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教職基礎
［担　当　者］�伊藤　豊美
［開　講　期］2 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］510Z0-1000-x2

510 16000

●本授業の概要：
　教師としての在り方・生き方を学ぶための教職への志向と一体感の形成に資
するための科目である。教職の基礎に関する講義を中心とするが，演習も行う。

●到達目標：
　将来ぜひ教師になりたいという使命感を養う。
　現代社会における教職の重要性の高まりを背景に、教職の意義、教員の役割・
資質能力・職務内容について身に付け、さらに適性を判断し、進路選択に資す
る教職の在り方を理解する。

●成績評価の基準：
講義への取り組み度　20％
レポート　10％
期末試験　70％

●留意事項：
　学校教育に関する新聞記事・雑誌等に目を通しておくなど，積極的に授業参
加する姿勢を望む。

●実務経験の授業への活用方法：
　教育委員会において、指導主事及び管理主事の実務に携わっていた経験から、
学校教育に関する基礎的事項並びに教師としての資質や在り方について、具体
的・多角的に取り上げ、学生たちに教職の意義と職業としての教師の姿を考察
させることを通して、教職意識の涵養を促す。

●授業予定一覧：
� 1．�教職基礎ガイダンス（今後３年半にわたる教職履修の流れと履修内容を包

括的に理解する）
�2．教育論と教師論
�3．「教師という職業の意味を見つめ直す」（中学校教諭による特別講義）
�4．教育の目的と教師の職務
�5．教育目標と教育課程
�6．学習指導と教育の方法
�7．�「教職を目指す女子学生の皆さんへ」（本学教職相談員・元中学校長による

特別講義）
�8．教員の服務
�9．教員の研修と勤務条件等
10．開かれた学校づくりと保護者との連携
11．学校における安全管理と安全教育
12．生活指導と学級経営
13．学校内外の専門機関等との連携
14．教師と教育委員会
15．�望まれる教師の資質と能力（組織・チームとしての同僚性と連携意識の涵

養）
期末試験

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
　授業の始めに毎回、学生による３分間スピーチを実施する。テーマは原則と
して前時に提示するので、自分の考えを３分以内でまとめておく準備が必要と
なる。
　また、授業では毎回、講義内容のレジュメ以外に参考資料を配付するので、
自ら教職を目指す学生として自主的な学修に取り組むこと。

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞
プリント等を配付する。

＜参考書等＞
森　秀夫『教職の意義と職務』（学芸図書）

教育原理
［担　当　者］�小林　修典
［開　講　期］2 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］510Z0-2000-x2

510 16010

●本授業の概要：
人間生活の向上・発展を目指した教育の本質と目的とを考察する。青少
年を取り巻く環境の変化の激しい今日、これまでの教育の営みについて
理解を深めながら、教育の普遍的な価値観とは何かを問うことは重要で
ある。また、家庭、学校、社会の教育とのかかわりに注目しつつ、現代
の日本の青少年の教育には何が求められているかを考察する。

●到達目標：
教育に関する理念や、教育の歴史および思想についての理解を深めるこ
とにより、さまざまな教育の問題を考えることができる力を養う。

●成績評価の基準：
　小レポート（２回）……30％
　期末レポート…………20％
　試験…50％
　以上の割合で評価を行う。

●留意事項：
オフィスアワーは授業中に指示する。

●実務経験の授業への活用方法：

●授業予定一覧：
1．オリエンテーション―教育原理のテーマ
2．青少年の成長と教育
3．青年期の課題
4．変容の時代の教育
5．教育の理念―本質と目的
6．教育の歴史的展開　（1）西洋
7．教育の歴史的展開　（2）日本
8．教育観の変遷
9．現代の教育問題
10．家庭での社会科と教育　
11．学校教育　(1)　学校という社会
12．学校教育　(2)　学習観
13．社会と教育
14．グローバリゼーションの時代の教育
15．まとめ―望ましい教育のありかた
定期試験

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
レポートのテーマは講義内容に密接に関連していて、毎回の出席がレ
ポート課題の前提となっている。レポートは授業内容を理解したうえで
自らの考えをまとめるものであるので、毎回授業に真剣に臨むとともに、
自発的な授業外学習により発展的な考察を行うことが求められる。

【必携書（教科書販売）】
　『教育史入門』，森山輝紀・小玉重夫，NHK 出版

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】 教
職

5
1
0



（ 554 ）

教育心理学
［担　当　者］�石原　金由
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］510Z0-2000-x2

510 16020

●本授業の概要：
　教育心理学のねらいは、教育の対象をより深く理解し、効果的な教育活動を
行うために必要な心理学的知識を習得することにある。この授業では、教育心
理学の基本領域である学習、動機づけ、発達、人格、評価、特別支援教育に関
連するテーマを取りあげる。

●到達目標：
　教育活動における心理学の果たす役割を理解するとともに、教育心理学の基
礎的知識を身につけてもらい、実践においてどのように活用するかを考えても
らいたい。

●成績評価の基準：
試験：70％
課題：30％

●留意事項：
１．課題提出や連絡には manaba を使用します。質問等は授業中、manaba の
掲示板あるいは電子メールで随時受け付けます。
２．オフィスアワー：金曜日の9･10時限

●実務経験の授業への活用方法：

●授業予定一覧：
講義の主な内容は以下のとおりである。

第１回：教育と心理学（心理学とは）
第２回：発達Ⅰ�( 概論：発達の概念と心身の発達について )
第３回：発達Ⅱ�( ピアジェ：乳幼児期から青年期にいたる認知能力の発達に焦
点を当てる )
第４回：発達Ⅲ�( ピアジェ、青年期：青年期における心的発達・社会的発達を
概観する )
第５回：発達Ⅳ�( 青年期：自己受容，自我同一性に焦点を当てる )
第６回：学習と記憶Ⅰ�( 理論：学習と記憶の基礎的知識 )
第７回：学習と記憶Ⅱ�( 実践：種々の学習形態の特徴を概観する )
第８回：動機づけⅠ�( 理論：動機に関する基礎的知識 )
第９回：動機づけⅡ�( やる気と意欲：動機付けを促進・抑制する要因について )
第10回：動機づけⅢ�( 実践：教育場面における個人及び集団の動機づけをグ
ループで考える )
第11回：教育評価Ⅰ�( 意義・目的：評価の歴史と必要性について )
第12回：教育評価Ⅱ�( 評価法：種々の評価法の特徴について )
第13回：人格Ⅰ�( 理論：人格理論の基礎的知識 )
第14回：人格Ⅱ�( 形成：人格形成に影響する要因 )
第15回：発達障害と特別支援（神経発達障害の基礎的知識）
定期試験

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
　とくに予習の必要はありませんが，毎回，授業の簡単な復習をし、授業内容
と教育実践とのかかわりを考えてほしい。

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞
　なし
＜参考書等＞
　よくわかる学校教育心理学（森敏昭・青木多寿子・淵上克義編、ミネルヴァ
書房）

発達心理学
［担　当　者］�湯澤　美紀
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］510Z0-2000-x2

510 16030

●本授業の概要：
人間の健やかな成長・発達を生命の誕生から老年期にいたるまでの長いスパン
で紐解いていく。子の育ち、また、親の育ちを冒頭で述べ、親子の絆の在り方
について考えた後、幼少期の人の成長を言語・社会性・自己意識・遊びの観点
から考察する。その後、成長に伴う発達課題を概観していきながら、人がより
良く生きるための成長の姿を考える。

●到達目標：
授業を通して、心の発達のメカニズムを多面的に理解していきながら、学生は、
自らの成長のプロセスと照らし合わせながらこれまでの人生を振り返るととも
に、自らのこれからの育ちを見通しつつ、明日への成長に繋がるための実際的
な学びを目指す。

●成績評価の基準：
課題レポート（40%）　定期試験　（60%）

●留意事項：
オフィスアワー　水曜日�1,2時限

●実務経験の授業への活用方法：
保育・教育現場における指導・助言を行う実務経験を通して（岡山県専門家チー
ム等）、現在の保育・学校教育における今日的な課題と解決の方法に関する資料
を授業内において提示する。

●授業予定一覧：
第１回：人の育ちについて考える
第２回：生命の誕生
第３回：赤ちゃんから見た世界
第４回：親としての育ち
第５回：コミュニケーションと人間関係の発達
第６回：言語と遊びの発達
第７回：自己の発見
第８回：仲間の中での育ち
第９回：発達と教育
第10回：思春期を生きる
第11回：職業選択
第12回：関わりの中で成熟する
第13回：中年期のアイデンティティ
第14回：ライフストーリー（人生の振り返り）
第15回：人の個性をどのように理解し、そして、ともに手と手をとりあうか
第16回：定期試験

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
（予習）授業の理解を支える深めるために，推薦図書一覧を，授業初回時に配布
する。授業前までに，授業に関連する図書を読み進めたうえで参加してほしい。�
�（復習）授業に際し、講述した内容を元に「ワークシート」を作成する。授業
後それを持ち帰り、授業中に紹介した資料などを参照してより完成度の高いも
のに仕上げること。また，第１回～5回，第６回～10回において各1回，授業に
関連するテーマを各自で焦点化し，主体的に考察を深め，レポートとしてまと
める。レポート作成には，関連領域の図書の精読が必須である。余裕をもって
臨んでほしい。

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜参考書等＞
教師教育講座　第3巻　子どもの発達と教育（湯澤正通編著、協同出版）
問いからはじめる発達心理学−生涯にわたる育ちの科学　（坂上裕子他編著、有
斐閣）
やさしく学ぶ発達心理学−出会いと別れの心理学　（浜崎隆司・田村�隆宏編著、
ナカニシヤ出版）
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学校経営論
［担　当　者］�伊藤　豊美
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］510Z0-3000-x2

510 16040

●本授業の概要：
　新しい時代の学校経営の基本について研究するとともに，その現代的意義や
課題について考える。また，討論等も取り入れながら，学校経営を取り巻く諸
問題について多角的に捉えて解決への道筋を探る。

●到達目標：
　学校を組織として機能させるための基本的な法令の知識並びに学校を取り巻
く地域及び児童・生徒・教師の実態等を理解し，実践力を身につける。

●成績評価の基準：
講義への取り組み度　20％
レポート　10％
期末試験　70％

●留意事項：
　介護等の体験に出る学年であり，来年度の教育実習に備え，学校という組織
及び教職員の責務などを自覚して積極的に授業参加をする。

●実務経験の授業への活用方法：
　教育委員会において、管理主事の実務に携わっていた経験から、組織として
の学校経営の基礎基本について具体的・多角的に取り上げ、学生たちに基本的
な学校に関する法令並びに地域・児童生徒・教師の実態を考察させることを通
して、学校現場における問題解決プロセスの実践的構築を促す。

●授業予定一覧：
� 1．日本の教育制度の現状並びに諸外国の教育事情と教育改革の動向
�2．教育行政の組織と教育委員会
�3．学校の活性化を目指す教育目標と PDCA の意義
�4．PDCA と教育課程編成の実際
�5．個性の伸長を図る教科指導と特別活動
�6．生徒指導の諸問題
�7．体罰の禁止と事故防止
�8．教員の任用・服務・研修
�9．学校経営の組織構成と運営（地域に開かれた学校づくりを目指して）
10．社会教育と関係諸団体・機関との連携・地域社会との協働
11．学校における安全管理と安全教育
12．�討論：いじめ問題と学校運営（チーム学校としていじめ問題に取り組む）
13．討論：各教科の指導上の課題と今後の展望
14．�「学校運営と人権教育」（岡山市人権啓発センター職員・元小学校長による

特別講義）
15．�「人権教育の実際」（岡山市人権啓発センター職員・元小学校長による特別

講義）
定期試験

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
　授業の始めに毎回、学生による３分間スピーチを実施する。テーマは原則と
して前時に提示するので、自分の考えを３分以内でまとめておく準備が必要と
なる。
　また、授業では毎回、講義内容のレジュメ以外に参考資料を配付するので、
自ら教職を目指す学生として自主的な学修に取り組むこと。

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞
プリント等を配付する。
＜参考書＞
岡東　壽隆『学校経営論　重要用語300の基礎知識』（明治図書）

特別支援教育基礎論
［担　当　者］�青山　新吾
［開　講　期］2 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］510Z0-1000-x2

510 16045

●本授業の概要：
特別な支援を必要とする幼児、児童及び生徒の有する困難性、障害特性やその
対応について、及び特別支援の視点を取り入れた保育、教育の現状や基礎的事
項からインクルーシブ教育システムの今後について解説する。

●到達目標：
特別な支援を必要とする幼児、児童及び生徒の学習上又は生活上の困難を理解
し、そのための指導・支援を行うための基礎的知識を扱う。主たる障害につい
ての特性を理解すると共に、それらを踏まえての実際的な指導についての基礎
的事項を理解することを目標とする。

●成績評価の基準：
定期試験　　70％　　
レポート（学期中に２回提出）　　30％

●留意事項：
質問､ 相談は、Ｅメール等で随時受け付ける。

●実務経験の授業への活用方法：
小学校教員時代に経験した実践及び、現在指導・助言の立場でかかわっている
幼稚園、小・中・高等学校や特別支援学校における具体的なエピソードや最新
の知見を講義中に積極的に紹介し、特別支援教育について具体的なイメージを
伴って学習を進められるように展開する。

●授業予定一覧：
第１回：「障害」とは何か：「障害」の捉え方
第２回：特別支援教育とは何か：特別支援教育コーディネーターを軸とする支
援体制の構築
第３回：特別な支援を必要とする子どもとは（１）自閉症スペクトラムのある
子どもと教育
第４回：特別な支援を必要とする子どもとは（２）ＬＤ，ＡＤＨＤのある子ど
もと教育
第５回：特別な支援を必要とする子どもとは（３）言語障害、場面緘黙のある
子どもと教育
第６回：特別な支援を必要とする子どもとは（４）知的障害のある子どもと教
育
第７回：特別な支援を必要とする子どもとは（５）視覚障害、聴覚障害のある
子どもと教育
第８回：特別な支援を必要とする子どもとは（６）病弱・身体虚弱、肢体不自
由のある子どもと教育
第９回：特別支援の視点を取り入れた教育（１）小学校における取組
第10回：特別支援の視点を取り入れた教育（２）中学校、高等学校等における
取組
第11回：特別支援の視点を取り入れた教育（３）外国語の指導と特別支援教育
第12回：特別支援の視点を取り入れた教育（４）特別支援の視点と生徒指導
第13回：キャリア教育と特別支援教育：関係機関との連携による将来につなげ
るための指導の実際�
第14回：特別支援教育における家族との協働：保護者のお話から学ぶ
第15回：インクルーシブ教育システムと共生社会の構築：特別支援教育の今後�
定期試験

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
毎回の講義で、その日の講義内容に関連した参考文献や参考ＵＲＬを紹介する。
また、manaba を活用し、講義内容に関連する情報や、更に発展的な内容につ
いても適宜発信する。これらを参考にしながら、講義内容への関心を高め、理
解や思索を進められるよう、講義外での学習に取り組んで欲しい。

【必携書（教科書販売）】
『特別支援教育の理論と実践』，廣瀬由美子・石塚謙二，ミネルヴァ書房

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
『特別支援教育を創る』青山新吾著　明治図書　
『インクルーシブ教育ってどんな教育？』青山新吾他編著　学事出版
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教育課程論
［担　当　者］�河合　保生
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］510Z0-2000-x2

510 16050

●本授業の概要：
�学習指導要領・総則編を基に，小学校・中学校・高等学校における教育課程の意義及び
編成の方法を理解し，教育課程を理論的・実践的な面から検討，考察する。また，学習指
導要領に規定するカリキュラム・マネジメントの意義と評価の考え方を理解する。教育技
術としてのＩＣＴ活用法と留意事項，及び効果的な教育活動の展開について研究する。

●到達目標：
1．学習指導要領を基にして編成する教育課程のもつ意義が理解できる。
2．理論的・実践的な資質を培うことで，学校種，地域や生徒の実態に応じた教育課程を
編成することができる。
3．教科や学年を横断するカリキュラムの在り方を理解し，カリキュラム・マネジメント
の手法が獲得できる。
４．ＩＣＴの活用方法と利用上の課題を理解した上で，生徒に指導することができる。

●成績評価の基準：
・授業への取り組み度　20％（到達目標1，2，3，4)
・課題レポート　　　　20％（到達目標1，2，3，4）
・定期試験　　　　　　60％（到達目標1，2，3，4)

●留意事項：
オフィスアワー木曜日9,10時限
総則を中心とした学習指導要領解説を熟読し，毎回，自分なりの課題をもって授業に臨む
など，積極的な授業参加を期待します。なお，今日の教育動向や教育課題に関心を持つよ
う心がけること。

●実務経験の授業への活用方法：
高等学校での教務主任の経験を通して獲得した知見や教育課程編成手法を活用した指導を
学校現場に即して行う。

●授業予定一覧：
１　オリエンテーション、教育課程の意義
２　教育課程に関する関係法規
３　学習指導要領改定の歴史（戦後の試案から経済成長期まで）
４　学習指導要領改定の歴史（ゆとり教育から平成20年まで）
５　新学習指導要領（平成29年告示　小・中学校，平成30年告示　高等学校）の特徴
６　教育課程の役割と機能
７　教育課程編成の基本原理
８　教育課程編成の実際（小学校・中学校）
９　教育課程編成の実際（高等学校）
10　総合的な学習の時間の実際※
11　特別活動の内容と指導法
12　教育課程編成上の諸問題と指導計画の検討
13　カリキュラム・マネジメントの意義と評価
14　ＩＣＴ�教育の実際と課題※
15　教育課程の評価と改善、及び主体的、対話的で深い学びの在り方
16　定期試験
※外部講師による特別授業の予定である。

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
毎回の授業のはじめに，新聞などの教育記事を読み，各自のコメントを用紙に記入すると
ともに，２名程度壇上から発表する機会を持ちます。普段から教育問題に関心を持ち，意
見が言えるような取り組みを日常的にしていただきたい。また，授業時間外に教科書や学
習指導要領総則編を学習内容に即して予習・復習を行い，十分に読み解くなどの学習を進
めて欲しい（予習・復習で3時間）。

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞
初回の授業前に配当教室付近で販売
・『中学校学習指導要領解説（平成29年告示）−総則編−』，平成30年3月発行，文部科学省，
東山書房
・『高等学校学習指導要領解説（平成30年告示）−総則編−』，平成31年発行予定，文部科
学省

＜参考書等＞
・『小学校学習指導要領解説（平成29年告示）−総則編−』（平成30年3月，文部科学省）
・『中学校学習指導要領解説（平成29年告示）−総合的な学習の時間編−』，平成30年3月
発行，文部科学省，東山書房
・『中学校学習指導要領解説（平成29年告示）−特別活動編−』（平成30年3月，文部科学省）
・『学校教育課程論（第二版）』，原　清治編著，学文社
その他は，授業時に提示する。

英語科指導法演習Ⅰ
［担　当　者］�伊藤　豊美
［開　講　期］2 期

［授�業�形�態］演習　［単位］2

［科目ナンバリング］510Z0-3000-x2

510 16060

●本授業の概要：
　演習を通して英語科指導法に関する専門的な知識や方法・技術を習得する。
第6回から第13回の模擬授業・研究会の授業の流れは以下のとおりである。
①学生による模擬授業　→　②観察班学生の発表　→　③生徒役学生の感
想　→　④授業者の振り返り　→　⑤担当教員による指導助言と学生たちによ
る授業改善

●到達目標：
　4年次において充実した教育実習ができるように、学校現場で指導できる実践
力、応用力を身に付ける。

●成績評価の基準：
講義への取り組み度　　20％
模擬授業実践力　　　　40％
期末試験　　　　　　　40％

●留意事項：
　文部科学省『中学校学習指導要領解説−外国語編−』と文部科学省『高等学
校学習指導要領解説−外国語編−』は常に手元におき，参照すること。

●実務経験の授業への活用方法：
　県立高等学校英語科教諭としての15年間の実務経験並びに教育委員会におけ
る英語科教育担当指導主事としての経験から、実際の学校の授業の在り方につ
いて具体的・多角的に取り上げ、学生たちに学校現場で指導できる実践力、応
用力の養成を促す。

●授業予定一覧：
� 1．英語科指導法の実際（理論編）
�2．英語科指導法の実際（実践編）
�3．英語科指導案の作成（理論編）
�4．英語科指導案の作成（実践編）
�5．英語科指導案の作成（ICT 等を活用した指導案作成）
�6．模擬授業・研究会（中学校１年）
�7．模擬授業・研究会（中学校２年）
�8．模擬授業・研究会（中学校３年）
�9．模擬授業・研究会（中学校・総括）
10．模擬授業・研究会（高等学校１年）
11．模擬授業・研究会（高等学校２年）
12．模擬授業・研究会（高等学校３年）
13．模擬授業・研究会（高等学校・総括）
14．教育相談と教科教育
15．教育実習に向けて
定期試験

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
　模擬授業は、グループで計画・立案する。
グループで活動・準備を行うため、グループ構成員の日程を合わせたりするな
どの困難が生じるであろうが、グループで取り組むことの意義を十分に考えて
全員で協力して授業を創るよう努力してほしい。

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞
伊藤豊美『実践・英語科指導法演習』( 大阪教育図書 )
購入については、講義の中で指示する。
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年予定　文部科学省）
＜参考書等＞
プリント等を配付する。
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英語科指導法演習Ⅱ
［担　当　者］�伊藤　豊美
［開　講　期］2 期

［授�業�形�態］演習　［単位］2

［科目ナンバリング］510Z0-3000-x2

510 16070

●本授業の概要：
　現代までの主要な教授理論及び学習理論を理解することにより、中・高の生
徒のコミュニケーション能力を養うための指導法を研究する。

●到達目標：
　主要な教授法及び指導法を理解し、中・高の生徒に対して適切な指導を行う
ことができる実践的な能力と資質を養う。

●成績評価の基準：
講義への取り組み度　　20％
課題・レポート　　　　10％
期末試験　　　　　　　70％

●留意事項：
　文部科学省『中学校学習指導要領解説−外国語編−』と文部科学省『高等学
校学習指導要領解説−外国語編−』は常に手元におき，参照すること。
また，教育実習校で使用予定のテキストを各自で購入すること。

●実務経験の授業への活用方法：
　県立高等学校英語科教諭としての15年間の経験並びに教育委員会における英
語科教育担当指導主事としての経験から、実際の英語授業に必要な教育理論及
び指導技術について具体的・多角的に取り上げ、学生たちに学校現場で指導で
きる実践力、応用力の養成を促す。

●授業予定一覧：
� 1．英語指導の基礎・基本
�2．英語科教育目的論再考
�3．教材作成の理論
�4．英語学力の養成
�5．誤答分析：指導と評価の一体化
�6．英語教授法の輪郭：歴史的変遷
�7．外国語としての英語教育
�8．英語科教育に関する諸問題
�9．外国語授業原理
10．コミュニケーション重視の教授法
11．視聴覚教具と機器の活用
12．外国語指導助手との協同授業
13．指導案の作成と評価の考え方
14．�「中・高等学校における英語科教育の実際」（岡山県教育委員会元指導主事

による特別講義）
15．教育実習に向けて
定期試験

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
（予習）教科書が取りあげている英文がかなり難解であるため、十分な予習なし
には授業を受けることはできない。時間をかけてじっくりと精読してほしい。

（復習）英語科教育法で学んだ正しい音読法により、授業で意味内容を確認した
英文を最低50回は自宅で音読すること。学期末に全員の音読能力を個別に確認
する。

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞
片山嘉雄『英語科教育法読本』（大修館）3年前期で購入済み
伊藤豊美『実践・英語科指導法演習』（大阪教育図書）講義の中で指示する。
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年予定　文部科学省）
プリント等を配付する。

国語科指導法演習Ⅰ
［担　当　者］�伊木　洋
［開　講　期］2 期

［授�業�形�態］演習　［単位］2

［科目ナンバリング］510Z0-3000-x2

510 16080

●本授業の概要：
本授業では，中学校及び高等学校学習指導要領国語科の目標及び内容を踏まえ，学習者を想定
して，中学校・高等学校の教材を取り上げて学習指導案を作成し，模擬授業を実施することを
通して，具体的な授業場面を想定した授業設計を行う実践的な能力を身につける。

●到達目標：
中学校及び高等学校学習指導要領に示された国語科の目標，育成を目指す資質・能力，学習内
容等を踏まえ，教材研究，学習指導案の作成，模擬授業の実施を通して，具体的な授業場面を
想定した授業設計を行う実践的な能力を身に付ける。

●成績評価の基準：
○単元構想力・実践的指導力：30％
○提出課題・レポート：40％
○テスト：30％

●留意事項：
○教職課程履修生としてふさわしい在り方で受講すること。
○学習指導案を十分練って，模擬授業に臨むこと。
○毎時間の自己評価を記述し，提出すること。
○課題への取り組みを充実させ，期限を厳守して提出すること。
○学びのすべてを国語学習記録に整理し，提出すること。
○オフィスアワー：火曜日9・10時限

●実務経験の授業への活用方法：
国語科教員として教育実践に携わっていた経験に基づいて，学習指導要領を踏まえて学習指導
案を作成し，模擬授業を実施することを通して，具体的な授業場面を想定した授業設計を行う
実践的な方法を指導する。

●授業予定一覧：
1　学習指導要領における国語科の目標及び主な内容�
2　中学校における国語教室の実際
3　高等学校における国語教室の実際
4　国語科における学習評価の実際�
5　学校図書館，情報機器を活用した学習指導の実際
6　指導計画の作成，内容の取り扱い，指導上の留意点，教材についての配慮事項，小テスト (1)
7　教材研究，学習指導案の作成，模擬授業の実施，振り返り，授業改善の視点 (1)
　（［知識及び技能］言葉の特徴や使い方に関する事項）
8　教材研究，学習指導案の作成，模擬授業の実施，振り返り，授業改善の視点 (2)
　（［知識及び技能］情報の扱い方に関する事項）
9　教材研究，学習指導案の作成，模擬授業の実施，振り返り，授業改善の視点 (3)　
　（［知識及び技能］我が国の言語文化に関する事項）
10�教材研究，学習指導案の作成，模擬授業の実施，振り返り，授業改善の視点 (4)
　（［思考力，判断力，表現力等］「話すこと・聞くこと」）
11�教材研究，学習指導案の作成，模擬授業の実施，振り返り，授業改善の視点 (5)　
　（［思考力，判断力，表現力等］「書くこと」）
12�教材研究，学習指導案の作成，模擬授業の実施，振り返り，授業改善の視点 (6)
　（［思考力，判断力，表現力等］「読むこと」説明的文章）
13�教材研究，学習指導案の作成，模擬授業の実施，振り返り，授業改善の視点 (7)
　（［思考力，判断力，表現力等］「読むこと」文学的文章）
14�模擬授業全体を通した振り返りによる授業改善の視点，小テスト (2)�
15�国語科教育における実践研究の動向
　�定期試験

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
○学習指導要領の指導事項を踏まえて目標を設定し，学習材の研究を十分に行ったうえで，目
標達成にふさわしい言語活動を位置づけ、指導と評価の充実を図った学習指導案を作成するこ
と。
○模擬授業の実施に当たって、事前に学習指導案を提出し，事前指導を受けて学習指導案を練
り直したうえで、当日の模擬授業に臨むこと。
○模擬授業事後レポート及び国語学習記録を作成し，学び得たことを蓄積すること。

【必携書（教科書販売）】
『新編�教室をいきいきと�１』，大村はま，筑摩書房（ちくま学芸文庫）

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞

『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年告示），文部科学省
『中学校学習指導要領解説国語編』（平成２９年７月），文部科学省，東洋館出版社
『高等学校学習指導要領解説国語編』（平成３０年７月），文部科学省，教育出版
　中学校国語科用教科書及び高等学校国語科用教科書（後日指示）

＜参考書等＞
『平成29年版　中学校新学習指導要領の展開　国語編』，冨山哲也編，明治図書
『中学校国語科学習指導の創造』，伊木洋，溪水社
『高校国語　新学習指導要領をふまえた授業づくり　理論編』，大滝一登，明治書院
『シリーズ国語授業づくり - 高等学校国語科 - 新科目編成とこれからの授業づくり』日本国語教
育学会監修，東洋館出版社

『大村はま国語教室　全15巻　別巻1』，大村はま，筑摩書房
『大村はま国語教室　全15巻別巻1　巻別内容総覧』，橋本暢夫編，溪水社
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国語科指導法演習Ⅱ
［担　当　者］�伊木　洋
［開　講　期］2 期

［授�業�形�態］演習　［単位］2

［科目ナンバリング］510Z0-3000-x2

510 16090

●本授業の概要：
本授業では，中学校及び高等学校学習指導要領国語科の目標及び内容を踏まえ、中学校・高等
学校の系統性を意識し，学習者を想定して，中学校・高等学校の教材を取り上げて学習指導案
を作成し，模擬授業を実施することを通して，具体的な授業場面を想定した授業設計を行う実
践的な方法を学ぶ。

●到達目標：
中学校及び高等学校学習指導要領国語科の目標，育成を目指す資質・能力，学習内容等を踏まえ，
中学校・高等学校の系統性を意識し，教材研究，学習指導案の作成，模擬授業の実施を通して，
具体的な授業場面を想定した授業設計を行う実践的な能力を身に付ける。

●成績評価の基準：
○単元構想力・実践的指導力：30％
○提出課題・レポート：40％
○テスト：30％

●留意事項：
○教職課程履修生としてふさわしい在り方で受講すること。
○学習指導案を十分練って，模擬授業に臨むこと。
○模擬授業終了後は，自分の授業を分析し，事後レポートを作成すること。
○毎時間の自己評価を記述し，提出すること。
○課題への取り組みを充実させ，期限を厳守して提出すること。
○学びのすべてを国語学習記録に整理し，提出すること。
○オフィスアワー：火曜日9・10時限

●実務経験の授業への活用方法：
国語科教員として教育実践に携わっていた経験に基づいて，学習指導要領を踏まえて学習指導
案を作成し，模擬授業を実施することを通して，具体的な授業場面を想定した授業設計を行う
実践的な方法を指導する。

●授業予定一覧：
1　学習指導要領における国語科の目標及び主な内容，学習評価，指導上の留意点
2　学校図書館，情報機器等を活用した発展的な学習指導の実際
3　教材研究，学習指導案の作成，模擬授業の実施，振り返り，授業改善の視点 (1)
　（中学校［知識及び技能］言葉の特徴や使い方に関する事項）
4　教材研究，学習指導案の作成，模擬授業の実施，振り返り，授業改善の視点 (2)
　（中学校［知識及び技能］情報の扱い方に関する事項）
5　教材研究，学習指導案の作成，模擬授業の実施，振り返り，授業改善の視点 (3)　
　（中学校［知識及び技能］我が国の言語文化に関する事項）
6　教材研究，学習指導案の作成，模擬授業の実施，振り返り，授業改善の視点 (4)
　（中学校［思考力，判断力，表現力等］「話すこと・聞くこと」）
7　教材研究，学習指導案の作成，模擬授業の実施，振り返り，授業改善の視点 (5)　
　（中学校［思考力，判断力，表現力等］「書くこと」）
8　教材研究，学習指導案の作成，模擬授業の実施，振り返り，授業改善の視点 (6)
　（中学校［思考力，判断力，表現力等］「読むこと」）
9　教材研究，学習指導案の作成，模擬授業の実施，振り返り，授業改善の視点 (7)
　（高等学校［知識及び技能］言葉の特徴や使い方に関する事項）
10�教材研究，学習指導案の作成，模擬授業の実施，振り返り，授業改善の視点 (8)
　（高等学校［知識及び技能］情報の扱い方に関する事項），小テスト (1)
11�教材研究，学習指導案の作成，模擬授業の実施，振り返り，授業改善の視点 (9)　
　（高等学校［知識及び技能］我が国の言語文化に関する事項）
12�教材研究，学習指導案の作成，模擬授業の実施，振り返り，授業改善の視点 (10)
　（高等学校［思考力，判断力，表現力等］「話すこと・聞くこと」
13�教材研究，学習指導案の作成，模擬授業の実施，振り返り，授業改善の視点 (11)
　（高等学校［思考力，判断力，表現力等］「書くこと」）
14�教材研究，学習指導案の作成，模擬授業の実施，振り返り，授業改善の視点 (12)
　（高等学校［思考力，判断力，表現力等］「読むこと」），小テスト (2)
15�模擬授業全体を通した振り返りによる授業改善の視点，国語科教育における実践研究の動向
���定期試験

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
○学習指導要領の指導事項を踏まえて目標を設定し，目標達成にふさわしい言語活動を位置づ
け、指導と評価の充実を図った学習指導案を作成すること。
○模擬授業の実施に当たって、事前に学習指導案を提出し，事前指導を受けて学習指導案を練
り直したうえで、当日の模擬授業に臨むこと。
○模擬授業事後レポート及び国語学習記録を作成し，学び得たことを蓄積すること。

【必携書（教科書販売）】
『新編　教室をいきいきと　２』，大村はま，ちくま学芸文庫

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞

『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年告示），文部科学省
『中学校学習指導要領解説国語編』（平成２９年７月），文部科学省，東洋館出版社
『高等学校学習指導要領解説国語編』（平成３０年７月），文部科学省，教育出版
　中学校国語科用教科書及び高等学校国語科用教科書（後日指示）

＜参考書等＞
『平成29年版�中学校新学習指導要領の展開　国語編』，冨山哲也編，明治図書
『中学校国語科学習指導の創造』，伊木洋，溪水社
『高校国語　新学習指導要領をふまえた授業づくり　理論編』，大滝一登，明治書院
『シリーズ国語授業づくり - 高等学校国語科 - 新科目編成とこれからの授業づくり』日本国語教
育学会監修，東洋館出版社

『豊かな言語活動が拓く国語単元学習の創造　Ⅵ中学校編』，日本国語教育学会監修，東洋館出
版社

『豊かな言語活動が拓く国語単元学習の創造　Ⅶ高等学校編』，日本国語教育学会監修，東洋館
出版社

『大村はま国語教室　全15巻　別巻1』，大村はま，筑摩書房
『大村はま国語教室全15巻別巻1　巻別内容総覧』，橋本暢夫編，溪水社

社会科指導法演習Ⅰ
［担　当　者］�河合　保生
［開　講　期］2 期

［授�業�形�態］演習　［単位］2

［科目ナンバリング］510Z0-3000-x2

510 16100

●本授業の概要：
「社会・地歴科教育法Ⅰ・Ⅱ」及び「社会・公民科教育法Ⅰ・Ⅱ」で学んだ各教科教育の
指導理論に基づき，具体的な授業場面を想定した実践的指導法を学ぶ。また，指導と一体
化した様々な評価手法についても研究する。

●到達目標：
�中学校社会科及び高等学校地歴科・公民科の学習指導に関する専門的知識や技術を習得
し，模擬授業を通して中・高の生徒に対して適切な指導を行う基礎的な技能が獲得できる。
また，指導と一体化に必要な評価の基礎的技法を習得する。

●成績評価の基準：
・授業への取り組み度　30％
・模擬授業実践力　　　30％
・課題レポート　　　　40％

●留意事項：
・オフィスアワー　木曜日�9,10時限
・社会科指導法演習Ⅱと連動させて展開する。
・模擬授業の実施にあたっては，教材研究を十分行い事前指導を受け，綿密な指導案を作
成する。

●実務経験の授業への活用方法：
高等学校での指導経験を通して獲得した指導技術を活用した指導を行う。

●授業予定一覧：
１　社会科及び地理歴史科・公民科における学習指導の特徴
２　実習授業の準備と進め方（中学校社会科）
３　実習授業の準備と進め方（高校地歴・公民科）�
４　学習指導と評価
５　社会科、地理歴史科、公民科教育の実際
６　教育機器を活用した学習指導
７　ＩＣＴを活用した学習指導
８　地域の施設や人材を活用した学習指導
９　ディベートや発表形式による学習指導
10　地域調査活動の実践
11　調査活動の整理と発表
12　模擬授業の実施と研究会（社会科地理的分野）
13　模擬授業の実施と研究会（社会科歴史的分野）
14　模擬授業の実施と研究会（社会科公民的分野）
15　教育実習に向けての取り組みと総括
定期試験は実施しない。

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
　この授業の中心は，模擬授業である。予習として十分な時間をとった教材研究が必要で，
実際に授業ができる学習指導案の作成が求められる。そのためには教科書を十分に読み込
み分野別のノートを作成することと，パソコンを活用した教材作成などの準備することが
不可欠である。指導案作成に当たっては，担当教員との念入りな打合せをすること。また，
授業後は受講者相互で研究会を行い，実施した授業の振り返りをするとともに，授業改善
のために学習指導案を修正すること。
　模擬授業実施者は指導案の作成及び教材研究に十分な時間（10時間程度）は必要であり，
授業後の振り返りを元にした指導案の修正にも時間をかける必要がある（2時間程度）。
　生徒役の学生も事前に教科書等の予習を行い，授業時の質問など実際の教室での授業を
想定しての対応を考えておくことが肝要である。授業後も自分が授業実践するときの改善
点をまとめるなどの復習が求められる（予習・復習で3時間程度）。

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞
中学校社会科又は高等学校地理歴史科・公民科の教科書のうち，教育実習校で使用予定の
もの。

＜参考書等＞
・『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（平成29年告示）社会編』（平成30年3月，文部科学省）
・『高等学校学習指導要領解説（平成30年告示）地理歴史編』（平成30年，文部科学省）
・『高等学校学習指導要領解説（平成30年告示）公民編』（平成30年，文部科学省）
・『教育実習生のための学習指導案作成教本−社会地歴公民科−（改訂版）』，教育実習を
考える会編，蒼丘書林
・社会・地歴科教育法Ⅰ・Ⅱ、社会・公民科教育法Ⅰ・Ⅱで使用したテキストを継続使用
する。その他は，授業中に指示する。
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社会科指導法演習Ⅱ
［担　当　者］�河合　保生
［開　講　期］2 期

［授�業�形�態］演習　［単位］2

［科目ナンバリング］510Z0-3000-x2

510 16110

●本授業の概要：
「社会・地歴科教育法Ⅰ・Ⅱ」及び「社会・公民科教育法Ⅰ・Ⅱ」で学んだ各教科教育の
指導理論に基づき，実際の中学・高等学校使用の教材を用いて学習指導案を作成し，模擬
授業を実施する。模擬授業後に研究会を行い，授業実践力を高める。

●到達目標：
　社会科・地歴科・公民科の各分野の教材研究をもとに学習指導案を作成し，模擬授業が
できるようになる。また，授業観察及び授業実践を通じて，専門的知識や教科指導の技術
を習得するとともに，教師としての使命感を体得する。

●成績評価の基準：
・授業への取り組み度　30％
・模擬授業実践力　　　30％
・課題レポート　　　　40％

●留意事項：
・オフィスアワー�木曜日�9,10時限
・社会科指導法演習Ⅰと連動させて展開する。
・模擬授業の実施にあたっては，教材研究を十分行い事前指導を受け，綿密な指導案を作
成する。

●実務経験の授業への活用方法：
高等学校での指導経験を通して獲得した指導技術を活用した指導を行う。

●授業予定一覧：
１　教材研究の方法
２　社会科地理的分野における指導法の実際
３　社会科歴史的分野における指導法の実際
４　社会科公民的分野における指導法の実際
５　学習指導案の作成法
６　模擬授業の実施と研究会（地理的分野−日本−）
７　模擬授業の実施と研究会（地理的分野−世界−）
８　模擬授業の実施と研究会（歴史的分野−古代・中世−）
９　模擬授業の実施と研究会（歴史的分野−近世・近現代−）
10　模擬授業の実施と研究会（公民的分野）
11　模擬授業の実施と研究会（世界史）
12　模擬授業の実施と研究会（日本史）
13　模擬授業の実施と研究会（地理）
14　教育実習事前指導（教育相談と教科教育）
15　指導法に関する総括
定期試験は実施しない。

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
　この授業の中心は，模擬授業である。予習として十分な時間をとった教材研究が必要で，
実際に授業ができる学習指導案の作成が求められる。そのためには教科書を十分に読み込
み分野別のノートを作成することと，パソコンを活用した教材作成などの準備することが
不可欠である。指導案作成に当たっては，担当教員との念入りな打合せをすること。また，
授業後は受講者相互で研究会を行い，実施した授業の振り返りをするとともに，授業改善
のために学習指導案を修正すること。
　模擬授業実施者は指導案の作成及び教材研究に十分な時間（10時間程度）は必要であり，
授業後の振り返りを元にした指導案の修正にも時間をかける必要がある（2時間程度）。
　生徒役の学生も事前に教科書等の予習を行い，授業時の質問など実際の教室での授業を
想定しての対応を考えておくことが肝要である。授業後も自分が授業実践するときの改善
点をまとめるなどの復習が求められる（予習・復習で3時間程度）。

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞
中学校社会科又は高等学校地理歴史科・公民科の教科書のうち，教育実習校で使用予定の
もの。

＜参考書等＞
・『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（平成29年告示）社会編』（平成30年3月、文部科学省）
・『高等学校学習指導要領解説（平成30年告示）地理歴史編』（平成30年，文部科学省）
・『高等学校学習指導要領解説（平成30年告示）公民編』（平成30年，文部科学省）
・『学習指導案作成教本−社会・地歴・公民科（改訂版）』，教育実習を考える会編，蒼丘
書林
・社会・地歴科教育法Ⅰ・Ⅱ、社会・公民科教育法Ⅰ・Ⅱで使用したテキストを継続使用
する。その他は，授業中に指示する。

家庭科指導法演習Ⅰ
［担　当　者］�山本　幾子
［開　講　期］2 期

［授�業�形�態］演習・講義　［単位］2

［科目ナンバリング］510Z0-3000-x2

510 16120

●本授業の概要：
家庭科の学習指導理論に基づき，模擬授業の実施と研究会などを通して具体的な授業場面
を想定した実践的な指導方法を学ぶ。

●到達目標：
生徒の実態を考慮して情報機器や教材を効果的に活用した授業設計ができるとともに，作
成した学習指導案に沿った模擬授業の実施とふりかえりを通して授業改善の視点を身に付
けている。

●成績評価の基準：
授業への取り組み度　20％
模擬授業実践力　　　40％
課題レポート　　　　40％

●留意事項：
・「家庭科指導法演習Ⅱ」と連動させて展開する。
・オフィスアワー　月曜日9･10限

●実務経験の授業への活用方法：
教員として教育実践に携わっていた経験に基づき，教育実践に関する基礎的な能力と態度
及び教育者としての自覚を育成する。

●授業予定一覧：
第１回：学習指導の原理と方法及び学習指導案の構成
第２回：生徒の実態を考慮した教材観，生徒観，指導観�
第３回：教材教具（実物見本，段階見本）の作成と活用方法�
第４回：教材教具（デジタルコンテンツ）の作成と活用方法
第５回：学習意欲を高め思考の深化に繋がる体験的な学習（ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ）の指導事例�
第６回：学習意欲を高め思考の深化に繋がる体験的な学習（疑似体験）の指導事例
第７回：学習指導案作成の手順
第８回：学習指導案の作成（指導と評価の計画，本時案）
第９回：学習指導案の作成（指導細案，板書計画）
第10回：模擬授業及び研究会の進め方，ふりかえり及び授業改善の方法
第11回：模擬授業の実施と研究会（中学校　家族・家庭生活）
第12回：模擬授業の実施と研究会（中学校　消費生活・環境）
第13回：模擬授業の実施と研究会（高等学校　衣生活）
第14回：模擬授業の実施と研究会（高等学校　食生活）
第15回：家庭に関する専門学科における家庭科教育の現状（現場教員による特別講義）
定期試験は実施しない

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
・模擬授業は，事前指導を受けて教材研究を十分に行い，綿密な指導案を作成した上で実
施する。
・模擬授業終了後は，授業研究会の内容を踏まえるとともに，録画した自分の授業を分析
してレポートを作成する。

【必携書（教科書販売）】
使用しない

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞
〇『中学校学習指導要領（平成29年告示）』，文部科学省
〇『高等学校学習指導要領（平成30年告示）』，文部科学省
〇『中学校学習指導要領（平成29年告示）解説　技術・家庭編』，文部科学省
〇『高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説　家庭編』，文部科学省
〇『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【中学校技術 ･ 家庭】』，平
成23年11月，国立教育政策研究所教育課程研究センター，教育出版
〇『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　共通教科 ｢家
庭｣】』，平成24年7月，国立教育政策研究所教育課程研究センター，教育出版
〇『中学校・高等学校　家庭科指導法』，中間美砂子・多々納道子編著，建帛社
〇教育実習校で使用予定の中学校技術 ･ 家庭科（家庭分野）又は高等学校家庭科の教科書

＜参考書等＞
担当者から別途指示する。

教
職

5
1
0



（ 560 ）

家庭科指導法演習Ⅱ
［担　当　者］�山本　幾子
［開　講　期］2 期

［授�業�形�態］演習・講義　［単位］2

［科目ナンバリング］510Z0-3000-x2

510 16130

●本授業の概要：
情報機器や教材の効果的な活用を図った模擬授業の実施と研究会などを通して，
授業改善の方法を具体的に学ぶ。

●到達目標：
情報機器や教材をより効果的に活用した授業設計をし，模擬授業の実施とふり
かえりを通して実践的な授業改善の視点を身に付けている。

●成績評価の基準：
・授業への取り組み度　20％
・模擬授業実践力　　　40％
・課題レポート　　　　40％

●留意事項：
・「家庭科指導法演習Ⅰ」と連動させて展開する。�
・オフィスアワー　月曜日9･10限

●実務経験の授業への活用方法：
教員として教育実践に携わっていた経験に基づき，教育実践に関する基礎的な
能力と態度及び教育者としての自覚を育成する。

●授業予定一覧：
第１回：生徒の実態を考慮した授業設計の方法
第２回：家庭科における情報機器及び教材の効果的な活用法
第３回：情報機器を活用した衣生活 ･ 住生活に関する教材の活用法
第４回：情報機器を活用した食生活に関する教材の活用法
第５回：情報機器を活用した消費生活に関する教材の活用法
第６回：情報機器を活用した保育や家族の生活に関する教材の活用法
第７回：学習指導案の作成（本時案）
第８回：学習指導案の作成（細案と板書計画）
第９回：模擬授業の実施と研究会（個別学習とグループ学習の導入）
第10回：模擬授業の実施と研究会（ディベートの導入）
第11回：模擬授業の実施と研究会（衣生活に関する実験の導入）
第12回：模擬授業の実施と研究会（住生活に関する実験の導入）
第13回：模擬授業の実施と研究会（調理実習の指導）
第14回：模擬授業の実施と研究会（保育に関する交流活動の指導）
第15回：中学校における家庭科教育の現状（現場教員による特別講義）
定期試験は実施しない

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
・模擬授業は，事前指導を受けて教材研究を十分に行い，綿密な指導案を作成
した上で実施する。�
・模擬授業終了後は，授業研究会の内容を踏まえるとともに，録画した自分の
授業を分析してレポートを作成する。

【必携書（教科書販売）】
使用しない

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞
〇『中学校学習指導要領（平成29年告示）』，文部科学省
〇『高等学校学習指導要領（平成30年告示）』，文部科学省
〇『中学校学習指導要領（平成29年告示）解説　技術・家庭編』，文部科学省
〇『高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説　家庭編』，文部科学省
〇『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【中学校技術 ･
家庭】』，平成23年11月，国立教育政策研究所教育課程研究センター，教育出版
〇『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　共
通教科 ｢家庭｣】』，平成24年7月，国立教育政策研究所教育課程研究センター，
教育出版
〇『中学校・高等学校　家庭科指導法』，中間美砂子・多々納道子編著，建帛社
〇教育実習校で使用予定の中学校技術 ･ 家庭科（家庭分野）又は高等学校家庭
科の教科書

＜参考書等＞
担当者から別途指示する。

教育方法論
［担　当　者］�杉能　道明
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］510Z0-3000-x2

510 16133

●本授業の概要：
　これからの社会を担う子どもたちに求められる資質・能力を育成するために、教師とし
て必要な教育方法、教育技術、情報機器及び教材の活用に関する基礎的な知識・技能を身
に付ける。学校教育における学習指導はもとより、給食指導、清掃指導、始業前・休息時・
放課後の指導等の生活指導を含めた学校における教育活動全般についての教師の指導方法
のあり方について、理論と実践を結び付け、具体的な実践事例をもとに検討し、教職に就
く者として必要な指導技術を身に付けることができる。

●到達目標：
・子どもたちに求められる資質・能力を育成するために必要な教育の方法を理解する。
・教育の目的に適した指導技術を理解し、身に付ける。
・情報機器や教材の効果的な活用の仕方について基礎的な知識・技能を身に付ける。

●成績評価の基準：
・定期試験およびレポート　７０％�
・授業中の態度　　　　　　３０％

●留意事項：
オフィスアワー　金曜日　１・２時限　３・４時限

●実務経験の授業への活用方法：
　国立大学附属小学校、県立盲学校､ 公立小学校の通算22年間の勤務経験を持ち、小１～
中３までを担任した経験がある。この実務経験をもとに､ 子どもの具体的な姿を知らせ、
学校現場が求める理論と実践を結び付けた実践的な指導の大切さを伝える。

●授業予定一覧：
第１回：�「教育の目的」達成のための教育方法（育成すべき資質・能力，教育方法の理論

と実践）
第２回：期待される教師像　教師の1日（教師に求められる資質・能力）
第３回：学級経営（学級づくり，学校と家庭の連携）
　　　　・学級経営の計画と内容、環境づくり
　　　　・学級事務、保護者との連携
第４回：児童・生徒理解（児童理解の仕方）
　　　　・児童理解の方法、内容、対応
　　　　・コンピュータを用いたデータの管理（整理と処理、個人情報の保護）
第５回：学習評価（学習評価の考え方と方法）
第６回：�学習指導（１）　インターネットを用いた情報の収集と活用及びモラル（情報モ

ラル）
第７回：�学習指導（２）　Word、Excel、Power　Point を用いた表現及び技術（教材の

作成・提示）
第８回：学習指導（３）　各教科（確かな学力の育成，主体的・対話的で深い学びの実現）
第９回：学習指導（４）　各教科（基礎的な指導技術と学習指導案の作成）
第10回：�学習指導（５）　道徳、外国語活動、総合的な学習の時間（現代的課題としての

環境・食育・国際理解等）（目標、内容、方法、計画等）
第11回：学習指導（６）　特別活動（集団づくり）
第12回：�学習指導（７）　家庭学習（学習習慣の定着）、学習規律（資質・能力を育成す

る方法）
第13回：�生活指導（１）　学校内における日常生活の指導（給食・清掃・休息等）（学校

生活）
第14回：生活指導（２）　学校外における日常生活の指導（子どもの安全）
第15回：教育方法の今日的課題（ユニバーサルデザイン、個に応じた支援）
定期試験

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
　自分なりの教育観をもつために，日頃から教育問題に関心をもち，本や雑誌，新聞やテ
レビなどのメディアから情報を得ておいてください。

【必携書（教科書販売）】
新・教職課程シリーズ「教育方法論」，広石英記，一藝社

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞
小学校学習指導要領（平成29年告示）

＜参考書等＞
自作プリント
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道徳教育の理論と方法
［担　当　者］�國吉　久美子
［開　講　期］2 期

［授�業�形�態］講義・演習　［単位］2

［科目ナンバリング］510Z0-2000-x2

510 16145

●本授業の概要：
道徳の本質、道徳教育の今日的な意義と役割、歴史と現状、道徳科の目標と内容、
さらに、道徳教育の指導方法や内容等を学ぶ。また、多様な授業例の検討、教材研究、
学習指導案の作成、模擬授業を通して実践的な指導力を身につけると共に、今後の
道徳教育の在り方を主体的に考えていく。道徳教育における栄養教諭の在り方につ
いても検討を加える。

●到達目標：
道徳の意義や原理等を踏まえ、学校における道徳教育及びその要となる道徳科の目
標や内容を理解する。また、教材研究、学習指導案の作成、模擬授業等を通して、
実践的な指導力を身につけ、自分なりの道徳教育の構想とその具体案を示すことが
できる。

●成績評価の基準：
・授業への取り組み度　　　　　　　１０％
・定期試験　　　　　　　　　　　　４０％
・学習指導案の作成及び模擬授業　　３０％
・小テスト及びレポート　　　　　　２０％

●留意事項：
( 予習）この授業では、教育問題や道徳教育について自分なりの意見が持てるように
なることを目指して、新聞を読んだり、関係する本や資料を読む努力が望まれる。

（復習）配布されたプリント類は、以後の学習に活用できるように講義ごとに整理し
てゆく。また、授業中に出された課題をまとめてくること。

●実務経験の授業への活用方法：
中学校教師及び小学校・中学校の管理職として、また、岡山県中教研道徳部会副会
長、玉野市教育研修所道徳部会長として、小・中学校の道徳教育に長年取り組んで
きた。その経験から、道徳教育や道徳科の指導の実際、学級経営や生徒指導との関連、
学校全体で取り組む道徳教育等を取り上げ、道徳教育の意義と重要性を実感させる。
また、学習指導案作成と模擬授業の指導を通して、学生が道徳教育に対して関心・
意欲を持ち、実践的指導力を身に付けられるようにする。

●授業予定一覧：
１　道徳の本質と子どもの道徳性の発達
２　道徳教育の今日的意義と歴史
３　学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育
４　道徳教育の目標と内容
５　道徳の教科化～道徳科の目標と内容
６　小学校及び中学校における道徳教育の具体例
７　道徳科の指導（１）指導計画と評価の在り方
８　道徳科の指導（２）教材研究の方法
９　道徳科の指導（３）多様な指導方法の在り方
10　授業のねらいと指導過程を明確にした学習指導案の書き方
11　教材及び学習指導案の検討
12　学習指導案の作成
13　模擬授業
14　模擬授業の振り返りと学習指導案の検討・修正
15　道徳教育の課題
16　定期試験

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
日頃から、教育問題や道徳教育に関する事柄に関心を持ち、紹介する参考図書や参
考 URL、新聞やＴＶ等に目を通しておく。また、学習指導要領解説を読み込んでお
くこと。

【必携書（教科書販売）】
小学校学習指導要領解説　道徳編（平成29年6月），廣済堂あかつき
中学校学習指導要領解説　道徳編 ( 平成29年7月），教育出版
中学校道徳教科書「新しい道徳３」（東京書籍），押谷由紀夫、渡邊満他，東京書籍

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞
中学校学習指導要領（平成29年3月）
小学校学習指導要領（平成29年3月）

生徒指導の理論と方法
［担　当　者］�伊木　洋
［開　講　期］2 期

［授�業�形�態］講義・演習　［単位］2

［科目ナンバリング］510Z0-3000-x2

510 16152

●本授業の概要：
本授業では，生徒指導，進路指導及びキャリア教育の実践課題について，学校教育におけ
る具体的な指導事例を取り上げて考察し，組織的に生徒指導，進路指導及びキャリア教育
を実践していくための指導原理と方法を学ぶ。

●到達目標：
学校教育活動全体を通して行われる生徒指導，進路指導及びキャリア教育の実践課題につ
いて考察を深めるとともに，他の教職員や関係機関と連携を図りながら組織的に生徒指導，
進路指導及びキャリア教育を進めていくために必要な知識・技能や素養を身に付ける。

●成績評価の基準：
○授業への参加姿勢・学習記録：30％
○提出課題・レポート：30％
○テスト：40％

●留意事項：
○教職課程履修生にふさわしい在り方で受講すること。
○今日的な教育課題について関心を持ち，問題意識を高めていくこと。
○授業予定を確認し，生徒指導提要の該当箇所を予め読んで受講すること。
○毎時間の自己評価を記述し，提出すること。
○課題への取り組みを充実させ，期限を厳守して提出すること。
○講義で用いたすべてを学習記録に整理し，提出すること。
○オフィスアワー：火曜日9・10時限

●実務経験の授業への活用方法：
生徒指導主事，進路指導主事として教育実践に携わった経験に基づいて，学校教育におけ
る具体的な指導事例を取り上げて，組織的に生徒指導，進路指導及びキャリア教育を実践
していくための考え方と方法を指導する。

●授業予定一覧：
1　教育課程における生徒指導，進路指導及びキャリア教育の位置付け
2　生徒指導，進路指導及びキャリア教育の意義
3　生徒指導における集団指導・個別指導の方法原理，進路指導及びキャリア教育の視点
4　生徒指導体制，進路指導及びキャリア教育の指導体制の確立
5　生徒指導の実践を支える基底（中学校教諭による特別講義）
6　共感的理解に基づく生徒指導の重要性，小テスト (1)
7　生徒指導，キャリア教育の視点を生かした組織的な学校経営，カリキュラム・マネジ
メント
8　生徒指導を生かした学級経営による基本的生活習慣の確立，規範意識の醸成
9　特別活動（体育祭）を通して行う自己存在感を育む生徒指導
10�特別活動（卒業合唱）を通して行う自己存在感を育む生徒指導，小テスト (2)
11�生徒指導体制と教育相談体制の基礎的な考え方と違いの理解
12�生徒指導に関する法令の理解を踏まえた個別の課題を抱える生徒への指導の原則
13�暴力行為，いじめ，不登校及び虐待等今日的な課題に対する指導と専門家や関係機関
との連携
14�進路指導及びキャリア教育におけるガイダンスとカウンセリング，自己評価，小テス
ト (3)
15�各教科・道徳教育・総合的な学習の時間における生徒指導と進路指導及びキャリア教
育
　�定期試験

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
今日の緊要な教育課題について問題意識を高め，自己の生徒指導観の確立を図っていくこ
とが望まれる。授業予定を確認し，生徒指導提要の該当箇所を予め読んで受講するととも
に，学びの成果と課題を学習記録に整理していくことを求めたい。

【必携書（教科書販売）】
『生徒指導提要』，文部科学省，教育図書

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞

『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年告示）』，文部科学省

＜参考書等＞
『中学校キャリア教育の手引き』，文部科学省
『高等学校キャリア教育の手引き』，文部科学省
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生徒指導論
［担　当　者］�平松　清志
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］510Z0-3000-x2

510 16155

●本授業の概要：
　小学校における生徒指導の意義と課題を学び、中学校への関連性を視
野に入れ、具体的な事例を交えながら、現代小学校教育における生徒指
導のあり方を考える。

●到達目標：
　生徒指導の教育的意義を積極的な面からとらえ、一人一人の子どもに
とって学校生活を有意義かつ充実したものとするための生徒指導のあり
方を理解する。校内の組織を活用し、また関係機関との連携を密にして、
総合的な生徒指導を推進していくための素養を身に付ける。

●成績評価の基準：
　定期試験：80％　小テスト・発表：20％

●留意事項：
　オフィスアワー　火曜日９・１０限

●実務経験の授業への活用方法：
　担当者自身が小学校教員として実践してきた生徒指導の経験を、随時
活用する。

●授業予定一覧：
1�　生徒指導の意義と原理
2�　教育課程と生徒指導、保健室（養護教諭等）との連携
3　�児童生徒の心理と児童生徒理解
4�　発達課題と不適応行動
5　�学校における生徒指導体制
6　�教育相談１：教育相談の意義と進め方
7�　教育相談２：表現療法的技法の意味
8�　生徒指導の進め方１：児童生徒全体への指導
9�　生徒指導の進め方２：問題行動とは何か
10　生徒指導の進め方３：反社会的行動
11　生徒指導の進め方４：非社会的行動
12　生徒指導の進め方５：不登校
13　生徒指導の進め方６：いじめ
14　生徒指導の進め方７：発達障害
15　生徒指導に関する法制度等、関係機関との連携
16　定期試験

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
　生徒指導を全人格教育としてとらえ、受講者自身の体験と重ね合わせ
て考察しつつ学習するよう、積極的な授業参加を望む。

【必携書（教科書販売）】
「生徒指導提要」，文部科学省，教育図書

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞
小学校学習指導要領（平成29年3月告示　文部科学省）
中学校学習指導要領（平成29年3月告示　文部科学省）
＜参考書等＞
文部省 ｢生徒指導の手引 ( 改訂版 )｣ 大蔵省印刷局，
文部省 ｢小学校生徒指導資料１　児童の理解と指導」大蔵省印刷局
国立教育政策研究所生徒指導研究センター「生徒指導資料第１集：生徒
指導上の諸問題の推移とこれからの生徒指導」ぎょうせい

教育相談
［担　当　者］�海本　友子
［開　講　期］2 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］510Z0-3000-x2

510 16160

●本授業の概要：
学校教育における教育相談・カウンセリングの意義と理論およびその技術を学
ぶ。また、学級（ホームルーム）担任が行う教育相談や保護者とのかかわり、
思春期の精神医学について学ぶ。

●到達目標：
教育相談・カウンセリングの意義と理論，技術に関する基礎的知識を習得する。
また、学級（ホームルーム）担任が行う教育相談や保護者とのかかわり、思春
期の精神医学について基本的事項を理解する。

●成績評価の基準：
ミニレポート（原則毎時間）と授業への取り組み　　　　　50％
期末試験　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50％

●留意事項：
教育相談・カウンセリングを，児童・生徒中心の指導・援助としてとらえ，受
講者自身の体験と重ね合わせて考察しつつ学習するような積極的参加を望む。

●実務経験の授業への活用方法：
・中学校、高等学校の教員として、学級担任や教師カウンセラーなど様々な立
場で、教育相談的立場で業務に携わってきた具体的な経験や取組をもとに、実
践に繫がる授業を構築する。
・大学院生時代のカウンセリング研修の経験や学校現場での相談活動をもとに、
出来るだけ多くのケーススタディを想定した講義を構築する。
・教師とカウンセラーの違いや共通性について、具体的な場面を想定しながら
問題に対応できる実践力を育てる。

●授業予定一覧：
１.�授業ガイダンス、学校教育相談の変遷
２.�教育相談の意義と目的、教育相談と生徒指導、学校教育相談の特質
３.�児童・生徒の問題の理解と対応
４.�児童・生徒理解の精神医学的な基礎
５.�不登校の理解と対応
６.�いじめの理解と対応
７.�学級崩壊の理解と対応
８.�反社会的問題行動の理解と対応
９.�神経症的問題の理解と対応
10.�開発的カウンセリング
11.�保護者に対する援助
12.�校内での協力体制
13.�他機関との連携�
14.�事例を通して学ぶ（いじめ、不登校・不登園など）　　
15.�事例を通して学ぶ（非行、虐待、発達障害など）
期末試験

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
・次週に予定されている該当部分を読んで、テーマについてキーワードや疑問
点などについてまとめて授業に臨む。
・授業内容について記録したりまとめたりしたものをレポートとし、復習課題
とする。

【必携書（教科書販売）】
学校教育相談，一丸藤太郎・菅野信夫　編著，ミネルヴァ書房

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞
生徒指導提要（文部科学省）授業時に持参してください

＜参考書等＞
よくわかる教育相談（春日井敏之・伊藤美奈子編　ミネルヴァ書房）
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中等教育実習事前事後指導 [ 英 ]
［担　当　者］�伊藤　豊美
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］講義・演習　［単位］1

［科目ナンバリング］510Z0-4000-x1

510 16180

●本授業の概要：
　事前指導では教育実習生として学校の教育活動に参画する意識を高め、事後
指導では教育実習を経て得られた成果と課題等を省察するとともに、教員免許
取得までに習得すべき知識や技能等について理解する。これらを通して教育実
習の意義を理解する。

●到達目標：
1.�教育実習生として遵守すべき義務等について理解し、その責任を自覚したう
えで意欲的に教育実習に参加することができる。
2.�教育実習を通して得られた知識と経験をふりかえり、教員免許取得までにさ
らに習得することが必要な知識や技能等を理解し、記述することができる。

●成績評価の基準：
〇授業への参加姿勢：20％（到達目標1,2）
〇課題レポート：50％（到達目標1,2）
〇教育実習日誌：30％（到達目標2）

●留意事項：
〇教育実習生としてふさわしい在り方で受講すること。
〇教育実習生として自覚の乏しい者，欠席の多い者，成績不良の者は，学外実
習に参加することを認めない。
〇講義の時間帯以外に、模擬授業を実施することがある。
〇オフィスアワー　月曜日9・10限

●実務経験の授業への活用方法：
教員として教育実践に携わっていた経験に基づいて、教育実習の意義と目的及
び基本的な内容と方法を指導するとともに、教育実習をふりかえり成果と課題
を自覚できるよう指導する。�

●授業予定一覧：
《事前指導》
1.　�教育実習の目的、教育実習生としての義務と責任、教員としての法令遵守

事項��
2.　生徒一人一人の良さを認め、やる気を引き出す指導（教科指導及び学級指導）
3.　特別な配慮が必要な生徒との関わり方（教科指導及び学級指導）
4.　学級担任及び教科担任の服務、協働の重要性と教育効果
5.　学校現場の教育課題（ICT の活用等）と対応方法、事務処理とその必要性
6.　教育実習に向けた実践課題の整理と確認

《事後指導》
7.　教育実習の成果と課題の省察
8.　望ましい教師像と取り組むべき課題の具体化
　　教育実習日誌・課題レポートの提出

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
〇教育実習に向けて、教育実習日誌等、必要な準備、心配り、体調管理を行うこと。
　

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞
〇『中学校学習指導要領』、文部科学省
〇『高等学校学習指導要領』、文部科学省
〇『中学校学習指導要領解説外国語編』、文部科学省
〇『高等学校学習指導要領解説外国語編』、文部科学省
＜参考書等＞
〇「英語科教育法Ⅰ・Ⅱ」「英語科指導法演習Ⅰ・Ⅱ」で用いたテキストを随時
使用する。

中等教育実習事前事後指導 [ 日 ]
［担　当　者］�伊木　洋
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］講義・演習　［単位］1

［科目ナンバリング］510Z0-4000-x1

510 16190

●本授業の概要：
事前指導では教育実習生として学校の教育活動に参画する意識を高め，事後指導で
は教育実習を経て得られた成果と課題等を省察するとともに，教員免許取得までに
習得すべき知識や技能等について理解する。これらを通して教育実習の意義を理解
する。

●到達目標：
1. 教育実習生として遵守すべき義務等について理解し，その責任を自覚したうえで
意欲的に教育実習に参加することができる。
2. 教育実習を通して得られた知識と経験をふりかえり，教員免許取得までにさらに
習得することが必要な知識や技能等を理解し，記述することができる。

●成績評価の基準：
○授業への参加姿勢：20％（到達目標1，2）
○課題レポート：50％（到達目標1，2）
○教育実習日誌：30％（到達目標2）

●留意事項：
○教育実習生としてふさわしい在り方で受講すること。
○教育実習生として自覚の乏しい者，欠席の多い者，成績不良の者は，学外実習に
参加することを認めない。
○講義の時間帯以外に，模擬授業を実施することがある。
○オフィスアワー：火曜日9・10限

●実務経験の授業への活用方法：
教員として教育実践に携わっていた経験に基づいて，教育実習の意義と目的及び基
本的な内容と方法を指導するとともに，教育実習をふりかえり成果と課題を自覚で
きるよう指導する。

●授業予定一覧：
《事前指導》
1　教育実習の目的，教育実習生としての義務と責任，教員としての法令遵守事項��
2　生徒一人一人の良さを認め，やる気を引き出す指導（教科指導及び学級指導）
3　特別な配慮が必要な生徒との関わり方（教科指導及び学級指導）
4　学級担任及び教科担任の職務，協働の重要性と教育効果
5　学校現場の教育課題（ＩＣＴの活用等）と対応方法，事務処理とその必要性
6　教育実習に向けた実践課題の整理と確認

《事後指導》
7　教育実習の成果と課題の省察
8　望ましい教師像と取り組むべき課題の具体化
　�教育実習日誌・課題レポートの提出

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
○教育実習に向けて，教育実習日誌等，必要な準備，心配り，体調管理を十分行うこと。

【必携書（教科書販売）】
『新編　教室をいきいきと　２』，大村はま，筑摩書房（ちくま学芸文庫）

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞
○『中学校学習指導要領』，文部科学省
○『高等学校学習指導要領』，文部科学省
○『中学校学習指導要領解説国語編』，文部科学省，東洋館出版社
○『高等学校学習指導要領解説国語編』，文部科学省，教育出版
○『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　中学校国語』，文部
科学省，教育出版
○『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　高等学校国語』，文
部科学省，教育出版
○中学校国語科用教科書及び高等学校国語科用教科書
○『新編　教室をいきいきと　１』，大村はま，ちくま学芸文庫

＜参考書等＞
○『大村はま国語教室�全15巻別巻1』，大村はま，筑摩書房
○「国語科教育法Ⅰ・Ⅱ」｢国語科指導法演習Ⅰ・Ⅱ｣ で用いたテキストを随時使用
する。
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中等教育実習事前事後指導 [ 人 ]
［担　当　者］�山本　幾子
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］講義・演習　［単位］1

［科目ナンバリング］510Z0-4000-x1

510 16200

●本授業の概要：
事前指導では教育実習生として学校の教育活動に参画する意識を高め，事後指
導では教育実習を経て得られた成果と課題等を省察するとともに，教員免許取
得までに習得すべき知識や技能等について理解する。これらを通して教育実習
の意義を理解する。

●到達目標：
１．教育実習生として遵守すべき義務等について理解し，その責任を自覚した
うえで意欲的に教育実習に参加することができる。
２．教育実習を通して得られた知識と経験をふりかえり，教員免許取得までに
さらに修得することが必要な知識や技能等を理解し，記述することができる。

●成績評価の基準：
授業への参加姿勢　20％（到達目標1,2）
課題レポート　　　50％（到達目標1,2）
教育実習日誌　　　30％（到達目標2）

●留意事項：
〇教育実習生としてふさわしい在り方で受講すること。
〇教育実習生として自覚の乏しい者，欠席の多い者，成績不良の者は，学外実
習に参加することを認めない。
〇講義の時間帯以外に，模擬授業を実施することがある。
〇オフィスアワー　月曜日9･10時限

●実務経験の授業への活用方法：
教員として教育実践に携わっていた経験に基づいて，教育実習の意義と目的及
び基本的な内容と方法を指導するとともに，教育実習をふりかえって成果と課
題を自覚できるように指導する。

●授業予定一覧：
《事前指導》
１　�教育実習の目的，教育実習生としての義務と責任，教員としての法令遵守

事項
２　生徒一人一人の良さを認め，やる気を引き出す指導（教科指導及び学級指導）
３　特別な配慮の必要な生徒との関わり方 ( 教科指導及び学級指導 )
４　学級担任及び教科担任の服務，協働の重要性と教育効果
５　学校現場の教育課題 ( ＩＣＴの活用等 ) と対応方法，事務処理とその必要性
６　教育実習に向けた実践課題の整理と確認

《事後指導》
７　教育実習の成果と課題の省察
８　望ましい教師像と取り組むべき課題の具体化
　　教育実習日誌・課題レポートの提出

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
〇教育実習に向けて，教育実習日誌等，必要な準備，心配り，体調管理を十分
行うこと。

【必携書（教科書販売）】
使用しない

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞
〇『中学校学習指導要』，文部科学省
〇『高等学校学習指導要領』，文部科学省
〇『中学校学習指導要領解説　技術・家庭編』，文部科学省，教育図書
〇『高等学校学習指導要領解説　家庭編』，文部科学省，開隆堂
〇『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【中学校技術 ･
家庭】』，国立教育政策研究所教育課程研究センター，教育出版
〇『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【高等学校共通
教科 ｢家庭｣】』，国立教育政策研究所教育課程研究センター，教育出版
〇各実習校が指定した文部科学省検定教科書
＜参考書等＞
〇『中学校・高等学校　家庭科指導法』，中間美砂子・多々納道子編著，建帛社

中等教育実習Ⅰ [ 英 ]
［担　当　者］�伊藤　豊美
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］実習　［単位］4

［科目ナンバリング］510Z0-4000-x4

510 16210

●本授業の概要：
　本授業（教育実習）は、中学校または高等学校で3週間実施する。教育実習は、観察・参加・
実習という方法で教育実践に関わることを通して、教育者としての愛情と使命感を深め、将来
教員になるうえでの能力や適性を考えるとともに課題を自覚する機会である。一定の実践的指
導力を有する指導教員のもとで体験を積み、学校教育の実際を体験的・総合的に理解し、教育
実践ならびに教育実践研究の基礎的な能力と態度を身に付ける。

●到達目標：
1.�生徒との関わりを通して実態や課題を把握するとともに、指導教員等の実施する授業を視点
を持って観察し、事実に即して記録することができる。
2.�教育実習校の学校経営方針及び特色ある教育活動並びに組織体制を理解し、学級担任及び教
科担当等の補助的な役割を担うことができる。
3.�生徒の実態及び学習指導要領を踏まえた適切な学習指導案を作成し、学習指導に必要な基礎
的技術を実地に即して身に付けるとともに、情報機器を活用して授業を実践することができる。
4.�学級担任の役割と職務内容を実地に即して理解し、教科指導以外の様々な場面で適切に生徒
と関わることができる。

●成績評価の基準：
〇実習への参加姿勢：20％（到達目標1,2,3,4）
〇教育実習評価表による評価：50％（到達目標1,2,3,4）
〇教育実習日誌：30％（到達目標1）

●留意事項：
〇教育実習生としてふさわしい在り方で教育実習に臨むこと。
〇教育実習生として自覚の乏しい者，欠席の多い者，成績不良の者は，学外実習に参加するこ
とを認めない。
〇自らの責任の重さを自覚し，実習校の教育方針及び教育計画に従うこと。
〇教育実習生としてのマナーを厳守すること。
〇オフィスアワー：月曜日9・10限

●実務経験の授業への活用方法：
教員として教育実践に携わっていた経験に基づき、教育実習校の指導教員と連携して教育実習
を実施し、教育実践に関する基礎的な能力と態度及び教育者としての自覚を育成する。　

●授業予定一覧：
〇実習校と連携を図り、指導計画に即して実施する。
〇教育実習は、次のような内容で実施する。
・校長・教頭・実習指導主任・学年主任の講話（学校経営、学年経営、指導組織等）��
・生徒指導主事の講話（校務分掌）
・教務主任の講話（校務分掌）
・進路指導主任の講話（校務分掌）
・教科指導の参観（生徒の実態や課題の把握、観察・記録）
・教科以外の参観（生徒の実態や課題の把握、観察・記録）
・参加実習（授業及び教科担任の職務の一部を補助的に担当）
・参加実習（学級担任の職務の一部を補助的に担当）
・参加実習（特別活動等、教科指導以外の様々な指導の一部を補助的に担当）
・生徒の実態及び学習指導要領を踏まえた学習指導案の作成
・授業実習（10～20時間）
・研究授業の実施（学習指導に必要な基礎的技術の習得、情報機器の活用）
・授業に関する研究協議
・教育実習の反省
・教育実習日誌の作成及び教育実習の整理
〇教育実習日誌の提出
〇実習総時間数120時間以上を以って、単位認定の対象とする。

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
〇教育実習校の指導教員の指導のもと、生徒の実態と学習指導要領の指導事項を踏まえて目標
を設定し、教育目標にふさわしい言語活動を位置づけ、指導と評価の充実を図った学習指導案
を作成すること。
〇授業に実施に当たっては、事前に教育実習校の指導教員に学習指導案を提出し、綿密な準備
をすること。
〇教育実習日誌を丁寧に作成し、学び得たことを蓄積すること。

【必携書（教科書販売）】
使用しない

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞
〇『中学校学習指導要領』、文部科学省
〇『高等学校学習指導要領』、文部科学省
〇『中学校学習指導要領解説外国語編』、文部科学省
〇『高等学校学習指導要領解説外国語編』、文部科学省
〇各実習校が指定した文部科学省検定教科書
＜参考書等＞
〇「英語科教育法Ⅰ・Ⅱ」「英語科指導法演習Ⅰ・Ⅱ」で用いたテキストを随時使用する。
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中等教育実習Ⅰ [ 日 ]
［担　当　者］�伊木　洋
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］実習　［単位］4

［科目ナンバリング］510Z0-4000-x4

510 16220

●本授業の概要：
本授業（教育実習）は，中学校または高等学校で3週間実施する。教育実習は，観察・参加・実
習という方法で教育実践に関わることを通して，教育者としての愛情と使命感を深め，将来教
員になるうえでの能力や適性を考えるとともに課題を自覚する機会である。一定の実践的指導
力を有する指導教員のもとで体験を積み，学校教育の実際を体験的・総合的に理解し，教育実
践ならびに教育実践研究の基礎的な能力と態度を身に付ける。

●到達目標：
1. 生徒との関わりを通して実態や課題を把握するとともに，指導教員等の実施する授業を視点
を持って観察し，事実に即して記録することができる。
2. 教育実習校の学校経営方針及び特色ある教育活動並びに組織体制を理解し，学級担任及び教
科担任等の補助的な役割を担うことができる。
3. 生徒の実態及び学習指導要領を踏まえた適切な学習指導案を作成し，学習指導に必要な基礎
的技術を実地に即して身に付けるとともに，情報機器を活用して授業を実践することができる。
4. 学級担任の役割と職務内容を実地に即して理解し，教科指導以外の様々な場面で適切に生徒
と関わることができる。

●成績評価の基準：
○実習への参加姿勢：20％（到達目標1，2,，3，4）
○教育実習評価表による評価：50％（到達目標1，2，3，4）
○教育実習日誌：30％（到達目標1）

●留意事項：
○教育実習生としてふさわしい在り方で教育実習に臨むこと。
○教育実習生として自覚の乏しい者，欠席の多い者，成績不良の者は，学外実習に参加するこ
とを認めない。
○自らの責任の重さを自覚し，実習校の教育方針及び教育計画に従うこと。
○教育実習生としてのマナーを厳守すること。
○オフィスアワー：火曜日9・10限

●実務経験の授業への活用方法：
教員として教育実践に携わっていた経験に基づき、教育実習校の指導教員と連携して教育実習
を実施し，教育実践に関する基礎的な能力と態度及び教育者としての自覚を育成する。

●授業予定一覧：
○実習校と連携を図り，指導計画に即して実施する。
○教育実習は，次のような内容で実施する。
・校長，教頭，教育実習指導主任、学年主任の講話（学校経営，学年経営，指導組織等）
・生徒指導主事の講話（校務分掌）��
・教務主任の講話（校務分掌）
・進路指導主事の講話（校務分掌）
・教科指導の参観（生徒の実態や課題の把握，観察・記録）
・教科指導以外の参観（生徒の実態や課題の把握，観察・記録）
・参加実習（授業及び教科担任の職務の一部を補助的に担当）
・参加実習（学級担任の職務の一部を補助的に担当）
・参加実習（特別活動，学校事務等，教科指導以外の職務の一部を補助的に担当）
・生徒の実態及び学習指導要領を踏まえた学習指導案の作成
・授業実習（10～20時間）
・研究授業の実施（学習指導に必要な基礎的技術の習得，情報機器の活用）
・授業に関する研究協議
・教育実習の反省
・教育実習日誌の作成及び教育実習の整理
○教育実習日誌の提出
○実習総時間数120時間以上を以って，単位認定の対象とする。

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
○教育実習校の指導教員の指導のもと，生徒の実態と学習指導要領の指導事項を踏まえて目標
を設定し，目標達成にふさわしい言語活動を位置づけ、指導と評価の充実を図った学習指導案
を作成すること。
○授業の実施に当たっては、事前に教育実習校の指導教員に学習指導案を提出し，綿密な準備
をすること。
○教育実習日誌を丁寧に作成し，学び得たことを蓄積すること。

【必携書（教科書販売）】
使用しない

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞
○『中学校学習指導要領』，文部科学省
○『高等学校学習指導要領』，文部科学省
○『中学校学習指導要領解説　国語編』，文部科学省，東洋館出版社
○『高等学校学習指導要領解説　国語編』，文部科学省，教育出版
○『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　中学校国語』，文部科学省，教
育出版
○『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　高等学校国語』，文部科学省，
教育出版
○各実習校が指定した文部科学省検定教科書

＜参考書等＞
○『大村はま国語教室　全15巻　別巻1』，大村はま，筑摩書房
○「国語科教育法Ⅰ・Ⅱ」「国語科指導法演習Ⅰ・Ⅱ」で用いたテキストを随時使用する。

中等教育実習Ⅰ [ 人 ]
［担　当　者］�山本　幾子
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］実習　［単位］4

［科目ナンバリング］510Z0-4000-x4

510 16230

●本授業の概要：
本授業（教育実習）は，中学校または高等学校で３週間実施する。教育実習は，観察・参加・
実習という方法で教育実践に関わることを通して，教育者としての愛情と使命感を深め，将来
教員になるうえでの能力や適性を考えるとともに課題を自覚する機会である。一定の実践的指
導力を有する指導教員のもとで体験を積み，学校教育の実際を体験的・総合的に理解し，教育
実践ならびに教育実践研究の基礎的な能力と態度を身に付ける。

●到達目標：
１．生徒との関わりを通して実態や課題を把握するとともに，指導教員等の実施する授業を視
点を持って観察し，事実に即して記録することができる。
２．教育実習校の学校経営方針及び特色ある教育活動並びに組織体制を理解し，学級担任及び
教科担任等の補助的な役割を担うことができる。
３．生徒の実態及び学習指導要領を踏まえた適切な指導案を作成し，学習指導に必要な基礎的
技術を実地に即して身に付けるとともに，情報機器を活用して授業を実践することができる。
４．学級担任の役割と職務内容を実地に即して理解し，教科指導以外の様々な場面で適切に生
徒と関わることができる。

●成績評価の基準：
実習への参加姿勢　20％（到達目標1,2,3,4）
教育実習評価表による評価　50％（到達目標1,2,3,4）
教育実習日誌　30％（到達目標1）

●留意事項：
〇教育実習生としてふさわしい在り方で教育実習に臨むこと。
〇教育実習生として自覚の乏しい者，欠席の多い者，成績不良の者は，学外実習に参加するこ
とを認めない。
〇自らの責任の重さを自覚し，実習校の教育方針及び教育計画に従うこと。
〇教育実習生としてのマナーを厳守すること。
〇オフィスアワー　月曜日9･10限

●実務経験の授業への活用方法：
教員として教育実践に携わっていた経験に基づき，教育実習校の指導教員と連携して教育実習
を実施し，教育実践に関する基礎的な能力と態度及び教育者としての自覚を育成する。

●授業予定一覧：
〇実習校と連携を図り，指導計画に即して実施する。
〇教育実習は，次のような内容で実施する。
・校長 ･ 教頭 ･ 教育実習指導主任 ･ 学年主任の講話（学校経営，学年経営，指導組織等）��
・生徒指導主事の講話（校務分掌）
・教務主任の講話（校務分掌）
・進路指導主事の講話（校務分掌）
・教科指導の参観（生徒の実態や課題の把握，観察・記録）
・教科指導以外の参観（生徒の実態や課題の把握，観察・記録）
・参加実習（授業及び教科担任の職務の一部を補助的に担当）
・参加実習（学級担任の職務の一部を補助的に担当）
・参加実習（特別活動，学校事務等，教科指導以外の職務の一部を補助的に担当）
・生徒の実態及び学習指導要領を踏まえた学習指導案の作成
・授業実習（10～20時間）
・研究授業の実施（学習指導に必要な基礎的技術の習得，情報機器の活用）
・授業に関する研究協議会
・教育実習の反省
・教育実習日誌の作成及び教育実習の整理
〇教育実習日誌の提出
〇実習総時間数120時間以上をもって，単位認定の対象とする。

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
〇教育実習校の指導教員の指導のもと，生徒の実態と学習指導要領の指導事項を踏まえて目標
を設定し，目標達成にふさわしい言語活動や学習活動を位置付け，指導と評価の充実を図った
学習指導案を作成すること。
〇授業の実施に当たっては，事前に教育実習校の指導教員に学習指導案を提出し，綿密な準備
をすること。
〇教育実習日誌を丁寧に作成し，学び得たことを蓄積すること。

【必携書（教科書販売）】
使用しない

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞
〇『中学校学習指導要領』，文部科学省
〇『高等学校学習指導要領』，文部科学省
〇『中学校学習指導要領解説　技術・家庭編』，文部科学省，教育図書
〇『高等学校学習指導要領解説　家庭編』，文部科学省，開隆堂
〇『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【中学校技術 ･ 家庭】』，国立教
育政策研究所教育課程研究センター，教育出版
〇『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【高等学校共通教科 ｢家庭｣】』，
国立教育政策研究所教育課程研究センター，教育出版
〇各実習校が指定した文部科学省検定教科書

＜参考書等＞
〇中学校・高等学校　家庭科指導法，中間美砂子・多々納道子編著，建帛社
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中等教育実習Ⅱ [ 英 ]
［担　当　者］�伊藤　豊美
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］実習　［単位］2

［科目ナンバリング］510Z0-4000-x2

510 16240

●本授業の概要：
　本授業（学外実習）は、高等学校で2週間実施する。教育実習は、観察・参加・実習と
いう方法で教育実践に関わることを通して、教育者としての愛情と使命感を深め、将来教
員になるうえでの能力や適性を考えるとともに課題を自覚する機会である。一定の実践的
指導力を有する指導教員のもとで体験を積み、学校教育の実際を体験的・総合的に理解し、
教育実践ならびに教育実践研究の基礎的な能力と態度を身に付ける。

●到達目標：
1.�生徒との関わりを通して実態や課題を把握するとともに、指導教員等の実施する授業を
視点を持って観察し、事実に即して記録することができる。
2.�教育実習校の学校経営方針及び特色ある教育活動ならびに組織体制を理解し、学級担任
及び教科担任等の補助的な役割を担うことができる。
3.�生徒の実態及び学習指導要領を踏まえた適切な学習指導案を作成し、学習指導に必要な
基礎的技術を実地に即して身に付けるとともに、情報機器を活用して授業を実践すること
ができる。
4.�学級旧担任の役割と職務内容を実地に即して理解し、教科指導以外の様々な場面で適切
に生徒と関わることができる。

●成績評価の基準：
・実習への参加姿勢：20％（到達目標1,2,3,4）
・教育実習評価表による評価：50％（到達目標1,2,3,4）
・教育実習日誌：30％（到達目標1）

●留意事項：
〇本授業は ,�高校一種免許状のみを希望する者を対象とする。
〇教育実習生としてふさわしい在り方で教育実習に臨むこと。
〇教育実習生として自覚の乏しい者，欠席の多い者，成績不良の者は，学外実習に参加す
ることを認めない。
〇自らの責任の重さを自覚し，実習校の教育方針及び教育計画に従うこと。
〇教育実習生としてのマナーを厳守すること。
〇オフィスアワー：月曜日9・10限

●実務経験の授業への活用方法：
　教員として教育実践に携わっていた経験に基づき、教育実習校の指導教員と連携して教
育実習を実施し、教育実践に関する基礎的な能力と態度及び教育者としての自覚を育成す
る。

●授業予定一覧：
〇実習校と連携を図り、指導計画に即して実施する。
〇教育実習は、次のような内容で実施する。
・校長・教頭・教育実習指導主任・学年主任の講話（学校経営、学年経営、指導組織等）��
・生徒指導主事の講話（校務分掌）
・教務主任の講話（校務分掌）
・進路指導主任の講話（校務分掌）
・教科指導の参観（生徒の実態や課題の把握、観察・記録）
・教科指導以外の参観（生徒の実態や課題の把握、観察・記録）
・参加実習（授業及び教科担任の職務の一部を補助的に担当）
・参加実習（学級担任の職務の一部補助的にを担当）
・参加実習（特別活動、学校事務等、教科指導以外の職務の一部を補助的に担当）
・生徒の実態及び学習指導要領を踏まえた学習指導案の作成
・授業実習（5～15時間）
・研究授業の実施（学習指導に必要な基礎的技術の習得、情報機器の活用）
・授業に関する研究協議
・教育実習の反省
・教育実習日誌の作成及び教育実習の整理
〇教育実習日誌の提出
〇実習総時間数60時間以上を以って、単位認定の対象とする。

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
〇教育実習校の指導教員の指導のもと、生徒の実態と学習指導要領の指導事項を踏まえて
目標を設定し、目標達成にふさわしい言語活動を位置づけ、指導と評価の充実を図った学
習指導案を作成すること。
〇授業に実施に当たっては、事前に教育実習校の指導教員に学習指導案を提出し、綿密は
準備をすること。
〇教育実習日誌を丁寧に作成し、学び得たことを蓄積すること。

【必携書（教科書販売）】
使用しない

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞
〇『高等学校学習指導要領』、文部科学省
〇『高等学校学習指導要領解説外国語編』、文部科学省
〇各実習校から指定された文部科学省検定教科書
＜参考書等＞
〇「英語科教育法Ⅰ・Ⅱ」「英語科指導法演習Ⅰ・Ⅱ」で用いたテキストを随時使用する。

中等教育実習Ⅱ [ 日 ]
［担　当　者］�伊木　洋
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］実習　［単位］2

［科目ナンバリング］510Z0-4000-x2

510 16250

●本授業の概要：
本授業（教育実習）は，中学校または高等学校で2週間実施する。教育実習は，観察・参加・実
習という方法で教育実践に関わることを通して，教育者としての愛情と使命感を深め，将来教
員になるうえでの能力や適性を考えるとともに課題を自覚する機会である。一定の実践的指導
力を有する指導教員のもとで体験を積み，学校教育の実際を体験的・総合的に理解し，教育実
践ならびに教育実践研究の基礎的な能力と態度を身に付ける。

●到達目標：
1. 生徒との関わりを通して実態や課題を把握するとともに，指導教員等の実施する授業を視点
を持って観察し，事実に即して記録することができる。
2. 教育実習校の学校経営方針及び特色ある教育活動並びに組織体制を理解し，学級担任及び教
科担任等の補助的な役割を担うことができる。
3. 生徒の実態及び学習指導要領を踏まえた適切な学習指導案を作成し，学習指導に必要な基礎
的技術を実地に即して身に付けるとともに，情報機器を活用して授業を実践することができる。
4. 学級担任の役割と職務内容を実地に即して理解し，教科指導以外の様々な場面で適切に生徒
と関わることができる。

●成績評価の基準：
○実習への参加姿勢：20％（到達目標1，2，3，4）
○教育実習評価表による評価：50％（到達目標1，2，3，4）
○教育実習日誌：30％（到達目標1）

●留意事項：
○本授業は，高校一種免許状のみを希望する者を対象とする。
○教育実習生としてふさわしい在り方で教育実習に臨むこと。
○教育実習生として自覚の乏しい者，欠席の多い者，成績不良の者は，学外実習に参加するこ
とを認めない。
○自らの責任の重さを自覚し，実習校の教育方針及び教育計画に従うこと。
○教育実習生としてのマナーを厳守すること。
○オフィスアワー：火曜日9・10限

●実務経験の授業への活用方法：
教員として教育実践に携わっていた経験に基づき、教育実習校の指導教員と連携して教育実習
を実施し，教育実践に関する基礎的な能力と態度及び教育者としての自覚を育成する。

●授業予定一覧：
○実習校と連携を図り，指導計画に即して実施する。
○教育実習は，次のような内容で実施する。
・校長，教頭，教育実習指導主任、学年主任の講話（学校経営，学年経営，指導組織等）
・生徒指導主事の講話（校務分掌）��
・教務主任の講話（校務分掌）
・進路指導主事の講話（校務分掌）
・教科指導の参観（生徒の実態や課題の把握，観察・記録）
・教科指導以外の参観（生徒の実態や課題の把握，観察・記録）
・参加実習（授業及び教科担任の職務の一部を補助的に担当）
・参加実習（学級担任の職務の一部を補助的に担当）
・参加実習（特別活動，学校事務等，教科指導以外の職務の一部を補助的に担当）
・生徒の実態及び学習指導要領を踏まえた学習指導案の作成
・授業実習（5～15時間）
・研究授業の実施（学習指導に必要な基礎的技術の習得，情報機器の活用）
・授業に関する研究協議
・教育実習の反省
・教育実習日誌の作成及び教育実習の整理
○教育実習日誌の提出
○実習総時間数60時間以上を以って，単位認定の対象とする。

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
○教育実習校の指導教員の指導のもと，生徒の実態と学習指導要領の指導事項を踏まえて目標
を設定し，目標達成にふさわしい言語活動を位置づけ、指導と評価の充実を図った学習指導案
を作成すること。
○授業の実施に当たっては、事前に教育実習校の指導教員に学習指導案を提出し，綿密な準備
をすること。
○教育実習日誌を丁寧に作成し，学び得たことを蓄積すること。

【必携書（教科書販売）】
使用しない

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞
○『高等学校学習指導要領』，文部科学省
○『高等学校学習指導要領解説　国語編』，文部科学省，教育出版
○『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　高等学校国語』，文部科学省，
教育出版
○各実習校から指定された文部科学省検定教科書

＜参考書等＞
○『大村はま国語教室　全15巻　別巻1』，大村はま，筑摩書房
○「国語科教育法Ⅰ・Ⅱ」「国語科指導法演習Ⅰ・Ⅱ」で用いたテキストを随時使用する。

教
職

5
1
0



（ 567 ）

中等教育実習Ⅱ [ 人 ]
［担　当　者］�山本　幾子
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］実習　［単位］2

［科目ナンバリング］510Z0-4000-x2

510 16260

●本授業の概要：
本授業（教育実習）は，中学校または高等学校で２週間実施する。教育実習は，観察・参加・
実習という方法で教育実践に関わることを通して，教育者としての愛情と使命感を深め，将来
教員になるうえでの能力や適性を考えるとともに課題を自覚する機会である。一定の実践的指
導力を有する指導教員のもとで体験を積み，学校教育の実際を体験的・総合的に理解し，教育
実践ならびに教育実践研究の基礎的な能力と態度を身に付ける。

●到達目標：
１．生徒との関わりを通して実態や課題を把握するとともに，指導教員等の実施する授業を視
点を持って観察し，事実に即して記録することができる。�
２．教育実習校の学校経営方針及び特色ある教育活動並びに組織体制を理解し，学級担任及び
教科担任等の補助的な役割を担うことができる。�
３．生徒の実態及び学習指導要領を踏まえた適切な指導案を作成し，学習指導に必要な基礎的
技術を実地に即して身に付けるとともに，情報機器を活用して授業を実践することができる。�
４．学級担任の役割と職務内容を実地に即して理解し，教科指導以外の様々な場面で適切に生
徒と関わることができる。

●成績評価の基準：
実習への参加姿勢　20％（到達目標1,2,3,4）�
教育実習評価表による評価　50％（到達目標1,2,3,4）�
教育実習日誌　30％（到達目標1）�

●留意事項：
〇本授業は，高校一種免許状のみを希望する者を対象とする。
〇教育実習生としてふさわしい在り方で教育実習に臨むこと。
〇教育実習生として自覚の乏しい者，欠席の多い者，成績不良の者は，学外実習に参加するこ
とを認めない。
〇自らの責任の重さを自覚し，実習校の教育方針及び教育計画に従うこと。
〇教育実習生としてのマナーを厳守すること。
〇オフィスアワー　月曜日9･10限

●実務経験の授業への活用方法：
教員として教育実践に携わっていた経験に基づき，教育実習校の指導教員と連携して教育実習
を実施し，教育実践に関する基礎的な能力と態度及び教育者としての自覚を育成する。

●授業予定一覧：
〇実習校と連携を図り，指導計画に即して実施する。
〇教育実習は，次のような内容で実施する。
・校長 ･ 教頭 ･ 教育実習指導主任 ･ 学年主任の講話（学校経営，学年経営，指導組織等）��
・生徒指導主事の講話（校務分掌）
・教務主任の講話（校務分掌）
・進路指導主事の講話（校務分掌）
・教科指導の参観（生徒の実態や課題の把握，観察・記録）
・教科指導以外の参観（生徒の実態や課題の把握，観察・記録）
・参加実習（授業及び教科担任の職務の一部を補助的に担当）
・参加実習（学級担任の職務の一部を補助的に担当）
・参加実習（特別活動，学校事務等，教科指導以外の職務の一部を補助的に担当）
・生徒の実態及び学習指導要領を踏まえた学習指導案の作成
・授業実習（5～15時間）
・研究授業の実施（学習指導に必要な基礎的技術の習得，情報機器の活用）
・授業に関する研究協議会
・教育実習の反省
・教育実習日誌の作成及び教育実習の整理
〇教育実習日誌の提出
〇実習総時間数60時間以上をもって，単位認定の対象とする。

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
〇教育実習校の指導教員の指導のもと，生徒の実態と学習指導要領の指導事項を踏まえて目標
を設定し，目標達成にふさわしい言語活動や学習活動を位置付け，指導と評価の充実を図った
学習指導案を作成すること。�
〇授業の実施に当たっては，事前に教育実習校の指導教員に学習指導案を提出し，綿密な準備
をすること。�
〇教育実習日誌を丁寧に作成し，学び得たことを蓄積すること。�

【必携書（教科書販売）】
使用しない

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞�
〇『中学校学習指導要領』，文部科学省�
〇『高等学校学習指導要領』，文部科学省�
〇『中学校学習指導要領解説　技術・家庭編』，文部科学省，教育図書�
〇『高等学校学習指導要領解説　家庭編』，文部科学省，開隆堂�
〇『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【中学校技術 ･ 家庭】』，国立教
育政策研究所教育課程研究センター，教育出版�
〇『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【高等学校共通教科 ｢家庭｣】』，
国立教育政策研究所教育課程研究センター，教育出版�
〇各実習校が指定した文部科学省検定教科書�

＜参考書等＞
〇中学校・高等学校　家庭科指導法，中間美砂子・多々納道子編著，建帛社

教職実践演習（中・高）[ 英 ]
［担　当　者］�伊藤　豊美
［開　講　期］2 期

［授�業�形�態］演習　［単位］2

［科目ナンバリング］510Z0-4000-x2

510 16265

●本授業の概要：
　教職課程履修の総括として4年間の学びをふまえ、教員免許取得までにさらに
習得すべき知識や技能等を明確にし、教育者としての愛情と使命感を深め、学
校教育において必要とされる教育実践及び教育実践研究の基礎的な能力を身に
付ける。そのために、学校現場での学びを含む幅広い内容で授業を構成し、現
地調査、事例研究、グループ討議等、演習形式で授業を行う。

●到達目標：
　教職課程における学びをふりかえり、教員として必要な知識・技能の習得に
ついて自己を見つめ、学びの成果と今後の課題を記述することができる。

●成績評価の基準：
〇授業時の活動状況：40％
〇課題レポート：30％
〇定期試験：30％　

●留意事項：
〇教職課程履修生としてふさわしい在り方で受講すること。
〇教員として必要な資質・能力が身に付いているか、現地調査、事例研究、グルー
プ討議等を通して確認するための授業であることを自覚すること。
〇オフィスアワー：月曜日9・10限

●実務経験の授業への活用方法：
　教員として教育実践に携わっていた経験に基づいて、教育実践に関する基礎
的な能力及び教育者としての自覚を育成する。

●授業予定一覧：
� 1　演習①「青年教師としての在り方・生き方」（グループ討議）
�2　演習②「教育課程の実際」（グループ討議）
�3　演習③「生徒指導の理論と実践」（グループ討議）
�4　演習④「学校運営と地域連携の在り方」（グループ討議）
�5　現地調査①「授業参観」（中学校）
�6　現地調査②「授業参観」（高等学校）
�7　現地調査③「教育の心」（訪問学校の校長による講話）
�8　現地調査④「学校現場の実際」（訪問学校の教員とのグループ討論）
�9　�演習⑤「これからの若い先生に期待すること」（グループ討議）（元校長会

会長）
10　演習⑥「女性教師としての生き方」（グループ討議）（元中学校長）
11　事例研究①「より良い授業を目指して」（現職教諭）
12　事例研究②「心の教育をいかに実践するか」（現職教諭）
13　模擬授業①（中学校＜ロールプレイを含む＞）
14　模擬授業②（高等学校＜ロールプレイを含む＞）
15　4年間の総括
　　定期試験・課題レポートの提出

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
〇教職課程における学びの総括として位置づけ、教員として必要な知識・技能
の習得について自己を見つめるため、これまでの学びの記録を整理しておくこ
と。

【必携書（教科書販売）】
使用しない

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞
〇『中学校学習指導要領』、文部科学省
〇『高等学校学習指導要領』、文部科学省
〇『中学校学習指導要領解説　総則編』、文部科学省
〇『中学校学習指導要領解説　外国語編』、文部科学省
〇『高等学校学習指導要領解説　総則編』、文部科学省
〇『高等学校学習指導要領解説　外国語編』、文部科学省

＜参考書等＞
担当者から別途指示する。
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教職実践演習（中・高）[ 日 ]
［担　当　者］�伊木　洋
［開　講　期］2 期

［授�業�形�態］演習　［単位］2

［科目ナンバリング］510Z0-4000-x2

510 16267

●本授業の概要：
教職課程履修の総括として４年間の学びをふまえ，教員免許取得までにさらに
習得すべき知識や技能等を明確にし，教育者としての愛情と使命感を深め，学
校教育において必要とされる教育実践及び教育実践研究の基礎的な能力を身に
付ける。そのために，学校現場での学びを含む幅広い内容で授業を構成し，現
地調査，事例研究，グループ討議等，演習形式で授業を行う。

●到達目標：
教職課程における学びをふりかえり，教員として必要な知識・技能の習得につ
いて自己を見つめ，学びの成果と今後の課題を記述することができる。

●成績評価の基準：
○授業時の活動状況：40％
○課題レポート：30％
○定期試験：30％

●留意事項：
○教職課程履修生としてふさわしい在り方で受講すること。
○教員として必要な資質・能力が身に付いているか，現地調査，事例研究，グルー
プ討議等を通して確認するための授業であることを自覚すること。
○オフィスアワー：火曜日9・10限

●実務経験の授業への活用方法：
教員として教育実践に携わっていた経験に基づいて，教育実践に関する基礎的
な能力と態度及び教育者としての自覚を育成する。

●授業予定一覧：
１　演習①「青年教師としての在り方・生き方」（グループ討議）
２　演習②「教育課程の実際」（グループ討議）
３　演習③「生徒指導の理論と実践」（グループ討議）
４　演習④「学校運営と地域連携の在り方」（グループ討議）
５　現地調査①「授業参観」（中学校）
６　現地調査②「授業参観」（高等学校）
７　現地調査③「教育の心」（訪問学校の校長による講話）
８　現地調査④「学校現場の実際」（訪問学校の教員とのグループ討議）
９　演習⑤「これからの若い先生に期待すること」（グループ討議）（元校長会
会長）
10　演習⑥「女性教師としての生き方」（グループ討議）（元中学校長）
11　事例研究①「より良い授業を目指して」（現職教諭）
12　事例研究②「心の教育をいかに実践するか」（現職教諭）
13　模擬授業①（中学校＜ロールプレイ含む＞）
14　模擬授業②（高等学校＜ロールプレイを含む＞）
15　４年間の総括
����定期試験・課題レポートの提出

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
○教職課程における学びの総括として位置づけ，教員として必要な知識・技能
の習得について自己を見つめるため，これまでの学びの記録を整理しておくこ
と。

【必携書（教科書販売）】
使用しない

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞
○『中学校学習指導要領』，文部科学省
○『高等学校学習指導要領』，文部科学省
○『中学校学習指導要領解説総則編』，文部科学省，ぎょうせい
○『中学校学習指導要領解説国語編』，文部科学省，東洋館出版社
○『高等学校学習指導要領解説総則編』，文部科学省，東山書房
○『高等学校学習指導要領解説国語編』，文部科学省，教育出版

＜参考書等＞
担当者から別途指示する。

教職実践演習（中・高）[ 現 ]
［担　当　者］�河合　保生
［開　講　期］2 期

［授�業�形�態］演習　［単位］2

［科目ナンバリング］510Z0-4000-x2

510 16269

●本授業の概要：
　教職課程履修の総括として４年間の学びをふまえ，教員免許状取得までにさらに習得すべき
知識や技能等を明確にし，教育者としての愛情と使命感を深め，学校教育において必要とされ
る教育実践研究の基礎的な能力を身に付ける。そのために，学校現場での学びを含む幅広い内
容で授業を構成し，現地調査，事例研究，グループ討議等を中心として，演習形式で授業を行う。

●到達目標：
1．教職課程における学びをふりかえり，教員として必要な知識・技能の習得について自己を見
つめ，学びの成果と今後の課題を明確にすることができる。

●成績評価の基準：
〇授業時の活動状況：40％（到達目標1）
〇課題レポート：30％（到達目標1）
〇定期試験：30％（到達目標1）
　

●留意事項：
〇教職課程履修生としてふさわしい在り方で受講すること。�
〇教員として必要な資質・能力が身に付いているか，現地調査，事例研究，グループ討議等を
通して確認する授業であることを自覚すること。�
〇オフィスアワー　木曜日9,10時限�

●実務経験の授業への活用方法：
教員として教育実践に携わっていた経験に基づき，教育実習校の指導教員と連携して教育実習
を実施し，教育実践に関する基礎的な能力と態度及び教育者としての自覚を育成する。

●授業予定一覧：
１　演習①「青年教師としての在り方・生き方」（グループ討議）
２　演習②「教育課程の実際」（グループ討議）
３　演習③「生徒指導の理論と実践」（グループ討議）
４　演習④「学校運営と地域連携の在り方」（グループ討議）
５　現地調査①「授業参観」（中学校）
６　現地調査②「授業参観」（高等学校）
７　現地調査③「教育の心」（訪問学校の校長による講話）
８　現地調査④「学校現場の実際」（訪問学校の教員によるグループ討議）
９　演習⑤「これからの若い先生に期待すること」（グループ討議）
10　演習⑥「女性教師としての生き方（グループ討議）
11　事例研究①「より良い授業を目指して」（現職教諭）
12　事例研究②「心の教育をいかに実践するか」（現職教諭）
13　模擬授業①（中学校＜ロールプレイを含む＞）
14　模擬授業②（高等学校＜ロールプレイを含む＞）
15　４年間の総括
16　定期試験

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
教職課程における学びの総括として位置づけ，教員として必要な知識・技能の習得について自
己を見つめるため，虚飾履修カルテ等を通してこれまでの学びの記録を整理しておくこと。

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞
〇『中学校学習指導要領』，文部科学省�
〇『高等学校学習指導要領』，文部科学省�
〇『中学校学習指導要領解説総則編』，文部科学省，ぎょうせい�
〇『中学校学習指導要領解説社会編』，文部科学省，日本文教出版�
〇『高等学校学習指導要領解説総則編』，文部科学省，東山書房�
〇『高等学校学習指導要領解説地理歴史編』，文部科学省，教育出版�
〇『高等学校学習指導要領解説公民編』，文部科学省，教育出版�

＜参考書等＞
〇『中学校学習指導要領解説（平成29年告示）総則編』，文部科学省，東山書房
〇『中学校学習指導要領解説（平成30年告示）社会編』，文部科学省，東洋館出版社
〇『高等学校学習指導要領解説（平成30年告示）総則編』，文部科学省
〇『高等学校学習指導要領解説（平成30年告示）地理歴史編』，文部科学省
〇『高等学校学習指導要領解説（平成30年告示）公民編』，文部科学省�
〇その他は，担当者から別途指示する。
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教職実践演習（中・高）[ 人 ]
［担　当　者］�山本　幾子
［開　講　期］2 期

［授�業�形�態］演習　［単位］2

［科目ナンバリング］510Z0-4000-x2

510 16271

●本授業の概要：
教職課程履修の総括として４年間の学びを踏まえ，教員免許取得までにさらに習得
すべき知識や技能等を明確にし，教育者としての愛情と使命感を深め，学校教育に
おいて必要とされる教育実践及び教育実践研究の基礎的な能力を身に付ける。その
ために，学校現場での学びを含む幅広い内容で授業を構成し，現地調査，事例研究，
グループ討議等，演習形式で授業を行う。

●到達目標：
教職課程における学びをふりかえり，教員として必要な知識・技能の修得について
自己を見つめ，学びの成果と今後の課題を記述することができる。

●成績評価の基準：
授業時の活動状況　40％
課題レポート　30％
定期試験　30％

●留意事項：
〇教職課程履修生としてふさわしい在り方で受講すること。
〇教員として必要な資質・能力が身に付いているか，現地調査，事例研究，グルー
プ討議等を通して確認する授業であることを自覚すること。
〇オフィスアワー　月曜日9･10限

●実務経験の授業への活用方法：
教員として教育実践に携わっていた経験に基づいて，教育実践に関する基礎的な能
力と態度及び教育者としての自覚を育成する。

●授業予定一覧：
１　演習①「青年教師としての在り方 ･ 生き方」（グループ討議）�
２　演習②「教育課程の実際」（グループ討議）�
３　演習③「生徒指導の理論と実際」（グループ討議）�
４　演習④「学校運営と地域連携の在り方」（グループ討議）�
５　現地調査①「授業参観」（中学校）
６　現地調査②「授業参観」（高等学校）
７　現地調査③「教育の心」（訪問学校の校長による講話）
８　現地調査④「学校現場の実際」（訪問学校の教員による小グループ討論）
９　演習⑤「これからの若い先生に期待すること」（グループ討議）（元校長会会長）
10　演習⑥「女性教師としての生き方」（グループ討議）（元中学校長）
11　事例研究①「より良い授業を目指して」（現職教諭）
12　事例研究②「心の教育をいかに実践するか」（現職教諭）
13　模擬授業①（中学校＜ロールプレイを含む＞）
14　模擬授業②（高等学校＜ロールプレイを含む＞）
15　４年間の総括
　　定期試験・課題レポートの提出

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
教職課程における学びの総括として位置付け，教員として必要な知識・技能が身に
付いているか客観的に自己を見つめ，実践的指導力の向上を図ること。

【必携書（教科書販売）】
使用しない

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞

「中学校学習指導要領」，文部科学省
「高等学校学習指導要領」，文部科学省
「中学校学習指導要領解説　総則編」，文部科学省，ぎょうせい
「中学校学習指導要領解説　技術・家庭編」，文部科学省，教育図書
「高等学校学習指導要領解説　総則編」，文部科学省，東山書房
「高等学校学習指導要領解説　家庭編」，文部科学省，開隆堂

＜参考書等＞
担当者から別途指示する。

教職実践演習（栄養教諭）
［担　当　者］�若本　ゆかり
［開　講　期］2 期

［授�業�形�態］演習・講義　［単位］2

［科目ナンバリング］510Z0-4000-x2

510 16273

●本授業の概要：
教職課程履修の総括として４年間の学びをふまえ，教育者としての愛情と使命
感を深め，教育免許状取得までにさらに習得すべき知識や技能等を身に付ける。
そのために，学校現場での研修を含む幅広い内容で授業を構成し，事例研究，
グループ討議等，主に演習形式で授業を行う。

●到達目標：
教職課程における学びをふりかえり，教育者としての愛情と使命感を深め，学
びの成果と今後の課題を明確にするとともに，学校教育において必要とされる，
教育実践及び教育実践研究の基礎的な能力を身に付ける。

●成績評価の基準：
課題レポート　　　30％
定期試験　　　　　30％
授業時の活動状況　40％

●留意事項：
〇教職課程履修生としてふさわしい在り方で受講すること。
〇教員として必要な資質・能力が身に付いているか現地調査，事例研究，グルー
プ討議等を通して確認する授業であることを自覚すること。
〇オフィスアワーは授業中に指示する。

●実務経験の授業への活用方法：
児童生徒の食に関する指導に携わった経験を持つ講師による，児童生徒の食教
育の現状と課題並びによりよい授業を行うための講義により，教育実践に関す
る基礎的な能力と態度及び教育者としての自覚を育成する。

●授業予定一覧：
�1.�演習①（グループ討議）「栄養教諭としてのあり方」
�2.�授業参観（岡山市内小学校・本学附属小学校）
�3.�演習②（グループ討議）「食生活調査の方法 - 食文化・食環境をふま
�����������えて -」
�4.�フィールドワーク「児童の食生活と生活状況に関する調査」
�5.�演習③（グループ討議）「児童の食生活と生活状況に関する調査」
�6.�講義①「学校給食の意義と給食管理の実際」
�7.�講義②「児童生徒の食教育の現状と課題」
�8.�講義③「栄養教諭の職務内容とその役割」
�9.�事例研究①「よりよい授業をめざして」
10.�事例研究②「栄養教諭に求められる資質」　
11.�演習④（ロールプレイング）「食に関する指導における栄養教諭の対
�����������応」
12.�模擬授業①（対象：中学年）
13.�模擬授業②（対象：高学年）
14.�食に関する指導の実際（本学附属小学校）
15.�演習⑤「学校現場で求められる家庭・地域との連携のあり方」
16.�定期試験

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
教職課程における学びの総括として位置づけ，教員として必要な知識・技能が
身に付いているか客観的に自己を見つめ，実践的指導力の向上を図ること。

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞
文部科学省『小学校学習指導要領』�
文部科学省『中学校学習指導要領』�
文部科学省『小学校学習指導要領解説（総則編）』
文部科学省『中学校学習指導要領解説（総則編）』
文部科学省『小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（特別活動編）』�
文部科学省『食に関する指導の手引』，東山書房
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介護等体験の理論
［担　当　者］�山本　幾子
［開　講　期］2 期

［授�業�形�態］講義　［単位］1

［科目ナンバリング］510Z0-2000-x1

510 16280

●本授業の概要：
特別支援学校や社会福祉施設で行う介護等体験と教師に求められる力量
や資質との関係，体験の留意事項について理解することを目的とする。
障害等に関する基本的理解を深めるために，特別支援学校や社会福祉施
設の現状や課題について考察する。
グループディスカッションを繰り返すことで，単なる知識として捉える
のではなく，現状の課題を解決するための方策を様々な立場から検討し
ていく。

●到達目標：
１．介護等体験の意義を理解し，積極的に体験に臨む姿勢を身に付ける。
２．�特別支援学校と障害のある児童生徒，社会福祉施設とその利用者等

に関する基本的な知識を理解し，説明することができる。
３．�ノーマライゼーションの理念に沿って，一人一人のニーズに応じた

指導や支援をすることの重要性を説明することができる。
４．現在の自分を客観的に評価し，課題を明確に述べることができる。

●成績評価の基準：
レポート　40％（達成目標1,2,3,4）　　　　
定期試験　40％（達成目標1,2,3）
授業後の自己評価　20％（達成目標4）

●留意事項：
・次年度の「介護等体験の実践」の履修には，この科目の単位修得は不
可欠である。
・授業開始は第２期10月下旬の予定で，詳細は後日掲示する。
・オフィスアワー　月曜日�9,10時限

●実務経験の授業への活用方法：
教員として教育実践に携わっていた経験に基づき，教師に求められる資
質について様々な事例を提示して指導することにより，教職履修者とし
ての自覚を促す。

●授業予定一覧：
１　介護等体験とは
２　教職志向と介護等体験
３　人間関係づくりの基礎
４　特別支援教育と障害のある児童生徒の理解（特別講義講師）
５　特別支援学校における体験と留意事項
６　社会福祉施設と利用者の理解
７　社会福祉施設における体験と留意事項
８　まとめ
　　定期試験・レポート提出

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
提示される課題に取り組むことで現在の自分と真摯に向き合い，教職を
目指す立場から各個人の課題を明確にするように努める。さらに，その
課題の克服や改善に向けて継続的に改善策を実践する。

【必携書（教科書販売）】
『教師をめざす人の介護等体験ハンドブック�四訂版』，現代教師養成研
究会編，大修館書店

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞
授業時に必要な資料を配付する。

介護等体験の実践
［担　当　者］�山本　幾子
［開　講　期］通年

［授�業�形�態］実習・講義　［単位］1

［科目ナンバリング］510Z0-3000-x1

510 16285

●本授業の概要：
本授業を通して，個人の尊厳及び社会連帯の理念に関する認識を深めるととも
に，ノーマライゼーションの視点から一人一人のありのままの姿を正しく見る
という教職としての基本的な姿勢を身に付けることを目的とする。体験後は，
グループディスカッションを通して体験を省察し，自己の成長と課題を明らか
にする。
特別支援学校及び社会福祉施設において，障害者や高齢者等に対する介護・介
助・交流等の体験を合計7日間行うとともに，必要な事前指導及び事後指導を行
う。

●到達目標：
１．特別支援学校及び社会福祉施設において合計7日間の体験活動をする。
２．�体験を通して個人の尊厳及び社会連帯の理念の認識を深め説明することが

できる。
３．体験で関わる相手に配慮したコミュニケーションを図ることができる。
４．体験後の成果と課題を明らかにして述べることができる。

●成績評価の基準：
体験記録　50％（到達目標1,2,3,4）
レポート　50％（到達目標2,3,4）

●留意事項：
・「介護等体験の理論」の単位を修得した者のみ履修登録可能である。
・年度当初に実施する「介護等体験のオリエンテーション」を欠席すると，体
験が不可能になる場合がある。
・義務教育の教員免許取得に７日間の体験が必須であるため，体験の欠席は１
日も認められない。
・オフィスアワー　月曜日�9,10時限

●実務経験の授業への活用方法：
教員として教育実践に携わっていた経験に基づき，体験の事前事後において具
体的な指導をして体験の充実を図り，教職のとしての資質向上を促す。

●授業予定一覧：
１．介護等体験の実践に向けて
２．介護等体験に向けた手続きの確認
３．特別支援学校での介護等体験に向けた準備
４．社会福祉施設での介護等体験に向けた準備　
５．介護等体験に向けた健康管理
６．特別支援学校における介護等体験（２日間）
７．社会福祉施設における介護等体験（５日間）
８．介護等体験の省察
　　体験記録・課題レポートの提出

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
・体験先となる特別支援学校や社会福祉施設が決定後は，各人で情報収集に努
めること。
・体験後は速やかに体験記録を整理し，各学科の教職担当者にも提出すること。

【必携書（教科書販売）】
使用しない

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞
・本学作成『介護等の体験記録』（初回授業時に配付）
・「介護等体験の理論」で使用したものを継続使用
・授業時に別途資料配付
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中等教育実習事前事後指導 [ 現 ]
［担　当　者］�河合　保生
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］講義・演習　［単位］1

［科目ナンバリング］510Z0-4000-x1

510 16300

●本授業の概要：
　事前指導では教育実習生として学校の教育活動に参画する意識を高め，事後
指導では教育実習を経て得られた成果と課題等を省察するとともに，教員免許
取得までに習得すべき知識や技能等について理解する。これらを通して教育実
習の意義を理解する。

●到達目標：
１．教育実習生として遵守すべき義務等について理解し，その責任を自覚した
うえで意欲的に教育実習に参加することができる。
２．教育実習を通して得られた知識と経験をふりかえり，教員免許取得までに
さらに習得することが必要な知識や技能等を理解し，記述することが出来る。

●成績評価の基準：
〇授業への参加姿勢：20％（到達目標1，2)�
〇課題レポート：50％（到達目標1，2)
〇教育実習日誌：30％（到達目標2）

●留意事項：
〇教育実習生としてふさわしい在り方で受講すること。�
〇教育実習生として自覚の乏しい者，欠席の多い者，成績不良の者は，学外実
習に参加することを認めない。�
〇講義の時間帯以外に，模擬授業を実施することがある。�
〇オフィスアワー　木曜日9,10時限

●実務経験の授業への活用方法：
教員として教育実践に携わっていた経験に基づいて，教育実習の意義と目的及
び基本的な内容と方法を指導するとともに，教育実習をふりかえっての成果と
課題を自覚できるように指導する。

●授業予定一覧：
《事前指導》
１　教育実習の目的，教育実習生としての義務と責任，教員としての法令遵守
事項��
２　生徒一人一人の良さを認め，やる気を引き出す指導（教科指導及び学級指導）
３　特別な配慮が必要な生徒との関わり方（教科指導及び学級指導）
４　学級担任及び教科担任の服務，協働の重要性と教育効果
５　学校現場の教育課題 ( ＩＣＴの活用等 ) と対応方法，事務処理とその必要性
６　教育実習に向けた実践課題の整理と確認

《事後指導》
７　教育実習の成果と課題の省察
８　望ましい教師像と取り組むべき課題の具体化
　　教育実習日誌・課題レポートの提出

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
〇教育実習に向けて，教育実習日誌等，必要な準備，心配り，体調管理を十分
行うこと。
〇実習校で授業実習をする科目・分野の教科書を熟読し，授業ノートの作成・
補充をしておくこと。

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞
〇『中学校学習指導要領』，文部科学省
〇『高等学校学習指導要領』，文部科学省
〇『中学校学習指導要領解説社会編』，文部科学省，日本文教出版
〇『高等学校学習指導要領解説地理歴史編，文部科学省，教育出版
〇『高等学校学習指導要領解説公民編』，文部科学省，教育出版
〇中学校社会科教科書及び高等学校地理歴史科・公民科教科書

＜参考書等＞
〇『中学校学習指導要領解説（平成29年告示）社会編』（平成30年3月），文部科
学省
〇その他は，担当者から別途指示する。

中等教育実習Ⅰ [ 現 ]
［担　当　者］�河合　保生
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］実習　［単位］4

［科目ナンバリング］510Z0-4000-x4

510 16310

●本授業の概要：
　本授業（教育実習）は，中学校または高等学校で３週間実施する。教育実習は，観察，参加，
実習という方法で教育実践に関わることを通して，教育者としての愛情と使命感を深め，将来
教員になるうえでの能力や適性を考えるとともに課題を自覚する機会である。一定の実践的指
導力を有する指導教員のもとで体験を積み，学校教育の実際を体験的・総合的に理解し，教育
実践ならびに教育実践研究の基礎的な能力と態度を身に付ける。

●到達目標：
1．生徒との関わりを通して実態や課題を把握するとともに，指導教員等の実施する授業をおい
ては視点を持って観察し，事実に即して記録することができる。
2．教育実習校の学校経営方針及び特色ある教育活動並びに組織体制を理解し，学級担任及び教
科担任等の補助的な役割を担うことができる。
３．生徒の実態及び学習指導要領を踏まえた適切な学習指導案を作成し，学習指導に必要な基
礎的技術を実地に即して身に付けるとともに，情報機器を活用して授業を実践することができ
る。
４．学級担任の役割と職務内容を実地に即して理解し，教科指導以外の様々な場面で適切に生
徒と関わることができる。�

●成績評価の基準：
〇実習への参加姿勢：20％（到達目標1，2，3，4）
〇学外実習の評価：50％�（到達目標1，2，3，4）
〇育実習日誌：30％（到達目標1）

●留意事項：
〇教育実習生としてふさわしい在り方で教育実習に臨むこと。�
〇教育実習生として自覚の乏しい者，欠席の多い者，成績不良の者は，学外実習に参加するこ
とを認めない。�
〇自らの責任の重さを自覚し，実習校の教育方針及び教育計画に従うこと。�
〇教育実習生としてのマナーを厳守すること。�
〇オフィスアワー　木曜日9,10時限

●実務経験の授業への活用方法：
教員として教育実践に携わっていた経験に基づき，教育実習校の指導教員と連携して教育実習
を実施し，教育実践に関する基礎的な能力と態度及び教育者としての自覚を育成する。

●授業予定一覧：
授業予定一覧
〇実習校と連携を図り，指導計画に即して実施する。
〇教育実習は，次のような内容で実施する。
・校長，教頭，教育実習指導主任，学年主任の講話（学校経営，学年経営，指導組織等）
・生徒指導主事の講話（校務分掌）��
・教務主任の講話（校務分掌）
・進路指導主事の講話（校務分掌）
・教科指導の参観（生徒の実態や課題の把握，観察・記録）
・教科指導以外の参観（生徒の実態や課題の把握，観察・記録）
・参加実習（授業及び教科担任の職務の一部を補助的に担当）
・参加実習（学級担任の職務の一部を補助的に担当）
・参加実習（特別活動，学校事務等，教科指導以外の職務の一部を補助的に担当）
・生徒の実態及び学習指導要領を踏まえた学習指導案の作成
・授業実習（10～20時間）
・研究授業の実施（学習指導に必要な基礎的技術の習得，情報機器の活用）
・授業に関する研究協議
・教育実習の反省
・教育実習日誌の作成及び教育実習の整理
〇教育実習日誌の提出
〇実習総時間数120時間以上を以って，単位認定の対象とする。

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
〇教育実習校の指導教官の指導のもと，生徒の実態と学習指導要領の指導事項を踏まえて目標
を設定し，目標達成にふさわしい言語活動や学習活動を位置づけ，指導と評価の充実を図った
学習指導案を作成すること。�
〇授業の実施に当たっては，事前に教育実習校の指導教官に学習指導案を提出し，綿密な準備
をすること。�
〇教育実習日誌を丁寧に作成し，学び得たことを蓄積すること。

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞
〇『中学校学習指導要領』，文部科学省�
〇『高等学校学習指導要領』，文部科学省�
〇『中学校学習指導要領解説社会編』，文部科学省，日本文教出版�
〇『高等学校学習指導要領解説地理歴史編』，文部科学省，教育出版
〇『高等学校学習指導要領解説公民編』，文部科学省，教育出版�
〇各実習校が指定した文部科学省検定教科書

＜参考書等＞
〇実習校及び担当者から別途指示する。
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中等教育実習Ⅱ [ 現 ]
［担　当　者］�河合　保生
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］実習　［単位］2

［科目ナンバリング］510Z0-4000-x2

510 16320

●本授業の概要：
　本授業（教育実習）は，高等学校で２週間実施する。教育実習は，観察，参加，実習という
方法で教育実践に関わることを通して，教育者としての愛情と使命感を深め，将来教員になる
うえでの能力や適性を考えるとともに課題を自覚する機会である。一定の実践的指導力を有す
る指導教員のもとで体験を積み，学校教育の実際を体験的・総合的に理解し，教育実践ならび
に教育実践研究の基礎的な能力と態度を身に付ける。

●到達目標：
1．生徒との関わりを通して実態や課題を把握するとともに，指導教員等の実施する授業をおい
ては視点を持って観察し，事実に即して記録することができる。
2．教育実習校の学校経営方針及び特色ある教育活動並びに組織体制を理解し，学級担任及び教
科担任等の補助的な役割を担うことができる。
３．生徒の実態及び学習指導要領を踏まえた適切な学習指導案を作成し，学習指導に必要な基
礎的技術を実地に即して身に付けるとともに，情報機器を活用して授業を実践することができ
る。
４．学級担任の役割と職務内容を実地に即して理解し，教科指導以外の様々な場面で適切に生
徒と関わることができる。�

●成績評価の基準：
〇実習への参加姿勢：20％（到達目標1，2，3，4）�
〇学外実習の評価：50％（到達目標1，2，3，4）
〇教育実習日誌：30％（到達目標1）
�

●留意事項：
〇教育実習生としてふさわしい在り方で教育実習に臨むこと。�
〇教育実習生として自覚の乏しい者，欠席の多い者，成績不良の者は，学外実習に参加するこ
とを認めない。�
〇自らの責任の重さを自覚し，実習校の教育方針及び教育計画に従うこと。�
〇教育実習生としてのマナーを厳守すること。�
〇オフィスアワー　木曜日9,10時限�

●実務経験の授業への活用方法：
教員として教育実践に携わっていた経験に基づき，教育実習校の指導教員と連携して教育実習
を実施し，教育実践に関する基礎的な能力と態度及び教育者としての自覚を育成する。

●授業予定一覧：
〇実習校と連携を図り，指導計画に即して実施する。
〇教育実習は，次のような内容で実施する。
・校長，教頭，教育実習指導主任，学年主任の講話（学校経営，学年経営，指導組織等）
・生徒指導主事の講話（校務分掌）��
・教務主任の講話（校務分掌）
・進路指導主事の講話（校務分掌）
・教科指導の参観（生徒の実態や課題の把握，観察・記録）
・教科指導以外の参観（生徒の実態や課題の把握，観察・記録）
・参加実習（授業及び教科担任の職務の一部を補助的に担当）
・参加実習（学級担任の職務の一部を補助的に担当）
・参加実習（特別活動，学校事務等，教科指導以外の職務の一部を補助的に担当）
・生徒の実態及び学習指導要領を踏まえた学習指導案の作成
・授業実習（5～15時間）
・研究授業の実施（学習指導に必要な基礎的技術の習得，情報機器の活用）
・授業に関する研究協議
・教育実習の反省
・教育実習日誌の作成及び教育実習の整理
〇教育実習日誌の提出
〇実習総時間数60時間以上を以って，単位認定の対象とする。

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
〇教育実習校の指導教官の指導のもと，生徒の実態と学習指導要領の指導事項を踏まえて目標
を設定し，目標達成にふさわしい言語活動や学習活動を位置づけ，指導と評価の充実を図った
学習指導案を作成すること。�
〇授業の実施に当たっては，事前に教育実習校の指導教官に学習指導案を提出し，綿密な準備
をすること。�
〇教育実習日誌を丁寧に作成し，学び得たことを蓄積すること。�

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞
〇『高等学校学習指導要領』，文部科学省�
〇『高等学校学習指導要領解説　地理歴史編』，文部科学省，教育出版�
〇『高等学校学習指導要領解説　公民編』，文部科学省，教育出版�
〇各実習校が指定した文部科学省検定教科書�

�＜参考書等＞�
〇実習校及び担当者から別途指示する。�

栄養教育実習事前事後指導
［担　当　者］�若本　ゆかり
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］講義・演習　［単位］1

［科目ナンバリング］510Z0-4000-x1

510 16350

●本授業の概要：
事前指導では教育実習生として学校の教育活動に参画する意識を高め，事後指
導では教育実習を経て得られた成果と課題等を省察するとともに，教員免許取
得までに習得すべき知識や技能等について理解する。これらを通して教育実習
の意義を理解する。

●到達目標：
1. 教育実習生として遵守すべき義務等について理解し，その責任を自覚したう
えで意欲的に教育実習に参加することができる。
2. 教育実習を通して得られた知識と経験をふりかえり，教員免許取得までにさ
らに習得することが必要な知識や技能等を理解し，記述することができる。

●成績評価の基準：
〇授業への参加姿勢　20％（到達目標1，2）
〇課題レポート　　　50％（到達目標1，2）
〇教育実習日誌　　　30％（到達目標2）

●留意事項：
〇教育実習生としてふさわしい在り方で受講すること。
〇教育実習生として自覚の乏しい者，欠席の多い者，成績不良の者は，学外実
習に参加することを認めない。
〇講義の時間帯以外に，模擬授業を実施することがある。
〇オフィスアワーは授業中に指示する。

●実務経験の授業への活用方法：
栄養教諭として児童生徒の食に関する指導に携わった経験を持つ講師による講
義並びに指導により，教育実習の意義と目的及び基本的な内容と方法への理解
を促すとともに，教育実習をふりかえり成果と課題を自覚できるようにする。

●授業予定一覧：
《事前指導》�
�1�栄養教育実習の目的，教育実習生としての義務と責任，教員としての法令遵
守事項
�2�児童生徒一人一人の良さを認め，やる気を引き出す指導（食に関する指導及
び学級指導）
�3�特別な配慮が必要な児童生徒との関わり方（食に関する指導及び学級指導）
�4�学級担任，教科担任，栄養教諭の服務，協働の重要性と教育効果
�5�学校現場の教育課題（ＩＣＴの活用等）と対応方法，事務処理とその必要性
�6�栄養教育実習に向けた実践課題の整理と確認

《事後指導》�
�7�栄養教育実習の成果と課題の省察
�8�望ましい教師像と取り組むべき課題の具体化

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
栄養教育実習に向けて，教育実習日誌等，必要な準備，心配り，体調管理を十
分行うこと。また食に関する指導の目標を明確にするとともに，学校給食の教
育的意義と役割について理解し，これらをふまえた教育指導ができるように準
備すること。

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞
文部科学省『小学校学習指導要領』�
文部科学省『中学校学習指導要領』�
文部科学省『小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（特別活動編）』
文部科学省『小学校学習指導要領解説（家庭編）』
文部科学省『中学校学習指導要領解説（技術・家庭編）』
＜参考書等＞
文部科学省『食に関する指導の手引』，東山書房
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栄養教育実習
［担　当　者］�若本　ゆかり
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］実習　［単位］1

［科目ナンバリング］510Z0-4000-x1

510 16360

●本授業の概要：
本実習（栄養教育実習）は，小学校または中学校で1週間実施する。教育実習は，観察・
参加・実習という方法で教育実践に関わることを通して，教育者としての愛情を深め，将
来教員になるうえでの能力や適性を考えるとともに課題を自覚する機会である。一定の実
践的指導力を有する指導教員のもとで体験を積み，学校教育の実際を体験的・総合的に理
解し，教育実践ならびに教育実践研究の基礎的な能力と態度を身に付ける。

●到達目標：
1. 児童生徒との関わりをを通して実態や課題を把握するとともに，指導教員等の実施する
授業を視点を持って観察し，事実に即して記録することができる。
2. 教育実習校の学校経営方針及び特色ある教育活動並びに組織体制について理解し，学級
担任及び教科担任等の補助的な役割を担うことができる。
3. 児童生徒の実態及び学習指導要領を踏まえた適切な学習指導案を作成し，学習指導に必
要な基礎的技術を実地に即して身に付けるととともに，適切な場面で情報機器を活用して
食に関する指導を実践することができる。
4. 学級担任の役割と職務内容を実地に即して理解し，様々な活動の場面で適切に児童生徒
と関わることができる。
5. 児童生徒および現職の栄養教諭の教育活動に接することにより，学校教育における食に
関する指導の有効な機能について考察することができる。

●成績評価の基準：
〇実習への参加姿勢　20％（到達目標1，2，3，4，5）
〇学外実習の評価　　50％（到達目標1，2，3，4，5）
〇教育実習日誌　　　30％（到達目標1）

●留意事項：
〇教育実習生としてふさわしい在り方で教育実習に臨むこと。
〇教育実習生として自覚の乏しい者，欠席の多い者，成績不良の者は，学外実習に参加す
ることを認めない。
〇自らの責任の重さを自覚し，実習校の教育方針を十分理解したうえで教育計画に従うこ
と。
〇教育実習生としてのマナーを厳守すること。
〇オフィスアワーは別途指示する。

●実務経験の授業への活用方法：
教育実習校の指導教員による実践的な指導により，教育実践に関する基礎的な能力と態度
及び教育者としての自覚を育成する。

●授業予定一覧：
栄養教育実習は，実習校の指導計画に基づき次の計画で行われることが多い。
�1.�校長・教頭・実習指導主任の講話
�2.�教務主任の講話
�3.�家庭・保健等教科担当教諭の講話
�4.�栄養教諭の講話
�5.�授業参観
�6.�学級活動および給食時間における指導の参観 ,�補助
�7.�給食放送指導 ,�配膳指導 ,�後片づけ指導の参観 ,�補助
�8.�児童生徒集会 ,�委員会活動 ,�クラブ活動等における指導の参観 ,�補助
�9.�学習指導案の作成 ,�教材研究等（食育の視点をふまえた学年別指導案の検討）
10.�学習指導案の作成 ,�教材研究等（板書計画・情報機器の活用）
11.�教科・特別活動における研究授業（生きた教材としての学校給食の活用）
12.�教科・特別活動における研究授業（各教科における食に関する指導）
13.�校内における連携・調整の参観 ,�補助
14.�授業に関する批評会
15.�栄養教育実習の反省会

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
対象児童生徒の発達に応じた食に関する指導内容と学習教材に必要な資料を準備する。学
習指導案の作成や教材研究にあたっては，年間の授業計画も視野に入れ，他教科との関連
についても考慮する。実習内容は，自らが考察する視点で毎日必ず記入してまとめ，翌日
の準備と課題につなげてほしい。

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞
�文部科学省『小学校学習指導要領』�
�文部科学省『中学校学習指導要領』�
�文部科学省『小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（特別活動編）』�
�文部科学省『小学校学習指導要領解説（家庭編）』�
�文部科学省『中学校学習指導要領解説（技術・家庭編）』�
＜参考書等＞
�文部科学省『食に関する指導の手引』，東山書房�
�実習校および担当者から別途指示する。

教職特講Ⅰ
［担　当　者］�吉田　万里子
［開　講　期］2 期

［授�業�形�態］講義・演習　［単位］2

［科目ナンバリング］510Z0-3000-x2

510 16370

●本授業の概要：
　本授業では、将来教職に就くために必要な資質や総合的な人間力を身につけ
向上させていくことを目的とする。
　授業では、青少年期の心身の発達を踏まえた学校現場の様々な具体的事例や
課題を扱いながら、演習、グループワーク、ディスカッション等を行い、教育
実習及び教員採用試験で必要とされる基礎的な力を身につけ準備する。

●到達目標：
１　青少年期の心身の発達の特徴を理解し、様々な場面に応じた生徒への支援
や指導について説明することができる。
２　教育実習を想定した様々な場面での挨拶やミニスピーチ等が発表できる。
３　教員採用試験に必要な教職教養全般及び教育法規等の基本的な事項を理解
し、説明や記述ができる。

●成績評価の基準：
　授業への取り組み態度　２０％（到達目標１、２、３）
　課題レポート　　　　　３０％（到達目標１、３）
　演習及び定期試験　　　５０％（到達目標１、２、３）

●留意事項：
◯学校や教育に関する新聞記事・雑誌・ニュース等へ関心を持ち、内容を把握
するよう努めること。
◯質問や相談は、随時教職相談室ポストへ申し込むことでも可能である。
◯教職相談室及び教職学生閲覧室を積極的に利用すること。　

●実務経験の授業への活用方法：

●授業予定一覧：
１　教職特講Ⅰの概要について
２　「教職」の魅力とは
３　思春期の中学生・高校生の理解（青年期の特徴）
４　思春期の中学生・高校生の理解（自分探し、レポート）
５　思春期の中学生・高校生の理解（不適応と問題行動）
６　教育実習に向けて（実習概要）
７　教育実習に向けて（教科指導）
８　教育実習に向けて（生徒指導、ディスカッション）
９　教育実習に向けて（人権教育・特別支援教育）
10　教員採用試験に向けて（試験概要）
11　教員採用試験に向けて（教職教養全般）
12　教員採用試験に向けて（教育法規）
13　教員採用試験に向けて（個人面接）
14　教員採用試験に向けて（集団面接・集団活動、グループワーク）
15　教育現場の課題と方向性について
16　定期試験（筆記試験、レポート）

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
◯毎回の授業で、教育に関する時事問題について説明したり質問したりするの
で、日頃から新聞やニュース等を把握しておくこと。
◯学校支援ボランティア等に積極的に参加し、児童生徒とふれあったり観察し
たりする体験を多く持つようにすること。

（予習）次週に予定されているテーマに関連した新聞やニュース等を把握し、自
分の感想や意見等を発表できるようにしておくこと。

（復習）配付された資料を見直し､ 練習問題を解いて確認しておくこと。

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜参考書等＞
　学習指導要領（総則編）
　　高等学校希望者は高校版
　　中学校希望者は中学版
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教職特講Ⅱ
［担　当　者］�吉田　万里子
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］講義・演習　［単位］2

［科目ナンバリング］510Z0-4000-x2

510 16380

●本授業の概要：
　本授業では、専門職としての教員に必要な資質を養い、総合的な人間力を高
めながら、教育実習及び教員採用試験に必要となる基礎的な知識や技能を身に
つけることを目的とする。
　授業では、学校現場の様々な具体的事例や課題を扱いながら、演習、グルー
プワーク、ディスカッション等で、受講生同士の学び合いを深め、豊かなコミュ
ニケーション能力を身につけ、教育実習及び教員採用試験に備える。

●到達目標：
１　自分の理想とする教師像を明確にもち、説得力のある志願理由及び自分の
長所、教師への適性を記述したり発表したりすることができる。　
２　教育実習を想定した様々な場面での児童生徒への支援や指導について考え、
説明したり発表したりすることができる。
３　教員採用試験に必要な教職教養全般及び教育法規等を理解し、適切な説明
や記述ができる。

●成績評価の基準：
　授業への取り組み態度　　２０％（１、２、３）
　課題レポート　　　　　　３０％（１、２、）
　演習及び定期試験　　　　５０％（１、２、３）

●留意事項：
◯学校や教育に関する新聞や雑誌等の記事、ニュース報道等の内容を把握し、
理解を深めるよう努めること。
◯質問や相談は、随時教職支援室ポストへ申し込むことでも可能である。
◯事前に予告する授業以外の対策講座に積極的に出席すること。
◯教職相談室及び教職学生閲覧室を積極的に利用すること。
　　

●実務経験の授業への活用方法：

●授業予定一覧：
１　教職特講Ⅱの概要について
２　教師の役割（期待される教師像とは）
３　教師の役割（身分と服務）
４　教育実習に向けて（学校組織と校務分掌の理解）
５　教育実習に向けて（教科・科目）
６　教育実習に向けて（人権教育・特別支援教育）
７　教育実習に向けて（生徒指導・部活動）
８　教育実習のまとめ（実習中の課題から学ぶ・ディスカッション、）
９　教員採用試験に向けて（教採の概要について）
10　教員採用試験に向けて（志願書・自己推薦書等）
11　教員採用試験に向けて（教職教養全般）
12　教員採用試験に向けて（教育法規）
13　教員採用試験に向けて（個人面接・集団討論）
14　教員採用試験に向けて（集団活動・グループワーク）
15　教員採用試験に向けて（時事問題）
16　定期試験（筆記試験、レポート）

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
◯毎回授業で教育に関する時事問題について質問したり、感想を求めたりする
ので、日頃から学生同士で感想や意見交換をしておくこと。
◯学校支援ボランティア等に積極的に参加し、児童生徒とふれあったり、観察
したりする体験を多く持つようにすることこと。

（予習）次週に予定されているテーマに関して、下調べをし、新聞やニュース等
を把握し自分の意見や感想等が発表できるようにしておくこと。

（復習）配付された資料を見直し、練習問題をくり返し解いて、理解を深めてお
くこと。

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜参考書等＞
　学習指導要領（総則編）
　　高等学校希望者は高校版
　　中学校希望者は中学版

教職特講Ⅲ
［担　当　者］�吉田　万里子
［開　講　期］2 期

［授�業�形�態］講義・演習　［単位］2

［科目ナンバリング］510Z0-4000-x2

510 16390

●本授業の概要：
　本授業では、専門職である教師として総合的な実践力及び総合的な人間力を、高め磨い
ていくことを目的とする。
　授業では、来年度より学校現場で教職に就くことを想定して、テーマ別の模擬授業や模
擬指導を行い、検討し合うことで実践力を養い、学校現場の実態に応じた学習指導力、生
徒指導力、コミュニケーション力を身につける。　
　本年度教員採用試験受験者を対象とする。

●到達目標：
１　�学級便り及び教科便りを作成し、それを用いた学級経営、教科指導に関する模擬授業

や模擬指導を行い、検討し合うことができる。
２　生徒理解及び生徒指導、人権等に関する模擬授業や模擬指導を行い、検討し合うこと
　　ができる。
３　危機管理に関する模擬授業や模擬指導を行い、検討し合うことができる。

●成績評価の基準：
　授業への取り組み態度　　　　２０％（１、２、３）
　課題レポート　　　　　　　　３０％（１、２、３）
　演習及び定期試験　　　　　　５０％（１、２、３）

●留意事項：
◯学校や教育に関する新聞や雑誌等の記事、ニュース報道等の内容を把握し、理解を深め
　課題意識を持つことを習慣にすること。
◯質問や相談は、随時教職支援室ポストへ申し込むことでも可能である。
◯事前に予告する授業以外の対策講座に積極的に出席すること。
◯教職相談室及び教職学生閲覧室を積極的に利用すること。

●実務経験の授業への活用方法：

●授業予定一覧：
１　教職特講Ⅲの概要について
２　現場で求められる教師とは
３　教師の仕事（教育公務員として）
４　教師の仕事（学校組織の理解）
５　教師の仕事（学級経営・学級担任の仕事、学級便り）
６　教師の仕事（教科指導、教科便り）
７　教師の仕事（生徒指導、教育相談）
８　教師の仕事（進路指導）
９　教師の仕事（人権教育・特別支援教育）
10　教師の仕事（生徒会活動・部活動）
11　教師の仕事（模擬授業・教科指導、ディスカッション）
12　教師の仕事（模擬授業・学級指導、ディスカッション）
13　教師の仕事（学校現場の課題と対応、ディスカッション）
14　教師の仕事（学校の危機管理、模擬授業、模擬指導、ディスカッション）
15　まとめ（教師の仕事１年間）
16　定期試験（レポート等）

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
◯�教師としての仕事を想定して、授業で使用するワークシートや資料づくり、演習などを

行なう。各科を超えてグループで作業や討論することも多く、授業時間外での準備や連
携・協力が必要となる。

◯学校支援ボランティア等に積極的に参加し、学校現場で児童生徒とふれあったり、観察
　したりする体験を多く持つようにすること。

（予習）模擬授業や模擬指導で使用する指導案、ワークシート、資料等を準備する。
（復習）�模擬授業や模擬指導で使用した指導案、ワークシート、資料等を見直し、より実

践しやすく修正し、学校現場で活用できる資料に改善しておくこと。

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜参考書等＞
　学習指導要領（総則編）・・・受講者各自で入手しておく
　　高等学校希望者は高校版
　　中学校希望者は中学版
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