師として生きる 

第 7回：同僚とともに学校を創る 

第 8回：教職の専門性 

第 9回：時代の中の教師 

第 10回：教師の仕事とジェンダー 

第 11回：教育改革と教師の未来 

第 12回：教師教育研究（１）―求められる教師像― 

第 13回：教師教育研究（２）―教員採用制度― 

第 14回：教師教育研究（３）―教員研修制度― 

第 15回：教師教育研究（４）―教員評価制度― 

準備学習(予習・復習) 

なし 

教科書 

書 名：新しい時代の教職入門（改訂版） 

著者名：秋田 喜代美・佐藤 学 編著 

発行所：有斐閣 

版   ：改訂版 2015年 

参考書・参考 Webサイト 

書 名：タイの教師教育改革―現職者のエンパワメント― 

著者名：牧 貴愛 

発行所：広島大学出版会 

版   ：2012年 

書 名：アジアの教員―変貌する役割と専門職への挑戦 

著者名：小川 佳万・服部 美奈 編著 

発行所：ジアース教育新社 

版   ：2012年 

書 名：新版 教育小事典（第 3版） 

著者名：平原春好・寺﨑昌男 編集代表 

発行所：学陽書房 

版   ：第 3版 2011年 

書 名：教職用語辞典 
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著者名：原 聡介 編集代表 

発行所：一藝社 

版   ：2008年 

書 名：必携教職六法＜2016年度版＞ 

著者名：若井 彌一 監修 

発行所：協同出版 

版   ：2015年 

書 名：新版 論文の教室―レポートから卒論まで― 

著者名：戸田山 和久 

発行所：NHK出版 

版   ：2012（平成 24）年 

書 名：この一冊できちんと書ける！論文・レポートの基本 

著者名：石黒 圭 

発行所：日本実業出版社 

版   ：2012年 

関連授業科目 

なし 

その他 

なし 
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教育原理 
教育原理  

担当教員 中村 正巳 単位 2 単位 

授業形態 前期印刷授業・後期印刷授業 

授業範囲 

教科書の内容すべて 

試験範囲 

授業範囲すべて、学習用プリントの内容すべて 

（持ち込み許可物）自筆ノート（印刷物の貼付不可） 

（試験に関する注意事項）演習問題をすべてやり、ノートにまとめて持参して下さい。 

科目の概要 

 「教育原理」は教育の基礎理論を総合的に学び、他の教職課程を学習するための基本になる科目である。「教育原理」

の学習内容は幅広いので、主に「学校教育」に係わる教育理論を本講義では広く浅く学ぶ。「学校」という窓口を通して

現代教育の問題や課題を理解し、思考していくことを意図している。皆さんは 1冊のテキストを読み込んで理解し、考え

る作業をする。また、他の文献を一冊は最低読破し、学習を深めてほしいと考える。 

科目の目標 

 教職を目指す皆さんが、学校という視点から、教育の理念やその歴史・思想について十分理解でき、教師として必要な

教育の基礎理論を自覚的に考察できるようにする。 

講義の方針・計画 

第 1回：ガイダンス、教育の基本原理・理念 

第 2回：教育の目的と学校教育 

第 3回：西洋の教育思想 

第 4回：日本の教育思想 

第 5回：日本の教育行政(1) 意味、目的、組織 

第 6回：日本の教育行政(2) 教育財政、今後の教育行政のあり方 

第 7回：教育課程と教育方法 

第 8回：生徒指導と教育相談 

第 9回：キャリア教育(1) 定義、変遷、育成すべき力 

第 10回：キャリア教育(2) 小・中・高で取り組むキャリア教育の特性 

第 11回：教師の仕事(1) 養成・採用 

第 12回：教師の仕事(2) 研修 

第 13回：教師の仕事(3) 求められる教師像、資質能力 

第 14回：学校の経営組織(1) 学年・学級経営、校務分掌 

第 15回：学校の経営組織(2) 職員会議、PTAと地域社会 

準備学習(予習・復習) 

なし 

教科書 

書 名：次世代の教育原理 

著者名：中田正浩、松田智子（編著） 

発行所：大学教育出版 

発行年：2012年 

参考書・参考 Webサイト 

書 名：教師論（初版第 14刷） 

著者名：米山 弘編著・中村正巳 他 

発行所：玉川大学出版部 

発行年：2010年 

関連授業科目 

なし 

その他 

なし 
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教育心理学 
教育心理学  

担当教員 佐藤 公治 単位 2 単位 

授業形態 前期印刷授業・後期印刷授業 

授業範囲 

教科書の 1章から 10章まで 

試験範囲 

授業範囲すべて 

（持ち込み許可物）一切自由 

科目の概要 

 この授業では、実際の学校現場においてどのように学習者を教師が指導していけばよいかという問題を教育心理学の研

究成果をもとにして体系的に論じる。この授業で中心に取り上げるのは、教室における学習者の学習活動と教師の指導の

あり方である。さらに、近年学校現場での適切な対応が求められている特別な支援を必要としている児童・生徒の学習支

援のあり方についても扱う。主な学習内容は 1）教育心理学の性格と課題、その歴史的変遷、2）教育改革と学力、3）発達

と学習についての新しい考え、4）認知心理学の学習研究、5）ピアジェとヴィゴツキーの学習・教育理論、6)教科学習の

心理学、7）協同的学習 以上の 7つである。 

科目の目標 

 この授業では、教職科目としての教育心理学に関する基本的な事項の習得と学校現場における学習とその特質について

理解することを目標とする。この授業を通して学校現場における実践的課題は何であるか、その見通しをもつことと、教

育の営みとしてどのようなことが求められているのかを教育心理学の視点から理解することを目指す。 

講義の方針・計画 

第 1回：教育心理学の歴史：教育心理学の性格と課題 

      我が国の教育心理学の歴史的変遷を通して今日の教育心理学の性格とその課題を確認していく 

第 2回：学習と学力：学習観の変遷と教育改革 

      日本及び諸外国の児童・生徒の学力水準とその推移、わが国の教育改革の動向から学習指導の問題を考察する 

第 3回：発達：その基本と新しい考え方 

      今日の発達研究が到達した発達理論と発達の条件について、最新の研究成果をもとにしながら考察する 

第 4回：学習：その基本と新しい考え方 

      教育心理学における学習理論とその変遷を通して学習成立の条件と新しい学習研究の方向を確認する 

第 5回：認知心理学による学習研究 

      教室における知識・理解研究の基礎になっている認知心理学の研究成果と学校現場への応用可能性を検討する 

第 6回：認知的動機づけ：新しい動機づけの理論 

      学習者の学習への動機づけのための新しい理論である認知的動機づけの考え方を最新の研究成果から学ぶ 

第 7回：認識の発達：ピアジェの発達・学習理論 

      認識発達の代表的な理論であるピアジェについて整理し、学習におけるマクロな発達変化を把握していく 

第 8回：発達・学習と教育との連関：ヴィゴツキーの発達・教育理論 

      発達と教育を分離することなく相互連関の中で論じたヴィゴツキーの発達・学習理論とその重要性を確認する 

第 9回：記憶と問題解決の心理学 

      人間の記憶を概念的知識とつながる長期記憶を中心に論じることと、最近の問題解決研究をみていく 

第 10回：算数・数学の教科学習 

       算数・数学の教科学習を学習者が示す学習の特質とその指導のあり方を中心にして心理学の研究成果から学ぶ 

第 11回：理科の教科学習 

       理科の教科学習を効果的な学習理解のための条件と具体的な学習指導の方法を心理学の研究から学ぶ 

第 12回：国語科の教科学習 

       国語の教科学習として主に文章読解の過程を実際の授業をもとに論じ、さらに教室の討論の効果をみていく 

第 13回：学習の協同体と文化的実践としての学習 

       学習を協同的活動としてみていく視点と学習の目標を文化内容の獲得であるとする文化的実践の考えを学ぶ 

第 14回：教室学習：対話と協同的学び 

       教室の学習を対話による協同的な学びとする理論的、実践的知識を学び、学習改革のための可能性を探る 

第 15回：特別な支援を必要としている児童・生徒の心身の発達及び学習の過程の特徴 

       特別支援学習を主に学習者の特徴と学習過程の特質について論じ、さらにのぞましい指導のあり方を考える 

準備学習(予習・復習) 

なし 

教科書 

書 名：学びと教育の世界―教育心理学の新しい展開― 

著者名：佐藤公治 

発行所：あいり出版 
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参考書・参考 Webサイト 

書 名：認知心理学からみた読みの世界 初版 

著者名：佐藤公治 

発行所：北大路書房 

書 名：対話の中の学びと成長 初版 

著者名：佐藤公治 

発行所：金子書房 

書 名：教育心理学キーワード 初版 

著者名：森 敏昭・秋田喜代美・編著 

発行所：有斐閣 

関連授業科目 

なし 

その他 

なし 
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教育制度論 
教育制度論  

担当教員 高島 裕美 単位 2 単位 

授業形態 前期印刷授業・後期印刷授業 

授業範囲 

教科書の内容すべて 

試験範囲 

授業範囲すべて 

（持ち込み許可物）一切自由 

科目の概要 

 この講義の目的は，「教育という営みを支えている仕組みについて理解する」ことにある。ここでいう“仕組み”と

は，国家が国家として行うべき教育を支えている法律や規定のことを指す。また，こうした“仕組み”はいつの時代も不

変だというわけではない。そこで，現在の教育のあり方を規定している諸制度の変遷やそこに伴う議論等，“仕組み”の

成立についての歴史的背景についての学びも重要なのである。さらに現在では，教育という営みは，多くの人にとってな

じみ深い存在である「学校」と切り離しては考えられない。実際に多くの学校では，よりよい教育・学習活動の実現のた

めの“仕組み”創りにさまざまな工夫をこらしている。こうした「教育の現場」に対するまなざしも欠かすことはできな

い。こうした立場から，教育を支える“仕組み”をさまざまな角度から捉え、受講者の理解を深める。 

科目の目標 

 この授業の受講者には，教職志望の学生が多いことが予想される。受講者が実際に教職員として学校で働くようになっ

た際に，学校組織のしくみや教育活動の根拠となる法制度，そして現在の学校をめぐる諸課題への対応の仕方をしっかり

と理解し身につけておくことは必要不可欠である。そのことを強く意識したうえで学習を進め，現在の教育・学校全体に

対する基礎事項について説明ができるようになることが本講義の目標である。 

講義の方針・計画 

第 1回：教育と教育制度；教育とは何か，教育制度の歴史 

第 2回：教育制度の基本的原理；教育法，公教育の義務性・無償性・中立性 

第 3回：教育体系の基本問題；学校体系の基本構造，日本と世界の学校体系 

第 4回：乳幼児期の保育制度；保育制度の歴史，現在の保育制度をめぐる問題 

第 5回：児童期の教育制度；初等教育の目的と内容，児童期教育制度の課題 

第 6回：青年期の教育制度；中等教育の目的と内容，不登校・中退問題と学校教育  

第 7回：高等教育；高等教育の制度と現状，諸外国の高等教育 

第 8回：障害児教育制度；特別支援教育，インクルージョンの動向 

第 9回：私学制度；私学教育の独自性と公共性，私学助成制度 

第 10回：生涯学習支援制度；社会教育の概念と特質，生涯学習機会の多様性 

第 11回：教育行政制度；中央教育行政と教育委員会，教育内容行政・教育財政制度とその問題 

第 12回：学校経営組織；学校組織の基本構造，学校評価とこれからの学校  

第 13回：教員制度；教職員の種類と資格，教師教育―養成・研修，教員労働 

第 14回：社会変化と教育制度改革；現代教育制度改革とその特質，情報化と国際化 

第 15回：授業のまとめ 

準備学習(予習・復習) 

なし 

教科書 

書 名：要説 教育制度（新訂第 3版） 

著者名：教育制度研究会 

発行所：学術図書 

参考書・参考 Webサイト 

なし 

関連授業科目 

なし 

その他 

なし 
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教育社会学 
教育社会学  

担当教員 尾川 満宏 単位 2 単位 

授業形態 前期印刷授業・後期印刷授業 

授業範囲 

教科書(1)の第１章から第３章まで、教科書(2)の内容すべて、学習用プリントの内容すべて 

試験範囲 

授業範囲すべて 

（持ち込み許可物）一切自由 

科目の概要 

 本講義では，1970年代後半以降の消費社会化・情報社会化や 90年代後半以降の企業社会の変容に伴う学校の社会的位置

変化や，それと連動した生徒の関係世界（＝「社会」）の変容に関する考察を行ない，その上で学校教育の今日的課題に

ついて論じる。 

科目の目標 

 受講生諸氏が，生徒の「自分らしさ」や身近な人間関係のありようについて，日本社会の変容との関わりで捉えるとい

う視点から，しかも自分たち自身で，自覚的に考察を深めていくようになることを目指す。 

講義の方針・計画 

第 1回：教育課程における本科目の位置づけと本科目のねらい・視座・スタンス 

第 2回：日本社会の変容による子ども・青年のライフコ－ス変容と学校(1) 

     1970年代後半以降の子ども・青年の成長パタ－ンの変化 

第 3回：日本社会の変容による子ども・青年のライフコ－ス変容と学校(2) 

     家族（及び地域）、学校の正統性・権威・目的の揺らぎ 

第 4回：日本社会の変容による子ども・青年のライフコ－ス変容と学校(3) 

     企業社会による、学校の正統性・権威・目的の崩壊の食い止め 

第 5回：日本社会の変容による子ども・青年のライフコ－ス変容と学校(4) 

     1990年代後半以降の「学校－企業」連関の変容と青年雇用の変化 

第 6回：日本社会の変容による子ども・青年のライフコ－ス変容と学校(5) 

     子ども・青年のライフコ－スの不安定化 

第 7回：日本社会の変容による子ども・青年のライフコ－ス変容と学校(6) 

     学校の正統性・権威・目的の揺らぎの増大 

第 8回：日本社会の変容と子ども・青年の「社会」変容――生徒の関係世界へのアプロ－チ(1) 

     自己に対する見方・志向性の変化 

第 9回：日本社会の変容と子ども・青年の「社会」変容――生徒の関係世界へのアプロ－チ(2) 

     自己の断片化・多元化、自己の根拠性の脆弱化 

第 10回：日本社会の変容と子ども・青年の「社会」変容――生徒の関係世界への 

     アプロ－チ(3) 

     自己に対する親密な他者からの承認欲求の亢進 

第 11回：日本社会の変容と子ども・青年の「社会」変容――生徒の関係世界への 

     アプロ－チ(4) 

     親密な他者との関係（＝「社会」）もまた、流動的で不安定 

第 12回：日本社会の変容と子ども・青年の「社会」変容――生徒の関係世界への 

     アプロ－チ(5) 

     親密な他者との関係の維持の必要性、自己のありようの変容 

第 13回：日本社会の変容と子ども・青年の「社会」変容――生徒の関係世界への 

     アプロ－チ(6) 

     現代的ないじめについて 

第 14回：子ども・青年の「社会」形成の可能性と学校教育の課題(1) 

     同世代の文化世界や人間関係（＝「社会」）の可能性――生徒の関係世界の可能性 

第 15回：子ども・青年の「社会」形成の可能性と学校教育の課題(2) 

     先行世代（「大人」）は、どう関わることができるのか／ 

     どう関わるか――学校教育の今日的課題の析出に向けて 

準備学習(予習・復習) 

なし 

教科書 

書 名：思春期の危機を生きる子どもたち 

著者名：中西新太郎 

発行所：はるか書房（発売元：星雲社）（２００１年） 

書 名：「個性」を煽られる子どもたち 
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     ――親密圏の変容を考える（岩波ブックレット） 

著者名：土井隆義 

発行所：岩波書店（２００４年） 

参考書・参考 Webサイト 

書 名：＜学校から仕事へ＞の変容と若者たち 

著者名：乾 彰夫 

発行所：青木書店（２０１０年） 

書 名：若者たちに何が起こっているのか 

著者名：中西新太郎 

発行所：花伝社（２００４年） 

関連授業科目 

「教育制度論」、「進路指導」、「生徒指導」 

その他 

なし 
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教育課程論 
教育課程論  

担当教員 椿 達 単位 2 単位 

授業形態 前期印刷授業・後期印刷授業 

授業範囲 

第 1章～第 10章、第 13章 

試験範囲 

授業範囲すべて 

（持ち込み許可物）自筆のノート（印刷物の貼付不可） 

科目の概要 

 教育課程は、学校教育の目的や学校の教育目標を達成するため、教育内容を生徒の心身の発達に応じ、授業時数の関連

において総合的に組織した教育計画であり、学校が教育活動を行う上での中心的な役割を担います。 

 従って、自校の教育課程を編成し、それを円滑に実施する基本的な力量はすべての教師に求められるものです。 

 学習指導要領の意義や法制、改訂の歴史、編成・実施・評価の方法などの理解を通して、教育課程経営を学び実際の教

育課程・授業計画の編成にかかわって教科、特別活動、総合的な学習の時間の扱いと評価について学ぶ。 

科目の目標 

 教育課程を編成し、実施・評価などに的確にかかわるための基礎的、基本的な内容について学び、教育課程経営の基本

的力量の形成を目指す。 

講義の方針・計画 

第 1回：教育の目的・目標（公教育、目的・目標、教育基本法、学校教育法、学校の教育目標） 

第 2回：戦後の教育課程改革（1）学習指導要領の変遷（22年試案、26年、33年、43年の 

改訂内容） 

第 3回：戦後の教育課程改革（2）学習指導要領の変遷（52年、平成元年、10年の改訂内容） 

第 4回：平成 20年の教育改革 学習指導要領の変遷（第７次改訂、学校教育の質の保証の 

ためのシステム構築） 

第 5回：学習指導要領の意義（意義、種類、構成、作成方法、法的拘束性、基準性と 

大綱的基準） 

第 6回：教育課程の意義（意義、内部要素） 

第 7回：教育課程の法制（法制、編成の主体、編成の原則、構造） 

第 8回：カリキュラム一般論（カリキュラムの類型、構成法） 

第 9回：教育課程編成と教育課程経営（編成、教育課程経営） 

第 10回：教育内容と学力（総合的な学習の時間の基本的性格、「生きる力」の意義、 

学力の構造と調査） 

第 11回：特別活動の意義 

（意義、教育課程上の位置づけ、各教科・道徳・外国語活動、総合的な学習の時間との関連） 

第 12回：特別活動のカリキュラム開発（指導計画の作成、ホームルーム活動の 

指導計画の作成） 

第 13回：新高等学校学習指導要領の総則 

（一般方針、各教科・科目の単位数等、履修等、総合的な学習の時間の授業時数、 

編成意・実施の配慮事項、単位の修得・卒業認定、通信制課程の特例） 

第 14回：総合的な学習の時間、特別活動（目標、内容、指導計画と内容の取扱い） 

第 15回：教育課程の評価（教育課程の評価、学校の評価・改善、特別活動の評価、授業評価） 

準備学習(予習・復習) 

なし 

教科書 

書 名：教育課程―これから求められるカリキュラム開発力― 

著者名：石村卓也 

発行所：昭和堂 

書 名：高等学校学習指導要領（平成 21年 3月告示） 

著者名：文部科学省 

発行所：東山書房 

参考書・参考 Webサイト 

なし 

関連授業科目 

「特別活動論」における学習内容が関連しています。 

その他 
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なし 
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情報科教育法 I 
情報科教育法 I  

担当教員 櫻田 昭夫 単位 2 単位 

授業形態 前期印刷授業・後期印刷授業 

授業範囲 

教科書及び学習用プリントの内容すべて 

試験範囲 

授業範囲すべて 

（持ち込み許可物）一切不可 

科目の概要 

 平成 11年 3月の高等学校学習指導要領の全面改定の際に新設された普通教科「情報」及び専門教科「情報」は、平成 21

年 3月に公示された高等学校学習指導要領で、教科名は共通教科情報科、専門教科情報科に改められた。 

 それぞれの科目も、普通教科の 3科目が 2科目に、専門教科は 11科目が 13科目になった。従来の科目の内容の移動・

変更等はあるが、情報教育の基本的な観点については大きな変更はない。 

 また、共通教科情報科の科目構成の改善では、「いずれの科目も設定して生徒が主体的に選択できるようにすることが

望まれる」とある。従前のように、学校が 1科目を選択して開設するのではなく、2科目を同時に開設することになり、情

報科の教員の養成は一層急務となった。 

科目の目標 

 本講では、情報に関する教育の変遷から入り、共通教科情報科、専門教科情報科の新設・改訂の経緯、及び各教科・科

目の目標やその指導内容と取扱いの方法、更に、配慮事項について学習する。 

講義の方針・計画 

第 1回：情報教育の変遷について 

第 2回：共通教科情報科について 

第 3回：共通教科情報科の目標と科目編成について 

第 4回：「社会と情報」について 

第 5回：「情報の科学」について 

第 6回：共通教科情報科の指導計画の作成について 

第 7回：共通教科情報科の内容の取扱いについて 

第 8回：専門教科情報科について 

第 9回：専門教科情報科の目標と科目編成について 

第 10回：基礎的科目と総合的科目について 

第 11回：応用選択的科目―システムの設計・管理分野―について 

第 12回：応用選択的科目―情報コンテンツの制作・発信分野―について 

第 13回：専門教科情報科における教育課程の編成について 

第 14回：専門教科情報科の指導計画の作成と内容の取扱いについて 

第 15回：中学校「技術・家庭」との関連について 

準備学習(予習・復習) 

なし 

教科書 

書 名：高等学校学習指導要領解説 情報編（平成 22年 5月） 

著者名：文部科学省 

発行所：開隆堂出版株式会社 

参考書・参考 Webサイト 

なし 

関連授業科目 

 特に専門教科情報科では、免許法で定める「教科に関する科目」の内容に強く関連している。受講者はすでにそれらの

内容については概ね理解できているものとして、本講では詳細に扱っていない。理解できていない、あるいは、これまで

に学習していない場合には、その内容を独学しながら受講する覚悟が求められる。 

その他 

なし 
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情報科教育法 II 
情報科教育法 II  

担当教員 櫻田 昭夫 単位 2 単位 

授業形態 前期印刷授業・後期印刷授業 

授業範囲 

教科書及び学習用プリントの内容すべて 

試験範囲 

授業範囲すべて 

（持ち込み許可物）一切不可 

科目の概要 

 情報科教育法 Iでは、新しい高等学校学習指導要領による共通教科情報科、専門教科情報科の改訂の経緯や教科・科目

の目標、指導内容とその取扱い、配慮事項等を学んだ。 

 今回の改訂では、実習の取扱いについて、専門教科情報科は従来通り実験・実習に 10分の 5、共通教科情報科は、その

割合を特に明示していないが、各学校の実情に合わせながら、積極的に取り入れるように述べられている。実習の重要性

は変わらない。 

 情報科教育法 IIでは、実習と評価に重点を置きながら、各教科・科目の指導のポイントについても掘り下げていく。 

科目の目標 

 情報科教育法 IIでは、「科目の概要」で述べたことを踏まえ、授業の運営方法、教材・教具、実習環境の整備について

学習する。 

 また、授業運営の内容と大きく関連する、指導計画、指導内容、実習課題や学習の評価についても考察していく。 

講義の方針・計画 

第 1回：新しい科目「情報」について 

第 2回：実習形式の授業展開について 

第 3回：情報技術を利用した実習について 

第 4回：授業環境の整備について 

第 5回：教材教具について 

第 6回：学習評価について 

第 7回：学習評価の方法について 

第 8回：共通教科情報科の指導のポイントについて 

第 9回：共通教科情報科における教育内容の概観について 

第 10回：問題解決技法の指導の要点について 

第 11回：ネットワーク基礎の指導の要点について 

第 12回：情報検索とデータベース活用法の指導の要点について 

第 13回：Webページ作成の指導の要点について 

第 14回：指導計画の立案について 

第 15回：確認問題 

準備学習(予習・復習) 

なし 

教科書 

書 名：高等学校学習指導要領解説 情報編（平成 22年 5月） 

著者名：文部科学省 

発行所：開隆堂出版株式会社 

参考書・参考 Webサイト 

なし 

関連授業科目 

「情報科教育法 I」での学習内容が基礎となっているので、「情報科教育法 I」を初めに履修すること 

その他 

なし 
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商業科教育法 I 
商業科教育法 I  

担当教員 阿部  諭 単位 2 単位 

授業形態 前期印刷授業・後期印刷授業 

授業範囲 

教科書の内容すべて 

試験範囲 

教科書の第 1章から第 3章及び付録 

レポート課題領域を中心に出題する 

（持ち込み許可物）自筆ノート（印刷物の貼付不可） 

科目の概要 

 商業科教員を志望する学生のための科目である。 

 商業を学ぶ目的は、商業を学ぶことを通して、ビジネスの諸活動を理解し、実践する能力及び倫理観、責任感、協調性

など社会の信頼を得てビジネスの諸活動に取り組むために必要な豊かな人間性を育むことにある。商業科教員としてこの

ような職業人の育成を担う役割がある。また、社会で活躍し、経済社会の発展に貢献する将来のスペシャリストとして必

要とされる専門性の基礎・基本を一層重視し、専門分野に関する基礎的・基本的な知識、技術及び技能の定着を図り、体

験的学習等を通して実践力を養い将来のスペシャリストを育成する責務がある。 

科目の目標 

1.教科「商業」のねらいや内容等を理解し、説明することができる。 

2.商業教育の必要性、重要性等を理解し、商業教育を推進することができる。 

3.「社会の中で「ビジネス」が果たしている役割や影響を理解して説明することができる。 

講義の方針・計画 

第 1回：高等学校学習指導要領「総則」の概要（付録 2 P.113～） 

第 1款（教育課程編成の一般方針）～第 6款（単位の修得及び卒業の認定） 

教職を志望する学生にとって「総則」を理解することは必須である。 

第 2回：高等学校学習指導要領改訂の経緯と趣旨（P.1～） 

今回（平成 21年 3月）の改訂は、60年振りに改正された教育基本法をうけて、改訂であることを十分踏まえること。改訂

の経緯の理解を深め、改訂の趣旨である「職業に関する各教科・科目」の改善の基本方針や主な改善事項の内容を十分読

み取る。特に、これから求められる職業人や人材の育成は重要である。 

第 3回：高等学校学習指導要領改訂の要点（ P.4～） 

今回の改訂による「教科の目標の改善」と「教育内容の改善」が具体的に記述されている。これからの教科商業科の方向

性を示す大切な箇所である。理解を深めることが大切です。 

第 4回：高等学校学習指導要領「商業」の概要（付録 3 P.123～） 

高等学校学習指導要領に書かれている教科の目標、20科目の目標、内容、内容の取扱い、について精通しておくことが大

切である。また、自分の得意分野、得意科目を見つけておくことも商業科教員を志す者として必要である。 

第 5回：商業科の目標と教科組織（P.7～） 

教科の目標については前回改訂された学習指導要領（平成 11年 3月）に示されている考えを踏襲するとともに、職業人と

しての倫理観や遵法精神、起業家教育などを身に付け、経済の国際化やサービス化の進展、情報通信技術の進歩、知識基

盤社会の到来など、経済社会を取り巻く環境の変化に適切に対応ビジネスの諸活動を主体的、合理的に行い、地域産業を

はじめ経済社会の健全で持続的な発展を担う職業人を育成する観点から、改善が図られた。改善内容を十分理解して、今

後の学習を進めることが大切である。商業科の科目編成では、科目の編成、分野の編成、教科の組織について知っておく

必要がある。特に、各科目の位置付けや各分野が育成する能力とその内容を理解する。 

第 6回：科目「ビジネスの基礎」の概観（第 1節 P.11～） 

「ビジネスの基礎」の設置の趣旨や位置付け、目標、内容等について理解を深める。また、「商業に関する学科における

原則履修科目」として位置付けられている理由を「理科教育及び産業教育審議会」答申等から考える。 

第 7回：「課題研究」「総合実践」「ビジネス実務」の概観（第 2・3・4節 P.16～） 

なぜこの 3科目が総合的科目に属しているのかを考えるとともに、各科目の目標や内容等の理解を深める。「課題研究」

も「ビジネス基礎」と同様「商業に関する学科における原則履修科目」として位置付けられている理由を「理科教育及び

産業教育審議会」答申等から考える。 

第 8回：マーケティング分野の科目構成と概観（第 5節～第 7節 P.24～） 

この分野の科目構成とその科目の目標、内容の取扱い、内容について理解を深める。 

第 9回：ビジネス経済分野の科目構成と概観（第 8節～第 10節 P.37～） 

この分野の科目構成とその科目の目標、内容の取扱い、内容について理解を深める。 

第 10回：会計分野の科目構成と概観（第 11節～第 15節 P.51～） 

この分野の科目構成とその科目の目標、内容の取扱い、内容について理解を深める。 

第 11回：ビジネス情報分野の科目構成と概観（第 16節～第 20節 P.72～） 

この分野の科目構成とその科目の目標、内容の取扱い、内容について理解を深める。 

第 12回：教育課程の編成（1） 一般方針、各教科・科目及び単位数等（P.95～） 

教育課程編成の一般方針を熟知し、各教科・科目の履修単位数や共通教科及び総合的な学習の時間の 
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標準単位数、必履修教科・科目等の種類及びその単位数を把握する。 

第 13回：教育課程の編成（2） 専門教科・科目の履修（P.99～） 

「専門教科の最低必修単位数」「専門科目による必履修科目の代替」「職業学科における総合的な学習の 

時間の特例」は、教育課程の編成にあたり、特に理解を深めておく必要がある。 

第 14回：教育課程編成の実際 

教育課程の編成(1)(2)を踏まえて、自ら教育課程を編成する。作成したものとＷｅｂ等から入手した商業高校の教育課程

と比較する。各学校の教育課程の特色や重点事項等を調査する。学校においては、具体的な指導目標、指導内容及び指導

方法などを定めた指導計画を作成する際に、学習指導要領で示された配慮事項に十分配慮しながら作成していることを理

解する。 

第 15回：指導計画作成の配慮事項（P.105～） 

学校においては、具体的な指導目標、指導内容及び指導方法などを定めた指導計画を作成する際に、学習指導要領で示さ

れた配慮事項に十分配慮しながら作成していることを理解する。 

準備学習(予習・復習) 

なし 

教科書 

書 名：高等学校学習指導要領解説 商業編 平成 22年 5月 15日 初版発行 

著者名：文部科学省 

発行所：実教出版株式会社 

参考書・参考 Webサイト 

なし 

関連授業科目 

なし 

その他 

なし 
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商業科教育法 II 
商業科教育法 II  

担当教員 阿部  諭 単位 2 単位 

授業形態 前期印刷授業・後期印刷授業 

授業範囲 

教科書の内容すべて 

試験範囲 

教科書(教職必修 最新商業科教育法 新訂版)の（第 1章）から（第 8章） 

レポート課題領域を中心に出題する 

（持ち込み許可物）自筆ノート（印刷物の貼付不可） 

科目の概要 

 「商業科教育法 I」の上級編です。商業教育は「ビジネス」の学習を通して、学習者の望ましい人間形成を目指し、産業

経済社会の発展に有為な人材の育成を目的としている。このような趣旨を踏まえて、商業専門科目の内容とその指導法及

び指導技術等を教育現場の課題や問題点を意識しながら、指導計画や学習指導案の作成、評価の考え方や指導方法等につ

いて学習する。教育実習や今後の授業等で困難な状況に陥ることのないよう、商業科教員となったつもりで、学習に臨ん

でください。 

科目の目標 

1.教科指導のための教材研究、教授法、評価の在り方を理解し、実践できる。 

2.ビジネスの諸活動を主体的、合理的に行う実践力、遵法精神や起業家精神等を身に付けた創造性豊かな人材を育成する

ことができる。 

3.教科の指導内容と指導方法に関する専門知識や指導力を身に付ける。 

講義の方針・計画 

 商業科教育法 Iでは主に 20科目ある商業科目を概観して、目標や内容の取扱い、内容等を学習してきました。商業科教

育法 II 

ではさらに四分野の目指す能力、その分野に属する科目の指導方法や評価の観点を重点に学習する。商業科目の理解をよ

り深めた上で、教科指導の実践にむけた指導計画や学習指導案の作成等をする。 

 

第 1回：商業教育の必要性と意義（P.7～） 

高等学校における商業教育の必要性と意義等の理解を深め、商業教育が高等学校教育に大きな役割を果たしていることを

考察する。また、各種の関連法と商業教育の関わりについても理解を深める。 

第 2回：我が国の商業教育の歩み（P.15～） 

商業教育の歴史ある歩みを時代背景とともに考察する。 

第 3回：学習指導要領（平成 21年 3月告示）とその理解（P.35～） 

学習指導要領の改訂の経緯と趣旨、中央教育審議会の答申の「職業に関する各教科・科目の改善」が教科「商業」の改訂

の要点にどのように反映されているか考察する。また、商業科の目標、科目編成等の改善・変更等の理解を深める。 

第 4回：基礎科目「ビジネス基礎」（P.48～） 

目指す学力観、指導方法と評価の観点について重点的に学習し、教科指導の実践に備える。 

第 5回：マーケティング分野（P.53～） 

目指す学力観、指導方法と評価の観点について重点的に学習し、教科指導の実践に備える。 

第 6回：ビジネス経済分野（P.65～） 

目指す学力観、指導方法と評価の観点について重点的に学習し、教科指導の実践に備える。 

第 7回：会計分野（P.77～） 

目指す学力観、指導方法と評価の観点について重点的に学習し、教科指導の実践に備える。 

第 8回：ビジネス情報分野（P.94～） 

目指す学力観、指導方法と評価の観点について重点的に学習し、教科指導の実践に備える。 

第 9回：総合的科目（P.114～） 

目指す学力観、指導方法と評価の観点について重点的に学習し、教科指導の実践に備える。 

第 10回：教育課程と学習指導、指導計画、指導形態と指導方法（P.125～） 

第 11回：年間指導計画作成の作成と学習指導案の作成（P.133～） 

第 12回：プレゼンテーションと授業（P.143～） 

商業各科目の目標、内容の取扱い、内容、指導方法、評価の観点等をさらに深化させ、授業の実践に備えて指導計画及び

学習指導案を作成し、新任教員・商業科教員となったつもりで「授業」を展開する。さらに、今時の授業を評価し、「指

導と評価の一体化」に基づき改善を加えて、次回の授業に生かすことが重要である。 

第 13回：商業教育と人間形成（P.148～） 

商業教育は商業教科・科目を教えるだけでなく、商業教育を通じて、「生きる力」や人間関係形成能力、倫理観などを図

る教育でもある。また、商業教育は特別活動、生徒指導、進路指導、キャリア教育等とも密接に関連していることを理解

する。 

第 14回：商業科教師への期待（P.164～） 

何時の時代でも教師の資質・能力が問われている。特に近年、社会から信頼される質の高い教師の育成が求められてい
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る。教師を志す者としてこの期待に応えることが大切である。自らの教師像を確立させておくことも必要である。 

第 15回：商業教育の課題と展望（P.174～） 

商業教育の課題を考察し、魅力ある商業教育（商業高等学校）を目指すための取組をまとめる。 

準備学習(予習・復習) 

なし 

教科書 

書 名：教職必修 最新商業科教育法 新訂版 2011年 4月 25日新訂版第 1刷発行 

著者名：日本商業教育学会 

発行所：実教出版株式会社 

書 名：高等学校学習指導要領解説 商業編 平成 22年 5月初版発行 

著者名：文部科学省 

発行所：実教出版株式会社 

      （商業科教育法 Iで購入済み） 

参考書・参考 Webサイト 

なし 

関連授業科目 

なし 

その他 

なし 
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数学科教育法 I 
数学科教育法 I  

担当教員 林 雄一郎 単位 2 単位 

授業形態 前期印刷授業・後期印刷授業 

授業範囲 

学習用プリント集(2)学習の仕方に示した教科書(A)～(F)について、(3)講義計画に示した頁の範囲とする 

試験範囲 

授業範囲すべて 

（持ち込み許可物）自筆のノート（印刷物の貼付不可） 

科目の概要 

 数学科教育法 Iは、数学教育の目的や歴史、考え方、学習指導要領における数学科の目標・内容の変遷をはじめ、指導

法や数学的活動、コンピュータなど教育機器の活用のあり方、教材研究や評価について学び、もって実践的な指導力の基

礎を身につけることをねらいとします。 

 数学教育の目的を考察し、数学の学習指導要領の歴史、改訂学習指導要領の内容（各科目と内容、数学的活動）、指導

法、指導計画の作成、教育機器の活用、そして教材観について学ぶ。 

科目の目標 

 数学教育に関する実践的な知識の理解を通して、中学校・高等学校の数学の教員に求められる基礎的、基本的な資質・

能力の形成を目指す 

講義の方針・計画 

第 1回：数学とは（数学の特質、数学と人間との関わり） 

第 2回：数学教育の目的（目的・目標、数学を通した人間形成、数学観） 

第 3回：数学教育の歴史（現代化以前の数学教育、現代化以後の数学教育、教育課程実施状況調査の分析） 

第 4回：新学習指導要領・数学科の改訂の概要（今日的課題、中学校数学の改訂要点、高等学校数学の改訂要点） 

第 5回：中学校数学の目標と内容 （数と式、図形、関数、資料の活用） 

第 6回：高校数学の各科目の目標と内容 （数学 I、数学 II、数学 III、数学 A、数学 B、数学活用） 

第 7回：数学的活動 （数学の方法、問題解決の方法、数学的活動） 

第 8回：数学の指導法、指導計画 （いろいろな指導法、学習指導計画、授業研究の意義） 

第 9回：評価、教育機器の活用 （学習評価、コンピュータを活用した授業） 

第 10回：教材観（1）（数量、数、代数） 

第 11回：教材観（2）（図形、幾何） 

第 12回：教材観（3）（変化と関係、関数） 

第 13回：教材観（4）（無限について、微分積分） 

第 14回：教材観（5）（確からしさ、確率） 

第 15回：教材観（6）（データの分析、正規分布、統計） 

準備学習(予習・復習) 

なし 

教科書 

書 名：数学科教育―中学・高校―（講座教科教育） 

著者名：杉山吉茂他 

発行所：学文社 

書名：いかにして問題をとくか（第 11版） 

著者名：G. Polya 著柿内賢信訳 

発行所：丸善（株）出版事業部 

参考書・参考 Webサイト 

講義には、以下の資料を用います。 

・幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善について 

（中央教育審議会答申、2008年、文部科学省ホームページ） 

・高等学校学習指導要領解説・数学編（文部科学省ホームページ） 

・中学校学習指導要領解説・数学編（文部科学省ホームページ） 

・科学技術の智プロジェクト・数理科学専門部会報告書（2008.6 Science Literacy for all Japanese） 

関連授業科目 

なし 

その他 

なし 
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数学科教育法 II 
数学科教育法 II  

担当教員 林 雄一郎 単位 2 単位 

授業形態 前期印刷授業・後期印刷授業 

授業範囲 

学習用プリント集(2)学習の仕方に示した教科書(A)～(F)について、(3)講義計画に示した頁の範囲とする。 

試験範囲 

授業範囲すべて 

（持ち込み許可物）一切自由、数学教科書（I・II・III・Ａ・Ｂ）を持参すること 

科目の概要 

 数学科教育法 IIは、数学科教育法 Iで修得した数学教育についての知識の理解を踏まえ、指導法や数学的活動、コンピ

ュータなどの教育機器の活用法、教材研究と評価、授業指導の分析など、高等学校数学の教員に求められる基礎的、基本

的な実践的指導力を育成することをねらいとします。 

 実際の授業事例を各単元領域について分析しながら、教材観、授業方法、生徒の把握、数学的活動や教材の工夫、指導

案の作成、質疑応答の仕方など望ましい授業の在り方と方法について学ぶ。 

科目の目標 

 授業事例の分析を通して、教材観、学習指導計画や指導案、授業の流れ、授業者の発問と生徒の反応、事後の研究協議

の実際などを考察し、教科書の内容を教材として授業指導案の作成や教材開発を行い、実践的な指導力の形成を目指す。 

講義の方針・計画 

第 1回：授業事例の分析（1）（2次関数） 

第 2回：授業事例の分析（2）（三角比） 

第 3回：授業事例の分析（3）（場合の数と確率） 

第 4回：授業事例の分析（4）（数列） 

第 5回：授業事例の分析（5）（論理） 

第 6回：指導案等の作成（1）（方程式と不等式、2次関数） 

第 7回：指導案等の作成（2）（図形と計量、データの分析） 

第 8回：指導案等の作成（3）（場合の数と確率、整数の性質、図形の性質） 

第 9回：指導案等の作成（4）（三角関数、指数関数と対数関数） 

第 10回：指導案等の作成（5）（図形と式、いろいろな式） 

第 11回：指導案等の作成（6）（数列、ベクトル、確率分布と統計的推測） 

第 12回：指導案等の作成（7）（多項式関数の微分法、積分法） 

第 13回：指導案等の作成（8）（極限、微分法） 

第 14回：指導案等の作成（9）（微分法の応用、積分法の応用） 

第 15回：指導案等の作成（10）（平面の曲線、複素数平面） 

準備学習(予習・復習) 

なし 

教科書 

（全 5冊） 

書 名：詳説数学 I（平成 25年度用） 

    詳説数学Ａ（平成 25年度用） 

    詳説数学 II（平成 25年度用） 

    詳説数学Ｂ（平成 25年度用） 

    詳説数学 III（平成 25年度用） 

発行所：啓林館 

参考書・参考 Webサイト 

なし 

関連授業科目 

なし 

その他 

なし 
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数学科教育法 III 
数学科教育法 II I  

担当教員 林 雄一郎 単位 2 単位 

授業形態 前期印刷授業・後期印刷授業 

授業範囲 

教科書・資料、学習用プリント集の内容 

試験範囲 

授業範囲すべて 

（持ち込み許可物）一切自由、数学教科書（中学数学１・２・３）を持参すること 

科目の概要 

 中学校数学の教員としての学習指導の力量を身に付けるため、「数学科教育法 I」で修得した数学教育についての基礎的

知識の理解を踏まえ、授業事例の分析を通して、その指導法、教材研究と評価などを考察し、基礎的、基本的な実践的指

導力を育成する。 

 実際の授業事例を分析し、教材観、授業方法、生徒の把握、数学的活動や教材の工夫、指導案の作成、質疑応答の仕方

など望ましい授業の在り方と方法について学ぶ。 

科目の目標 

 授業事例の分析を通して、教材観、学習指導計画や指導案、授業の流れ、授業者の発問と生徒の反応、事後の研究協議

の実際などを考察し、授業指導案の作成や教材開発を行い、実践的な指導力の形成を目指す。 

講義の方針・計画 

第 1回：授業事例の分析（1）（1年：比例と反比例） 

第 2回：授業事例の分析（2）（1年：資料の散らばりと代表値） 

第 3回：授業事例の分析（3）（2年：一次関数） 

第 4回：授業事例の分析（4）（2年：平行と合同） 

第 5回：授業事例の分析（5）（3年：関数 y=axの２剰） 

第 6回：指導案等の分析（6）（3年：相似な図形） 

第 7回：指導案等の作成（1）（1年：方程式） 

第 8回：指導案等の作成（2）（1年：空間図形） 

第 9回：指導案等の作成（3）（1年：資料の整理と活用） 

第 10回：指導案等の作成（4）（2年：連立方程式） 

第 11回：指導案等の作成（5）（2年：三角形と四角形） 

第 12回：指導案等の作成（6）（2年：確率） 

第 13回：指導案等の作成（7）（3年：二次方程式） 

第 14回：指導案等の作成（8）（3年：円周角と中心角） 

第 15回：指導案等の作成（9）（3年：三平方の定理） 

準備学習(予習・復習) 

なし 

教科書 

書 名：中学数学１，中学数学２，中学数学３ （3冊) 

発行所：教育出版 

参考書・参考 Webサイト 

資  料：北海道算数数学教育会・中学校部会・指導案集 

    (北海道算数数学教育会ホームページ)  

    http://hokusuukyou-cyuu.com/ 

関連授業科目 

なし 

その他 

特記事項：講義には、以下の資料を用います。 

     ・中学校学習指導要領解説・数学編（文部科学省ホームページ） 
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数学科教育法 IV 
数学科教育法 IV  

担当教員 林 雄一郎 単位 2 単位 

授業形態 前期印刷授業・後期印刷授業 

授業範囲 

教科書・資料、学習用プリント集の内容 

試験範囲 

授業範囲すべて 

（持ち込み許可物）自筆のノート（印刷物の貼付不可） 

科目の概要 

 中学校数学の目標・内容を踏まえて、数学的活動や教材について学び、もって実践的な指導力のもととなる教材観を形

成することをねらいとします。 

 中学校数学の目標や内容、数学的活動、指導案・学習指導計画、各領域の教材内容について理解し、教材観の形成を行

う 

科目の目標 

 中学校数学に関する教材や数学的活動の理解を通して、中学校の数学の教員に求められる教材観の形成を目指す。 

講義の方針・計画 

第 1回：中学校数学の目標（小学校算数との関連） 

第 2回：中学校数学の内容（数と式） 

第 3回：中学校数学の内容（図形と計量） 

第 4回：中学校数学の内容（関数） 

第 5回：中学校数学の内容（資料の活用） 

第 6回：数学的活動（1）（問題解決） 

第 7回：数学的活動（2）（数学の活用） 

第 8回：数学的活動（3）（言語表現活動） 

第 9回：指導計画の作成（指導案、学習指導計画） 

第 10回：教材観の形成（整数、平方根、文字式の計算、一次方程式、二元一次連立方程式、二次方程式） 

第 11回：教材観の形成（比例、反比例、１次関数、関数 y=axの２剰） 

第 12回：教材観の形成（平面図形、平行線、図形の合同、図形の相似） 

第 13回：教材観の形成（数学的推論） 

第 14回：教材観の形成（空間図形、円周角・中心角、三平方の定理） 

第 15回：教材観の形成（資料の散らばり、代表値、ヒストグラム、確率、標本調査） 

準備学習(予習・復習) 

なし 

教科書 

書 名：中学数学１，中学数学２，中学数学３ （3冊） 

発行所：教育出版 

参考書・参考 Webサイト 

なし 

関連授業科目 

なし 

その他 

特記事項：講義には、以下の資料を用います。 

     ・中学校学習指導要領解説・数学編（文部科学省ホームページ） 
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数学科教育法 V 
数学科教育法 V  

担当教員 林 雄一郎 単位 2 単位 

授業形態 前期印刷授業・後期印刷授業 

授業範囲 

教科書・資料、学習用プリント集の内容 

試験範囲 

授業範囲すべて 

（持ち込み許可物）自筆のノート（印刷物の貼付不可） 

科目の概要 

 授業や数学的活動においてコンピュータなどの効果的な教育機器を活用するため、数学ソフトの活用に習熟するととも

に、数学ソフトを用いた教材の開発とそれを活用した授業設計の力量形成をねらいとします。 

 数学ソフトとして GRAPESを選び、中学校数学の教材を各単元について分析しながら、教材ソフトの工夫、指導案の作成

の仕方など望ましい授業の在り方を考察し、数学ソフトウェアの活用法について学ぶ。 

科目の目標 

 的確な教材観と授業方法に基づいて数学ソフトウェアを活用し、授業指導案の作成や教材開発を行い、実践的な指導力

の形成を目指す。 

講義の方針・計画 

第 1回：数学ソフト GRAPESの基本操作 

第 2回：GRAPESでの点や曲線 

第 3回：GRAPESでの図形やベクトル 

第 4回：GRAPESの関数機能 

第 5回：数学ソフト教材の研究（数と式） 

第 6回：数学ソフト教材の研究（関数） 

第 7回：数学ソフト教材の研究（図形、資料の活用） 

第 8回：課題学習における数学ソフト教材 

第 9回：数学ソフトを活用した授業設計 

第 10回：数学ソフト教材と指導案の作成（数と式） 

第 11回：数学ソフト教材と指導案の作成（１次関数） 

第 12回：数学ソフト教材と指導案の作成（関数 y=axの２剰）  

第 13回：数学ソフト教材と指導案の作成（平行、合同、相似）  

第 14回：数学ソフト教材と指導案の作成（円、三平方の定理）  

第 15回：数学ソフト教材と指導案の作成（資料の活用） 

準備学習(予習・復習) 

なし 

教科書 

書 名：中学数学１，中学数学２，中学数学３ （3冊） 

発行所：教育出版 

書 名：関数グラフソフト GRAPESパーフェクトガイド改訂新版 

著者名：友田勝久 

発行所：文英堂 

書 名：GRAPES USER’S MANUAL 

著者名：友田勝久 

（ソフトウェアダウンロードで入手可能） 

http://www.osaka-kyoiku.ac.jp/~tomodak/grapes/ 

参考書・参考 Webサイト 

なし 

関連授業科目 

なし 

その他 

特記事項：講義には、以下の資料を用います。 

     ・中学校学習指導要領解説・数学編（文部科学省ホームページ） 
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道徳教育の理論と実践 
道徳教育の理論と実践  

担当教員 日下部 憲一 単位 2 単位 

授業形態 前期印刷授業・後期印刷授業 

授業範囲 

教科書と学習用プリントの内容全て 

試験範囲 

授業範囲すべて 

（持ち込み許可物）一切自由 

               教科書は必ず持ち込むこと。 

科目の概要 

 道徳教育とは、人間が本来、人間としてよりよく生きたいという願いやよりよい生き方を求め実践する人間の育成を目

指し、その基盤となる道徳性を養う教育活動であり、学校教育の中核となるものである。そこで、学校における道徳教育

の実際について学習するとともに、道徳教育の要である道徳の時間（平成 31年度からは道徳科）の指導の在り方について

より深く学習する。 

科目の目標 

(1)道徳教育についての歴史的な経緯や学校における道徳教育の具体的な在り方について理解し、説明することができる。 

(2)道徳の時間の指導や「私たちの道徳」の活用の在り方について理解を深めることができる。 

(3)読み物資料の効果的な活用について研究を深め、創意工夫を生かした学習指導案を作成することができる。 

講義の方針・計画 

第 1回 ：第１章 総説 

第 2回 ：第２章 道徳の目標 

第 3回 ：第３章 道徳の内容 

第 4回 ：第４章 道徳の指導計画 

第 5回 ：第５章 道徳の時間の指導 I（指導の基本方針・指導案の作成とその内容） 

第 6回 ：第５章 道徳の時間の指導 II（学習指導の多様な展開） 

第 7回 ：第５章 道徳の時間の指導 III（道徳の時間の指導における配慮とその充実） 

第 8回 ：第６章 教育活動全体を通じて行う指導 

第 9回 ：第７章 家庭や地域社会との連携 

第 10回 ：生徒理解に基づく道徳教育の評価 

第 11回 ：「私たちの道徳」とその活用 

第 12回 ：読み物資料と学習指導案の作成 I 

     （『私たちの道徳』に掲載されている「ネット将棋」「言葉の向こうに」「帰郷」 

      の読み物資料） 

第 13回 ：読み物資料と学習指導案の作成 II 

     （『私たちの道徳』に掲載されている「キミばあちゃんの椿」「二人の弟子」 

     「二通の手紙」の読み物資料） 

第 14回 ：読み物資料と学習指導案の作成 III 

     （『私たちの道徳』に掲載されている「鳩が飛び立つ日―石井筆子―」 

     「一冊のノート」「海と空―樫野の人々―」の読み物資料） 

第 15回 ：道徳教育のまとめと「道徳科」への展望 

準備学習(予習・復習) 

なし 

教科書 

書 名：「中学校学習指導要領解説・道徳編」 

著者名：文部科学省 

発行所：日本文教出版株式会社 

書 名：私たちの道徳/中学校 

著者名：文部科学省 

発行所：廣済堂あかつき株式会社 

参考書・参考 Webサイト 

書 名：楽しく豊かな「道徳の時間」をつくる 

著者名：横山利弘（監修） 

発行所：ミネルヴァ書房株式会社 

関連授業科目 

なし 
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その他 

なし 
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特別活動論 
特別活動論  

担当教員 真鍋 孝徳 単位 2 単位 

授業形態 前期印刷授業・後期印刷授業 

授業範囲 

教科書の内容すべて（ただし、小中学校に関する部分は除く） 

試験範囲 

教科書 

I 特別活動とは何か（11ページ～19ページ） 

IV 学級活動・ホームルーム活動の内容と指導（92ページ～95ページ） 

（持ち込み許可物）一切不可 

科目の概要 

 教育課程は大きく分けると、授業を中心とした教科指導と授業以外の諸活動を含んだ教科外活動に区分されます。この

中の教科外活動が「特別活動」に相当します。 

 高等学校の教育課程の一領域である特別活動は、教育が目指す「人格の完成」と深く関わっています。学校が「人間と

しての調和のとれた育成」に力点をおくならば、教科などの教育活動だけでなく、特別活動の働きが不可欠となります。 

 学校教育における特別活動（高等学校）の歩みは、「自由研究」（1947年）、「特別教育活動」（1951年）、「各教科

以外の教育活動」（1970年）、「特別活動」（1978年）というように、名称が変遷してきており、同時にその内容も変化

してきました。現在の高等学校の特別活動の内容は、ホームルーム活動・生徒会活動・学校行事から構成されています。 

 本科目は高等学校における特別活動の意義や変遷、目標ならびに内容を理解し、指導計画（指導案）、内容ごとの特

色、特別活動の評価、週 5日制と家庭・地域、展望と課題等について、学んでいきます。 

科目の目標 

1．特別活動の意義と目標（高等学校）を理解する。 

2．特別活動の内容（構成）と内容ごとの特色を覚える。 

3．特別活動における指導原理を学ぶ。 

4．ホームルーム活動の機能と役割を把握する。 

講義の方針・計画 

第 1回：これからの学校教育と特別活動の意義（学校教育の現状、特別活動の意義） 

第 2回：特別活動の変遷（戦前の課外活動、戦後の特別活動、現在の特別活動） 

第 3回：特別活動の目標・内容(1)（学習指導要領の目標、特別活動の内容） 

第 4回：特別活動の目標・内容(2)（特別活動の特色、他領域との関連） 

第 5回：指導計画・指導案（全体計画、内容ごとの指導計画、指導方法） 

第 6回：指導案の作成（指導案の役割、指導案の作り方） 

第 7回：ホームルーム活動（ホームルーム活動の目標、内容、指導計画） 

第 8回：生徒会活動（生徒会活動の目標、内容、指導計画） 

第 9回：部活動（部活動の意義、指導、課題） 

第 10回：学校行事（目標、内容、指導計画） 

第 11回：特別活動の評価(1)意義と観点、方法） 

第 12回：特別活動の評価(2)（事例、あり方生き方の探究） 

第 13回：特別活動と学級・学年・学校（特別活動の組織、学級経営の内容、学級等と特別活動） 

第 14回：学校週 5日制（週 5日制と学校・家庭、地域の教育力、地域における特別活動） 

第 15回：特別活動の展望と課題（週 5日制時代、社会教育との関連、地方公共団体等との関係） 

準備学習(予習・復習) 

なし 

教科書 

書 名：〈教職課程講座 6〉特別活動の理論と方法 三訂版 

著者名：江川玟成編 

発行所：学芸図書株式会社 

版  ：2011年 3月 1日（三訂版第 3刷） 

参考書・参考 Webサイト 

書 名：現代の特別活動―理論と実践―（第 2版） 

著者名：中野目直明・小川一郎編 

発行所：酒井書店・育英堂 

版  ：2004年 3月 30日（第 2版 第 3刷） 

書 名：高等学校学習指導要領解説特別活動編 

著者名：文部科学省 

発行所：海文堂出版株式会社 
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版  ：2009年 12月 15日（初版） 

（文部科学省サイトからも pdfファイルをダウンロード可能 全 p.87） 

関連授業科目 

なし 

その他 

なし 
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教育の方法と技術 
教育の方法と技術  

担当教員 椿 達 単位 2 単位 

授業形態 前期印刷授業・後期印刷授業 

授業範囲 

 基本的に教科書の内容、ただし第 5章は補足あり（学習用プリントの第 11講 第 5章 VI（補足―1）、第 12講 第 5章

VII（補足―2）、第 13講 第 5章 VIII（補足―3）参照）。 

第 1章 教育の方法・技術に関わる諸概念 

第 2章 教育方法の理論と歴史 

第 3章 カリキュラム開発 

第 4章 授業における教師の役割と指導技術 

第 5章 教育 VI（補足―1）、第 5章 VII（補足―2）、第 5章 VIII（補足―3））を含む） 

第 6章 教授組織と学習組織 

第 7章 教育における評価 

試験範囲 

第 5章の補足（VI（補足―1）、VII（補足―2）、VIII（補足―3））を含めた上記授業範囲 

（持ち込み許可物）自筆ノートのみ（印刷物の貼付等不可） 

科目の概要 

 「教育の方法と技術」は，従来の教育方法と学習に関する基本概念等を概観した上で，教育方法と教授学の歴史，近代

および現代の教授理論，カリキュラム（教育課程含む）とその開発，授業における指導技術と学習意欲の向上・評価，教

育メディアとしてのコンピュータ等の ICT活用，新しい教育・学習方法としての eラーニングを含む最新動向をも補足資

料を活用して取り入れながら，実践的な観点から教育現場の改善に貢献する働きとして捉え，その方法と技術の基本的な

内容を展開する。 

科目の目標 

 近年の教育と学習に関するパラダイム転換とも言える動向を受けて，従来の教育方法・技術と授業に関する基本的な概

念を整理し，教育方法と教授学の歴史，近代および現代の教授理論，カリキュラム（教育課程含む）とその開発，授業に

おける指導技術と学習意欲の向上・評価，ICTを含む新しい教育メディアの発展およびコンピュータ支援教育・学習の展開

などについての有意義な考え方と基本的な方法・スキルを学ぶことを通じて，より実践的な観点から教育現場の改善に貢

献する観点から，望ましい教育・学習のあり方を創造していく基礎として，最新動向を含めたその基本的な考え方・方法

について深く理解することを目標とする。 

講義の方針・計画 

第 1回：教育の方法・技術と授業の諸概念 

第 2回：教授学と教授法の歴史 

第 3回：新教育運動の教授理論 

第 4回：教育の現代化と教授理論 

第 5回：カリキュラムの概念と開発 

第 6回：カリキュラムの構造と類型 

第 7回：教育課程と学習指導要領 

第 8回：教師の役割・責任と授業における指導技術 

第 9回：学習意欲を引き出す授業方法・技術と学習評価 

第 10回：教育メディアと教育メディア活用の理論 

第 11回：各種教育メディアと ICT 活用の進展 

第 12回：eラーニングの進展と教授・学習理論 

第 13回：新しい教材・コンテンツ開発と教育・学習環境 

第 14回：教授組織のあり方と学習組織の形態 

第 15回：教育評価の考え方と方法・技術 

準備学習(予習・復習) 

なし 

教科書 

書 名：教育の方法と技術（教職課程シリーズ） 

著者名：平沢茂編著（改訂版） 

発行所：(株)図書文化社 

参考書・参考 Webサイト 

書 名：教育の方法と技術（教師養成研究会 教職課程講座５） 

著者名：多田俊文編（四訂版） 

発行所：学芸図書株式会社 

書 名：知識社会における e ラーニング 
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著者名：植野真臣著 

発行所：培風館 

関連授業科目 

なし 

その他 

なし 
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生徒指導 
生徒指導  

担当教員 五浦 哲也 単位 2 単位 

授業形態 前期印刷授業・後期印刷授業 

授業範囲 

教科書の内容すべて 

試験範囲 

授業範囲すべて 

（持ち込み許可物）自筆のノート（印刷物の貼付不可） 

科目の概要 

 学校教育の目的は、全人的な人間形成です。そのため、一人ひとりの生徒は自己の人格のよりよい発達を目指し、有意

義で充実した学校生活を送らねばなりません。それを支援すべき学校の教師には、学校教育を通して生徒の人格を尊重

し、個性の伸長を図り、社会的な資質や行動力を高めさせ、自己指導力を培う的確な指導援助が求められています。 

 生徒指導の意義、人格や行動、青年心理を踏まえた生徒指導の原理と方法、教育相談について理解し、問題行動への対

応や学級指導・クラブ・部活動の指導の在り方、学校・家庭・地域の連携について学ぶ。 

科目の目標 

 教育活動の各領域において自己指導力を培う指導・援助を的確に行うための生徒指導の基礎的、基本的な内容について

学び生徒指導の基本的力量の形成を目指す。 

講義の方針・計画 

第 1回：生徒指導の意義と原理（生徒指導の意義・課題、教育課程との関連、発達観・指導観、方法・原理） 

第 2回：生徒指導の教育的影響（人格の構造、教師との信頼関係の構築） 

第 3回：教育課程と生徒指導（教科、道徳教育、総合的な学習、特別活動における生徒指導） 

第 4回：生徒理解と教科教育（授業の条件、学力、授業における規範意識とカウンセリング） 

第 5回：生徒指導と道徳教育（道徳教育の在り方、道徳の時間） 

第 6回：児童生徒の心理と児童生徒理解（児童生徒理解の基本、発達と心理、青年期の心理発達、資料の活用） 

第 7回：生徒理解の方法（生徒理解の心構え、生徒理解の情報収集・活用） 

第 8回：学校における生徒指導体制（基本的な考え方、生徒指導組織、指導計画、教員の研修、評価と改善） 

第 9回：教育相談（教育相談の意義、相談体制の構築、相談の進め方、スクールカウンセラー・専門機関） 

第 10回：積極的な生徒指導の実践例（ショートエクササイズ・構成的エンカウンターによる学級づくり） 

第 11回：生徒指導の進め方（組織対応と関係機関等との連携、守秘義務と説明責任、学級担任の役割、基本的な生活習慣

の確立、校内規律、児童生徒の安全） 

第 12回：問題行動への対応（1）（問題行動の早期発見、発達課題と対応、喫煙・飲酒・薬物乱用、 非行少年） 

第 13回：問題行動への対応（2）（暴力行為、いじめ、インターネット・携帯電話、性・命・虐待、不登校等） 

第 14回：生徒指導に関する法制度（校則、懲戒と体罰、出席停止、青少年保護育成の法令、非行少年の処遇） 

第 15回：家庭・地域・関係機関との連携（2）（地域社会での児童生徒、連携の活動、地域での健全育成） 

準備学習(予習・復習) 

なし 

教科書 

書 名：生徒指導提要 

著者名：文部科学省 

発行所：教育図書 

（文部科学省のホームページからも pdfファイルをダウンロードできます。） 

書 名：生徒指導論―真心と優しさと― 

著者名：犬塚文雄・稲垣応顕 

発行所：文化書房博文社 

参考書・参考 Webサイト 

なし 

関連授業科目 

 「進路指導」、「学校教育相談」、「特別活動論」とも関連をもち、生徒一人ひとりの自己指導力を培い人間形成を図

る支援方法を学ぶものです。 

その他 

なし 
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進路指導 
進路指導  

担当教員 植上 一希 単位 2 単位 

授業形態 前期印刷授業・後期印刷授業 

授業範囲 

教科書の内容すべて  学習用プリントの内容すべて 

試験範囲 

授業範囲すべて 

（持ち込み許可物）一切不可 

科目の概要 

 学習プリント並びにテキストを活用する。参考文献の活用や、自らの経験の考察なども随時行い、実践的な進路指導の

学習を進める。具体的には、従来の進路指導の内容、現在行われている進路指導、現在の社会状況、今後必要となる進路

指導の実践などを、講義の内容とする。 

科目の目標 

 近年の社会状況の大きな変化により、「進路指導」は様々な面での見直しが迫られている。本講義では、進路指導の原

理や、従来の進路指導の在り方を踏まえながら、近年の社会状況の変化と「進路指導」の関係と、今後の課題等について

習得することを目指す。 

講義の方針・計画 

第 1回：進路指導とは 

第 2回：従来の進路選択と進路指導(1)～日本型雇用との関係 

第 3回：従来の進路選択と進路指導(2)～学歴・偏差値との関係 

第 4回：日本型雇用の揺らぎと進路選択・進路指導の変容 

第 5回：大学進学について 

第 6回：専門学校進学について 

第 7回：短大進学について 

第 8回：職業訓練校進学について 

第 9回：技の教育訓練機関におけるキャリア形成 

第 10回：仕事を探すということ 

第 11回：労働者としての権利について学ぶ(1)（労働組合について） 

第 12回：労働者としての権利について学ぶ(2)（事例検討） 

第 13回：失業等を乗り越えるために 

第 14回：ノンエリート青年の自立のための進路指導へ 

第 15回：講義のまとめ 

準備学習(予習・復習) 

なし 

教科書 

書 名：フツーを生きぬく進路術 １７歳編（第 1版） 

著者名：新しい生き方基準をつくる会、中西新太郎監修 

発行所：青木書店 

参考書・参考 Webサイト 

書 名：フツーをつくる仕事・生活術 ２８歳編 

著者名：新しい生き方基準をつくる会、中西新太郎編 

発行所：青木書店 

関連授業科目 

「教育社会学」、「生徒指導」 

その他 

なし 
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学校教育相談 
学校教育相談  

担当教員 中村 正巳 単位 2 単位 

授業形態 前期印刷授業・後期印刷授業 

授業範囲 

教科書の内容すべて 

試験範囲 

教科書の内容すべて 

（持ち込み許可物）自筆ノート（印刷物の貼付不可） 

（試験に関する注意事項）演習問題を必ずやり、ノートにまとめて持参してください。 

科目の概要 

 現在，不登校，いじめ，非行等，学校は多くの教育問題を抱えている。その渦中にいる児童生徒はもちろん教師や保護

者も戸惑い悩んでいる。児童生徒が学校生活で成長する過程で遭遇する諸問題には生徒指導はもちろんだが，教育相談・

カウンセリングの果たす役割は非常に重要である。学校には心理臨床の専門家であるスクールカウンセラーも派遣されつ

つあるが，日常の教育活動の中での教師による教育相談・カウンセリング的対応は最も効果的である。本科目では児童生

徒の話をいつでも聴ける知識や技術の基礎知識を学ぶ。教育カウンセリングの基本から学習指導の児童生徒理解に繋がる

実践的な内容も学ぶ。 

科目の目標 

 教職を目指す皆さんが，学校という視点から，教育相談・カウンセリングについて十分理解でき，教師として必要な学

校教育相談の基礎理論を自覚的に考察できるようにする。 

講義の方針・計画 

第 1回：教育相談のめざすもの 

第 2回：学校教育と教育相談 

第 3回：乳児期・幼児期における子どもの問題 

第 4回：小学校における子どもの問題 

第 5回：中学校・高等学校における子ども問題 

第 6回：発達障害の理解と支援 

第 7回：精神疾患の理解と支援 

第 8回：教育相談の理論 

第 9回：教育相談の技法 

第 10回：学級経営に活かす教育相談 

第 11回：学校で使えるアセスメント 

第 12回：保護者への理解と支援 

第 13回：いじめ問題の実例と具体的対応 

第 14回：スクールカウンセラーの活用?校内及び関係機関の連携をふまえて 

第 15回：教育カウンセリングとイノベーション 

準備学習(予習・復習) 

なし 

教科書 

（2冊） 

書 名：教師のたまごのための教育相談 

著者名：会沢信彦、安斎順子編著 

発行所：北樹出版 

発行年：2010年 

書 名：教育カウンセリングとイノベーション 

著者名：大友秀人、瀬尾尚隆、中村正巳 

発行所：三恵社 

発行年：2012年 

参考書・参考 Webサイト 

書 名：教師のための教育相談の基礎 

著者名：久芳美恵子著 

発行所：三省堂 

発行年：2007年（初版第 6刷） 

書 名：DVD で見る教育相談の実際 

著者名：中野明徳編、モジュール型コア教材開発研究会教育臨床編チーム著 

発行所：東洋館出版社 

発行年：2009年（初版第 1刷） 
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書 名：新しい学校教育相談の在り方と進め方 教育相談係の役割と活動 

著者名：栗原慎二著 

発行所：ほんの森出版 

発行年：2005年（第 2版） 

関連授業科目 

なし 

その他 

なし 
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教育実習 I 
教育実習 I  

担当教員 中村 正巳, 椿 達, 五浦 哲也 単位 1 単位 

授業形態 前期面接授業・後期面接授業※「教育実習 I」の「事前指導」は教材の視聴にて行う 

授業範囲 

なし 

試験範囲 

なし 

科目の概要 

 「教育実習」は、専門職としての教師を志す学生が、大学で学んだ専門分野と教職に関する知識技能などを基礎とし

て、学校での教育活動を実際に体験するために、設けられているものです。 

 従って、「教育実習」は、教職課程においては、課程の全体を集約し総仕上げをする科目として位置づけられ、必修科

目として通常は 4年次に履修することになっています。全体の構成は、「教育実習 I」（1単位）と「教育実習 II」（2単

位：中高共通）と「教育実習 III」（中学校の教育実習で 2単位）の 3つからなっています。 

 「教育実習 I」は、学校で行う「教育実習」（訪問実習）を、より充実・発展させることをねらいとしているものです。

内容は、訪問実習の準備をするための「事前指導」と教育実習の成果を定着させ、発展させるための「事後指導」の二つ

に分かれています。 

科目の目標 

 実際の教育活動に参加するにあたり、既習の個々の知識や技能を統合した実践的な指導力の向上と、新たな研究課題

（学習課題）の発見、教職に対する適性の有無の確認などを行う。 

講義の方針・計画 

1 事前指導 

  「事前指導」は、訪問実習の直前に行う指導だけを意味するものではなく、実習校決定の 

   前後における一連の指導をも含むものですが、教材では実習の直前に行う「事前指導」 

   に限定して行います。主な内容は次の通りです。 

 

 ・「教育実習」の意義・目的、実習の概要 

 ・「教育実習」の一般的な心構えと具体的な準備 

 ・「教育実習日誌」の書き方 ※教材視聴後レポート提出 

 

 レポート課題（事前指導） 

  形式 A4版 40×30行（1200字） 

  内容 (1)、(2)について、それぞれ 1200字程度 

   (1)授業実習にあたって心得ておくべきことについて書きなさい。（1200字） 

   (2)教育実習に向かうにあたって、自分にとって、これから解決すべき課題を 

    書きなさい。（1200字） 

 

2 事後指導 

  「事後指導」の授業の内容は、次の通りです。 

 

 ・実習内容を整理してレポートにまとめる。 

 ・「教育実習日誌」の講評 

 

  ※実習終了後、2週間以内に、『教育実習日誌』と「教育実習レポート」を大学に 

    提出すること 

準備学習(予習・復習) 

なし 

教科書 

書 名：教育実習の手引（第 6版） 

    教育実習日誌（第 3版） 

著者名：北海道私立大学・短期大学教職課程研究連絡協議会編 

発行所：学術図書出版社 

参考書・参考 Webサイト 

書 名：「新編教育実習の常識」 

著者名：教育実習を考える会編 

発行所：蒼丘書林 

関連授業科目 
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なし 

その他 

評価について：下記の諸資料を基にして総合的に行います。 

       ・「教育実習日誌」 

       ・ 教育実習レポート 

       ・「教育実習評価表」 
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教育実習 II 
教育実習 II  

担当教員 中村 正巳, 椿 達, 五浦 哲也 単位 2 単位 

授業形態 前期面接授業・後期面接授業 

授業範囲 

なし 

試験範囲 

なし 

科目の概要 

 「教育実習」は、専門職としての教師を志す学生が、大学で学んだ専門分野と教職に関する知識技能などを基礎とし

て、学校での教育活動を実際に体験するために、設けられているものです。 

 従って、「教育実習」は、教職課程においては、課程の全体を集約し総仕上げをする科目として位置づけられ、必修科

目として通常は 4年次に履修することになっています。全体の構成は、「教育実習 I」（1単位）と「教育実習 II」（2単

位：中高共通）と「教育実習 III」（中学校の教育実習を実施する場合で 2単位）の 3つからなっています。 

 「教育実習 II」は、「教育実習 I」の「事前指導」が終了した後で、出身校などの実習校を訪問して、実際に教育活動

に参加して行う実習です。期間は 2～3週間です。 

科目の目標 

 実際の教育活動に参加するにあたり、既習の個々の知識や技能を統合した実践的な指導力の向上と、新たな研究課題

（学習課題）の発見、教職に対する適性の有無の確認などを行う 

講義の方針・計画 

 「教育実習」は、実習校が作成した指導計画に基づいて進められます。その間、校長先生をはじめ多くの先生から指導

を受けることになります。特に、専門教科やホームルーム経営については、担当する先生から全期間を通じて指導を受け

ることになります。 

 実習する内容は、学習指導・生徒指導・ホームルーム経営・教務事務・勤務のあり方・校務分掌業務・部活動指導等多

岐にわたりますが、いずれも実際の教育活動に即して指導を受けることになります。 

 実習の形態には、実習校の先生方の教育活動を見て学ぶ「観察実習」、指導される先生の指示を受けて、教育活動の一

部分を担当する「参加実習」、指導される先生の手を離れて、自らの創意工夫と責任で行う研究授業などの「応用実習」

等があります。その他必要に応じて講義・説明なども入ります。 

 教育実習を通じて、学校の教育活動の全体の仕組みや教師の心・仕事の内容、教えることの難しさ、生徒と心が通じ合

った時の喜びなど、いろいろなことを体験することになります。自分の人間的あるいは学問的な未熟さ、湧き出てくる教

職への新たな意欲、職業であることの厳しさ等も実感することになります。これらは、いずれもかけがえのない貴重な体

験であります。 

 教育実習で得る多くの経験は、実習校の多くの方々の善意からの贈り物です。このことを自覚し、学ぶものとしての謙

虚な心を持ち、何事にも積極的に取り組む心構えが求められます。 

準備学習(予習・復習) 

なし 

教科書 

「教育実習 I」に同じ。 

参考書・参考 Webサイト 

「教育実習 I」に同じ。 

関連授業科目 

なし 

その他 

評価について:下記の諸資料を基にして総合的に行います。 

・「教育実習日誌」 

・「教育実習レポート」 

・「教育実習評価表」 
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教育実習 III 
教育実習 III  

担当教員 中村 正巳, 椿 達, 五浦 哲也 単位 2 単位 

授業形態 前期面接授業・後期面接授業 

授業範囲 

なし 

試験範囲 

なし 

科目の概要 

 「教育実習」は、専門職としての教師を志す学生が、大学で学んだ専門分野と教職に関する知識技能などを基礎とし

て、学校での教育活動を実際に体験するために、設けられているものです。 

 従って、「教育実習」は、教職課程においては、課程の全体を集約し総仕上げをする科目として位置づけられ、必修科

目として通常は 4年次に履修することになっています。全体の構成は、「教育実習 I」（1単位）と「教育実習 II」（2単

位：中高共通）と「教育実習 III」（中学校の教育実習で 2単位）の 3つからなっています。 

 「教育実習 III」は、「教育実習 I」の「事前指導」が終了した後で、出身校などの実習校を訪問して、実際に教育活動

に参加して行う実習です。期間は 2～3週間です。 

科目の目標 

 実際の教育活動に参加するにあたり、既習の個々の知識や技能を統合した実践的な指導力の向上と、新たな研究課題

（学習課題）の発見、教職に対する適性の有無の確認などを行う。 

講義の方針・計画 

 「教育実習」は、実習校が作成した指導計画に基づいて進められます。その間、校長先生をはじめ多くの先生から指導

を受けることになります。特に、専門教科やホームルーム経営については、担当する先生から全期間を通じて指導を受け

ることになります。 

 実習する内容は、学習指導・生徒指導・ホームルーム経営・教務事務・勤務のあり方・校務分掌業務・部活動指導等多

岐にわたりますが、いずれも実際の教育活動に即して指導を受けることになります。 

 実習の形態には、実習校の先生方の教育活動を見て学ぶ「観察実習」、指導される先生の指示を受けて、教育活動の一

部分を担当する「参加実習」、指導される先生の手を離れて、自らの創意工夫と責任で行う研究授業などの「応用実習」

等があります。その他必要に応じて講義・説明なども入ります。 

 教育実習を通じて、学校の教育活動の全体の仕組みや教師の心・仕事の内容、教えることの難しさ、生徒と心が通じ合

った時の喜びなど、いろいろなことを体験することになります。自分の人間的あるいは学問的な未熟さ、湧き出てくる教

職への新たな意欲、職業であることの厳しさ等も実感することになります。これらは、いずれもかけがえのない貴重な体

験であります。 

 教育実習で得る多くの経験は、実習校の多くの方々の善意からの贈り物です。このことを自覚し、学ぶものとしての謙

虚な心を持ち、何事にも積極的に取り組む心構えが求められます。 

準備学習(予習・復習) 

なし 

教科書 

「教育実習 I」に同じ。 

参考書・参考 Webサイト 

「教育実習 I」に同じ。 

関連授業科目 

なし 

その他 

評価について：下記の諸資料を基にして総合的に行います。 

・「教育実習日誌」 

・「教育実習レポート」 

・「教育実習評価表」 
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教職実践演習(中・高) 
教職実践演習(中・高)  

担当教員 中村 正巳, 椿 達, 五浦 哲也 単位 2 単位 

授業形態 後期面接授業（本学会場、東京会場、名古屋会場、大阪会場、福岡会場） 

授業範囲 

学習用プリントの内容すべて 

試験範囲 

なし 

科目の概要 

1．本科目は、教員として必要な資質・能力の最終的な形成・修得と本人及び教員による確認を目的と 

   するものであり、教職課程のいわば集大成とでもいうべき科目である。 

2．上記の目的を果たすために、本科目では，自らの，そして他の学生の教育実習での経験に対する 

   とらえ返しと検討を行ない、それを踏まえた上で，教員の職務や責任、生徒理解・指導と学級経営に 

   ついて集団的に考察するとともに、学習指導にまつわる実践的指導力の向上の実現と今後の課題の 

   析出に努めることとする。 

3．授業展開について（「教科に関する科目」の担当教員にも便宜、指導を仰ぐ場合がある） 

  担当教員 3名の各自が年に数回同一内容の授業をスクーリング形式で行う。 

科目の目標 

 教員として、求められる資質能力（教員としての責任感や教育的愛情、社会性・対人関係能力、生徒理解・指導や学級

経営にまつわる実践的指導力、学習指導にまつわる実践的指導力）のより一層の向上を図り、教職に関する適性の獲得を

目指す。 

 教職課程の履修履歴を履修カルテで振り返り、将来教員になる上で、自分にとって何が課題であるかをあらためて自覚

する。 

講義の方針・計画 

第 1回：教職課程に関する学習履歴全般の振り返りと自己課題の検討 

第 2回：教員の職務（組織運営を含む）・責任に関する講義（全体） 

第 3回：教員の職務（組織運営を含む）・責任に関する討論（全体） 

第 4回：生徒理解・指導と学級経営に関する講義（全体） 

第 5回：生徒理解・指導と学級経営に関する討論（全体） 

第 6回：教科の指導に関する講義（全体） 

第 7回：教科の指導に関する討論（全体） 

第 8回：模擬授業（LHR 進路・健康・安全）実演と検討会（グループ別） 

第 9回：模擬授業（LHR 学校行事）実演と検討会（グループ別） 

第 10回：模擬授業（総合的な学習の時間）実演と検討会（グループ別） 

第 11回：模擬授業（数学）実演と検討会（グループ別） 

第 12回：模擬授業（情報）実演と検討会（グループ別） 

第 13回：模擬授業（商業）実演と検討会（グループ別） 

第 14回：模擬授業（研究授業）実演と検討会（グループ別） 

第 15回：まとめ（グループ別） 

準備学習(予習・復習) 

なし 

教科書 

特に指定しない 

参考書・参考 Webサイト 

 参考書は特に指定しないが、参考資料として、教育実習時に使用した教育実習日誌や指導案、教材を元に、模擬授業を

実施するための資料を準備し、授業実施 2週間前を目処に提出する。 

関連授業科目 

なし 

その他 

なし 
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特別支援教育論 
特別支援教育論  

担当教員 五浦 哲也 単位 2 単位 

授業形態 前期印刷授業・後期印刷授業 

授業範囲 

教科書の内容すべて 

試験範囲 

教科書の内容すべて 

（持ち込み許可物）自筆ノート（印刷物の貼付不可） 

（試験に関する注意事項）レポート課題（「学習の仕方」）をよく読み、各章の概要を理解するとともに演習問題を必ず

やり、ノートに重要な記述やキーワード及びその意味についてまとめておいてください。 

科目の概要 

 日本の障害児教育は 2007年 7月、「特殊教育」から「特別支援教育」へと転換されました。即ち、従来の障害種別・程

度別の特殊学校（特殊学級）等の場に応じた教育から、障害のある児童・生徒に、教育的ニーズに応じて適切な教育的支

援を行うものとなりました。 

 特別支援教育（障害児教育）では、種々の障害の基本的な特性を理解しつつ、障害のある子ども一人一人の困り感に目

を向け包括的に個別の障害理解することが重要になります。障害のある子ども理解に応じた適切な支援により、子どもは

限りなく豊かに成長・発達する可能性をもっています。学校教育は教師が子どもに教材（教育内容）を使って、意図的・

系統的・組織的に働きかけ、子どものもっている諸能力を十分に発達させ、人格の形成を図る営みです。特別支援教育で

は、教師は個々の子どもの障害・発達に視点をあて、教育的ニーズに応じ、根拠のある多様な指導の手立てを考え実践し

ていくことが求められます。個々の教育的ニーズに応じた教育を実現することで、どの子ども達にとっても効果的な授業

となるユニバーサルデザインの授業へと発展していきます。 

 本科目ではこうした点を踏まえながら、特別支援教育に関する理解を図った後、障害種ごとの特性理解と支援の在り方

について学習を進めていきます。 

科目の目標 

1.特別支援教育（意義・教育課程・制度）について理解する。 

2.特別な支援を要する子どもの理解と支援に関する基礎的知識を得る。 

講義の方針・計画 

第 1回：特別支援教育の理念と制度（特別支援教育の理念と仕組み、インクルーシブ教育） 

第 2回：小・中学校における特別支援教育の仕組み（小・中学校における実態と特別支援教育の仕組み） 

第 3回：特別支援学級や通級による指導の仕組みと青野実際（特別支援学級と通級による指導の実際） 

第 4回：特別支援学校における教育の仕組みとその実際（障害種による特別支援学校、センター的役割） 

第 5回：就学までの支援の仕組みとその実態（早期発見・早期支援、就学に向けての支援） 

第 6回：注意欠陥多動性障害の理解と支援（定義、変遷、発達段階における特性と理解、専門機関との連携） 

第 7回：学習障害の理解と支援（医学的定義、教育的定義、特性と理解、授業での支援方法、専門機関との連携） 

第 8回：自閉症の理解と支援（定義、変遷と診断基準、特性とその理解、支援や配慮、専門機関との連携） 

第 9回：情緒障害（定義、選択性場面緘黙、支援や配慮、専門機関との連携） 

第 10回：言語障害の理解と支援（構音障害、吃音、特性とその理解、支援や配慮、専門機関との連携） 

第 11回：視覚障害の理解と支援（定義、特性とその理解、個と環境への支援や配慮、専門機関との連携） 

第 12回：聴覚障害の理解と支援（定義、特性とその理解、個や環境への支援や配慮、専門機関との連携） 

第 13回：肢体不自由の理解と支援（定義、特性とその理解、支援や配慮、専門機関との連携） 

第 14回：病弱・身体虚弱の理解と支援（定義、特性とその理解、支援や配慮、専門機関との連携） 

第 15回：知的障害の理解と支援（用語と定義、特性とその理解、支援や配慮、専門機関との連携） 

準備学習(予習・復習) 

なし 

教科書 

書 名：教員をめざすための特別支援教育入門 

著者名：大塚 玲 編著 

発行所：萌文書林 

参考書・参考 Webサイト 

なし 

関連授業科目 

なし 

その他 

なし 

 


