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■GA001 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA001／教職実践演習（中・高）（Ａ） 

(Practice Teaching Seminar(Secondary Education))(A) 

担当者名 

（Instructor） 
大野 久(ONO HISASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET4510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「その他」登録科目 

池袋キャンパス所属学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教職課程履修の総仕上げとして，自己の教員としての適性や特徴を対象化すること，および今後の教員としての課題を認識す

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

少人数クラスを編成し，演習形式で講義とディスカッションを中心に展開する。 

また中・高の現職管理職や教育委員会関係者による講義をふまえ，教科指導，生活指導および学級運営等について模擬授業，

ロールプレイなどをとおして実践的理解を深める。 

詳細については，以下日程の第１回目の趣旨説明オリエンテーションにて説明する予定である。下記開催のオリエンテーションの

「いずれか１回」に必ず出席すること。 

 

・9/26（水）18:20～20:00 池袋キャンパス 4402 教室 

・9/27（木）18:20～20:00 新座キャンパス N323 教室 

・9/29（土）13:15～14:55 池袋キャンパス 4402 教室 

 

なお，オリエンテーションの詳細は追って掲示するので，各自注意すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 趣旨説明オリエンテーション 

2. 教育実習事後報告会 

3. クラス開きの実際 

4. 教科指導実践研究（１） 

5. 教科指導実践研究（２） 

6. 教科指導実践研究（３） 

7. 教科外指導実践研究（１） 

8. 教科外指導実践研究（２） 

9. 教科外指導実践研究（３） 

10. 学校経営実践研究（１） 

11. 学校経営実践研究（２） 

12. 地域と学校教育の連携研究（１） 

13. 地域と学校教育の連携研究（２） 

14. 総括討論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自，先修科目を復習し，教育実習の振り返りを行っておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

クラス別授業時に毎回提出する「リアクションペーパー」(40%)/合同クラス授業時に課される「小レポート」(40%)/最終授業時に全ク

ラス共通テーマ「立教大学で教職課程を履修して」の「レポート」(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教育実習事前指導の際に配付した，各自作成中の『履修の記録』(授業時に必ず持参)及び配付プリントを使用。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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・所属キャンパスで開講するクラスを受講すること。 

・登録に際しては，講座事務室にて配布する「『教職実践演習（中・高） 』履修希望届」に開講科目の中から希望科目を記入し，所

属キャンパス学校・社会教育講座事務室に，4/23（月）～4/27（金）の間に提出すること。結果は，7/2（月）に所属キャンパス学

校・社会教育講座掲示板に掲示する。 
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■GA002 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA002／教職実践演習（中・高）（Ｂ） 

(Practice Teaching Seminar(Secondary Education))(B) 

担当者名 

（Instructor） 
森田 満夫(MORITA MITSUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET4510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「その他」登録科目 

池袋キャンパス所属学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教職課程履修の総仕上げとして，自己の教員としての適性や特徴を対象化すること，および今後の教員としての課題を認識す

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

少人数クラスを編成し，演習形式で講義とディスカッションを中心に展開する。 

また中・高の現職管理職や教育委員会関係者による講義をふまえ，教科指導，生活指導および学級運営等について模擬授業，

ロールプレイなどをとおして実践的理解を深める。 

詳細については，以下日程の第１回目の趣旨説明オリエンテーションにて説明する予定である。下記開催のオリエンテーションの

「いずれか１回」に必ず出席すること。 

 

・9/26（水）18:20～20:00 池袋キャンパス 4402 教室 

・9/27（木）18:20～20:00 新座キャンパス N323 教室 

・9/29（土）13:15～14:55 池袋キャンパス 4402 教室 

 

なお，オリエンテーションの詳細は追って掲示するので，各自注意すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 趣旨説明オリエンテーション 

2. 教育実習事後報告会 

3. クラス開きの実際 

4. 教科指導実践研究（１） 

5. 教科指導実践研究（２） 

6. 教科指導実践研究（３） 

7. 教科外指導実践研究（１） 

8. 教科外指導実践研究（２） 

9. 教科外指導実践研究（３） 

10. 学校経営実践研究（１） 

11. 学校経営実践研究（２） 

12. 地域と学校教育の連携研究（１） 

13. 地域と学校教育の連携研究（２） 

14. 総括討論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自，先修科目を復習し，教育実習の振り返りを行っておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

クラス別授業時に毎回提出する「リアクションペーパー」(40%)/合同クラス授業時に課される「小レポート」(40%)/最終授業時に全ク

ラス共通テーマ「立教大学で教職課程を履修して」の「レポート」(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教育実習事前指導の際に配付した，各自作成中の『履修の記録』(授業時に必ず持参)及び配付プリントを使用。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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・所属キャンパスで開講するクラスを受講すること。 

・登録に際しては，講座事務室にて配布する「『教職実践演習（中・高） 』履修希望届」に開講科目の中から希望科目を記入し，所

属キャンパス学校・社会教育講座事務室に，4/23（月）～4/27（金）の間に提出すること。結果は，7/2（月）に所属キャンパス学

校・社会教育講座掲示板に掲示する。   

 

  



 - 5 - 

■GA003 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA003／教職実践演習（中・高）（Ｃ） 

(Practice Teaching Seminar(Secondary Education))(C) 

担当者名 

（Instructor） 
下地 秀樹(SHIMOJI HIDEKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET4510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「その他」登録科目 

池袋キャンパス所属学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教職課程履修の総仕上げとして，自己の教員としての適性や特徴を対象化すること，および今後の教員としての課題を認識す

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

少人数クラスを編成し，演習形式で講義とディスカッションを中心に展開する。 

また中・高の現職管理職や教育委員会関係者による講義をふまえ，教科指導，生活指導および学級運営等について模擬授業，

ロールプレイなどをとおして実践的理解を深める。 

詳細については，以下日程の第１回目の趣旨説明オリエンテーションにて説明する予定である。下記開催のオリエンテーションの

「いずれか１回」に必ず出席すること。 

 

・9/26（水）18:20～20:00 池袋キャンパス 4402 教室 

・9/27（木）18:20～20:00 新座キャンパス N323 教室 

・9/29（土）13:15～14:55 池袋キャンパス 4402 教室 

 

なお，オリエンテーションの詳細は追って掲示するので，各自注意すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 趣旨説明オリエンテーション 

2. 教育実習事後報告会 

3. クラス開きの実際 

4. 教科指導実践研究（１） 

5. 教科指導実践研究（２） 

6. 教科指導実践研究（３） 

7. 教科外指導実践研究（１） 

8. 教科外指導実践研究（２） 

9. 教科外指導実践研究（３） 

10. 学校経営実践研究（１） 

11. 学校経営実践研究（２） 

12. 地域と学校教育の連携研究（１） 

13. 地域と学校教育の連携研究（２） 

14. 総括討論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自，先修科目を復習し，教育実習の振り返りを行っておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

クラス別授業時に毎回提出する「リアクションペーパー」(40%)/合同クラス授業時に課される「小レポート」(40%)/最終授業時に全ク

ラス共通テーマ「立教大学で教職課程を履修して」の「レポート」(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教育実習事前指導の際に配付した，各自作成中の『履修の記録』(授業時に必ず持参)及び配付プリントを使用。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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・所属キャンパスで開講するクラスを受講すること。 

・登録に際しては，講座事務室にて配布する「『教職実践演習（中・高） 』履修希望届」に開講科目の中から希望科目を記入し，所

属キャンパス学校・社会教育講座事務室に，4/23（月）～4/27（金）の間に提出すること。結果は，7/2（月）に所属キャンパス学

校・社会教育講座掲示板に掲示する。 
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■GA004 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA004／教職実践演習（中・高）（Ｄ） 

(Practice Teaching Seminar(Secondary Education))(D) 

担当者名 

（Instructor） 
奈須 恵子(NASU KEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET4510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「その他」登録科目 

池袋キャンパス所属学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教職課程履修の総仕上げとして，自己の教員としての適性や特徴を対象化すること，および今後の教員としての課題を認識す

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

少人数クラスを編成し，演習形式で講義とディスカッションを中心に展開する。 

また中・高の現職管理職や教育委員会関係者による講義をふまえ，教科指導，生活指導および学級運営等について模擬授業，

ロールプレイなどをとおして実践的理解を深める。 

詳細については，以下日程の第１回目の趣旨説明オリエンテーションにて説明する予定である。下記開催のオリエンテーションの

「いずれか１回」に必ず出席すること。 

 

・9/26（水）18:20～20:00 池袋キャンパス 4402 教室 

・9/27（木）18:20～20:00 新座キャンパス N323 教室 

・9/29（土）13:15～14:55 池袋キャンパス 4402 教室 

 

なお，オリエンテーションの詳細は追って掲示するので，各自注意すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 趣旨説明オリエンテーション 

2. 教育実習事後報告会 

3. クラス開きの実際 

4. 教科指導実践研究（１） 

5. 教科指導実践研究（２） 

6. 教科指導実践研究（３） 

7. 教科外指導実践研究（１） 

8. 教科外指導実践研究（２） 

9. 教科外指導実践研究（３） 

10. 学校経営実践研究（１） 

11. 学校経営実践研究（２） 

12. 地域と学校教育の連携研究（１） 

13. 地域と学校教育の連携研究（２） 

14. 総括討論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自，先修科目を復習し，教育実習の振り返りを行っておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

クラス別授業時に毎回提出する「リアクションペーパー」(40%)/合同クラス授業時に課される「小レポート」(40%)/最終授業時に全ク

ラス共通テーマ「立教大学で教職課程を履修して」の「レポート」(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教育実習事前指導の際に配付した，各自作成中の『履修の記録』(授業時に必ず持参)及び配付プリントを使用。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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・所属キャンパスで開講するクラスを受講すること。 

・登録に際しては，講座事務室にて配布する「『教職実践演習（中・高） 』履修希望届」に開講科目の中から希望科目を記入し，所

属キャンパス学校・社会教育講座事務室に，4/23（月）～4/27（金）の間に提出すること。結果は，7/2（月）に所属キャンパス学

校・社会教育講座掲示板に掲示する。 
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■GA005 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA005／教職実践演習（中・高）（Ｅ） 

(Practice Teaching Seminar(Secondary Education))(E) 

担当者名 

（Instructor） 
青木 猛正(AOKI TAKEMASA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET4510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「その他」登録科目 

池袋キャンパス所属学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教職課程履修の総仕上げとして，自己の教員としての適性や特徴を対象化すること，および今後の教員としての課題を認識す

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

少人数クラスを編成し，演習形式で講義とディスカッションを中心に展開する。 

また中・高の現職管理職や教育委員会関係者による講義をふまえ，教科指導，生活指導および学級運営等について模擬授業，

ロールプレイなどをとおして実践的理解を深める。 

詳細については，以下日程の第１回目の趣旨説明オリエンテーションにて説明する予定である。下記開催のオリエンテーションの

「いずれか１回」に必ず出席すること。 

 

・9/26（水）18:20～20:00 池袋キャンパス 4402 教室 

・9/27（木）18:20～20:00 新座キャンパス N323 教室 

・9/29（土）13:15～14:55 池袋キャンパス 4402 教室 

 

なお，オリエンテーションの詳細は追って掲示するので，各自注意すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 趣旨説明オリエンテーション 

2. 教育実習事後報告会 

3. クラス開きの実際 

4. 教科指導実践研究（１） 

5. 教科指導実践研究（２） 

6. 教科指導実践研究（３） 

7. 教科外指導実践研究（１） 

8. 教科外指導実践研究（２） 

9. 教科外指導実践研究（３） 

10. 学校経営実践研究（１） 

11. 学校経営実践研究（２） 

12. 地域と学校教育の連携研究（１） 

13. 地域と学校教育の連携研究（２） 

14. 総括討論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自，先修科目を復習し，教育実習の振り返りを行っておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

クラス別授業時に毎回提出する「リアクションペーパー」(40%)/合同クラス授業時に課される「小レポート」(40%)/最終授業時に全ク

ラス共通テーマ「立教大学で教職課程を履修して」の「レポート」(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教育実習事前指導の際に配付した，各自作成中の『履修の記録』(授業時に必ず持参)及び配付プリントを使用。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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・所属キャンパスで開講するクラスを受講すること。 

・登録に際しては，講座事務室にて配布する「『教職実践演習（中・高） 』履修希望届」に開講科目の中から希望科目を記入し，所

属キャンパス学校・社会教育講座事務室に，4/23（月）～4/27（金）の間に提出すること。結果は，7/2（月）に所属キャンパス学

校・社会教育講座掲示板に掲示する。 
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■GA006 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA006／教職実践演習（中・高）（Ｆ） 

(Practice Teaching Seminar(Secondary Education))(F) 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 竜太(SASAKI RYUTA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET4510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「その他」登録科目 

池袋キャンパス所属学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教職課程履修の総仕上げとして，自己の教員としての適性や特徴を対象化すること，および今後の教員としての課題を認識す

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

少人数クラスを編成し，演習形式で講義とディスカッションを中心に展開する。 

また中・高の現職管理職や教育委員会関係者による講義をふまえ，教科指導，生活指導および学級運営等について模擬授業，

ロールプレイなどをとおして実践的理解を深める。 

詳細については，以下日程の第１回目の趣旨説明オリエンテーションにて説明する予定である。下記開催のオリエンテーションの

「いずれか１回」に必ず出席すること。 

 

・9/26（水）18:20～20:00 池袋キャンパス 4402 教室 

・9/27（木）18:20～20:00 新座キャンパス N323 教室 

・9/29（土）13:15～14:55 池袋キャンパス 4402 教室 

 

なお，オリエンテーションの詳細は追って掲示するので，各自注意すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 趣旨説明オリエンテーション 

2. 教育実習事後報告会 

3. クラス開きの実際 

4. 教科指導実践研究（１） 

5. 教科指導実践研究（２） 

6. 教科指導実践研究（３） 

7. 教科外指導実践研究（１） 

8. 教科外指導実践研究（２） 

9. 教科外指導実践研究（３） 

10. 学校経営実践研究（１） 

11. 学校経営実践研究（２） 

12. 地域と学校教育の連携研究（１） 

13. 地域と学校教育の連携研究（２） 

14. 総括討論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自，先修科目を復習し，教育実習の振り返りを行っておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

クラス別授業時に毎回提出する「リアクションペーパー」(40%)/合同クラス授業時に課される「小レポート」(40%)/最終授業時に全ク

ラス共通テーマ「立教大学で教職課程を履修して」の「レポート」(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教育実習事前指導の際に配付した，各自作成中の『履修の記録』(授業時に必ず持参)及び配付プリントを使用。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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・所属キャンパスで開講するクラスを受講すること。 

・登録に際しては，講座事務室にて配布する「『教職実践演習（中・高） 』履修希望届」に開講科目の中から希望科目を記入し，所

属キャンパス学校・社会教育講座事務室に，4/23（月）～4/27（金）の間に提出すること。結果は，7/2（月）に所属キャンパス学

校・社会教育講座掲示板に掲示する。 
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■GA007 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA007／教職実践演習（中・高）（Ｇ） 

(Practice Teaching Seminar(Secondary Education))(G) 

担当者名 

（Instructor） 
吉住 香織(YOSHIZUMI KAORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET4510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「その他」登録科目 

池袋キャンパス所属学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教職課程履修の総仕上げとして，自己の教員としての適性や特徴を対象化すること，および今後の教員としての課題を認識す

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

少人数クラスを編成し，演習形式で講義とディスカッションを中心に展開する。 

また中・高の現職管理職や教育委員会関係者による講義をふまえ，教科指導，生活指導および学級運営等について模擬授業，

ロールプレイなどをとおして実践的理解を深める。 

詳細については，以下日程の第１回目の趣旨説明オリエンテーションにて説明する予定である。下記開催のオリエンテーションの

「いずれか１回」に必ず出席すること。 

 

・9/26（水）18:20～20:00 池袋キャンパス 4402 教室 

・9/27（木）18:20～20:00 新座キャンパス N323 教室 

・9/29（土）13:15～14:55 池袋キャンパス 4402 教室 

 

なお，オリエンテーションの詳細は追って掲示するので，各自注意すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 趣旨説明オリエンテーション 

2. 教育実習事後報告会 

3. クラス開きの実際 

4. 教科指導実践研究（１） 

5. 教科指導実践研究（２） 

6. 教科指導実践研究（３） 

7. 教科外指導実践研究（１） 

8. 教科外指導実践研究（２） 

9. 教科外指導実践研究（３） 

10. 学校経営実践研究（１） 

11. 学校経営実践研究（２） 

12. 地域と学校教育の連携研究（１） 

13. 地域と学校教育の連携研究（２） 

14. 総括討論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自，先修科目を復習し，教育実習の振り返りを行っておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

クラス別授業時に毎回提出する「リアクションペーパー」(40%)/合同クラス授業時に課される「小レポート」(40%)/最終授業時に全ク

ラス共通テーマ「立教大学で教職課程を履修して」の「レポート」(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教育実習事前指導の際に配付した，各自作成中の『履修の記録』(授業時に必ず持参)及び配付プリントを使用。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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・所属キャンパスで開講するクラスを受講すること。 

・登録に際しては，講座事務室にて配布する「『教職実践演習（中・高） 』履修希望届」に開講科目の中から希望科目を記入し，所

属キャンパス学校・社会教育講座事務室に，4/23（月）～4/27（金）の間に提出すること。結果は，7/2（月）に所属キャンパス学

校・社会教育講座掲示板に掲示する。 
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■GA151 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA151／道徳教育の理論と方法（Ａ） 

(Theories and Methods of Moral Education(A)) 

担当者名 

（Instructor） 
走井 洋一(HASHIRII YOICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET1200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本科目は以下の点ができるようになることを目指します。 

（1）道徳とは何か，道徳を教えることができるのか，等の道徳の基盤に関わる諸問題を自分なりに考えること 

（2）道徳教育や「特別の教科 道徳」の教育課程上の位置づけや，道徳教育を行う具体的な手順や方法について理解すること 

（3）毎回ランダムに構成されるグループで課題に取り組むことを通じてソーシャル・スキルや思考力，判断力などを高めること 

 

授業の内容（Course Contents） 

本科目では，道徳の基盤，道徳教育の歴史，道徳教育の実施に関わる諸問題を以下の授業計画にしたがって検討していきま

す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（本科目のねらいと内容，道徳教育と道徳性が形成されることの差異，道徳教育が究極的に目指すこと

とは？） 

2. 道徳についての定義・価値について考える 

3. グループ・ディスカッション（1）──①身の回りにある「正しいとされること」（「○○はよい」「○○すべきである」ということ）を

思いつくかぎりあげてみよう，②それはどのように決定されている（誰がどのような手続で決定している）のか考えよう 

4. 道徳の基盤（1）──帰結主義の立場 

5. 道徳の基盤（2）──義務論の立場 

6. 道徳の基盤（3）──道徳性の発達 

7. グループ・ディスカッション（2）──「正しいとされること」を教える難しさを考えよう 

8. 道徳教育の歴史（1）──学制期から第 2 次大戦前まで 

9. 道徳教育の歴史（2）──第 2 次大戦後から現在まで 

10. 道徳教育の目標と内容（1）──2017（平成 29）年告示学習指導要領とその内容 

11. 道徳教育の目標と内容（2）──道徳教育の教育課程上の位置づけ，「特別の教科 道徳」と道徳教育の関係 

12. 道徳教育と「特別の教科 道徳」の実際（1）──道徳教育の進め方と「特別の教科 道徳」の指導案の書き方 

13. 道徳教育と「特別の教科 道徳」の実際（2）──「特別の教科 道徳」の指導案の作成 

14. 道徳教育と「特別の教科 道徳」の実際（3）──指導案の検証と授業の進め方 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業外学習に関する指示は，必要に応じて別途指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

指導案（ルーブリックによる評価を行う）(35%)/確認テスト(35%)/グループワーク(10%)/リアクション・ペーパーの内容(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 貝塚茂樹・関根明伸編、2016、『道徳教育を学ぶための重要項目 100』、教育出版 (ISBN:978-4-316-80432-3) 

 

参考文献（Readings） 

2017（平成 29）年告示『中学校学習指導要領』及び『中学校学習指導要領解説 特別の教科 道徳編』を授業内で参照します。

各自ダウンロードし，授業時にいつでも閲覧できるようにして下さい。 

2017（平成 29）年告示『中学校学習指導要領』 

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2017/06/21/1384661_5.pdf 

文部科学省『中学校学習指導要領解説 特別の教科 道徳編』（2017（平成 29）年 7 月） 

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2017/11/02/1387018_11_3.pdf 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業の資料及び授業で使用したスライドについては，Blackboardを使用して配布します。 

 

注意事項（Notice） 
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■GA152 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA152／道徳教育の理論と方法（Ｂ） 

(Theories and Methods of Moral Education(B)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

中学校における道徳教育の指導理念と授業方法の習得－高度な人権意識を持った主

体的日本人育成の視点から－ 

担当者名 

（Instructor） 
内海崎 貴子(UCHIUMIZAKI TAKAKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET1200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

授業の到達目標は，道徳と道徳教育に関する適切な理解，青年前期の道徳性の基礎的・基本的な知識の獲得，道徳の指導方

法原理の理解，高度な人権意識(感覚)を有する主体的な日本人を育成する道徳教育の視点を獲得することである。  

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では道徳教育の意義と目的，道徳教育の歴史，学習指導要領「特別の教科道徳」における教育内容，道徳性の発達過程

を学習し，道徳の授業方法を俯瞰しながら，学習指導案の作成・模擬授業実践により，学校教育現場で実際に道徳の授業がで

きる力量を形成する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の目的，内容等を説明し，単位修得のための条件，授業出席に当たっての注意事項，事前事後学習の進め方等を解

説する。 

2. 「私にとって道徳とは何か」を考えるためのグループワークを行い，①道徳とは何か，②道徳は教えられるのか，について講

義する。 

3. 道徳教育の歴史－修身から「道徳の時間」，そして「特別の教科道徳」へ－について講義する。 

4. 学習指導要領「特別の教科道徳」を解説し，教科道徳の目標と道徳教育の全体計画について述べる。 

5. 「教科道徳」の学習指導案作成にむけて ①．学習指導案とは何か，学習指導案の書き方 

6. 「教科道徳」の学習指導案作成にむけて ②．教材研究，資料選択と教材のタイプ 

7. 「教科道徳」の学習指導案作成にむけて ③．授業方法の検討，映像資料を活用したモデル授業の視聴 

8. 「教科道徳」の学習指導案作成にむけて ④．人権教育の授業体験と授業方法（体験型ワークショップ)の分析・解説 

9. 学習指導案作成に向けて，児童生徒の道徳性の発達にかかわる代表的な理論を紹介する。 

10. 模擬授業の実施 ①．模擬授業の進め方，「授業参観の記録」の取り方 

11. 模擬授業の実施 ②．模擬授業実施，授業分析と討論(グループワーク) 

12. 模擬授業の実施 ③．「授業参観の記録」を用いた模擬授業の再検討(グループワーク) 

13. 道徳教育における教師の役割について，家庭・地域との連携の視点から解説する。 

14. 再作成した学習指導案を持ち寄り，グループワークを通して，道徳の授業の可能性と限界を検討する。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

グループワークのための事前調査，学習指導案作成のための教材収集及び教材研究，リアクション・ペーパーの作成，模擬授業

分析のための予習等について，第 1 回目の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクション・ペーパー(20%)/授業参観の記録(20%)/学習指導案(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2015、『中学校学習指導要領解説 特別の教科 道徳編』、文部科学省 

文部科学省 HPから，『中学校学習指導要領解説 特別の教科 道徳編』を USB等にダウンロードしておくこと。 

 

参考文献（Readings） 

1. 松下良平、2011、『道徳教育はホントに道徳的か？－「生きづらさ」の背景を探る』、日本図書センター (ISBN:978-4-284-

30447-4) 

2. 井ノ口淳三、2005、『命の教育、こころの教育は何をめざすかー心のノートへ至る道徳教育ー』、晃洋書房 (ISBN:4-7710-

1619-4) 

3. 林 泰成編著、2003、『ケアする心を育む道徳教育ー伝統的な倫理学を超えてー』、北大路書房 (ISBN:4-7628-2185-3) 

4. 貝塚茂樹、2010、『道徳教育の教科書』、学術出版会 (ISBN:978-4-284-10175-2) 

5. 文部科学省、2014、『私たちの道徳 中学校』、廣済堂あかつき株式会社 (ISBN:978-4-331-75188-6) 

6. 文部科学省、2008、『中学校学習指導要領解説道徳編』、日本文教出版社 (ISBN:978-4-536-59004-4) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■GA153 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA153／道徳教育の理論と方法（Ｃ） 

(Theories and Methods of Moral Education(C)) 

担当者名 

（Instructor） 
小川 智瑞恵(OGAWA CHIZUE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET1200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1. これまでどのような道徳教育が展開してきたのか，社会の動きや人間観に着目して歴史的に理解する。 

2. 今日の道徳教育をめぐる状況と課題を考察し，道徳教育を実践するための理論や，それに基づく指導法を理解する。 

3. 具体的な授業展開を研究し，指導案を作成できるようになる。    

 

授業の内容（Course Contents） 

今日，私たちは，何に立脚し，どのような方向を目指して道徳教育を構想したらよいのかを考えます。今日の子どもが直面してい

る困難や課題に道徳教育がどのように応答しうるか，歴史的経緯や，理論とそれに基づく具体的な指導法の理解を進め，指導案

を作成し授業を構想できるようにします。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション  道徳とは  

2. 日本における道徳教育の歴史（1）戦前の修身科  

3. 日本における道徳教育の歴史（2）戦後教育改革期における道徳教育 

4. 日本における道徳教育の歴史（3）特設「道徳」から「特別の教科 道徳」  

5. 子どもと今日の課題，道徳教育のありかた 

6. 道徳の授業の指導法（1）教材研究  

7. 道徳の授業の指導法（2）事例を基に多様な教材を活用した授業展開を研究する 

8. 道徳の授業の指導法（3） 

・コールバーグの道徳性発達理論とモラルジレンマ教材を用いた授業            

・体験的な学習としてのモラルスキルトレーニング  

9. 教科教育と道徳教育  

10. 学習指導案の作成と模擬授業(1)   

11. 学習指導案の作成と模擬授業(2)  

12. 学習指導案の作成と模擬授業(3)    

13. 学習指導案の作成と模擬授業(4)   

14. まとめ  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教科書の指示する箇所や授業中に配布する資料などを予め読み，回によってはミニ・レポートを作成した上で授業に臨むこと。授

業後は内容を振り返り論点を整理する。   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/リアクション・ペーパー(30%)/授業内に指示した提出物(20%) 

4/5 以上の出席をしていない場合は，成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2017 年、『中学校学習指導要領解説 特別の教科 道徳編』、（文部科学省） 

2. 文部科学省、2017 年、『中学校学習指導要領』、（文部科学省） 

 

参考文献（Readings） 

1. 田中耕治編著、2017 年、『道徳教育』、協同出版 

2. 文部科学省、2014 年、『私たちの道徳 中学校』、廣済堂あかつき 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■GA154 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA154／道徳教育の理論と方法（Ｄ） 

(Theories and Methods of Moral Education(D)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現実と向き合う実践的な道徳教育の構想 

担当者名 

（Instructor） 
伊東 毅(ITO TAKESHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET1200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 本科目の到達目標は、（１）道徳の本質・歴史・現代社会における課題や道徳性の発達について理解するとともに、学習指導要

領上の道徳教育および道徳科の目標と主な内容を確認することと、（２）学校における教育活動全体を通じた道徳教育の指導計

画・道徳科の指導方法・教材の特徴を踏まえての授業設計、そして道徳についての評価を理解するとともに、これらを反映させた

学習指導案を作成し、模擬授業を行い、そしてこれらを反省的に振り返ることができること、である。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 青少年の行為に関する問題は深刻である。しかし、道徳的危機に直面しているにもかかわらず、多くの学校では積極的な道徳

教育を展開できないでいる。理由のひとつは、道徳は価値にかかわらざるをえないが、ある価値を提示した瞬間、その価値は党

派性を指摘され、批判の対象に転じてしまうからである。特設「道徳」や「特別の教科である道徳」をめぐる問題もこの延長線上に

ある。こうしたナイーブな問題を内包する道徳教育について、本質・歴史・課題といった側面から整理・検討してみたい。 

 また、今日、道徳教育を論じるとき、枕詞ででもあるかのように「いじめ」「不登校」「援助交際」「学級崩壊」という表現が繰り返さ

れる。しかし、はたしてこのような枕詞とともに語られる道徳教育論がこうした諸問題の分析と整合的に結びついているのであろう

か。本講義では、徹底してこれらの諸問題にこだわり、そこから現代の道徳教育のあり方を問い直すとともに、学校における教育

活動全体を通じた道徳教育、そして道徳科の具体的な授業へとつなげていきたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（講師の自己紹介・講義概要の紹介・評価基準の説明・自己紹介ビンゴゲーム（内容項目［相互理解、寛

容］に対応するアクティブ・ラーニングの具体例）他） 

2. 学習指導要領における「道徳」―新・旧学習指導要領の比較― 

＊①文部科学省「中学校学習指導要領」（平成 20年 3 月告示）の「第 3 章 道徳」、②「中学校学習指導要領」（平成 20 年

3 月告示 平成 27年 3 月一部改正）の「第 3 章 特別の教科 道徳」および③「中学校学習指導要領」（平成 29年 3 月告

示）の「第 3 章 特別の教科 道徳」をあらかじめ読んでおくこと。冊子や文部科学省のホームページで確認できる。 

3. 子どもたちの問題行動①―いじめ・不登校― 

4. 子どもたちの問題行動②―援助交際・学級崩壊― 

5. 道徳教育の歴史①―「教育勅語」にみる道徳教育― 

＊テキスト第 3 章・第 4 章をあらかじめ読んでおくこと。 

6. 道徳教育の歴史②―特設「道徳」および道徳の教科化をめぐる問題― 

＊テキスト第 1 章をあらかじめ読んでおくこと。 

7. 倫理学と道徳教育 

8. 道徳性の発達―ピアジェ・コールバーグ・フロイトおよび脳科学の知見― 

＊テキスト第 12 章をあらかじめ読んでおくこと。 

9. 「道徳」の授業をどうするか①―生活綴方に学ぶ― 

10. 「道徳」の授業をどうするか②―資料「手品師」「フィンガーボール」を使って― 

＊テキスト第 14 章をあらかじめ読んでおくこと。 

11. 「道徳」の授業をどうするか③―資料「いつも一緒に」（いじめ関連資料）を使って― 

12. 「道徳」の授業をどうするか④―学習指導案の作成（その１）形式を中心に― 

13. 「道徳」の授業をどうするか⑤―学習指導案の作成（その２）内容を中心に― 

14. 学習指導案に基づく模擬授業とその検討および道徳の評価と年間指導計画 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 ①文部科学省「中学校学習指導要領」（平成 20年 3 月告示）の「第 3 章 道徳」、②「中学校学習指導要領」（平成 20年 3 月告

示 平成 27 年 3 月一部改正）の「第 3 章 特別の教科 道徳」および③「中学校学習指導要領」（平成 29年 3 月告示）の「第 3

章 特別の教科 道徳」をあらかじめ読んでおくこと。冊子や文部科学省のホームページで確認できる。（所要時間：各 1 時間程

度） 

 テキストの該当箇所をあらかじめ読んでおくこと。 （所要時間：各 1 時間程度） 

 上記の授業時間外学習は、「講義スケジュール」欄に ＊マークで指示を出しておいた。参照願いたい。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内で作成する学習指導案(30%)/授業内で行うグループワークへの取り組み状況(30%) 

なお、単位修得のためには、3分の 2 以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 高橋陽一・伊東毅、2017、『道徳科教育講義』、武蔵野美術大学出版局 (ISBN978-4-86463-059-7 C3037) 

 

参考文献（Readings） 

1. 文部科学省、『「中学校学習指導要領」（平成 20年 3 月告示）』 

2. 文部科学省、『「中学校学習指導要領」（平成 20年 3 月告示 平成 27 年 3 月一部改正）』 

3. 文部科学省、『「中学校学習指導要領」（平成 29年 3 月告示）』 

4. 文部科学省、『「中学校学習指導要領解説 特別の教科 道徳編」（平成 29年 7 月）』 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■GA161 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA161／特別活動の理論と方法（Ａ） 

(Theories and Methods of Extracurricular Activity(A)) 

担当者名 

（Instructor） 

大野 久(ONO HISASHI) 

逸見 敏郎(HEMMI TOSHIRO) 

下地 秀樹(SHIMOJI HIDEKI) 

奈須 恵子(NASU KEIKO) 

森田 満夫(MORITA MITSUO) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full Year Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET2220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
池袋・新座両キャンパス所属学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中学校高等学校の ｢特別活動｣ における計画力及び運営力を実践的に学ぶ｡ 

 

授業の内容（Course Contents） 

立教池袋中高／立教新座中高／香蘭女学校，その他教育現場での学校ボランティア活動を通じて，特別活動について実践的に

理解する｡ 

 

授業計画（Course Schedule） 

[オリエンテーション講義]， [各自の活動]， [レポート作成]から構成される集中形式をとる｡ 

 

[オリエンテーション講義] 

集中講義形式で中学校高等学校の ｢特別活動｣ に関する講義を行う。また，学校ボランティア活動を通じて「特別活動」を学ぶ

ための立教池袋中高／立教新座中高／香蘭女学校，その他，地域学校等の教育現場でのフィールドワークに関するオリエンテ

ーションを行う。 

 

講義およびオリエンテーションは，下記いずれかの回に必ず出席し，指示に従うこと。 

欠席・遅刻は履修放棄とみなす｡ 

 

第１回 4 月 18 日(水)18:20～20:00  池袋 7102 教室  

第２回 4 月 20 日(金)18:20～20:00  新座 N323 教室  

第３回 4 月 23 日(月)18:20～20:00  池袋 7102 教室 

 

このオリエンテーション以外にも，体験先により各校説明会への出席も必要となる。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

学習指導要領等で ｢特別活動｣ の位置づけ，内容等を予習しておくこと｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

活動報告書。活動報告書の詳細については, オリエンテーションで説明する｡(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2015、『中学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1540-5) 

2. 文部科学省、2015、『高等学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1541-2) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

１）2015 年度以降 1 年次入学者は必修である。 

２）2018 年度より，「その他」登録から科目コード登録に変更となったので注意すること。 

３）異文化コミュニケーション学科の学生で，今年度秋学期に「海外留学研修 A」「同 B」の履修を予定している学生は，今年度，

本科目を履修することはできない。また，今年度秋学期から翌年度春学期にかけて，「海外留学研修 C1」「同 C2」の履修を予定

している者で，今年度本科目の履修を希望するものは，学校・社会教育講座事務室に申し出ること。 

 

注意事項（Notice） 
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■GA163 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA163／特別活動の理論と方法（Ｃ） 

(Theories and Methods of Extracurricular Activity(C)) 

担当者名 

（Instructor） 
逸見 敏郎(HEMMI TOSHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2015 年度以降 1 年次入学者履修不可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中高生の学校生活への適応や望ましい集団生活の育成に向けて，学校教育や特別活動が果たすべき役割と実践について基礎

的な知見と実践する技能を得られるようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学習指導要領の主眼のひとつである「生きる力」の育成においては，自ら考え，行動する場を多く有する特別活動の時間が大き

な影響を及ぼす。特別活動の意義を踏まえつつ，自己理解，コミュニケーション能力の促進や集団活動のファシリテーションやサ

ポートについて体験的に検討する。そのために受講生自身が，活動体験を重ねることも必要であり，授業のなかでの体験を重視

していく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション この授業がめざすもの 

2. 中高生の心理的特徴を理解する（１） 自我発達・心理的特徴 

3. 中高生の心理的特徴を理解する（２） 集団形成とその特徴 

4. 中高における特別活動(１) 特別活動の理解 

5. 中高における特別活動(２) 特別活動の目的と方法 

6. 中高における特別活動(３) 集団体験の実際 

7. 中高における特別活動(４) 集団体験とリーダーシップ 

8. 中高における特別活動(５) 学校行事の目標と運営 

9. 中高における特別活動(６) 生徒会活動の目標と運営 

10. 特別活動に必要なスキル(１) ソーシャルスキルトレーニングの理論 

11. 特別活動に必要なスキル(２) ソーシャルスキルトレーニングの実際 

12. 特別活動に必要なスキル(３) リスニングとアサーション リスニング  

13. 特別活動に必要なスキル(４) リスニングとアサーション アサーション 

14. 総括 これからの学校教育における特別活動の課題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自分自身の中高時代の生徒会，学校行事体験を振りかえり，自分がどのような役割になったのかについて確認しておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/講義への参加度・発表(30%)/リアクションペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2015、『中学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1540-5) 

2. 文部科学省、2015、『高等学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1541-2) 

 

参考文献（Readings） 

授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・履修希望者は，履修対象に学部入学年度の指定があるので，注意事項の指示に従い，履修すること。 

 

注意事項（Notice） 

履修対象は 2014 年度以前 1 年次入学者のみ。 
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■GA191 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA191／教育方法論（Ａ） 

(Teaching Methods(A)) 

担当者名 

（Instructor） 
富田 充保(TOMITA MITSUYASU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 本講義では、「授業づくり」と「生徒指導」両面における教育実践の方法に関する原理と実際、ならびに今後の課題について扱

い、受講者がそれらについて理解・考察できるようにすることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 まず、「自分の授業経験の振り返り」や「義務教育未修了の高齢者の通信・夜間中学での学び」から、学ぶとはどのようなものか

を考え合うようにしたい。次に、現代を生きる生徒たちにとって学ぶに値する・学ぶべき知識とはどのようなものか、それを教師は

どう構想・編成すべきかを、「学習指導要領」ならびに「総合的学習」を窓として解明したい。さらに、今度は主に教科外領域となる

生徒指導実践が踏まえるべき、方法論的原理と実践的課題を、「定時制高校」を舞台に考察するようにしたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテ−ション：講義の見取り図と本講義の教育方法の対象と基礎的概念 

2. 自らの授業体験を振り返るーそこでの方法論的原理の共有と対象化 

3. 生きることに直結する学びの切実さ（１）ー義務教育未修了の高齢者の通信・夜間中学での学び 

4. 生きることに直結する学びの切実さ（２）ー義務教育未修了の高齢者の学びの意味の獲得 

5. 日本における公的な教育基準の特質（１）ー平成 20 年改訂学習指導要領 

6. 日本における公的な教育基準の特質（２）ー平成 29 年改訂学習指導要領 

7. 学習指導要領における「総合的な学習」の位置と目標ー系統的学習論と機能的学習論 

8. 総合的な学習の編成過程とその実際（１）ーある私立高校における自主的な取り組み 

9. 総合的な学習の編成過程とその実際（２）ー総合的な学習を深化させる条件 

10. 総合的な学習の編成過程とその実際（３）ー総合的な学習の実際と実践 

11. 生徒指導実践における方法論的原理（１）ー定時制高校を舞台に 

12. 生徒指導実践における方法論的原理（２）ー教師による「生徒の個別理解とケア」 

13. 生徒指導実践における方法論的原理（３）ー生徒同士の関係づくりとアイデンティティー 

14. まとめ/「授業づくり」と「生徒指導」両面における教育実践の方法原理と課題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出欠確認をかねたリアクションペーパー(15%)/講義中行う、グループ学習等への参加(15%)/ミニテスト(35%)/学習指導案提出

(35%) 

2018 年 6 月 7 日付変更（変更事由：レポート試験の内訳を精査して、より具体的な評価対象に変更したため）【変更前の記載内

容】レポート試験(Report Exam)(70%)/出欠確認をかねたリアクションペーパー(15%)/講義中に行う、グループ学習等への参加

(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

文部科学省『中学校学習指導要領』『同 解説』『高等学校学習指導要領』『同 解説』文部科学省 HP 

 

参考文献（Readings） 

1. 柴田義松・山崎準二、2014、『教育方法と技術 第二版』、学文社 

2. 佐藤学、2010、『教育の方法』、左右社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業は講義形式を中心とし、視覚教材や事例や実践記録等の資料なども適宜活用される。また、理解を深めるために必要に応

じてグループによる学習作業等を行うことがある。 

 

注意事項（Notice） 
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■GA192 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA192／教育方法論（Ｂ） 

(Teaching Methods(B)) 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 保宏(SAKAMOTO YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教育「方法」学は、それ自身「学問」たり得るかという議論もある難しい研究領域ですが、教育の「事実」をつくっているのはあくま

でも「実践」であり、その手だてを見通したり検証したりするのが「方法学」です。このような捉え方に立脚しながら「教育学」の構図

を全体的かつ立体的に把握していきたい。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学校教育を構成する「学習指導」と「生活指導」が、それぞれどのような知見の集積の上に立って「方法」として形あるものとなって

いるのかを探っていきます。つまり本講座の趣旨は狭義での「方法」＝「ノウハウ」の共有にあるのではなく、現実の生きた教育実

践の複雑な構造に触れ、その「意味」を読み解き、背景にある理論や思想、論点に迫っていくというところにあります。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーションと序論 

教育「方法学／実践学」の教育学的位置 

2. 教育を「つくる」、学校を「つくる」、教室を「つくる」ということ 

3. 「教える」とは何か 「教授法」の理論史 

4. 「学び」とは何か 「学習」の理論史１（「学び方学習」の系譜） 

5. 「学び」とは何か 「学習」の理論史２（「生活」との往還に関する議論の系譜） 

6. 「学び」とは何か 「学習」の理論史３（「構成主義」的学習論の系譜） 

7. 「学力」と「評価」（教育評価の指標に関する議論） 

8. 「脱近代主義」の諸理論が教育学に提起した問題 

9. 「授業研究」の理論と方法 

10. 「自立」と「共同」を育てる教育方法（学級集団づくり） 

11. 「複声的」な学びのための教育方法（学習集団論） 

12. 教育方法学の現代的課題１ 学習論の転換と授業 

13. 教育方法学の現代的課題２ 「21 世紀型能力」論と教育実践 

14. 教育方法学の現代的課題３ 「発達課題」と向き合う教育実践 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じて別途指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/毎回のリアクションペーパーの内容(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 木村元他、2011、『教育学をつかむ』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-17711-6) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■GA194 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA194／教育方法論（Ｄ） 

(Teaching Methods(D)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代教育方法改革論入門 

担当者名 

（Instructor） 
澤田 稔(SAWADA MINORU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義は、日本をはじめ現代先進諸国において進められてきている教育方法改革の現状とその背景に関する理解を深めること

を目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

(a)教育方法改革の社会・歴史的背景：近代・ポスト近代と教育方法 

(b)現代日本の学習指導要領と教育方法改革 

(c)PISA及び全国学力状況調査 B 問題等から見た教育方法 

(d)学習評価論と教育方法 

以下、授業計画（スケジュール）は適宜変更を加える場合がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：本講義全体の見通しについて 

2. 近代・ポスト近代と教育方法１：近代的学校教育と一斉指導の導入・普及 

3. 近代・ポスト近代と教育方法２：ポスト近代と教育方法改革 

4. ポスト近代と能力観の変化と学力テストの改革動向 

5. 学習指導要領（日本における公的な教育基準）の概要 

6. 平成 29 年改訂学習指導要領の要点整理 

7. 平成 29 年改訂学習指導要領と教育方法 

8. 新学習指導要領（平成 29 年 3月改訂）の概要 

9. アクティブ・ラーニングの理論 

10. アクティブ・ラーニングの実践事例 

11. 教育実習のための教育方法論 

12. 学習評価論と指導要録 

13. 教育方法改革と学習評価論の変遷 

14. 学期末試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回講義及び Blackboardにおいて指示。Blackboardは毎週必ず更新を確認のこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/小レポート（リアクション・ペーパー）提出状況(20%) 

◆必ず初回講義から出席のこと。重要なガイダンスを行うので、これを欠席することにより被る不利益に関しては学生の自己責任

とする。◆初回欠席の正当な理由がある場合には事前にメール等で連絡すること（他の講義の履修を考えていたというのは正当

な理由とは認めない。予めシラバス等で判断しておくこと）。◆また、この授業は宿題も多いので、そのつもりで受講すること。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2018、『中学校学習指導要領解説 総則編』、東洋館出版社 

2. マイケル・W. アップル 、ジェームズ・A. ビーン（編著）、2013、『デモクラティック・スクール 力のある教育とは何か』、ぎょうせ

い (ISBN:978-4324096369) 

※シラバス登録時には不明。また、中学校学習指導要領本体及び同解説は、pdf ファイルを文科省サイトからダウンロードするこ

とが可能。 

 

参考文献（Readings） 

1. 奈須 正裕、2017、『「資質・能力」と学びのメカニズム』、東洋館出版社 (ISBN:978-4491033631) 

2. 奈須 正裕、2017、『教科の本質を見据えたコンピテンシー・ベイスの授業づくりガイドブック ―資質・能力を育成する 15 の実

践プラン』、明治図書出版 (ISBN:978-4182309243) 

3. 守屋淳・澤田稔・上地完治（編著）、2014、『子どもを学びの主体として育てる (シリーズ新しい学びの潮流２) 』、ぎょうせい 
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(ISBN:978-4324098318) 

4. 佐藤学、2010、『教育の方法』(放送大学叢書)、左右社 (ISBN:978-4903500348) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＊講義その他に関して質問等がある場合には、時間帯を問わずいつでも、以下のアドレス（澤田の立教大学メルアド）を通して連

絡してよい。ただし毎回件名に学生番号・氏名を入力のこと。5535719@rikkyo.ac.jp  

＊初回講義に欠席する場合には、必ず理由を添えてメールで予め連絡すること。初回を無断で、または正当な特段の理由なく欠

席した場合の受講は認めない。 

＊この授業では Blackboardを使用する。適宜、更新を確認すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■GA204 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA204／中・高教育実習事前指導 

(Guidance on Teaching Practice) 

担当者名 

（Instructor） 

下地 秀樹(SHIMOJI HIDEKI) 

大野 久(ONO HISASHI) 

奈須 恵子(NASU KEIKO) 

逸見 敏郎(HEMMI TOSHIRO) 

森田 満夫(MORITA MITSUO) 

青木 猛正(AOKI TAKEMASA) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full Year Others) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3420 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「その他」登録科目 

池袋キャンパス所属学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

2019 年度「中・高教育実習」の履修希望者を対象とし，教育実習の実際について理解を深めることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

中･高教育実習事前指導Ⅰでは，教育実習概要，教育実習に関わる諸手続きの説明をおこなう。 

中･高教育実習事前指導Ⅱでは，現職中・高教員の講話と教育実習を経験した学生の体験報告を通して，教科指導，生徒指導

等々，教育実習の実際を把握し，各自が教育実習に向けて必要な準備ができるようにする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

１）「中・高教育実習事前指導Ⅰ」 

 5 月 7 日（月）18:20～ 池袋キャンパス 7102 教室 

 

２）「中・高教育実習事前指導Ⅱ」 

 ※以下の「いずれか１回」に必ず出席すること。 

 

 10月 11 日（木）18:20～ 新座キャンパス  N323 教室 

 10月 13 日（土）13:15～ 池袋キャンパス  7102 教室 

 10月 15 日（月）18:20～ 池袋キャンパス  7102 教室 

 

３）その他，具体的な課題，指導方法，諸手続き等について，詳細は事前指導Ⅰの際に指示する。 

 

＊詳細は 2018年 4 月に学校・社会教育講座掲示板にて発表するので，必ず確認すること。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・「中･高教育実習事前指導」の履修に際し，2019 年度に教育実習に参加するか，各自のキャリア設計に基づく進路選択とあわせ

て十分に検討しておくこと。 

・授業時に配付する，立教大学教職課程編『教育実習ハンドブック』を熟読し，教育実習までの期間の自らの課題に取り組むこ

と。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業時課題(100%) 

「事前指導Ⅰ」および「事前指導Ⅱ」に出席した場合にのみ，授業時に提示の「課題」を提出できる。 

 

テキスト（Textbooks） 

立教大学教職課程編『教育実習ハンドブック』（授業時に配付） 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

・履修登録方法については,「中・高教育実習事前指導Ⅰ」で説明する。 

・「中・高教育実習事前指導Ⅰ」は，所属キャンパスにて開催のものに出席すること。 
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■GA205 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA205／中・高教育実習 

(Field Work in Secondary Education) 

担当者名 

（Instructor） 

下地 秀樹(SHIMOJI HIDEKI) 

大野 久(ONO HISASHI) 

奈須 恵子(NASU KEIKO) 

逸見 敏郎(HEMMI TOSHIRO) 

森田 満夫(MORITA MITSUO) 

青木 猛正(AOKI TAKEMASA) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full Year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET4420 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

自動登録科目 

池袋キャンパス所属学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学校現場での実習を通じて，学校教育の現実を学び，教師となるための実践的指導力について最低限の要件をつかむことを目

標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

・「直前指導」で実習の概略と課題を確認し，各自の教育実習校で２～３週間の教育実習を行う。 

・教育実習期間中の指導内容や気づきなどは，「教育実習の記録」に記載し，指導教諭の点検を受ける。 

・教育実習全体を振り返り，「教育実習事後レポート」を作成し，「教育実習の記録」および「研究授業授業案」と一緒に，指定期日

までに提出する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

１．直前指導 ４月２１日(土)13:15～   

  池袋キャンパス  7102 教室 

   遅刻・欠席・早退は認めない(履修放棄と見なす)。 

 

２．教育実習（２週間ないし３週間） 

   各自が教育実習校で，指導教諭および関係する教諭・教頭・校長の指導のもと実習をおこなう。教科指導，生徒指導，その

他，学校の様々な活動と教師の役割について，実践的に学ぶ。 

 

３．「教育実習の記録」「教育実習事後レポート」を作成し，提出する（所定の期日までに提出しなかった場合は履修放棄と見な

す)。 

 

４．事後指導 

  具体的な詳細は直前指導の際に指示する。 

 

＊その他，詳細は，立教大学教職課程編『教育実習ハンドブック』を参照のこと。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『学校･社会教育講座 履修要項』の「６．教育実習について(中学校･高等学校)」，および既配付の教職課程編『教育実習ハンドブ

ック』を熟読しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「教育実習の記録」(50%)/「教育実習事後レポート」(50%) 

教育実習を総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

立教大学教職課程編『教育実習ハンドブック』 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて直前指導時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

・教育実習先修科目を全て修得済みで，教育実習手続等を完了していることを確認して講座事務室が自動登録する。 
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・学校・社会教育講座掲示板にて，連絡事項を掲示するので教育実習終了後も掲示板を確認すること。 

・Blackboardを使用するので使用方法には習熟しておくこと。  
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■GA206 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA206／高校教育実習 

(Field Work in High Schools) 

担当者名 

（Instructor） 

下地 秀樹(SHIMOJI HIDEKI) 

大野 久(ONO HISASHI) 

奈須 恵子(NASU KEIKO) 

逸見 敏郎(HEMMI TOSHIRO) 

森田 満夫(MORITA MITSUO) 

青木 猛正(AOKI TAKEMASA) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full Year Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET4420 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

自動登録科目 

池袋キャンパス所属学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学校現場での実習を通じて，学校教育の現実を学び，教師となるための実践的指導力について最低限の要件をつかむことを目

標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

・「直前指導」で実習の概略と課題を確認し，各自の教育実習校で２～３週間の教育実習を行う。 

・教育実習期間中の指導内容や気づきなどは，「教育実習の記録」に記載し，指導教諭の点検を受ける。 

・教育実習全体を振り返り，「教育実習事後レポート」を作成し，「教育実習の記録」および「研究授業授業案」と一緒に，指定期日

までに提出する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

１．直前指導 ４月２１日(土)13:15～   

  池袋キャンパス  7102 教室 

   遅刻・欠席・早退は認めない(履修放棄と見なす)。 

 

２．教育実習（２週間ないし３週間） 

   各自が教育実習校で，指導教諭および関係する教諭・教頭・校長の指導のもと実習をおこなう。教科指導，生徒指導，その

他，学校の様々な活動と教師の役割について，実践的に学ぶ。 

 

３．「教育実習の記録」「教育実習事後レポート」を作成し，提出する（所定の期日までに提出しなかった場合は履修放棄と見な

す)。 

 

４．事後指導 

  具体的な詳細は直前指導の際に指示する。 

 

＊その他，詳細は，立教大学教職課程編『教育実習ハンドブック』を参照のこと。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『学校･社会教育講座 履修要項』の「６．教育実習について(中学校･高等学校)」，および既配付の教職課程編『教育実習ハンドブ

ック』を熟読しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「教育実習の記録」(50%)/「教育実習事後レポート」(50%) 

教育実習を総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

立教大学教職課程編『教育実習ハンドブック』 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて直前指導時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

・教育実習先修科目を全て修得済みで，教育実習手続等を完了していることを確認して講座事務室が自動登録する。 
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・学校・社会教育講座掲示板にて，連絡事項を掲示するので教育実習終了後も掲示板を確認すること。 

・Blackboardを使用するので使用方法には習熟しておくこと。   
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■GA209 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA209／高校教育実習事前指導 

(Guidance on Teaching Practice) 

担当者名 

（Instructor） 

下地 秀樹(SHIMOJI HIDEKI) 

大野 久(ONO HISASHI) 

奈須 恵子(NASU KEIKO) 

逸見 敏郎(HEMMI TOSHIRO) 

森田 満夫(MORITA MITSUO) 

青木 猛正(AOKI TAKEMASA) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full Year Others) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3420 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「その他」登録科目 

池袋キャンパス所属学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

2019 年度「高校教育実習」の履修希望者を対象とし，教育実習の実際について理解を深めることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

高校教育実習事前指導Ⅰでは，教育実習概要，教育実習に関わる諸手続きの説明をおこなう。 

高校教育実習事前指導Ⅱでは，現職中・高教員の講話と教育実習を経験した学生の体験報告を通して，教科指導，生徒指導

等々，教育実習の実際を把握し，各自が教育実習に向けて必要な準備ができるようにする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

１）「高校教育実習事前指導Ⅰ」 

 5 月 7 日（月）18:20～ 池袋キャンパス 7102 教室 

 

２）「高校教育実習事前指導Ⅱ」 

 ※以下の「いずれか１回」に必ず出席すること。 

 

 10月 11 日（木）18:20～ 新座キャンパス  N323 教室 

 10月 13 日（土）13:15～ 池袋キャンパス  7102 教室 

 10月 15 日（月）18:20～ 池袋キャンパス  7102 教室 

 

３）その他，具体的な課題，指導方法，諸手続き等について，詳細は事前指導Ⅰの際に指示する。 

 

＊詳細は 2018年 4 月に学校・社会教育講座掲示板にて発表するので，必ず確認すること。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・「高校教育実習事前指導」の履修に際し，2019 年度に教育実習に参加するか，各自のキャリア設計に基づく進路選択とあわせ

て十分に検討しておくこと。 

・授業時に配付する，立教大学教職課程編『教育実習ハンドブック』を熟読し，教育実習までの期間の自らの課題に取り組むこ

と。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業時課題(100%) 

「事前指導Ⅰ」および「事前指導Ⅱ」に出席した場合にのみ，授業時に提示の「課題」を提出できる。 

 

テキスト（Textbooks） 

立教大学教職課程編『教育実習ハンドブック』（授業時に配付） 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

・履修登録方法については，「高校教育実習事前指導Ⅰ」で説明する。 

・「高校教育実習事前指導Ⅰ」は，所属キャンパスで開催のものに出席すること。   
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■GA271 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA271／教職概論（Ａ） 

(Introduction to the Teaching Profession(A)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教職の意義，目的，機能，現状についての心理学的検討 

担当者名 

（Instructor） 
大野 久(ONO HISASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教職の意義，目的，機能，現状について講義し，教職に就こうとする学生の自己分析を通じて，教職への適性，志望について問

い直す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

教員の役割，職務内容等に関する理解を深め，教員を志望する学生の教職に対する自らの適性，教職への意欲，自覚，責任，

覚悟について考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 教員とはどんな職業か 

2. 教員の生徒への影響についての心理学的考察：学ぶことと教えること 

3. 教員の生徒への影響についての心理学的考察：モデルとしての教員 

4. 教員の生徒への影響についての心理学的考察：いじめと教員１ 

5. 教員の生徒への影響についての心理学的考察：いじめと教員２ 

6. 教員の生徒への影響についての心理学的考察：いじめと教員３ 

7. 教員の生徒への影響についての心理学的考察：スクールカーストと教員 

8. 教員の生徒への影響についての心理学的考察：モンスターペアレンツと教員 

9. 教員の生徒への影響についての心理学的考察：SNS と教員 

10. 教師観の変遷 

11. 教員養成制度・採用 

12. 教員研修と免許更新制度 

13. 教職への自覚・責任・覚悟 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に教育問題に関する情報を収集し，自分の考えをまとめておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/リアクションペーパー(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■GA272 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA272／教職概論（Ｂ） 

(Introduction to the Teaching Profession(B)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
〈中等教育の専門家〉であるとはどういうことか？ 

担当者名 

（Instructor） 
森田 満夫(MORITA MITSUO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教職の意義や教師の役割について，子ども，父母，住民，国民全体に対する教育の責任を負う視点から，実践的かつ理論的に

理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

上記の目標を実現するために，教職の意義や教師の役割，教師のあり方について，具体的な教育実践の諸事実とそれらをめぐ

る諸問題を通して，問い，議論し，大学教職課程での各自の学びの課題を考える機会を提供する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション－「中等教育の専門家であるとは？」という問い－ 

2. 中等教育の専門家であるとは（１）－実践編－ 

3. 中等教育の専門家であるとは（２）－理論編－ 

4. 専門職としての教員の職務の性質（１） 

5. 専門職としての教員の職務の性質（２） 

6. 専門職としての教員の自由を考える 

7. 教職員の勤務条件を考える（１）－子どもの学習権・教育人権保障の前提条件－ 

8. 教職員の勤務条件を考える（２）－子どもの学習権・教育人権保障の前提条件－ 

9. 教職員の自己形成と研修権を考える（１）－子どもの学習権・教育人権保障の前提条件－ 

10. 教職員の自己形成と研修権を考える（２）－子どもの学習権・教育人権保障の前提条件－ 

11. 学校運営の組織と教職員の課題 

12. 国民・住民の教育参加と教職員の役割 

13. 大学での学び－開放制教員養成の意義－ 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

これまで出会った教師の教育実践について振り返り，１年次以降の既修の「教職に関する科目（「教育原論」，「教育心理学」，「教

育制度論・教育課程論」，「生徒・進路指導の理論と方法」等々）」を，各自で事前に復習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/小レポート(30%)/リアクションペーパーによる授業参加度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント教材等を中心にするが，詳細はその都度，指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 平原春好・寺﨑昌男編集代表、2011、『新版教育小事典第３版』、学陽書房 (978-4-313-61033-0 C1537) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■GA273 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA273／教職概論（Ｃ） 

(Introduction to the Teaching Profession(C)) 

担当者名 

（Instructor） 
奈須 恵子(NASU KEIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教職についての基本的な知識を身につけると共に，教職への理解を深め，関心を高めていくことを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

教職の意義，教員養成の歴史，教員の役割と仕事，任用と服務，職場環境，教職につくまでの具体的なプロセス等について講義

形式で学ぶ。また，随時グループ・ディスカッションなどを取り入れ，受講者各自のめざす教師像を意識化することをめざす。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション・教職の意義 

2. 学校を知る：現代日本における「学校」 

3. 教員養成の歴史（１）：教師像の変遷 

4. 教員養成の歴史（２）：中等学校教員の特徴 

5. 教員の役割と仕事（１）：仕事の実際 

6. 教員の役割と仕事（２）：教員の同僚性 

7. 教員の役割と仕事（３）：管理職の仕事 

8. 教員の職場環境（１）：教員のライフサイクル 

9. 教員の職場環境（２）：教員の力量形成 

10. 教員の職場環境（３）：教員の悩み 

11. 教員になるまで（１）：進路選択としての教員 

12. 教員になるまで（２）：教員採用選考 

13. これからの学校と教員の役割 

14. ふりかえり・自分のめざす教師像とは何か 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

前の回に配付したプリントや視聴した映像作品についてのコメントを持参して，次の回の授業でグループ・ディスカッションを行うこ

とがある。その場合には，各自準備して次の回の授業に出席すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業時の課題(20%)/リアクションペーパーの提出状況(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 奈須恵子・逸見敏郎編、2012、『学校・教師の時空間』、三元社 (ISBN:978-4-88303-307-2) 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は授業の中で随時指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■GA274 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA274／教職概論（Ｄ） 

(Introduction to the Teaching Profession(D)) 

担当者名 

（Instructor） 
高橋 喜代治(TAKAHASHI KIYOJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教職についての基本的な知識を身につけると共に、教職への理解を深め関心を高め、必要な学びの見通しが持てるようになるこ

とを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

教職について、教員養成の歴史、教員の役割と仕事、任用と服務、職場環境、教職につくまでの具体的なプロセスや学びの方向

等について講義形式で学ぶ。また、事例などをもとに小グループ・ディスカッションなどを取り入れ、確かな学びを目指す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 教育の今日的課題・状況と教師 

ガイダンス 

2. 教員養成の歴史と教員像の変遷 

3. 教員養成の歴史と今日の教員像 

4. 教員の仕事と役割１（教科指導と授業づくり） 

5. 教員の役割と仕事２（担任と学級指導、保護者との共同） 

6. 教員の役割と仕事３（教科外指導） 

7. 教員の役割と仕事４（部活指導と教師の仕事） 

8. 教員の役割と仕事５（進路指導とキャリア教育） 

9. 教員の力量形成（校内研修と様々な研修制度） 

10. 働く職場としての学校１（教員の勤務の実際と課題） 

11. 働く職場としての学校２（教員の職務と法規） 

12. 働く職場としての学校３（教員組織・協同・同僚性） 

13. 教員になるまで（進路選択・教員試験） 

14. ふりかえり・自分のめざす教師像とは何か 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

学習課題によっては、その学習課題に必要な資料の収集や教職経験者からの聞き取りを課すことがある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業時の課題(20%)/リアクションペーパーの提出内容・状況(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は授業の中で随時指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■GA282 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA282／学校教育相談の理論と方法（Ａ） 

(Theories and Methods of School Counseling(A)) 

担当者名 

（Instructor） 
原 美香(HARA MIKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学校で生じる諸問題を知り、生徒支援活動において必要な知識として、発達、生徒理解、ひいては教員として理解すべきカウンセ

リングの意義、理論や技法に関する基礎知識を得る。これらの知識をもとに、体験的学習では学校教育相談活動での生徒、保護

者、教師間、連携機関との関わりの姿勢を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

近年の生徒に起こりうる諸問題とともに生徒支援活動で必要になる発達、生徒理解、カウンセリングに関する基礎的な知識を紹

介する。同時に周囲との協力関係の中で生徒をより奥ゆき深く理解し、関わり続ける姿勢を学ぶことを目的としたグループワーク

を体験的学習として実施する。基礎的な知識と体験的学習から学校教育相談活動の理解を深めていきたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（教育相談とは） 

2. 学校という場所（学校教育相談の特徴） 

3. 生徒を理解する（生徒の言動の意味を考える） 

4. スクールカウンセラー（SC）と協働のために１（カウンセリングの意義、理論、技法） 

5. スクールカウンセラー（SC）と協働のために２（各技法の中心概念とアプローチ） 

6. 生徒理解１（発達の側面） 

7. 学校教育相談１（不登校） 

8. 学校教育相談２（不登校―それぞれの状況） 

9. 学校教育相談３（いじめ） 

10. 学校教育相談４（虐待） 

11. 学校教育相談５（特別支援教育１） 

12. 学校教育相談６（特別支援教育２） 

13. 学校教育相談７（生徒と関わる） 

14. 生徒理解２（心の仕組み） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間以外の学習は、必要に応じ別途指示しますが、各講義内容、グループワークなどの演習をふりかえり、主体的な各自の

学びに展開することを願います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート(40%)/講義内リアクションペーパー(30%)/講義参加への姿勢(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義時にプリントを配付します。 

 

参考文献（Readings） 

講義時に紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■GA283 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA283／学校教育相談の理論と方法（Ｂ） 

(Theories and Methods of School Counseling(B)) 

担当者名 

（Instructor） 
駒屋 雄高(KOMAYA YUTAKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

不登校，発達しょうがい，虐待など，現在の学校現場で起きている様々な問題への理解を通して，将来児童・生徒に関わる学生

の意識・理解の向上を目指す。またカウンセリングに関する基礎的な知識の修得を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

教育相談の理論と方法を展開しつつ，学校現場において教育相談の置かれている現状と実際を紹介する。また臨床心理士であ

る担当者の経験した事例を通じて，教育相談がどのように機能していくと良いのかについて学生同士のグループ討論を通じて理

解を深める。事例を理解し，対応の方法を学ぶ中で，カウンセリングの意義や基礎的な知識も同時に学んでもらう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業ガイダンス：授業の内容･方針の説明 

2. 学校教育相談の現状 

3. スクールカウンセラーとの協働とは 

4. 他の機関との協働について 

5. 児童・生徒の発達理論について 

6. 児童・生徒の発達段階について１ 

7. 児童・生徒の発達段階について２ 

8. 事例を通して学ぶ～不登校１～ 

9. 事例を通して学ぶ～不登校２～ 

10. 発達しょうがいと学校教育相談 

11. 事例を通して学ぶ～発達しょうがい～ 

12. 事例を通して学ぶ～いじめ・非行～ 

13. 事例を通して学ぶ～虐待〜 

14. 事例を通して学ぶ〜保護者〜 まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

様々なメディアに流れる教育，学校関連の情報に日頃から気を配り，授業に臨んでください。また講義後に，テーマに沿って自分

自身の学校生活を振り返っていただくと，理解の幅が広がるかと思います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業参加度(20%)/講義・グループ討論でのレポート(40%)/最終レポート(40%) 

私語に関しては厳重に注意します。度重なる私語に関しては評価の減点対象としますので，注意してください。 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。適宜レジュメ配付。 

 

参考文献（Readings） 

1. 伊藤美奈子・平野直己、2003、『学校臨床心理学・入門』、有斐閣 

2. 一丸藤太郎・菅野信夫、2002、『学校教育相談』、ミネルヴァ書房 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

5 回を越える欠席をした場合には単位認定はしませんので，注意をしてください。 

 

注意事項（Notice） 
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■GA284 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA284／学校教育相談の理論と方法（Ｃ） 

(Theories and Methods of School Counseling(C)) 

担当者名 

（Instructor） 
千葉 健司(CHIBA TAKESHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教育相談の基礎を学ぶ。また、学校で問題となっている児童・生徒の様々な行動について理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学校教育相談で必要とされるカウンセリングについての基礎的な知識及び学校での相談活動の特徴、学校で問題となっている

児童・生徒の様々な行動について講義を行う。また、児童・生徒への予防的働きかけや教師自身が自身の健康を維持するため

の方法についても紹介する。体験的に学ぶために適宜ワーク等を交えながら講義を進めていきたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 相談の倫理、アセスメント、他職種との連携 

3. カウンセリングの様々な理論 

4. カウンセリングの効果と治療要因 

5. 来談者と関わる態度 

6. 不登校・いじめ 

7. 非行・依存症 

8. 虐待 

9. 発達障害１ 

10. 発達障害２ 

11. 災害・事故・事件が心に及ぼす影響とその対応 

12. 予防的・開発的カウンセリング 

13. ストレスマネジメント  

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間以外の学習については必要があれば別途指示する。講義の内容を自身の体験や見聞きしたことに結び付け理解して

いくよう努めて欲しい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業参加の姿勢及びリアクションペーパーの内容(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配付します。 

 

参考文献（Readings） 

適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■GA285 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA285／学校教育相談の理論と方法（Ｄ） 

(Theories and Methods of School Counseling (D)) 

担当者名 

（Instructor） 
山崎 洋史(YAMAZAKI HIROFUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学校教育相談を知る。教師による学校教育カウンセリングの意義，理論と技法に関する基礎知識を身につける。学校教育カウン

セリングの技法をロールプレイを通じて体験する。学校現場における教師による心理支援の実際を考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

不登校・いじめなど，学校教育上の課題がきわめて深刻な事態にある。教育現場における教師によるその解決を目指し，学校教

育相談・カウンセリングの理論と技法を講義する。そこに基づき，生徒・保護者・教師に教育相談・支援・援助するプロセスを体験

的に学んでいく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 学校教育相談とは（講義） 

2. 「こころの援助」導入（講義） 

3. 学校教育相談の歴史と背景，コミュニティ（講義） 

4. カウンセリング理論の大きな３つの立場（講義） 

5. カウンセリングの技法(講義) 

6. かかわり行動(講義) 

7. 観察技法(講義) 

8. 傾聴(講義) 

9. グループカウンセリング（体験学習） 

10. 傾聴（ロールプレイ） 

11. こころの言葉をとらえる（ロールプレイ） 

12. 積極技法（ロールプレイ） 

13. 面接・援助・介入技法（ロールプレイ） 

14. 教育相談の実際問題・倫理／‘まとめ’ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回の予習範囲や課題は，適時指示する。 

毎回テキストの熟読。復習・予習。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業態度(60%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

単位修得のためには 3 分の 2以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 山﨑洋史、2009、『学校教育とカウンセリング力』、学文社 (ISBN:978-4-7620-1983-8) 

 

参考文献（Readings） 

適時紹介。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■GA321 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA321／教職特別演習（Ａ） 

(Practice on Teaching Program (A)) 

担当者名 

（Instructor） 
逸見 敏郎(HEMMI TOSHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

３年次以上の教職につくことを意識している学生を対象とし，いまの教育現場では避けられないテーマ，たとえば体験をとおした

学習方法，人権，愛国心，いじめ問題などについて自らの体験と議論をもとに深め，教師になるという視点から教育事象を検討で

きるような視点と態度を身につけることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

概論的科目で学んだことに基づきつつ，今日の学校教育に関してより深く，実践的な内容を取り扱っていく。学校・授業に関する

多面的なアプローチ・理解ができるように，主として体験学習(アクティブラーニングやサービスラーニングを含む)，生徒および教

師の人権，愛国心などについての論文や実際の体験をとおして，検討し，ディスカッションを行う。論文等の輪読に際しては，毎回

参加者が分担して発表を行い，全員でディスカッションを行う形式で進めることを予定している。また，必ず学校教育および周辺

の教育活動の場で，自らそこの場での活動に参画し，五感をとおしての学びを体験し，考察する。具体的な進め方に関しては，初

回授業時に受講学生と相談の上決定する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 論文等の報告（１） 

3. 検討・ディスカッション（１） 

4. 論文等の報告（２） 

5. 検討・ディスカッション（２） 

6. 論文等の報告（３） 

7. 検討・ディスカッション（３） 

8. 論文等の報告（４） 

9. 検討・ディスカッション（４） 

10. 論文等の報告（５） 

11. 検討・ディスカッション（５） 

12. 論文等の報告（６） 

13. 検討・ディスカッション（６） 

14. 総括討論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の既修の「教職に関する科目」又は教育実習の経験を，事前に復習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/小レポート(30%)/参加度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜，紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・全学共通科目の「RSL(立教サービスラーニング)科目」を春学期に履修，また秋学期に当該科目と同時に履修することを推奨す

る。 

 

注意事項（Notice） 
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■GA401 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA401／国語科教育法１ 

(Methods in Teaching Japanese Language 1) 

担当者名 

（Instructor） 
高橋 喜代治(TAKAHASHI KIYOJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

国語教育の目的・内容・理論・方法について学ぶとともに、ことばの力がつく国語の授業のための教材研究、教材分析、指導案作

成の力量の基礎を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

国語教育の目的・内容・理論・方法を資料にもとづき講義する。また、それらを協働的に考察する。教科書教材を資料にジャンル

別に教材分析をおこない、指導構想を立て協働的に検討する。集団的、協働的な学習方法について実践的に学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（本授業の進め方・学び方及び成績評価などについて） 

国語の授業の今日的課題について 

2. ことばの発達（話しことばと書きことば） 

3. 国語教育の目的（母語、日本語、国語について） 

4. 国語教育の変遷（学習指導要領と代表的な国語の指導理論について） 

5. 国語教育の内容（教科内容と系統性、書くこと・聞くこと・話すこと） 

6. 国語の授業づくり１（文学 物語・小説、詩の教材研究） 

7. 国語の授業づくり２（文学 物語・小説、詩の教材研究と指導構想） 

8. 国語の授業づくり３（説明的文章の教材研究） 

9. 国語の授業づくり４（説明的文章の教材研究と指導構想） 

10. 国語の授業づくり５（「読むこと」から「書くこと」への指導構想） 

11. 国語の授業づくり６（古典の教材研究と指導構想） 

12. 国語の授業づくり７（言葉の特質と指導構想） 

13. 学習集団と協働学習・アクティブラーニングの指導方法 

14. 実際の授業から学ぶ（国語の授業ビデオによる指導法の検討） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指導案の協働検討をおこなうために予め個々の指導案の作成を課す。また、授業の中でテキストの該当箇所を予め読み込んで

おくなどの指示を適宜課す。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/授業の終末時に書くミニレポート(30%)/授業時に課す課題(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 柴田義松 他、2014、『あたらしい国語科指導法』、学文社 (ISBN:978-4-7620-2426-9) 

2. 文部科学省、2015、『中学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1540-5) 

3. 文部科学省、2015、『高等学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1541-2) 

他に授業中に適宜資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 読みの授業研究会、2016、『説明文・論説文の「読み」の授業』、明示図書 (ISBN:978-4-18-226024-7) 

他に授業中に適宜必要な参考文献を紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

この科目の単位修得が秋学期「国語科教育法演習 1」履修の必須条件となる。 
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■GA402 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA402／国語科教育法２ 

(Methods in Teaching Japanese Language 2) 

担当者名 

（Instructor） 
齋藤 知也(SAITOU TOMOYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

国語科教育における文学的文章の読みの授業がもつ意味や意義について、検討する。教育改革の動向、学習指導要領の変

遷、歴史上の論点について学び、教材研究の方法や授業実践の在り方を考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

教育を取り巻く状況や学習指導要領、国語科教育の歴史について検討し、文学的文章の読みの授業が切り拓く地平について講

義していく。中学校・高等学校の教科書で扱われている具体的な文学教材をとりあげ、価値を引き出すための教材研究の在り方

を明らかにし、典型的な授業実践を紹介していく。講義を基本とするが、演習的要素もとりいれる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 学習指導要領と文学的文章の読みの授業 

2. 「正解到達主義と正解到達主義批判」の問題 

3. 「読むこと」の授業の歴史的問題と今日的課題 

4. 文学教育の理論と実践 

5. 小説の教材研究１（近代小説の教材価値について） 

6. 小説の教材研究２（〈語り〉を読むとはどういうことか） 

7. 小説の教材研究３（発問について） 

8. 詩の教材研究 

9. 授業実践に学ぶ１（高等学校 小説） 

10. 授業実践に学ぶ２（中学校 小説） 

11. 授業実践に学ぶ３（詩） 

12. 学習指導案 

13. 模擬授業（学生代表による模擬授業と検討会） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

とりあげる教材をあらかじめ示すので、熟読しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(45%)/出席と積極的な参加(30%)/授業内に指示した提出物(25%) 

欠席が三分の一を超えた場合は、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回、プリントを配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 文部科学省、『中学校学習指導要領解説 国語編』 

2. 文部科学省、『高等学校学習指導要領解説 国語編』 

3. 齋藤知也、2009、『教室でひらかれる〈語り〉―文学教育の根拠を求めて』、教育出版 

4. 田中実・須貝千里編、2005、『これからの文学教育のゆくえ』、右文書院 

その他、授業の中でも適宜紹介していく。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

春学期「国語科教育法１」を修得済の者対象。  
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■GA403 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA403／国語科教育法演習１ 

(Seminar of Teaching Methods in Japanese Language 1) 

担当者名 

（Instructor） 
高橋 喜代治(TAKAHASHI KIYOJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業では、国語科教育法１で既習した力をもとに全員が模擬授業をおこない、教材研究の力量や国語の授業方法などの実践

力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

・履修者全員が教材を選択し、教材研究をおこない、指導案を作成し模擬授業をおこなう。 

・個々人が作成した指導案は相互に検討し合い国語の学力を養い得る指導案を作成する。 

・模擬授業は相互に検討し合い、評価し合う。 

・履修者の人数によるが、模擬授業は２～３人１組で分担し６０分の授業をおこなう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（授業の進め方、模擬授業の仕方の説明） 

2. グループ編成と教材選択（予め用意した教材集の中から選ぶ） 

3. 第１回（模擬授業と授業検討・文学教材） 

4. 第２回（模擬授業と授業検討・文学教材） 

5. 第３回（模擬授業と授業検討・文学教材） 

6. 第４回（模擬授業と授業検討・説明文教材） 

7. 第５回（模擬授業と授業検討・説明文教材） 

8. 第６回（模擬授業と授業検討・説明文教材） 

9. 第７回（模擬授業と授業検討・古典教材） 

10. 第８回（模擬授業と授業検討・古典教材） 

11. 第９回（模擬授業と授業検討・古典教材） 

12. 第１０回（模擬授業と授業検討・メディア教材） 

13. 第１１回（模擬授業と授業検討・言語事項教材） 

14. 第１２回（模擬授業と授業検討・言語事項教材） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・指導案の検討のために、予め時間外に学習指導案を作成する。 

・授業の中で必要に応じて適宜課題を課す。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(45%)/模擬授業のミニレポート(25%)/模擬授業と指導案(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2015、『中学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1540-5) 

2. 文部科学省、2015、『高等学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1541-2) 

3. 柴田義松 他、2014、『あたらしい国語科指導法』、学文社 (ISBN:978-4-7620-2426-9) 

他に授業中に適宜プリントを渡す。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜必要な参考文献を紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

春学期「国語科教育法１」を修得済の者対象。 
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■GA404 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA404／国語科教育法演習２ 

(Seminar of Teaching Methods in Japanese Language 2) 

担当者名 

（Instructor） 

奈須 恵子(NASU KEIKO) 

大野 久(ONO HISASHI) 

下地 秀樹(SHIMOJI HIDEKI) 

逸見 敏郎(HEMMI TOSHIRO) 

森田 満夫(MORITA MITSUO) 

青木 猛正(AOKI TAKEMASA) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full Year Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中学校免許取得希望者（中・高両方の免許取得希望者を含む）を対象とする。国語科の授業を構成し実践する力量の形成を目

標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

履修者の授業に関する力量形成を 

ａ．現職の教員による「授業」づくりに関する指導やアドバイス 

ｂ．授業研究に関する課題のレポート作成 

を通して実践的に行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

詳細はオリエンテーションと学校・社会教育講座掲示板にて発表するので，必ず確認すること。 

 

○各教科教育法演習２オリエンテーション： 

 ※以下のいずれか１回に必ず出席すること。 

 5 月 14 日（月）  18:20～   池袋 7102 教室 

 5 月 18 日（金）  18:20～   新座 N323 教室 

 5 月 19 日（土）  13:15～   池袋 7101 教室 

 

○授業案講義編： 

 6 月 16 日（土）15:00～16:30［予定］ 

 

○授業案課題提出： 

 ９月下旬 

 ※詳細は上記オリエンテーションで説明する。 

 

○授業案添削編： 

 ※以下のいずれかの回に出席することになる。 

  詳細は上記オリエンテーションで説明する。 

 11月 10 日（土）14:00～16:00［予定］ 

 2019年 1月 12 日（土）14:00～16:00［予定］ 

 

○授業研究に関わるレポート課題の提出：11 月上旬 

 ※詳細は上記オリエンテーションで説明する。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「国語科教育法１」及び「国語科教育法演習１」で学習する内容を各自よく復習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

予定されているプログラムすべてに出席しなければ成績評価の対象とはならない（履修資格を失う）。全回出席した上で，提出さ

れた課題により評価を行う。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2015、『中学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1540-5) 

2. 文部科学省、2015、『高等学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1541-2) 
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参考文献（Readings） 

授業時に適宜，紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本授業は集中形式で行うが，４月期履修登録の期間に各自科目コード登録を行い，その上で，５月のオリエンテーションに必ず

出席すること。 

 

注意事項（Notice） 

春学期「国語科教育法１」を履修中または修得済の者対象。 
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■GA411 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA411／社会・地理歴史科教育法１（Ａ） 

(Method of Social Studies,Geography and History 1(A)) 

担当者名 

（Instructor） 
奈須 恵子(NASU KEIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会科・地理歴史科に関する目的・歴史・理論等を学び，授業実践の前提となる教材研究・教材づくりの基礎的な力量を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

担当者による教科の具体的な理論や実践の紹介の他に，ほぼ毎回グループ作業，ディスカッションなども取り入れ，グループや

各自による教材づくりの作業，発表を行う。このため，出席を重視するとともに，履修者各自の積極的な参加を強く求める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 「授業」とは何か 

3. 映像資料鑑賞（教育実習とは何か） 

4. 社会・地理歴史科教育の歴史（戦前編） 

5. 社会・地理歴史科教育の歴史（戦後編） 

6. 理論と実践（社会科編） 

7. 理論と実践（地理歴史科編） 

8. 学習指導要領の分析 

9. 教科書の分析 

10. 授業案作成作業１（教材研究の方法） 

11. 授業案作成作業２（単元設定を考える） 

12. 授業案作成作業３（１時間の授業を構成する） 

13. 各自作成の授業案発表１（社会科編） 

14. 各自作成の授業案発表２（地理歴史科編） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

前の回に配付された資料を読みコメントを書いた上で次の回のグループ作業に参加することもある。また，授業の後半で実施す

る各自の課題発表に向けての準備が必要となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

グループ作業への参加・貢献度(50%)/各自の課題の発表・提出(50%) 

毎回の出席が大前提。初回に出席しない場合は履修を認めない。無断欠席のある場合は D 評価。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2015、『中学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1540-5) 

2. 文部科学省、2015、『高等学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1541-2) 

3. 文部科学省、2008、『中学校学習指導要領解説－社会編』、日本文教出版 (ISBN:978-4-536-59005-1) 

4. 文部科学省、2010、『高等学校学習指導要領解説－地理歴史編』、教育出版 (ISBN:978-4-316-30022-1) 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は授業の中で随時指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

この科目の単位修得が秋学期「社会・地理歴史科教育法演習 1（Ａ）」履修の必須条件となる。  
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■GA412 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA412／社会・地理歴史科教育法２（Ａ） 

(Method of Social Studies,Geography and History 2(A)) 

担当者名 

（Instructor） 
奈須 恵子(NASU KEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
池袋キャンパス所属学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教材開発や模擬授業を通して，社会・地理歴史科の授業実践の力量をさらに深めることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「社会・地理歴史科教育法１」や「社会・地理歴史科教育法演習１」での学習を発展させる内容となる。履修者各自が教材研究を

深めるとともに，いくつかの条件のもとにグループで教材開発を行い，それに基づいて各自が発表・模擬授業を行う。また年間プ

ランを作成することを予定している。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（教材づくりと発表についての説明） 

2. 教材作りの工夫とヒント 1（社会科の具体例）・発表準備 1（教材づくりのグループ分け） 

3. 教材作りの工夫とヒント 2（地理歴史科の具体例） ・発表準備 2（グループ内で発表・討議） 

4. 各自の作った教材の発表・模擬授業（１）絵画史料その１ 

5. 各自の作った教材の発表・模擬授業（２）絵画史料その２ 

6. 各自の作った教材の発表・模擬授業（３）新聞記事 

7. 各自の作った教材の発表・模擬授業（４）地図・統計資料 

8. 各自の作った教材の発表・模擬授業（５）視聴覚教材 

9. 各自の作った教材の発表・模擬授業（６）実物教材その１ 

10. 各自の作った教材の発表・模擬授業（７）実物教材その２／年間プラン作成課題についての説明 

11. 年間プラン作成課題についての作業（グループ内での発表・討議） 

12. 年間プラン作成課題の発表（１）社会科編 

13. 年間プラン作成課題の発表（２）地理歴史科編 

14. まとめ，ふりかえり 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教材づくりや年間プラン作成のための教材研究，授業ノート作成などを各自進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

グループ作業などへの参加・貢献度(50%)/各自の課題の作成・発表とそのコメントを受けた上での改訂版提出(50%) 

毎回の出席を原則とし，初回に出席しない場合は，履修を認めない。無断欠席のある場合は D評価。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2015、『中学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1540-5) 

2. 文部科学省、2015、『高等学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1541-2) 

3. 文部科学省、2008、『中学校学習指導要領解説－社会編』、日本文教出版 (ISBN:978-4-536-59005-1) 

4. 文部科学省、2010、『高等学校学習指導要領解説－地理歴史編』、教育出版 (ISBN:978-4-316-30022-1) 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は授業の中で随時指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

春学期「社会・地理歴史科教育法１」を修得済の者対象。   
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■GA413 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA413／社会・地理歴史科教育法演習１（Ａ） 

(Seminar of Teaching Methods in Social Studies,Geography and History 1(A)) 

担当者名 

（Instructor） 
奈須 恵子(NASU KEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業では，「社会・地理歴史科教育法１（A）」で学習したことをもとに履修者各自が模擬授業を経験し，社会科・地理歴史科の

指導方法を研究するとともに，授業実践力を高めることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自が授業構成のプランを作成し，教材と授業案も作成した上で，出来る限り履修者全員が最低１回の模擬授業を行い，相互に

コメントをつけあう（模擬授業者以外は生徒役として授業を受けてコメントを行う）。このため，毎回の出席を重視し，積極的な参加

を強く求める。履修者は，自分の行いたい実践像を常に考え，検討を重ねていってほしい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（模擬授業実施に関する説明） 

2. 授業実践のためのリクリエーション（「伝える」ことの実践） 

3. 授業ノートと授業案の検討 

4. 教育実習を経験した先輩のお話をきく（予定） 

5. 模擬授業（１）社会科地理的分野 

6. 模擬授業（２）社会科歴史的分野 

7. 模擬授業（３）社会科公民的分野 

8. 模擬授業（４）地理歴史科地理Ａ 

9. 模擬授業（５）地理歴史科地理Ｂ 

10. 模擬授業（６）地理歴史科日本史Ａ 

11. 模擬授業（７）地理歴史科日本史Ｂ 

12. 模擬授業（８）地理歴史科世界史Ａ 

13. 模擬授業（９）地理歴史科世界史Ｂ 

14. まとめ（各自のふりかえり） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

模擬授業実施のための教材研究，授業ノート作成，授業案作成を各自進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

グループ作業などへの参加・貢献度(50%)/各自の課題の発表とそのコメントを受けた上での授業案改訂版の提出(50%) 

毎回の出席を原則とし，初回に出席しない場合は履修を認めない。無断欠席のある場合は D 評価。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2015、『中学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1540-5) 

2. 文部科学省、2015、『高等学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1541-2) 

3. 文部科学省、2008、『中学校学習指導要領解説－社会編』、日本文教出版 (ISBN:978-4-536-59005-1) 

4. 文部科学省、2010、『高等学校学習指導要領解説－地理歴史編』、教育出版 (ISBN:978-4-316-30022-1) 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は授業の中で随時指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

春学期「社会・地理歴史科教育法１（Ａ）」を修得済の者対象。   

 

  



 - 50 - 

■GA414 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA414／社会・地理歴史科教育法演習２（Ａ） 

(Seminar of Teaching Methods in Social Studies,Geography and History 2(A)) 

担当者名 

（Instructor） 

奈須 恵子(NASU KEIKO) 

大野 久(ONO HISASHI) 

下地 秀樹(SHIMOJI HIDEKI) 

逸見 敏郎(HEMMI TOSHIRO) 

森田 満夫(MORITA MITSUO) 

青木 猛正(AOKI TAKEMASA) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full Year Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
池袋キャンパス所属学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中学校免許取得希望者（中・高両方の免許取得希望者を含む）を対象とする。社会・地理歴史科の授業を構成し実践する力量の

形成を目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

履修者の授業に関する力量形成を 

ａ．現職の教員による「授業」づくりに関する指導やアドバイス 

ｂ．授業研究に関する課題のレポート作成 

を通して実践的に行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

詳細はオリエンテーションと学校・社会教育講座掲示板にて発表するので，必ず確認すること。 

 

○各教科教育法演習２オリエンテーション： 

 ※以下のいずれか１回に必ず出席すること。 

 5 月 14 日（月）  18:20～   池袋 7102 教室 

 5 月 18 日（金）  18:20～   新座 N323 教室 

 5 月 19 日（土）  13:15～   池袋 7101 教室 

 

○授業案講義編： 

 6 月 16 日（土）15:00～16:30［予定］ 

 

○授業案課題提出： 

 ９月下旬 

 ※詳細は上記オリエンテーションで説明する。 

 

○授業案添削編： 

 ※以下のいずれかの回に出席することになる。 

  詳細は上記オリエンテーションで説明する。 

 11月 10 日（土）14:00～16:00［予定］ 

 2019年 1月 12 日（土）14:00～16:00［予定］ 

 

○授業研究に関わるレポート課題の提出：11 月上旬 

 ※詳細は上記オリエンテーションで説明する。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「社会・地理歴史科教育法１」及び「社会・地理歴史科教育法演習１」で学習する内容を各自よく復習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

予定されているプログラムすべてに出席しなければ成績評価の対象とはならない（履修資格を失う）。全回出席した上で，提出さ

れた課題により評価を行う。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2015、『中学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1540-5) 

2. 文部科学省、2015、『高等学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1541-2) 
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参考文献（Readings） 

授業時に適宜，紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本授業は集中形式で行うが，４月期履修登録の期間に各自科目コード登録を行い，その上で，５月のオリエンテーションに必ず

出席すること。 

 

注意事項（Notice） 

春学期「社会・地理歴史科教育法１」を履修中または修得済の者対象。 
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■GA415 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA415／社会・地理歴史科教育法１（Ｂ） 

(Method of Social Studies,Geography and History 1(B)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
クリエイティブな授業づくりとは何か 

担当者名 

（Instructor） 
中條 克俊(CHUJO KATSUTOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会科・地歴科に関する目的・歴史・理論を学び、授業実践例を通して授業設計の基礎的な力量を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会科・地歴科に関する教育目標論、教材論、教育内容論、教育方法論、学力論、子ども論等の具体的理論を学ぶ。さらに授業

実践例に学び学習指導案を作成し、その成果をグループワーク(討論・発表・作業)で深め合う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（社会科・地歴科教育の現状と課題）と学習指導案作成のグループ分け(ジャンル別、社会科・地歴科別) 

2. 中学校社会科の歴史と理論と実践 

3. 高校地歴科の歴史と理論と実践 

4. 地域にねざした授業づくり（１） 

―戦時下の地域史(子どもが作った風船爆弾) 

5. 地域にねざした授業づくり（２） 

―占領下の地域史(基地の街から見える日本・世界) 

6. 地域にねざした授業づくり（３） 

―歩いて学ぶフィールドワーク 

7. 社会科・地歴科授業設計と学習指導案作成（１） 

―戦争証言アーカイブスに学ぶ（ＩＣＴ授業） 

8. 社会科・地歴科授業設計と学習指導案作成（２） 

―日本人はどこから来たのか（ＩＣＴ授業） 

9. 社会科・地歴科授業設計と学習指導案作成（３） 

―関東大震災直後に何が起きたのか（ＩＣＴ授業） 

10. 社会科・地歴科学習指導案作成作業(１)  

―学習指導案の構成を中心にグループワーク 

11. 社会科・地歴科学習指導案作成作業(２) 

― 教材の効果的な活用を中心にグループワーク 

12. 社会科・地歴科学習指導案作成作業(３) 

―教員の発問と子どもの認識を中心にグループワーク 

13. 作成した学習指導案の発表と授業設計向上のグループワーク 

14. 作成した学習指導案の発表と授業設計向上のグループワークとレポート「私の社会科・地歴科教育論」発表 

※秋学期までの学習指導案作成について連絡 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

常に社会的視野を広げるために、社会科・地歴科に関する文献、資料を読み、博物館、美術館等での文化財鑑賞並びに内外の

映画鑑賞を通して、文化的素養を高めて欲しい。 

後半で実施する学習指導案の作成、教材の開発・作成・活用に余裕をもってとりくんでほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/小レポート(30%)/授業参加度(グループワーク、リアクションペーパー)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2015、『中学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1540-5) 

2. 文部科学省、2015、『高等学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1541-2) 

3. 文部科学省、2008、『中学校学習指導要領解説社会編』、日本文教出版 (ISBN:978-4-536-59005-1) 

4. 文部科学省、2010、『高等学校学習指導要領地理歴史編』、教育出版 (ISBN:978-4-316-30022-1) 

5. 中條克俊、2006、『君たちに伝えたい朝霞、そこは基地の街だった。』、梨の木舎 (ISBN:4-8166-0608-4) 
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参考文献（Readings） 

参考文献は授業の中で随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

この科目の単位修得が秋学期「社会・地理歴史科教育法演習 1（Ｂ）」履修の必須条件となる。   
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■GA416 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA416／社会・地理歴史科教育法２（Ｂ） 

(Method of Social Studies,Geography and History 2(B)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
実践力のある社会科・地歴科の教員をめざして 

担当者名 

（Instructor） 
中條 克俊(CHUJO KATSUTOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
池袋キャンパス所属学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教材の開発・作成・活用の具体的実践例に学び、受講者全員(又はグループ)がその成果を意欲的に模擬授業に反映させて授業

実践の力量を高める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「社会・地歴科教育法１」と「社会・地歴科教育法演習１」での学びを発展させる内容となる。教材論(開発・作成・活用)の具体的事

例を参考に、受講者全員(又はグループ)が意欲的に授業設計の発表・模擬授業を行う。また、年間指導計画の作成を通して、授

業設計の向上に努める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクションと教材開発のグループ分け(ジャンル別、社会科・地歴科別) 

2. 教材開発と授業づくり（１） 

―新聞記事から社会科・地歴科教材をつくる(メディア教材) 

3. 教材開発と授業づくり（２） 

―音楽から社会科・地歴科教材をつくる(音楽教材) 

4. 教材開発と授業づくり（３） 

―映像・写真・絵画・図表から社会科・地歴科教材をつくる(ＩＣＴ教材) 

5. 教材開発と授業づくり（４） 

―実物・人物から社会科・地歴科教材をつくる(実物・人物教材) 

6. 教材の活用と模擬授業（１）メディア教材 

7. 教材の活用と模擬授業（２）音楽教材 

8. 教材の活用と模擬授業（３）ＩＣＴ教材 

9. 教材の活用と模擬授業（４）実物・人物教材 

10. 模擬授業のまとめと社会科・地歴科年間指導計画の作成作業 

11. 社会科・地歴科年間指導計画の作成作業とグループワーク 

12. 社会科年間指導計画の各自発表とグループワーク 

13. 地歴科年間指導計画の各自発表とグループワーク 

14. 授業設計向上のグループワークとレポート「私の社会科・地歴科教育論」発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講者は春学期「社会・地歴科教育法１」を復習し、講義後半に予定・希望している教材の活用（メディア、音楽、ＩＣＴ、実物・人

物）と模擬授業研究の学習指導案並びに当該する教科の年間指導計画を作成し、初回イントロダクション時に提出すること。ま

た、常に社会的視野を広げるために、社会科・地歴科に関する文献、資料を読み、博物館、美術館等での文化財鑑賞並びに内

外の映画鑑賞を通して、文化的素養を高めて欲しい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/教材開発・学習指導案作成・模擬授業の実施内容(30%)/授業参加度(模擬授業の相互批評、リ

アクションペーパー)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2015、『中学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1540-5) 

2. 文部科学省、2015、『高等学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1541-2) 

3. 文部科学省、2008、『中学校学習指導要領解説社会編』、日本文教出版 (ISBN:978-4-536-59005-1) 

4. 文部科学省、2010、『高等学校学習指導要領解説地理歴史編』、教育出版 (ISBN:978-4-316-30022-1) 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は授業の中で随時紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

春学期「社会・地理歴史科教育法１」を修得済の者対象。   
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■GA417 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA417／社会・地理歴史科教育法演習１（Ｂ） 

(Seminar of Teaching Methods in Social Studies,Geography and History 1(B)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
クリエイティブな模擬授業実践 

担当者名 

（Instructor） 
中條 克俊(CHUJO KATSUTOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「社会・地歴科教育法１(Ｂ)」の学びに基づいて、受講者全員(又はグループ)が意欲を持って模擬授業づくりにとりくむ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者各自(又はグループ)が学習指導案を作成し、受講者全員(又はグループ)が意欲的に模擬授業を行う。さらに模擬授業の

「導入」「展開」「まとめ」の流れと「評価」等に関する相互批評を通して授業実践の力量を高め合う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクションと模擬授業のグループ分け(校種・教科別) 

2. 社会科の授業研究―さまざまな授業実践 

3. 地歴科の授業研究―さまざまな授業実践 

4. 社会科(地理)模擬授業と相互批評(１) 

5. 社会科(地理)模擬授業と相互批評(２) 

6. 社会科(歴史)模擬授業と相互批評(３) 

7. 社会科(歴史)模擬授業と相互批評(４) 

8. 地歴科(地理Ａ・Ｂ)模擬授業と相互批評(５) 

9. 地歴科(地理Ａ・Ｂ)模擬授業と相互批評(６) 

10. 地歴科(日本史Ａ・Ｂ)模擬授業と相互批評(７) 

11. 地歴科(日本史Ａ・Ｂ)模擬授業と相互批評(８) 

12. 地歴科(世界史Ａ・Ｂ)模擬授業と相互批評(９) 

13. 地歴科(世界史Ａ・Ｂ)模擬授業と相互批評(10) 

14. 模擬授業のまとめと授業設計向上のグループワーク(レポート「クリエイティブな授業とは何か」発表) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講者は春学期「社会・地歴科教育法１（Ｂ）」を復習し、予定・希望している模擬授業研究の学習指導案を作成し、初回イントロ

ダクション時に提出すること。また、常に社会的視野を広げるために、社会科・地歴科に関する文献、資料を読み、博物館、美術

館等での文化財鑑賞並びに内外の映画鑑賞を通して、文化的素養を高めて欲しい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/学習指導案作成・模擬授業の実施内容(40%)/授業参加度(模擬授業の相互批評、リアクション

ぺーパー)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2015、『中学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1540-5) 

2. 文部科学省、2015、『高等学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1541-2) 

3. 文部科学省、2008、『中学校学習指導要領解説社会編』、日本文教出版 (ISBN:978-4-536-59005-1) 

4. 文部科学省、2010、『高等学校学習指導要領解説地理歴史編』、教育出版 (ISBN:978-4-316-30022-1) 

5. 中條克俊、2017、『君たちに伝えたい③朝霞、校内暴力の嵐から生まれたボクらの平和学習。』、梨の木舎 (ISBN:978-4-

8166-1706-5) 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は授業の中で随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

春学期「社会・地理歴史科教育法１（Ｂ）」を修得済の者対象。   
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■GA421 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA421／社会・公民科教育法１（Ａ） 

(Method of Social Studies and Civics 1(A)) 

担当者名 

（Instructor） 
森田 満夫(MORITA MITSUO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中学校社会科・高校公民科の教育課程・指導法を，戦後教育改革で誕生した総合教科的性格の社会科の理論・実践づくりの蓄

積を通して，学習・研究する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業の目標を実現するために，演習・班学習方式で，中等社会科の前史である戦後社会科に関する歴史・理論を理解し，現行学

習指導要領の特徴と問題点を明らかにする。そして，社会科授業づくりの教育遺産（公民を中心に）を実践的・理論的に分析し，

秋学期に各自が行う模擬授業研究に備える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 戦後教育改革とはなにか 

－「臣民形成」から人間としての国民形成への転換を考える－ 

3. 前史としての戦後社会科とはなにか（１） 

4. 前史としての戦後社会科とはなにか（２） 

5. 高校公民科とはなにか(１) 

－学習指導要領を手がかりに「社会科解体」を考える－ 

6. 高校公民科とはなにか(２) 

－学習指導要領を手がかりに「社会科解体」を考える－ 

7. 高校公民科とはなにか(３)－社会科としての発展性を考える－ 

8. 高校公民科とはなにか(４)－社会科としての発展性を考える－ 

9. 中学校社会科・現代社会の授業づくり（１） 

10. 中学校社会科・現代社会の授業づくり（２） 

11. 倫理の授業づくり  

12. 政治経済の授業づくり  

13. 中等社会科学習指導案の作成方法について（１） 

14. 中等社会科学習指導案の作成方法について（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自，既修の「教職に関する科目」，社会科・公民科の「教科に関する科目」を復習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/小レポート(40%)/リアクションペーパーによる授業参加度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2015、『中学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1540-5) 

2. 文部科学省、2015、『高等学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1541-2) 

講義中に配付するプリント教材・関連論文等。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜，紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

この科目の単位修得が秋学期「社会・公民科教育法演習 1（Ａ）」履修の必須条件となる。   
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■GA422 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA422／社会・公民科教育法２（Ａ） 

(Method of Social Studies and Civics 2(A)) 

担当者名 

（Instructor） 
矢野 博之(YANO HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
池袋キャンパス所属学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中学校社会科（公民的分野）・高等学校公民科（政治・経済，倫理，現代社会，公共）を教える教員を目指していくうえで，考えて

おきたい論点や課題を，授業実践構想の視点からとらえ，シティズンシップ・エデュケーションとしての公民教育の授業者として応

えていけるよう，その資質や能力をブラッシュアップしていく。とりわけ，学びのありようを大きく転換が図られる次期学習指導要領

体制下での公民教育を構想・実施していくための資質や能力に迫りたい。 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会科（公民的分野）および公民科の授業について，視点を焦点化しながら構想する演習を通して，（１）当代的な社会的要求と

意義，（２）認知論・学習科学的な視点からの学習者への考慮，の二軸をテーマに，社会科・公民科教員を目指すための実際的

な気づきや教える構えへの転換を目指す。さらにテーマ（視点）の括りごとに，受講者の中から希望者を募り，そのテーマを視点と

して模擬授業を行い，討議のなかでふりかえりを軸に理解を深めていく。なお，模擬授業の形態と進行は受講者の人数に応じて

調整する（＊模擬授業の実施に支障をきたすほど受講者が少ない場合には，授業計画は修正・変更がある）。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：学びの転換を迫られるこれからの公民教育 

2. 授業論としての視点（１）：これまでの社会科・公民科の学びをふりかえる 

3. 授業論としての視点（２）：「わかる」ために －社会科における知識と学び－ 

4. 授業論としての視点（３）：【模擬授業１】とふりかえり 

5. 教材という視点（１）：“新たな”教材・“今ドキ”の教材 －教具・教材・教育内容論－ 

6. 教材という視点（２）：ゲーム教材の研究 

7. 教材という視点（３）：【模擬授業２】とふりかえり 

8. 社会科の授業構想を考える（１）：授業の構想と指導案 －指導と評価の一体化－ 

9. 社会科の授業構想を考える（２）：教材研究をするということ 

10. 社会科の授業構想を考える（３）：【模擬授業３】とふりかえり 

11. 現代の社会科教師へ（１）：公民教育における「言語活動」 

12. 現代の社会科教師へ（２）：公民教育における「主体的・対話的で深い学び」の実現へ 

13. 現代の社会科教師へ（３）：【模擬授業４】とふりかえり 

14. 総括 Discussion 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要となる情報・文献については，前時に提示するので，必ず目を通してから参加いただきたい。また，ふりかえりを軸にして，復

習としての整理や発展として，小感想文など随時提出を求める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業毎の小感想文(40%)/講義への参加の度合いや意見発表(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 文部科学省、2015、『高等学校学習指導要領解説 公民編』、教育出版 (ISBN:978-4-316-30023-8) 

2. 文部科学省、2014、『中学校学習指導要領解説 社会編』、日本文教出版 (ISBN:978-4-536-59005-1) 

3. 教育実習を考える会、2011、『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】』、蒼丘書林 (ISBN:978-

4-915442-83-4) 

4. 国立教育政策研究所、2012、『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【高等学校公民】』、教育出版 

(ISBN:978-4-316-30063-4) 

5. 国立教育政策研究所、2011、『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【中学校社会】』、教育出版 

(ISBN:978-4-316-30045-0) 

・文部科学省 中学校学習指導要領解説社会編 2017.6【次期指導要領】

（http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2017/12/04/1387018_3.pdf） 
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ほか，必要に応じて，随時紹介していく 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

春学期「社会・公民科教育法１」を修得済の者対象。 
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■GA423 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA423／社会・公民科教育法演習１（Ａ） 

(Seminar of Teaching Methods in Social Studies and Civics 1(A)) 

担当者名 

（Instructor） 
森田 満夫(MORITA MITSUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教育実習における社会科・公民科の教科指導実践に備える事前の学習・研究を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業の目標を実現するために，春学期「社会・公民科教育法１（A）」の学習・研究の蓄積を基礎に，５～６名程度の学習班でのサ

ブゼミを前提として，学習指導案作成・模擬授業研究を実践的に行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 各学習指導案作成（略案・細案）に基づくロール・プレーの模擬授業研究 

3. 各学習指導案作成（略案・細案）に基づくロール・プレーの模擬授業研究 

4. 各学習指導案作成（略案・細案）に基づくロール・プレーの模擬授業研究 

5. 各学習指導案作成（略案・細案）に基づくロール・プレーの模擬授業研究 

6. 各学習指導案作成（略案・細案）に基づくロール・プレーの模擬授業研究 

7. 各学習指導案作成（略案・細案）に基づくロール・プレーの模擬授業研究 

8. 各学習指導案作成（略案・細案）に基づくロール・プレーの模擬授業研究 

9. 各学習指導案作成（略案・細案）に基づくロール・プレーの模擬授業研究 

10. 各学習指導案作成（略案・細案）に基づくロール・プレーの模擬授業研究 

11. 各学習指導案作成（略案・細案）に基づくロール・プレーの模擬授業研究 

12. 各学習指導案作成（略案・細案）に基づくロール・プレーの模擬授業研究 

13. 各学習指導案作成（略案・細案）に基づくロール・プレーの模擬授業研究 

14. 各学習指導案作成（略案・細案）に基づくロール・プレーの模擬授業研究 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自，春学期「社会・公民科教育法１（A）」を復習し，事前に秋学期の当該授業にて予定する各自の模擬授業研究のための学習

指導案（略案・細案）を作成し，初回オリエンテーション時（9/20（木））に提出すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

提出指導案に基づく模擬授業(30%)/他者の模擬授業への批評(40%)/模擬授業後の再提出指導案(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2015、『中学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1540-5) 

2. 文部科学省、2015、『高等学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1541-2) 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜，紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

春学期「社会・公民科教育法１（Ａ）」を修得済の者対象。 
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■GA424 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA424／社会・公民科教育法演習２（Ａ） 

(Seminar of Teaching Methods in Social Studies and Civics 2(A)) 

担当者名 

（Instructor） 

奈須 恵子(NASU KEIKO) 

大野 久(ONO HISASHI) 

下地 秀樹(SHIMOJI HIDEKI) 

逸見 敏郎(HEMMI TOSHIRO) 

森田 満夫(MORITA MITSUO) 

青木 猛正(AOKI TAKEMASA) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full Year Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
池袋キャンパス所属学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中学校免許取得希望者（中・高両方の免許取得希望者を含む）を対象とする。社会・公民科の授業を構成し実践する力量の形成

を目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

履修者の授業に関する力量形成を 

ａ．現職の教員による「授業」づくりに関する指導やアドバイス 

ｂ．授業研究に関する課題のレポート作成 

を通して実践的に行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

詳細はオリエンテーションと学校・社会教育講座掲示板にて発表するので，必ず確認すること。 

 

○各教科教育法演習２オリエンテーション： 

 ※以下のいずれか１回に必ず出席すること。 

 5 月 14 日（月）  18:20～   池袋 7102 教室 

 5 月 18 日（金）  18:20～   新座 N323 教室 

 5 月 19 日（土）  13:15～   池袋 7101 教室 

 

○授業案講義編： 

 6 月 16 日（土）15:00～16:30［予定］ 

 

○授業案課題提出： 

 ９月下旬 

 ※詳細は上記オリエンテーションで説明する。 

 

○授業案添削編： 

 ※以下のいずれかの回に出席することになる。 

  詳細は上記オリエンテーションで説明する。 

 11月 10 日（土）14:00～16:00［予定］ 

 2019年 1月 12 日（土）14:00～16:00［予定］ 

 

○授業研究に関わるレポート課題の提出：11 月上旬 

 ※詳細は上記オリエンテーションで説明する。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「社会・公民科教育法１」及び「社会・公民科教育法演習１」で学習する内容を各自よく復習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

予定されているプログラムすべてに出席しなければ成績評価の対象とはならない（履修資格を失う）。全回出席した上で，提出さ

れた課題により評価を行う。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2015、『中学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1540-5) 

2. 文部科学省、2015、『高等学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1541-2) 
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参考文献（Readings） 

授業時に適宜，紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本授業は集中形式で行うが，４月期履修登録の期間に各自科目コード登録を行い，その上で，５月のオリエンテーションに必ず

出席すること。 

 

注意事項（Notice） 

春学期「社会・公民科教育法１」を履修中または修得済の者対象。 
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■GA425 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA425／社会・公民科教育法１（Ｂ） 

(Method of Social Studies and Civics 1(B)) 

担当者名 

（Instructor） 
下地 秀樹(SHIMOJI HIDEKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会科（中学）および公民科の最低限のアウトラインをつかむこと。 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会科（中学）および公民科に求められる内容は，高度化・複雑化する現代社会に生きる私たちの生き方に関わり，平和，人権，

政治，経済，環境等々，きわめて多岐にわたる。グループワークで具体的に授業を構想しながら，この両教科の基礎を学ぶ。グ

ループワークを行うので，初回か第二回には必ず出席すること。最終授業時には総括レポートを持ち寄り，相互評価を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入－自己の被教育経験を問い直す 

2. 教科の歴史（１）－社会科成立の経緯 

3. 教科の歴史（２）－学習指導要領の変遷 

4. 教科の歴史（３）－社会科の解体と公民科 

5. 学習指導要領を読む（社会科） 

6. 学習指導要領を読む（公民科） 

7. 実践例を検討する（社会科） 

8. 実践例を検討する（公民科） 

9. 評価方法について考える 

10. 授業構想発表（１） 

11. 授業構想発表（２） 

12. 授業構想発表（３） 

13. 授業構想発表（４） 

14. 総括－レポートの相互評価 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表はグループにより行う。授業時間内にもグループワークの時間を設けるが，授業時間外にも発表について話し合い，調整す

る機会が必要である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内の提出物(30%)/発表(30%)/総括レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2015、『中学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1540-5) 

2. 文部科学省、2015、『高等学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1541-2) 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて，授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

この科目の単位修得が秋学期「社会・公民科教育法演習 1（Ｂ）」履修の必須条件となる。 
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■GA426 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA426／社会・公民科教育法２（Ｂ） 

(Method of Social Studies and Civics 2(B)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
実践力のある社会科・公民科の教員をめざして 

担当者名 

（Instructor） 
中條 克俊(CHUJO KATSUTOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
池袋キャンパス所属学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会科(公民的分野)・公民科(政治経済、倫理、現代社会)の具体的実践例に学び、その成果を模擬授業に反映させて授業実践

の力量を高める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代の課題に関する授業実践例を通して、平和・環境・人権・民主主義の視点に立った授業設計を検討する。受講者全員(又は

グループ)が意欲的に授業設計の発表・模擬授業を行う。模擬授業の「導入」「展開」「まとめ」の流れと「評価」等に関する相互批

評を通して授業実践の力量を高め合う。また、年間指導計画の作成を通して、授業設計の向上に努める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクションと模擬授業のグループ分け(社会科テーマ別、公民科教科別) 

2. 社会科・公民科授業づくりの現状と課題（学習指導要領と多様なアクティブ・ラーニング） 

3. 現代の課題と社会科教育（１） 

―高度経済成長と公害問題（環境） 

4. 現代の課題と社会科教育（２） 

―東日本大震災と防災・放射線教育（人権） 

5. 現代の課題と公民科教育（１） 

―18 歳選挙権と主権者教育（民主主義） 

6. 現代の課題と公民科教育（２） 

―沖縄と基地問題・沖縄と核（平和） 

7. 社会科（人権・憲法学習）模擬授業と相互批評（１） 

―基本的人権と日本国憲法(マイノリティの視点、生活弱者、在日韓国・朝鮮人、LGBT、被差別部落、人種、移民・難民等） 

8. 社会科（政治学習）模擬授業と相互批評（２） 

―現代の民主政治と社会(三権分立の視点、立憲主義と政党政治、政治的無関心と政治参加、国会の働きと議院内閣制、

死刑制度と冤罪、民事裁判と刑事裁判等) 

9. 社会科（経済学習）模擬授業と相互批評（３） 

―多様化する労働と貧困問題(経済格差の視点、新自由主義、金融資本主義、非正規労働者、労働三権、子どもの貧困

等) 

10. 社会科（国際理解学習）模擬授業と相互批評（４） 

―国際問題と地球市民（持続可能な社会の視点、対立と分断、テロ・紛争・内戦、民族と宗教、パレスチナ問題、日本軍「慰

安婦」問題と外交、核拡散、地球環境、反グローバリズムと自国中心主義、白人至上主義と黒人差別等） 

11. 公民科（政治経済）模擬授業と相互批評（１） 

―主権者意識を育てる政治・経済 

12. 公民科（倫理）模擬授業と相互批評（２） 

―人間の在り方生き方を考える倫理 

13. 公民科（現代社会）模擬授業と相互批評（３） 

―現代の課題解決に迫る現代社会 

14. 社会科・公民科模擬授業のまとめと授業設計向上のグループワーク（レポート「私の社会科・公民科教育論」発表） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講者は講義後半に予定している模擬授業研究で希望している教科(講義の第７回から第１３回の中から選ぶ)の学習指導案を

作成し、初回イントロダクション時に提出すること。また、常に社会的視野を広げるために、社会科・公民科に関する文献、資料を

読み、博物館、美術館等での文化財鑑賞並びに内外の映画鑑賞を通して、文化的素養を高めて欲しい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/教材開発・学習指導案作成・模擬授業の実施内容(30%)/授業参加度(模擬授業の相互批評、リ

アクションペーパー)(30%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2015、『中学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1540-5) 

2. 文部科学省、2015、『高等学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1541-2) 

3. 文部科学省、2008、『中学校学習指導要領解説社会編』、日本文教出版 (ISBN:978-4-536-59005-1) 

4. 文部科学省、2010、『高等学校学習指導要領解説公民編』、教育出版 (ISBN:978-4-316-30023-8) 

5. 中條克俊、2017、『君たちに伝えたい③朝霞、校内暴力の嵐から生まれたボクらの平和学習。』、梨の木舎 (ISBN:978-4-

8166-1706-5) 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は授業の中で随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

春学期「社会・公民科教育法１」を修得済の者対象。 
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■GA427 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA427／社会・公民科教育法演習１（Ｂ） 

(Seminar of Teaching Methods in Social Studies and Civics 1(B)) 

担当者名 

（Instructor） 
下地 秀樹(SHIMOJI HIDEKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

模擬授業を通して，各人なりにこの両教科の授業を行うための最低限の勘どころをつかむこと。 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会・公民科教育法 1で学んだことを復習し，これを活用して，各人が具体的に模擬授業を実施し，参加者間で相互に批評しあ

い，課題を探り当てていく時間とする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 社会・公民科授業構成の要諦 

3. 社会・公民科授業構成の目的 

4. 模擬授業（１）社会科授業の基本的技術 

5. 模擬授業（２）公民科授業の基本的技術 

6. 模擬授業（３）社会科授業の教材 

7. 模擬授業（４）公民科授業の教材 

8. 模擬授業（５）社会科授業の発問 

9. 模擬授業（６）公民科授業の発問 

10. 模擬授業（７）社会科授業の板書 

11. 模擬授業（８）公民科授業の板書 

12. 模擬授業（９）社会科授業の意味について 

13. 模擬授業（10）公民科授業の意味について 

14. まとめ：期末レポート相互批評 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自模擬授業実施には，十分に教材研究を行い，適切な教材を作成して臨むこと。また，他者の模擬授業に際しては，あらかじ

め評価ポイントを検討して参加すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/模擬授業の実施内容(20%)/各回の模擬授業への批評内容(60%) 

初回か第２回のいずれかには必ず出席すること。欠席が３回を超えた場合は評価対象外とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2015、『中学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1540-5) 

2. 文部科学省、2015、『高等学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1541-2) 

 

参考文献（Readings） 

随時，紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

春学期「社会・公民科教育法１（Ｂ）」を修得済の者対象。 
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■GA431 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA431／数学科教育法１ 

(Methods in Teaching Mathematics 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「学ぶ」から「教える」を意識するために必要なことは何か 

担当者名 

（Instructor） 
内田 芳宏(UCHIDA YOSHIHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

実際に指導する教科「数学」を指導法に留まらず、中学・高校で指導するという視点にたち、数学に対する考え方の内容を広く深

い立場から理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日々行われる授業の中で課題となっている事項に関して評価法、テスト、指導内容について検討する。さらに、生徒の認識の特

徴、指導における要点や学年を超えた項目のつながりを示すことで、指導法の解決の糸口を考察する。加えて、戦後日本の数学

教育史や学習指導要領の変遷にも触れ、数学教育の立場から見た歴史的変化も紹介する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーションと数学教育について 

2. 戦後数学教育の変遷と学習指導要領の変遷１ 

3. 戦後数学教育の変遷と学習指導要領の変遷２ 

4. 数学科教育のテスト・評価・評価法１ 

5. 数学科教育のテスト・評価・評価法２ 

6. 指導案・授業案・板書案１ 

7. 指導案・授業案・板書案２（提出課題発表） 

8. 様々な指導分野教育について１ 

  数と式関連事項を中心に 

9. 様々な指導分野教育について２ 

  数量関連事項を中心に 

10. 様々な指導分野教育について３ 

  図形分野を中心に 

11. 様々な指導分野教育について４ 

  解析分野を中心に 

12. 様々な指導分野教育について５ 

  確率統計分野を中心に 

13. 様々な指導分野教育について６ 

  映像・ICT関連も含めて 

14. まとめ・課題提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ワープロでの表現、図形処理等の ICTのスキルを身につけておくことが望ましい。数学教育にとどまらず、様々な中高の教育に

関する興味や関心を持つようにしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常課題点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2008、『中学校学習指導要領解説 数学編』、教育出版 

2. 文部科学省、2015、『高等学校学習指導要領解説 数学編・理数編』、実教出版 

もし可能なら、次期学習指導要領（中学数学・高等学校数学）を PDFで入手する。（文部科学省の HPからダウンロードすること

が望ましい。（2018.3〜から高等学校版可能の予定） 

 

参考文献（Readings） 

1. 黒田恭史編、2008、『数学科教育法入門』、共立出版 

2. 遠山啓、1958、『数学入門上・下』、岩波新書 

3. 遠山啓、1972、『数学の学び方・教え方』、岩波新書 
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数学教育に関連する参考文献は適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

この科目の単位修得が秋学期「数学科教育法演習 1」履修の必須条件となる。   
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■GA432 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA432／数学科教育法２ 

(Methods in Teaching Mathematics 2) 

担当者名 

（Instructor） 
青木 猛正(AOKI TAKEMASA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

数学科の学習指導要領に即しながら、具体的な数学の授業例をもとに教育法や指導法、評価法を考察し、実践できるように体験

を踏まえて理解を図る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

知識や技術の獲得に向けて、「数学的活動」や「主体的・対話的で深い学び」の実践を踏まえて、具体的な授業場面での課題や

教材の提示の仕方、それらの取組方法等の授業実践についての議論を行い、受講者一人一人が主体的に取り組むとともに、そ

の評価方法について考えていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 数学的活動とは 

2. 数学科における問題解決の授業 

3. 数学的な見方や考え方 

4. 主体的・対話的で深い学び 

5. 主体的・対話的で深い学びの実践例 

6. 数と式、方程式の実践 

7. 関数、微積分の実践 

8. 図形の実践 

9. 三角比、三角関数の実践 

10. 数列、ベクトルの実践 

11. 確率、データの分析の実践 

12. 授業実践の評価 

13. 数学における評価の実践 

14. まとめと振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で扱った内容をよく復習するとともに、授業中に指示した課題を作成すること。また、後半では独自の授業展開案等の発表を

行うので、教材等の具体例をまとめておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/授業時の課題(30%)/授業参加状況(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 相馬一彦編著、2017、『数学科問題解決の授業ガイドブック』、明治図書 (ISBN:978-4-18-247125-4) 

 

参考文献（Readings） 

1. 芹沢光雄、2012、『いかにして問題を解くか 実践活用編』、丸善出版 (ISBN:978-4-621-08529-5) 

文部科学省『中学校学習指導要領解説 数学編』 

文部科学省『高等学校学習指導要領解説 数学編』 

（いずれも、文部科学省サイトに掲載されている） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

その他、そのつど関係資料を紹介する。 

 

注意事項（Notice） 

春学期「数学科教育法１」を修得済の者対象。   
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■GA433 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA433／数学科教育法演習１ 

(Seminar of Methods in Teaching Mathmatics 1) 

担当者名 

（Instructor） 
内田 芳宏(UCHIDA YOSHIHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

実際に指導する教科「数学」の指導法を研究し，実践することで，中学・高校で学習する内容を広く深い立場から理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日々行われる授業の中で課題となっている事項に関して，生徒の認識の特徴，指導における要点等を示すことで，解決の糸口を

実践する。様々な視点から，数学科教育法１での課題を基調に模擬授業を行う。数学科教育法演習２と内容は重複しない。ただ

し，模擬授業に割り当てる授業の回数は，受講者の人数によって増減があり，２回から６回までの内容をさらに広げることとする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーションと授業実践について（課題発表） 

2. 数学科教育指導内容の留意点と課題・各単元について指導する側の問題点を体験し，自ら解決方法を探る。 

・数の認識，文字式 

3. 数学科教育指導内容の留意点と課題・各単元について指導する側の問題点を体験し，自ら解決方法を探る。 

・幾何分野 

4. 数学科教育指導内容の留意点と課題・各単元について指導する側の問題点を体験し，自ら解決方法を探る。 

・関数，方程式，図形の認識 

5. 数学科教育指導内容の留意点と課題・各単元について指導する側の問題点を体験し，自ら解決方法を探る。 

・統計分野１ 

6. 数学科教育指導内容の留意点と課題・各単元について指導する側の問題点を体験し，自ら解決方法を探る。 

・確率統計２ 

7. 春学期の課題に従って模擬授業を原則行う。 

8. 春学期の課題に従って模擬授業を原則行う。 

9. 春学期の課題に従って模擬授業を原則行う。 

10. 春学期の課題に従って模擬授業を原則行う。 

11. 春学期の課題に従って模擬授業を原則行う。 

12. 春学期の課題に従って模擬授業を原則行う。 

13. 模擬授業をはじめとする質疑応答 

14. まとめ・課題提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常課題点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 遠山啓、1972、『数学の学び方・教え方』、岩波新書 (ISBN:4535785597) 

2. 黒田 俊郎、2010、『たのしくわかる数学 100 時間［新装版］（上）』、日本評論社 (ISBN:4535785600) 

3. 黒田 俊郎、2010、『たのしくわかる数学 100 時間［新装版］（下）』、日本評論社 (ISBN:4535785600) 

 

参考文献（Readings） 

1. 文部科学省、2008、『中学校学習指導要領解説  数学編』、教育出版 (ISBN:431630013X) 

2. 文部科学省、2015、『高等学校学習指導要領解説  数学編理数編』、実教出版 (ISBN:4407319259) 

次期学習指導要領（中学数学・高等学校数学）を PDFで用意しておく 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

模擬授業の回数は，受講者の人数によって変更する可能性がある。 

 

注意事項（Notice） 

春学期「数学科教育法１」を修得済の者対象。 
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■GA434 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA434／数学科教育法演習２ 

(Seminar of Methods in Teaching Mathmatics 2) 

担当者名 

（Instructor） 

奈須 恵子(NASU KEIKO) 

大野 久(ONO HISASHI) 

下地 秀樹(SHIMOJI HIDEKI) 

逸見 敏郎(HEMMI TOSHIRO) 

森田 満夫(MORITA MITSUO) 

青木 猛正(AOKI TAKEMASA) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full Year Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中学校免許取得希望者（中・高両方の免許取得希望者を含む）を対象とする。数学科の授業を構成し実践する力量の形成を目

標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

履修者の授業に関する力量形成を 

ａ．現職の教員による「授業」づくりに関する指導やアドバイス 

ｂ．授業研究に関する課題のレポート作成 

を通して実践的に行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

詳細はオリエンテーションと学校・社会教育講座掲示板にて発表するので，必ず確認すること。 

 

○各教科教育法演習２オリエンテーション： 

 ※以下のいずれか１回に必ず出席すること。 

 5 月 14 日（月）  18:20～   池袋 7102 教室 

 5 月 18 日（金）  18:20～   新座 N323 教室 

 5 月 19 日（土）  13:15～   池袋 7101 教室 

 

○授業案講義編： 

 6 月 16 日（土）15:00～16:30［予定］ 

 

○授業案課題提出： 

 ９月下旬 

 ※詳細は上記オリエンテーションで説明する。 

 

○授業案添削編： 

 ※以下のいずれかの回に出席することになる。 

  詳細は上記オリエンテーションで説明する。 

 11月 10 日（土）14:00～16:00［予定］ 

 2019年 1月 12 日（土）14:00～16:00［予定］ 

 

○授業研究に関わるレポート課題の提出：11 月上旬 

 ※詳細は上記オリエンテーションで説明する。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「数学科教育法１」及び「数学科教育法演習１」で学習する内容を各自よく復習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

予定されているプログラムすべてに出席しなければ成績評価の対象とはならない（履修資格を失う）。全回出席した上で，提出さ

れた課題により評価を行う。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2015、『中学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1540-5) 

2. 文部科学省、2015、『高等学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1541-2) 
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参考文献（Readings） 

授業時に適宜，紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本授業は集中形式で行うが，４月期履修登録の期間に各自科目コード登録を行い，その上で，５月のオリエンテーションに必ず

出席すること。 

 

注意事項（Notice） 

春学期「数学科教育法１」を履修中または修得済の者対象。  
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■GA441 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA441／理科教育法１ 

(Methods in Teaching Science 1) 

担当者名 

（Instructor） 
渡部 智博(WATANABE TOMOHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

理科教育は，何のために行い（目的），何をどのように学習させ（内容・方法），評価をどのように行うか（評価），また，実験・観察

をどのように指導するか（実験・観察指導）を，実践を基礎として考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講座では，中学校，および高等学校の理科の内容を，教室における実践や学校における現場を意識しながら確認する。講義

にあたっては，学習指導要領，教科書，実験器具，授業事例などの具体的な題材を紹介する予定である。これらの実践を通じ

て，教壇に立つための基礎的な知識とスキルを身につける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入・ガイダンス 

2. 理科教育の歴史 

3. 国際的な学力調査（PISA，TIMSS，PIAAC 等） 

4. 中学校学習指導要領における理科の内容 

5. 中学校 理科教科書の分析 

6. 実験と観察（１） 

7. 学習指導案の書き方（１） 

8. 教科書ができるまで 

9. 高等学校学習指導要領における理科の内容 

10. 高等学校，理科教科書の分析 

11. 実験と観察（２） 

12. 学習指導案の書き方（２） 

13. 評価の方法 

14. 理科教育におけるこれからの課題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各授業時に，授業時間外に行う課題等について，適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内レポート(40%)/小レポート（リアクションペーパー等）(20%) 

遅刻，欠席等については，初回授業時に指示する。 

 

テキスト（Textbooks） 

中学校学習指導要領解説（理科編）／高等学校学習指導要領解説（理科編） 

中学校 理科教科書，高等学校 物理基礎，化学基礎，生物基礎，物理，化学，生物 各教科書 

教科書の購入等については講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

その他，必要に応じて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

この科目の単位修得が秋学期「理科教育法演習 1」履修の必須条件となる。   
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■GA442 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA442／理科教育法２ 

(Methods in Teaching Science 2) 

担当者名 

（Instructor） 
渡部 智博(WATANABE TOMOHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「理科教育法１」での学習内容の発展をさせ，中学・高校の理科教師としての実践的指導力の育成を目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

中学生や高校生に対する，教科書を補う小冊子やプリントの作成を通じて，教材作成に必要なこと（教員・生徒の知識や配慮事

項など）を総合的・実践的に学ぶ。小冊子・プリントの例としては，「身の回りの化学」や「放射線を学ぶ」，「身の回りの”なぜ”につ

いて考えよう」などであるが，具体的なテーマは，授業中に相談して決定する。また，教科教育法演習１と連携した模擬授業も予

定している。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 理科の学びとは何か 

2. 教科書を補う教材 

3. 生徒向けプリントの作成（１） 

 テーマ選定（生徒が興味を持つ学習内容） 

4. 生徒向けプリントの作成（２） 

 作成に必要な資料の収集と整理 

5. 生徒向けプリントの作成（３） 

 原稿作成で注意すべきこと 

6. 生徒向けプリントの作成（４） 

 冊子，プリントの完成に向けて 

7. アンケートの作成 

 生徒に評価されるために必要なこと 

8. 生徒向けプリントの完成 

 教材作成のために必要なことは何か 

9. さまざまな理科教材 

 デジタル教材（理科ねっとわーく，アプリなどの利用，など） 

10. 理科教育のための道具 

 ICT機器（電子教科書，タブレット，電子黒板，他） 

11. アンケートの集計・まとめ 

 生徒から回収したアンケートをまとめ，小冊子・プリントをまとめる 

12. 教科教育に関するさまざまな教材 

 海外の教科書との比較，戦前の教科書との比較，など 

13. 次期，学習指導要領に向けて 

 アクティブラーニングなど，新しい教育方法について 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

課題（各種教材作成）など，各授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内に作成した教材(30%)/小レポート（リアクションペーパーなど）(30%) 

遅刻，欠席等については，初回授業時に指示する。 

 

テキスト（Textbooks） 

中学校学習指導要領解説（理科編）／高等学校学習指導要領解説（理科編） 

中学校 理科教科書，高等学校 物理基礎，化学基礎，生物基礎，物理，化学，生物 各教科書 

※「理科教育法１」で購入した中学校・高等学校各教科書を利用する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

春学期「理科教育法１」を修得済の者対象。  
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■GA443 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA443／理科教育法演習１ 

(Seminar of Methods in Teaching Science 1) 

担当者名 

（Instructor） 
渡部 智博(WATANABE TOMOHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中学校・高等学校の理科の授業を行うために必要な授業計画，教材利用，実験観察，評価について考察を行い，学習指導案の

作成と模擬授業を通して互いに学びあう。 

 

授業の内容（Course Contents） 

理科の授業の実践を意識し，授業案の作成と模擬授業，授業に対する評価，等により授業作りのスキルの向上を目指す。また，

模擬授業の評価を通して，より良い授業作りのために見るべき観点を育成する。生徒のさまざまな変容の評価方法についても考

える予定である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 学習目標の設定と評価 

3. 実験観察を伴うグループ模擬授業（１） 

4. 実験観察を伴うグループ模擬授業（２） 

5. 実験観察を伴うグループ模擬授業（３） 

6. 実験観察の意義とは何か 

 中学・高等学校理科の授業案の作成 

7. 模擬授業と授業評価（１） 

8. 模擬授業と授業評価（２） 

9. 模擬授業と授業評価（３） 

10. 模擬授業と授業評価（４） 

11. 模擬授業と授業評価（５） 

12. 模擬授業と授業評価（６） 

13. 模擬授業と授業評価（７） 

14. どのような授業を組み立てるか（まとめ） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

模擬授業に向けての準備の他，授業時間外に課題を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/実験授業のための学習指導案(30%)/授業評価(30%) 

遅刻，欠席等については，初回授業時に指示する。 

 

テキスト（Textbooks） 

中学校学習指導要領解説（理科編）／高等学校学習指導要領解説（理科編） 

中学校 理科教科書，高等学校 物理基礎，化学基礎，生物基礎，物理，化学，生物 各教科書 

※「理科教育法１」で購入した中学校・高等学校各教科書を利用する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

春学期「理科教育法１」を修得済の者対象。   
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■GA444 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA444／理科教育法演習２ 

(Seminar of Methods in Teaching Science 2) 

担当者名 

（Instructor） 

奈須 恵子(NASU KEIKO) 

大野 久(ONO HISASHI) 

下地 秀樹(SHIMOJI HIDEKI) 

逸見 敏郎(HEMMI TOSHIRO) 

森田 満夫(MORITA MITSUO) 

青木 猛正(AOKI TAKEMASA) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full Year Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中学校免許取得希望者（中・高両方の免許取得希望者を含む）を対象とする。理科の授業を構成し実践する力量の形成を目標と

する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

履修者の授業に関する力量形成を 

ａ．現職の教員による「授業」づくりに関する指導やアドバイス 

ｂ．授業研究に関する課題のレポート作成 

を通して実践的に行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

詳細はオリエンテーションと学校・社会教育講座掲示板にて発表するので，必ず確認すること。 

 

○各教科教育法演習２オリエンテーション： 

 ※以下のいずれか１回に必ず出席すること。 

 5 月 14 日（月）  18:20～   池袋 7102 教室 

 5 月 18 日（金）  18:20～   新座 N323 教室 

 5 月 19 日（土）  13:15～   池袋 7101 教室 

 

○授業案講義編： 

 6 月 16 日（土）15:00～16:30［予定］ 

 

○授業案課題提出： 

 ９月下旬 

 ※詳細は上記オリエンテーションで説明する。 

 

○授業案添削編： 

 ※以下のいずれかの回に出席することになる。 

  詳細は上記オリエンテーションで説明する。 

 11月 10 日（土）14:00～16:00［予定］ 

 2019年 1月 12 日（土）14:00～16:00［予定］ 

 

○授業研究に関わるレポート課題の提出：11 月上旬 

 ※詳細は上記オリエンテーションで説明する。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「理科教育法１」及び「理科教育法演習１」で学習する内容を各自よく復習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

予定されているプログラムすべてに出席しなければ成績評価の対象とはならない（履修資格を失う）。全回出席した上で，提出さ

れた課題により評価を行う。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2015、『中学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1540-5) 

2. 文部科学省、2015、『高等学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1541-2) 
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参考文献（Readings） 

授業時に適宜，紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本授業は集中形式で行うが，４月期履修登録の期間に各自科目コード登録を行い，その上で，５月のオリエンテーションに必ず

出席すること。 

 

注意事項（Notice） 

春学期「理科教育法１」を履修中または修得済の者対象。 
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■GA451 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA451／英語科教育法１（Ａ） 

(Methods in Teaching English Language1(A)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

コミュニケーション能力 

Communicative Language Teaching 

自己表現を促すリーディング指導 

文脈を伴う文法指導 

担当者名 

（Instructor） 
伊東 武彦(ITOU TAKEHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１．最新の知見を踏まえつつ，英語教育の基本的理論の学習と実践的考察を通して，効果的な英語授業を行うための見識を養

う。 

２．実際に指導する場面を想定して，実践的な指導力を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

英語教育の全体像の理解から始まり，徐々に各領域の指導論および具体的なアプローチに移行する。授業はワークショップ形式

をとり，学生の発言に基づいて進行する。また, 理論学習を授業実践力に結びつけるために受講生を中・高生に見立てたデモン

ストレーションを実施する。受講生は，授業の終わりに出席コメントカードに各自のコメントを記入し，学習を省察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 英語教育の現状と問題点，英語教育の目的論 

2. コミュニケーション能力の定義と４つの構成要素 

3. コミュニケーション能力の『学習指導要領』における記述と実際の指導 

4. 英語教授法の変遷と Communicative Language Teaching の登場 

5. Communicative Language Teaching の概要：実践例を基に 

6. リーディング指導のあり方(1) （課題：自己表現を促す発問のあり方） 

7. リーディング指導のあり方(2) （課題の確認） 

8. 文法指導のあり方(1) （課題：必然性のある文法導入） 

9. 文法指導のあり方(2) （課題の確認） 

10. スピーキング指導のあり方：mechanical drill, meaningful drill, communicative activity (1)（アクティビティのバリエーション） 

11. スピーキング指導のあり方：mechanical drill, meaningful drill, communicative activity (2) （アクティビティの設計） 

12. ライティング指導のあり方 

13. リスニング指導のあり方 

14. 学習指導案の作成 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回，次週の準備を指示する。主な課題は２回（第 6 回と第 8回）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業への参加状況と課題提出状況(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2015、『中学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1540-5) 

2. 文部科学省、2015、『高等学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1541-2) 

毎回ハンドアウトを配付する。 

 

参考文献（Readings） 

参考書，参考文献は授業時に随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

教職への熱意と，教職が果たす社会的責任を理解していることを前提に授業を行う。欠席と遅刻は原則として認められない。 

 

注意事項（Notice） 

この科目の単位修得が秋学期「英語科教育法演習 1（Ａ）」履修の必須条件となる。   
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■GA452 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA452／英語科教育法２ 

(Methods in Teaching English Language 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

教科書に基づく模擬授業 

オール・イングリッシュの授業 

担当者名 

（Instructor） 
渡邊 万里子(WATANABE MARIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

実際の授業を想定した指導案の作成、オール・イングリッシュでの模擬授業を通して、教育実習に必要な授業実践力を身につけ

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

中学校・高等学校で使用されている文科省検定教科書に基づいて授業の指導案を作成して、オール・イングリッシュで模擬授業

を行う。模擬授業の際に指導案の提出を求める。模擬授業の後に振り返りを行い、各自の授業実践力を高める。効果的な「英語

で英語の授業」とはどのようなものかを、模擬授業を通して考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 扱う単元の選定と教材研究 

2. 授業の構成（１） 導入～展開 

3. 授業の構成（２） 展開 

4. 授業の構成（３） 展開～まとめ 

5. 指導案作成と模擬授業準備（１） 

6. 指導案作成と模擬授業準備（２） 

7. 指導案作成と模擬授業準備（３） 

8. 模擬授業（１）・振り返り 

9. 模擬授業（２）・振り返り 

10. 模擬授業（３）・振り返り 

11. 模擬授業（４）・振り返り 

12. 模擬授業（５）・振り返り 

13. 模擬授業（６）・振り返り 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教材研究、指導案作成、模擬授業準備、模擬授業の練習とリハーサル 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業への参加状況と課題提出状況(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2015、『中学校学習指導要領』、東山書房 

2. 文部科学省、2015、『高等学校学習指導要領』、東山書房 

その他、毎回ハンドアウトを配付する。 

 

参考文献（Readings） 

中・高の文科省検定教科書、その他授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

教職への熱意と教職の社会的責任への理解を持っていることを前提に授業を行う。欠席と遅刻は原則として認められない。 

 

注意事項（Notice） 

春学期「英語科教育法１」を修得済の者対象。   
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■GA453 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA453／英語科教育法演習１（Ａ） 

(Seminar of Teaching Methods in English Language 1(A)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

模擬授業 

授業実践力 

ティーム・ティーチング 

Communicative Language Teaching 

担当者名 

（Instructor） 
伊東 武彦(ITOU TAKEHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「英語科教育法１（Ａ）」での学習に基づいて模擬授業を計画して実施することにより，効果的な英語授業を実践する基礎力を習

得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者全員に二人一組の模擬授業（30 分程度）を義務づける。その計画と実施が中心となる。模擬授業は，①文法導入・解説，

②ワークシートを使う mechanical drill, ③アクティビティ（meaningful drill, あるいは communicative activity）の 3 つの課程から構

成される。模擬授業の際には，学習指導案の作成と提出を求める。授業後には，相互に振り返る機会を持つ。その他，現代の英

語教育上の重要トピックを取り上げる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業過程と学習指導案の基本知識 

2. 模擬授業の準備と指導案作成（1） 文法導入・解説 

3. 模擬授業の準備と指導案作成（2) ワークシートを使う mechanical drill 

4. 模擬授業の準備と指導案作成（3） meaningful drill, あるいは communicative activity 

5. 模擬授業その 1（1 回にペアで 2～3 組。1 組の授業は 30 分。その後，相互に振り返る。） 

6. 模擬授業その 2（1 回にペアで 2～3 組。1 組の授業は 30 分。その後，相互に振り返る。） 

7. 模擬授業その 3（1 回にペアで 2～3 組。1 組の授業は 30 分。その後，相互に振り返る。） 

8. 模擬授業その 4（1 回にペアで 2～3 組。1 組の授業は 30 分。その後，相互に振り返る。） 

9. 模擬授業その 5（1 回にペアで 2～3 組。1 組の授業は 30 分。その後，相互に振り返る。） 

10. 模擬授業その 6（1 回にペアで 2～3 組。1 組の授業は 30 分。その後，相互に振り返る。） 

11. 英語教育上の重要トピック（1）市民性教育 

12. 英語教育上の重要トピック（2）異文化間コミュニケーション能力の育成 

13. 教育実習の心がまえ，教育実習までに準備すべきこと 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

１．模擬授業のための指導案作成，掲示物作成，リハーサル。 

２．模擬授業を実施する前に，他のペアと相互に見せ合って改善する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業への参加状況と課題提出状況(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2015、『中学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1540-5) 

2. 文部科学省、2015、『高等学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1541-2) 

毎回ハンドアウトを配付する。 

 

参考文献（Readings） 

参考書，参考文献は授業時に随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

教職への熱意を持つこと，教職の社会的責任を充分に理解していることを前提に授業を行う。欠席と遅刻は原則として認められ

ない。 

 

注意事項（Notice） 
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春学期「英語科教育法１（Ａ）」を修得済の者対象。 

 

  



 - 83 - 

■GA454 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA454／英語科教育法演習２ 

(Seminar of Teaching Methods in English Language 2) 

担当者名 

（Instructor） 

奈須 恵子(NASU KEIKO) 

大野 久(ONO HISASHI) 

下地 秀樹(SHIMOJI HIDEKI) 

逸見 敏郎(HEMMI TOSHIRO) 

森田 満夫(MORITA MITSUO) 

青木 猛正(AOKI TAKEMASA) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full Year Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中学校免許取得希望者（中・高両方の免許取得希望者を含む）を対象とする。英語科の授業を構成し実践する力量の形成を目

標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

履修者の授業に関する力量形成を 

ａ．現職の教員による「授業」づくりに関する指導やアドバイス 

ｂ．授業研究に関する課題のレポート作成 

を通して実践的に行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

詳細はオリエンテーションと学校・社会教育講座掲示板にて発表するので，必ず確認すること。 

 

○各教科教育法演習２オリエンテーション： 

 ※以下のいずれか１回に必ず出席すること。 

 5 月 14 日（月）  18:20～   池袋 7102 教室 

 5 月 18 日（金）  18:20～   新座 N323 教室 

 5 月 19 日（土）  13:15～   池袋 7101 教室 

 

○授業案講義編： 

 6 月 16 日（土）15:00～16:30［予定］ 

 

○授業案課題提出： 

 ９月下旬 

 ※詳細は上記オリエンテーションで説明する。 

 

○授業案添削編： 

 ※以下のいずれかの回に出席することになる。 

  詳細は上記オリエンテーションで説明する。 

 11月 10 日（土）14:00～16:00［予定］ 

 2019年 1月 12 日（土）14:00～16:00［予定］ 

 

○授業研究に関わるレポート課題の提出：11 月上旬 

 ※詳細は上記オリエンテーションで説明する。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「英語科教育法１」及び「英語科教育法演習１」で学習する内容を各自よく復習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

予定されているプログラムすべてに出席しなければ成績評価の対象とはならない（履修資格を失う）。全回出席した上で，提出さ

れた課題により評価を行う。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2015、『中学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1540-5) 

2. 文部科学省、2015、『高等学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1541-2) 
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参考文献（Readings） 

授業時に適宜，紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本授業は集中形式で行うが，４月期履修登録の期間に各自科目コード登録を行い，その上で，５月のオリエンテーションに必ず

出席すること。 

 

注意事項（Notice） 

春学期「英語科教育法１」を履修中または修得済の者対象。    
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■GA455 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA455／英語科教育法１（Ｂ） 

(Methods in Teaching English Language1(B)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
高等学校における英語授業指導力の向上をめざして 

担当者名 

（Instructor） 
吉住 香織(YOSHIZUMI KAORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語教育の現状をふまえ，指導の基礎となる理論と技術を体験的に学ぶと共に，特に高等学校の英語教師に必要な見識を養

い，授業指導に必要な基礎力を身に付ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

英語教育の目的や指導内容を理解し，授業指導に必要な基本的な指導理論や技術を学ぶ。討論や演習，模擬授業ほか参加型

の授業形態と学び合いを通して，理論や技術が受講生自身の授業実践力に結びつくよう授業は段階的に進められる。積極的な

参加と真摯な学習姿勢は必須条件である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション                ＊課題の指示 

2. 学習指導要領と高校英語指導提出 

教材観について                 ＊課題の提出 

3. Lesson design：授業設計と技能統合 

モデル授業研究                 ＊課題の指示 

4. Oral introduction  

学習指導案の書き方 1) 指導内容と手順，plan の書き方 

5. Teacher talk，および授業のスキル      ＊課題の提出・課題の指示 

6. Oral introduction の模擬授業と合評 1)  

7. Oral introduction の模擬授業と合評 2)  

8. Oral introduction の模擬授業と合評 3)  

9. Oral introduction の模擬授業と合評 4)    ＊課題の提出 

10. Pre-reading 段階の指導                                 

11. While-reading 段階の指導 1 ： 内容把握の進め方 

12. While-reading 段階の指導 2 ： 発問と言語材料の扱い方   ＊課題の指示 

13. Post-reading 段階の指導              

14. 春学期授業総括と振り返り           ＊課題の提出と指示 

学習指導案の書き方 2)  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外に，模擬授業や課題等の準備に多大な時間を要する。模擬授業の準備と練習，また課題や研究レポート作成など，

毎回，授業時間外に時間をかけて予習・復習に取り組んだ上で授業に臨むことが求められる。 また英語による授業や討論に十

分対応できる英語力と，それを常に向上させるための努力が必要である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席状況（授業参加度を含む）(30%)/模擬授業(30%)/学習指導案(20%)/課題・レポートほか提出物(20%) 

原則として全回出席すること。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストはない。毎時間ハンドアウトを配付する。 

 

参考文献（Readings） 

中・高の学習指導要領解説，および検定教科書。 

その他の参考文献は授業時に随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回は重要連絡と課題の指示があるので，必ず出席すること。正当な理由なく欠席した場合は単位を認めないことがある。提出

物の期限を厳守すること。 
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注意事項（Notice） 

この科目の単位修得が秋学期「英語科教育法演習 1（Ｂ）」履修の必須条件となる。   
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■GA457 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA457／英語科教育法演習１（Ｂ） 

(Seminar of Teaching Methods in English Language 1(B)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
高等学校における英語授業指導力の向上をめざして 

担当者名 

（Instructor） 
吉住 香織(YOSHIZUMI KAORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「英語科教育法１(B)」で学んだ基本理論と技術を活かし，効果的な英語授業指導に必要な実践力を身に付けると共に，授業力の

向上を図る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の授業指導案に基づいて受講生全員が行う模擬授業，観察，振り返りを通して，効果的な授業指導の進め方を学ぶ。さらに

現代の英語教育に必要な視点や現場が抱える諸問題を研究，分析，考察し，今後の課題と英語教師の役割を考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

学習指導案の検討 1                  ＊課題の提出と指示 

2. 授業研究，および模擬授業実施について 

学習指導案細案の検討 ２               ＊課題の提出と指示 

リサーチ発表について 

3. 模擬授業と合評  (1) 

リサーチの発表  (1)                   ＊課題の提出 

4. 模擬授業と合評  (2) 

リサーチの発表  (2) 

5. 模擬授業と合評  (3) 

リサーチの発表  (3) 

6. 模擬授業と合評  (4) 

リサーチの発表  (4) 

7. 模擬授業と合評  (5) 

リサーチの発表  (5)                   ＊課題の指示 

8. 模擬授業と合評  (6) 

リサーチの発表  (6) 

9. 模擬授業，およびリサーチ発表全体の振り返りとまとめ 

技能別言語活動と技能統合 (1) 

10. 授業指導に必要な視点と技術 ：ICTの活用他   ＊課題の提出 

技能別言語活動と技能統合 (2) 

11. 指導と評価 １ 

12. 指導と評価 ２                       ＊課題の指示 

13. 英語教授法・指導法の変遷              ＊課題の提出 

14. 年間の振り返り 

今後の課題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外に準備と学習に多大な時間を要する。具体的には，模擬授業の準備と練習，また課題や研究レポートの作成と発表

ほか，毎回，授業時間外に時間をかけて予習・復習に取り組んだ上で授業に臨むことが求められる。また英語による授業や討論

に十分対応できる英語力と，それを常に向上させるための努力が必要である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席状況（授業参加度を含む）(30%)/模擬授業(30%)/学習指導案(20%)/課題（発表含む）・レポートほか提出物((20%) 

原則として全回出席すること。 

 

テキスト（Textbooks） 

特定のテキストは使用しない。毎時間，資料としてハンドアウトを配付する。 
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参考文献（Readings） 

中・高の学習指導要領解説，および検定教科書。その他の参考文献は授業時に随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回は重要連絡と課題の指示があるので，必ず出席すること。正当な理由なく欠席した場合は単位を認めないことがある。また

提出物の期限は厳守すること。 

 

注意事項（Notice） 

春学期「英語科教育法１（Ｂ）」を修得済の者対象。 
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■GA461 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA461／ドイツ語科教育法１ 

(Methods in Teaching German Language 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
外国語の学習・教授法と言語学 

担当者名 

（Instructor） 
渡辺 学(WATANABE MANABU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

言語学（言語とコミュニケーション）の概要を知ることで，外国語学習と教授が容易になることを理解したうえで，言語学の教場へ

の応用可能性を考えることを目標にします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

以下の授業計画に沿って授業担当者による概説，配付プリントの解説や意見交換を中心に進め，教育実習などの授業実践にお

いて役に立つことばに関する知識を提供し，知識習得のための情報検索・収集のノウハウを探ります。第五回目の授業からは，

当該トピックについての授業時小発表も組み込みます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 外国語を習得するとは？ 

3. 言語干渉・母語干渉 

4. 間違いから学ぶ 

5. 言語という記号 

6. 文法 

7. 意味 

8. プロトタイプ，ステレオタイプ 

9. コミュニケーション 

10. 言語によらないコミュニケーション 

11. インタラクション 

12. 言語行動（その１） 

13. 言語行動（その２） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

あらかじめ参考文献の中の言語学に関するものを読み，トピックごとのイメージを作ったうえで授業に臨んでください。授業時配布

のプリントを読み返し，内容理解を確実なものにしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加度（ディスカッションへの参加，小報告，コメントペーパー）(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 文部科学省、2015、『中学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1540-5) 

2. 文部科学省、2015、『高等学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1541-2) 

3. 黒田龍之助、2016、『外国語を学ぶための言語学の考え方』、中央公論新社 (ISBN:978-4-12-102363-6) 

4. 西村義樹・野矢茂樹、2013、『言語学の教室 哲学者と学ぶ認知言語学』、中央公論新社 (ISBN:978-4-12-102220-2) 

さらに必要に応じて紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

履修希望者は，詳しい説明をする第一回目の授業に出席してください。 

 

注意事項（Notice） 

この科目の単位修得が秋学期「ドイツ語科教育法演習 1」履修の必須条件となる。   
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■GA462 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA462／ドイツ語科教育法２ 

(Methods in Teaching German Language 2) 

担当者名 

（Instructor） 
梶谷 雄二(KAJITANI YUUJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業は、「ドイツ語科教育法１」で学習したことをさらに発展させ、実際の授業の現場でさらに、実践できるようになることを目

的とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半は、担当者によって初級文法のいくつかの項目に関して考えられる説明方法や、中級者向けの複数の授業方法について講

義します。また、ドイツ語圏の地誌に関する共通理解を養うために、映像を用いた講義を行います。これらの講義内容を踏まえ

て、最後に受講生に模擬授業を行ってもらい、実際的な注意点などをアドバイスします。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 初級授業の講義 1 10 分でわかるドイツ語 ドイツ概説 

3. 初級授業の講義 2 発音と数詞  カール大帝 

4. 初級授業の講義 3 冠詞と名詞 ライン渓谷 

5. 初級授業の講義 4 助動詞構文 ハプスブルク 

6. 初級授業の講義 5 分離動詞、再帰表現 スイスの独立 

7. 初級授業の講義 6 接続法 ロマン主義 

8. 中級授業の講義 1 教養課程の 2 年目の授業 19 世紀のハプスブルク 

9. 中級授業の講義 2 教養課程の 2 年目の授業 ドイツ語圏のモダン文化 

10. 模擬授業 1 視覚教材を使った授業 

11. 模擬授業 2 文法編 

12. 模擬授業 3 文法編 

13. 模擬授業 4 読解編 

14. 模擬授業 5 読解編 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業では文法、歴史事象についてのコメントを求めます。そのための予習は必要になります。また、終盤での模擬授業に

向けての準備も必要になります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

模擬授業 視覚教材(20%)/模擬授業 文法編(30%)/模擬授業 読解編(30%)/授業への参加態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回プリントを配付します。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

春学期「ドイツ語科教育法１」を修得済の者対象。   
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■GA463 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA463／ドイツ語科教育法演習１ 

(Seminar of Methods in Teaching German Language 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
授業の実践 

担当者名 

（Instructor） 
渡辺 学(WATANABE MANABU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

外国語の学習指導要領を参照し，春学期の内容を適宜確認しつつ，実際に外国語（ドイツ語，英語）を指導する場面を想定して，

学習指導案・教材の作成を行う。さらに，教材研究，模擬授業（授業参観）を行って，実用的な教授力を体得することを目標としま

す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

言語習得理論を踏まえつつ外国語の教授法，「外国語としてのドイツ語（英語，日本語）」の教授法の歴史をおさらいしてから，授

業の構成，学習指導案作り，教科書選択時の留意点，授業参観のポイントなどについて順を追って学習します。実際に教案を作

成，相互に意見交換したのちに，受講者全員に模擬授業（英語もしくはドイツ語）をしていただきます。毎時間コメントペーパーを

書いてもらい，授業理解を深めます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 言語習得理論と外国語教授法の歴史 

3. 教案作成，授業構成，時間配分 

4. 教科書選択時の留意点 

5. 授業参観のポイント 

6. 授業用プリント作成のポイント 

7. 文法授業 

8. 総合教材，コミュニケーション授業 

9. 模擬授業準備（教案の作成と意見交換） 

10. 模擬授業 

11. 模擬授業 

12. 模擬授業 

13. 模擬授業 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教授法の歴史については，配付テキストをあらかじめ読んでおいてください。母校ではどのような英語（またはドイツ語）教科書を

使っているのかを調べておいてください。教案作成，プリント作成などその都度の課題をきちんと行うことが大切です。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

コメントペーパー(30%)/授業時の討論への参加度(30%)/模擬授業の内容(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 文部科学省、2015、『中学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1540-5) 

2. 文部科学省、2015、『高等学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1541-2) 

3. 柴田義松・木内剛、2012、『教育実習ハンドブック 増補版』、学文社 (ISBN:978-4-7620-2324-8) 

4. 村田久美子・原田哲男編、2008、『コミュニケーション能力育成再考』、ひつじ書房 (ISBN:978-4-89476-363-0) 

さらに必要に応じて紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

履修希望者は，詳しい説明を行う第一回目の授業に出席してください。 

 

注意事項（Notice） 
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春学期「ドイツ語科教育法１」を修得済の者対象。   
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■GA464 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA464／ドイツ語科教育法演習２ 

(Seminar of Methods in Teaching German Language 2) 

担当者名 

（Instructor） 

奈須 恵子(NASU KEIKO) 

大野 久(ONO HISASHI) 

下地 秀樹(SHIMOJI HIDEKI) 

逸見 敏郎(HEMMI TOSHIRO) 

森田 満夫(MORITA MITSUO) 

青木 猛正(AOKI TAKEMASA) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full Year Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中学校免許取得希望者（中・高両方の免許取得希望者を含む）を対象とする。ドイツ語科の授業を構成し実践する力量の形成を

目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

履修者の授業に関する力量形成を 

ａ．現職の教員による「授業」づくりに関する指導やアドバイス 

ｂ．授業研究に関する課題のレポート作成 

を通して実践的に行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

詳細はオリエンテーションと学校・社会教育講座掲示板にて発表するので，必ず確認すること。 

 

○各教科教育法演習２オリエンテーション： 

 ※以下のいずれか１回に必ず出席すること。 

 5 月 14 日（月）  18:20～   池袋 7102 教室 

 5 月 18 日（金）  18:20～   新座 N323 教室 

 5 月 19 日（土）  13:15～   池袋 7101 教室 

 

○授業案講義編： 

 6 月 16 日（土）15:00～16:30［予定］ 

 

○授業案課題提出： 

 ９月下旬 

 ※詳細は上記オリエンテーションで説明する。 

 

○授業案添削編： 

 ※以下のいずれかの回に出席することになる。 

  詳細は上記オリエンテーションで説明する。 

 11月 10 日（土）14:00～16:00［予定］ 

 2019年 1月 12 日（土）14:00～16:00［予定］ 

 

○授業研究に関わるレポート課題の提出：11 月上旬 

 ※詳細は上記オリエンテーションで説明する。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「ドイツ語科教育法１」及び「ドイツ語科教育法演習１」で学習する内容を各自よく復習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

予定されているプログラムすべてに出席しなければ成績評価の対象とはならない（履修資格を失う）。全回出席した上で，提出さ

れた課題により評価を行う。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2015、『中学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1540-5) 

2. 文部科学省、2015、『高等学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1541-2) 
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参考文献（Readings） 

授業時に適宜，紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本授業は集中形式で行うが，４月期履修登録の期間に各自科目コード登録を行い，その上で，５月のオリエンテーションに必ず

出席すること。 

 

注意事項（Notice） 

春学期「ドイツ語科教育法１」を履修中または修得済の者対象。 
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■GA471 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA471／フランス語科教育法１ 

(Methods in Teaching French Language 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語の学び方と教え方 

担当者名 

（Instructor） 
土屋 良二(TSUCHIYA RYOJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学習指導要領に掲げる事項に即して、フランス語教育に携わるために必要な基礎知識を習得する。フランス語教育の現状を把

握した上でフランス語の教室では何をどのように教えたらよいのか考える力を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス語教育の歴史的変遷の紹介から様々な教授法や教材について知り、現在の日本におけるフランス語教育の現場の姿に

ついて学ぶ。また、教材研究、学習項目の検討、評価の方法、教師の役割、学習者の心理などを手がかりに、より活発で効果的

なフランス語学習活動の指導方法について考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション。自分自身は何をどのように学んできたか振り返る 

2. 日本におけるフランス語教育の現状 

3. フランス語教授法の変遷１（文法訳読法） 

4. フランス語教授法の変遷２（直接教授法） 

5. フランス語教授法の変遷３（ＳＧＡＶ） 

6. フランス語教授法の変遷４（コミュニカテヴィアプローチ） 

7. フランス語教授法の変遷５（行動主義的アプローチ） 

8. ヨーロッパ言語共通参照枠について 

9. 教材研究１（フランスで出版された教材の紹介と分析・1990 年代以前） 

10. 教材研究２（フランスで出版された教材の紹介と分析・1990 年代以降） 

11. 教材研究３（日本で出版された教材の紹介と分析・文法中心） 

12. 教材研究４（日本で出版された教材の紹介と分析・会話中心） 

13. 授業に合わせた教材の使い方 

14. 授業の総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

外国語としてのフランス語に対する注意力と自分の学習態度を見直そうという意識を常に持ち、指示された課題を消化して授業

に臨むこと。授業後は資料・ノートを再確認する。授業外学習の各回の具体的な内容については授業中に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内で行う教材分析等の発表(40%)/学習テーマに関するディスカッション(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用せず、プリントを配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 中村啓祐、長谷川冨子、1995、『フランス語をどのように教えるか』、駿河台出版社 

2. Clristine TAGLIANTE. 1994. La classe de langue. CLE International 

3. Jean-Pierre CUQ. 2003. Dictionnaire de didactique du français; langue étrangère et seconde. CLE International 

4. 文部科学省、2015、『中学校学習指導要領』、東山書房 

5. 文部科学省、2015、『高等学校学習指導要領』、東山書房 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業は演習形式で行う。最終レポートの講評は最終授業時に行う。 

 

注意事項（Notice） 

この科目の単位修得が秋学期「フランス語科教育法演習 1」履修の必須条件となる。  
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■GA472 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA472／フランス語科教育法２ 

(Methods in Teaching French Language 2) 

担当者名 

（Instructor） 
島田 薫(SHIMADA KAORU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語科教育法１で学んだ内容を更に発展させる形で授業に関するより具体的かつ実践的な技術やノウハウを学生が身に

付けることを目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業は講義形式ではなく、担当者と学生がお互いに意見を出し合って、語学教育、なかんずくフランス語教育の現場で直面する

様々な困難と課題を選び出し、その一つ一つについて解決法・対処法を考察します。したがって学生には受け身でない積極的な

参加が求められます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：フランス語教育に特有の問題点・課題などを参加者全員で提案し、以下の授業の中でどのように考察してゆくか、ガ

イドラインを決めます。以下の授業計画に含まれない項目があれば、追加・挿入・差し替え等が可能です。 

2. 模擬授業および現実の実習で直面する物理的な問題の解決法：１．教室の空間の使用法、板書法、発声法など。 

3. 物理的な問題の解決法：２．ペーパー教材、聴覚教材、視聴覚教材の活用法など。 

4. フランス語教育の諸問題の解決法：１．初級文法にかかわる問題（１）全般的な問題：第二外国語としてのフランス語の学習

に英語からの類推を活用すべきか否か、日本語との関係はどのように扱うべきかなど。 

5. フランス語教育の諸問題の解決法：１．初級文法にかかわる問題（２）名詞・冠詞・形容詞などの説明法。 

6. フランス語教育の諸問題の解決法：１．初級文法にかかわる問題（３）代名詞・動詞などの説明法。 

7. フランス語教育の諸問題の解決法：１．初級文法にかかわる問題（４）動詞の法・時制についての説明法。 

8. フランス語教育の諸問題の解決法：２．中級講読にかかわる問題（１）文型の理解。 

9. フランス語教育の諸問題の解決法：２．中級購読にかかわる問題（２）語彙。 

10. フランス語教育の諸問題の解決法：２．中級購読にかかわる問題（３）教養。 

11. フランス語教育の諸問題の解決法：３．実践フランス語の問題（１）教室での実効性。 

12. フランス語教育の諸問題の解決法：３．実践フランス語の問題（２）教材、教員。 

13. フランス語教育の諸問題の解決法：３．実践フランス語の問題（３）文明、言語環境。 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回とも課題は、選ばれた項目について自分の頭で考えてくること、その内容を明確に言葉にすることです。メモを用意するのは

自由ですが授業では口頭でのコミュニケーションを重視します。そのほかに特別な必要がある場合には別途指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(25%)/平常点(40%)/模擬授業(25%)/課題ミニレポート(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。ただし過去に学生自身が使った教科書は適宜持参のこと。 

 

参考文献（Readings） 

学習指導要領：外国語(フランス語）。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

春学期「フランス語科教育法１」を修得済の者対象。 
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■GA473 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA473／フランス語科教育法演習１ 

(Seminar of Methods in Teaching French Language 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語の教え方を具体例から考える 

担当者名 

（Instructor） 
土屋 良二(TSUCHIYA RYOJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語の教員として教室で授業を展開するための方法と技術を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業計画の立案、教案の準備・作成、模擬授業と振り返りを通じて授業展開の実際についてその方法を学び、実践的な指導力を

身につけるため、学習活動の意味と教師の役割について考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. カリキュラムとシラバス、授業計画の作成について 

2. 学習者、教師、学習環境など、様々な視点から見た学習活動について 

3. 授業の導入について 

4. 授業の展開について 

5. 学習した内容の定着について 

6. 教案の作成１（学習目標の設定） 

7. 教案の作成２（教材・副教材の扱い方） 

8. 模擬授業１（学習者と教師の関係について考える） 

9. 模擬授業２（学習内容の気づきについて考える） 

10. 模擬授業３（学習内容の定着に向けた練習について考える） 

11. 模擬授業全体に関する振り返り 

12. 学習の評価について 

13. 学習者の自己評価・ポートフォリオ 

14. 授業の総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

外国語としてのフランス語に対する注意力と自分の学習態度を見直そうという意識を常に持ち、指示された課題を消化して授業

に臨む。授業後は資料・ノートを再確認する。授業外学習の各回の具体的な内容については授業中に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

教案の作成および模擬授業(40%)/最終レポート(Final Report)(40%)/教案および模擬授業に対するコメント(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用せず、プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 中村啓祐、長谷川冨子、1995、『フランス語をどのように教えるか』、駿河台出版社 

2. Clristine TAGLIANTE. 1994. La classe de langue. CLE International 

3. Jean-Pierre CUQ. 2003. Dictionnaire de didactique du français; langue étrangère et seconde. CLE International 

4. 文部科学省、2015、『中学校学習指導要領』、東山書房 

5. 文部科学省、2015、『高等学校学習指導要領』、東山書房 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業は演習形式で行う。最終レポートの講評は最終授業時に行う。 

 

注意事項（Notice） 

春学期「フランス語科教育法１」を修得済の者対象。   
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■GA474 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA474／フランス語科教育法演習２ 

(Seminar of Methods in Teaching French Language 2) 

担当者名 

（Instructor） 

奈須 恵子(NASU KEIKO) 

大野 久(ONO HISASHI) 

下地 秀樹(SHIMOJI HIDEKI) 

逸見 敏郎(HEMMI TOSHIRO) 

森田 満夫(MORITA MITSUO) 

青木 猛正(AOKI TAKEMASA) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full Year Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中学校免許取得希望者（中・高両方の免許取得希望者を含む）を対象とする。フランス語科の授業を構成し実践する力量の形成

を目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

履修者の授業に関する力量形成を 

ａ．現職の教員による「授業」づくりに関する指導やアドバイス 

ｂ．授業研究に関する課題のレポート作成 

を通して実践的に行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

詳細はオリエンテーションと学校・社会教育講座掲示板にて発表するので，必ず確認すること。 

 

○各教科教育法演習２オリエンテーション： 

 ※以下のいずれか１回に必ず出席すること。 

 5 月 14 日（月）  18:20～   池袋 7102 教室 

 5 月 18 日（金）  18:20～   新座 N323 教室 

 5 月 19 日（土）  13:15～   池袋 7101 教室 

 

○授業案講義編： 

 6 月 16 日（土）15:00～16:30［予定］ 

 

○授業案課題提出： 

 ９月下旬 

 ※詳細は上記オリエンテーションで説明する。 

 

○授業案添削編： 

 ※以下のいずれかの回に出席することになる。 

  詳細は上記オリエンテーションで説明する。 

 11月 10 日（土）14:00～16:00［予定］ 

 2019年 1月 12 日（土）14:00～16:00［予定］ 

 

○授業研究に関わるレポート課題の提出：11 月上旬 

 ※詳細は上記オリエンテーションで説明する。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「フランス語科教育法１」及び「フランス語科教育法演習１」で学習する内容を各自よく復習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

予定されているプログラムすべてに出席しなければ成績評価の対象とはならない（履修資格を失う）。全回出席した上で，提出さ

れた課題により評価を行う。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2015、『中学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1540-5) 

2. 文部科学省、2015、『高等学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1541-2) 
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参考文献（Readings） 

授業時に適宜，紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本授業は集中形式で行うが，４月期履修登録の期間に各自科目コード登録を行い，その上で，５月のオリエンテーションに必ず

出席すること。 

 

注意事項（Notice） 

春学期「フランス語科教育法１」を履修中または修得済の者対象。 
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■GA481 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA481／宗教科教育法１ 

(Methods in Teaching Religion 1) 

担当者名 

（Instructor） 
新井 美穂(ARAI MIHO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

公教育機関としての「学校」の「授業」で「宗教」を扱う際の，諸問題やスキルについて，できるだけ具体的・体験的に習得する事を

目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ポイントは二つ。一つは，科目名である「宗教」「教科」「教育」「方法」をキーワードに，それぞれの語とその周辺について，歴史

的，具体的，客観的に考える。もう一つは，その中で，教材研究の方法や授業案の作成など，具体的・実践的な事柄も織り交ぜ

て扱う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 法的拘束関係と宗教教育 

3. 教育基本法と宗教教育 

4. 教科としての宗教教育 

5. 明治期における教育制度と宗教教育その 1 

6. 明治期における教育制度と宗教教育その 2 

7. 大正期における教育制度と宗教教育 

8. 昭和期（戦時下）における教育制度と宗教教育その 1 

9. 昭和期（戦時下）における教育制度と宗教教育その 2 

10. 昭和期（戦後占領下）における教育制度と宗教教育 

11. 昭和期（独立以降）における教育制度と宗教教育 

12. 文明，文化，宗教の関係を考える 

13. 宗教，儀礼，祭儀を考える 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題提出(50%)/授業への参加(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 井上ひさし・樋口陽一、2014、『日本国憲法を読み直す』、岩波書店 (ISBN:9784006032715) 

講義時にプリントを配付。 

 

参考文献（Readings） 

1. 深谷松男、2007、『新・教育基本法を考える』、日本キリスト教団出版局 (ISBN:9784818406490) 

2. 堀田善衛、2013、『時代の風音』、朝日文庫 (ISBN:9784022641397) 

3. 文部科学省、2015、『中学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:9784827815405) 

4. 文部科学省、2015、『高等学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:9784827815412) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

この科目の単位修得が秋学期「宗教科教育法演習 1」履修の必須条件となる。 
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■GA482 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA482／宗教科教育法２ 

(Methods in Teaching Religion 2) 

担当者名 

（Instructor） 
新井 美穂(ARAI MIHO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

諸宗教とキリスト教の人間観，世界観の共通点及び相違点の考察を通し，自分は自己や他者，世界をどのように理解しようとし

ているか探求する。その上で宗教教育の意義及び課題について理解することを目標とする。また授業をする際の聖書理解につ

いての基本的知識を確認し，実践力を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

宗教教育の意義や課題について考える。その為に，宗教が考える人間観，世界観を考察し，キリスト教的視点による人間観を確

認する。その上で幼児期，児童期，思春期におけるキリスト教教育の具体的事例を通して，それぞれの時期の宗教教育の課題と

意義を探る。更に受講生相互の人間理解，自己理解を共有し，聖書をテキストとした模擬授業，生徒への課題やテストの作成を

行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 学校教育における宗教教育とそれを支えるものー礼拝・教科・活動及び行事 

2. 教育改革と今時の教育事情と宗教教育 

3. 宗教が考える人間観，世界観その 1 

4. 宗教が考える人間観，世界観その 2 

5. 聖書研究および教材研究 

6. 幼児期におけるキリスト教教育の実践と課題その 1 

7. 幼児期におけるキリスト教教育の実践と課題その 2 

8. 児童期における聖書科授業の実践と課題その 1 

9. 児童期における聖書科授業の実践と課題その 2 

10. 児童期における聖書科授業の実践と課題その 3 

11. 思春期（中学生）におけるキリスト教教育の実践と課題 

12. 思春期（中学生）におけるキリスト教教育の実践と課題 

13. 思春期（高校生）におけるキリスト教教育の実践と課題 

14. 思春期（高校生）におけるキリスト教教育の実践と課題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

人に紹介したくなるような絵本，児童書，小説を見つけておきましょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題提出(50%)/授業への参加(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ヘンリ・ナーウェン、1999、『愛されている者の生活』、あめんどう (ISBN:4900677086) 

聖書及び講義時に配付するプリント。 

 

参考文献（Readings） 

1. 柳沼良太、2010、『ポストモダンの自由管理教育』、春風社 (ISBN:9784861102417) 

2. 木村元、2015、『学校の戦後史』、岩波書店 (978-4-00-431536-0C0237) 

3. 文部科学省、2015、『中学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:9784827815405) 

4. 文部科学省、2015、『高等学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:9784827815412) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

春学期「宗教科教育法１」を修得済の者対象。 
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■GA483 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA483／宗教科教育法演習１ 

(Seminar of Methods in Teaching Religion 1) 

担当者名 

（Instructor） 
新井 美穂(ARAI MIHO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

公教育機関としての「学校」の「授業」で「宗教」を扱う際の，諸問題やスキルについて，できるだけ具体的・体験的・実践的に習得

する。講義形式、映像を用いたり，グループワークやディスカッションを行ったり，アクティブラーニングを取り入れた方法など，模

擬授業の中で多様な授業形態を実践する事を目標とする。その上で自分の課題に気づくことも目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「宗教科教育法 1」の履修を前提に，「授業」の方法・形態と内容について習得する。「授業案」とは何かを理解し，それを作成す

る。自ら作成した授業案に基づく模擬授業を行う。また模擬授業を行う者以外の学生は，その授業に生徒として参加し，相互にコ

メントをし学び合う。これらの事を通して，教育実習の現場で必要な最低限のスキルを培う。聖書をテキストとして用いる授業を行

うことを前提にするので，提示されたテーマと聖書該当箇所に関する授業案を作成し，模擬授業を行う。宗教間対話がテーマにな

る授業の作成も試みる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業案について 

2. 授業案の実例検討 

3. 教材研究及び聖書研究 

4. 模擬授業（テーマ：十戒） 

5. 模擬授業（テーマ：十戒） 

6. 模擬授業（預言者について） 

7. 教材研究および聖書研究 

8. 模擬授業（たとえ話） 

9. 模擬授業（奇跡物語） 

10. 模擬授業（クリスマスについて） 

11. 教材研究および聖書研究 

12. 模擬授業（イエスの死とご復活） 

13. 模擬授業（宗教について） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関しては，旧約（ヘブライ語）聖書に関する歴史を確認しておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題提出(50%)/授業への参加(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

聖書 （日本聖書協会から出版されているもの以外でも構いません） 

 

参考文献（Readings） 

1. 文部科学省、2015、『中学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:9784827815405) 

2. 文部科学省、2015、『高等学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:9784827815412) 

模擬授業のテーマを発表した際に，テーマに関する文献を紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

春学期「宗教科教育法１」を修得済の者対象。 
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■GA484 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA484／宗教科教育法演習２ 

(Seminar of Methods in Teaching Religion 2) 

担当者名 

（Instructor） 

奈須 恵子(NASU KEIKO) 

大野 久(ONO HISASHI) 

下地 秀樹(SHIMOJI HIDEKI) 

逸見 敏郎(HEMMI TOSHIRO) 

森田 満夫(MORITA MITSUO) 

青木 猛正(AOKI TAKEMASA) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full Year Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中学校免許取得希望者（中・高両方の免許取得希望者を含む）を対象とする。宗教科の授業を構成し実践する力量の形成を目

標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

履修者の授業に関する力量形成を 

ａ．現職の教員による「授業」づくりに関する指導やアドバイス 

ｂ．授業研究に関する課題のレポート作成 

を通して実践的に行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

詳細はオリエンテーションと学校・社会教育講座掲示板にて発表するので，必ず確認すること。 

 

○各教科教育法演習２オリエンテーション： 

 ※以下のいずれか１回に必ず出席すること。 

 5 月 14 日（月）  18:20～   池袋 7102 教室 

 5 月 18 日（金）  18:20～   新座 N323 教室 

 5 月 19 日（土）  13:15～   池袋 7101 教室 

 

○授業案講義編： 

 6 月 16 日（土）15:00～16:30［予定］ 

 

○授業案課題提出： 

 ９月下旬 

 ※詳細は上記オリエンテーションで説明する。 

 

○授業案添削編： 

 ※以下のいずれかの回に出席することになる。 

  詳細は上記オリエンテーションで説明する。 

 11月 10 日（土）14:00～16:00［予定］ 

 2019年 1月 12 日（土）14:00～16:00［予定］ 

 

○授業研究に関わるレポート課題の提出：11 月上旬 

 ※詳細は上記オリエンテーションで説明する。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「宗教科教育法１」及び「宗教科教育法演習１」で学習する内容を各自よく復習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

予定されているプログラムすべてに出席しなければ成績評価の対象とはならない（履修資格を失う）。全回出席した上で，提出さ

れた課題により評価を行う。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2015、『中学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1540-5) 

2. 文部科学省、2015、『高等学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1541-2) 
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参考文献（Readings） 

授業時に適宜，紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本授業は集中形式で行うが，４月期履修登録の期間に各自科目コード登録を行い，その上で，５月のオリエンテーションに必ず

出席すること。 

 

注意事項（Notice） 

春学期「宗教科教育法１」を履修中または修得済の者対象。 
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■GA491 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA491／商業科教育法１ 

(Methods in Teaching Commerce 1) 

担当者名 

（Instructor） 
親泊 寛昌(OYADOMARI HIROMASA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
池袋キャンパス所属学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

商業科教諭として求められる資質とビジネス教育の重要性について理解する。私たちの生活に身近な経済・経営学を生かした学

習方法を考察していく。 

 

授業の内容（Course Contents） 

実践的なビジネス教育における事例検証を中心に商業教育の変遷，現状把握，科目分野それぞれの内容，今後の課題までを講

義する。新しい授業「ビジネス」をわかりやすく体験的に実施する。また，現役高校生などとの意見交換や都立高校の見学，フィー

ルドワークなども行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 商業教育について 

学習指導要領の変遷と内容 

教科「商業」の目標と分野・科目について講義する。 

2. 商業教育のあゆみ 

「商業」と「ビジネス」教育について 

都道府県別の商業教育の比較および実践活動の紹介 

3. 都立高校における商業課程の取り組みについて 

商業高校および総合高校また，専門高校の取り組みを紹介 

4. 商業教育における教育課程の要点 

ビジネス教育の視点・教科の目標・組織について 

企業活動を生かしたビジネス教育について 

5. 商業を学ぶ目的と学び方について 

都立高校の見学（都立千早高校への見学） 

6. 商業・ビジネス教育の実践例の紹介（企業連携授業の紹介） 

現状と今までの変化について 

7. 学校教員・都立高校生へのインタビューおよび意見交換① 

都立千早高校にて実施予定 

8. 学校教員・都立高校生へのインタビューおよび意見交換② 

都立千早高校にて実施予定 

9. 学校教員・都立高校生へのインタビューおよび意見交換③ 

都立千早高校にて実施予定 

10. 新しい授業（ビジネス）の取り組み方および授業体験 

社会問題を生かした学習方法 

11. 経済学および経営学，コミュニティデザイン等を生かした学習方法について 

（新しい授業学習の紹介） 

12. 会計学・コンピュータ学等を生かした学習方法について 

（新しい授業学習の紹介） 

13. 行動心理学・国際学・観光学等を生かした授業の進め方 

（新しい授業学習の紹介） 

14. 学習指導要領に基づく評価法について 

授業の進め方・生徒からの質疑応答等の対応について 

まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内におけるコメントカード(30%)/授業内における課題提出物(30%)/出欠および授業の参加度(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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1. 文部科学省、2010、『高等学校学習指導要領解説 商業編』、実教出版 (ISBN:978-4-407-32002-2) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

この科目の単位修得が秋学期「商業科教育法演習 1」履修の必須条件となる。   
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■GA492 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA492／商業科教育法演習１ 

(Seminar of Methods in Teaching Commerce 1) 

担当者名 

（Instructor） 
親泊 寛昌(OYADOMARI HIROMASA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
池袋キャンパス所属学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教諭として求められる資質のうち，特に教科指導に関する能力と指導計画の重要性について理解する。教員として必要な実践的

な技能習得をめざす。 

 

授業の内容（Course Contents） 

商業科目指導における指導案の作成，授業の進め方等について，演習や模擬授業を通して理解する。できるだけ，現役教諭・現

役高校生・商業高校卒業生などの声を取り入れた話し合いやお互いの意見交換ができるような場を演習に入れていく。社会の

様々な問題にも注目して講義する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導案の作成と授業の進め方 

学習指導要領をもとにした学習指導案の作成や授業の進め方を講義する。 

2. 指導案と実際の授業の比較 

質疑応答の対応の仕方について 

3. 商業・ビジネスによる科目別授業のポイント（評価・導入等）について① 

基礎科目であるビジネス基礎・簿記会計・情報処理の検証 

現役高校生・卒業生との意見交換 

4. 商業・ビジネスによる科目別授業のポイント（評価・導入等）について② 

基礎科目であるビジネス基礎・簿記会計・情報処理の検証 

現役教諭との意見交換 

5. 商業・ビジネスによる科目別授業のポイント（評価・導入等）について③ 

基礎科目であるビジネス基礎・簿記会計・情報処理の検証 

6. 公開講座による授業見学・検証 

（都立千早高校の授業見学の予定） 

7. 他教科の授業の進め方および当教科への活かし方 

導入・展開・まとめへの進め方 

教材の選択方法について 

8. 評価方法について① 

「基準」・「規準」の違いについて 

評価の観点について：関心・意欲・態度・思考・判断 

9. 評価方法について② 

評価の観点について：資料活用の技術・表現・知識・理解 

10. 指導案作成作業① 

科目別の学習指導案の作成を実施する。また，指導案の活用方法を示す。 

11. 指導案作成作業② 

作成したものの検証・配付資料等の確認 

12. 模擬授業① 

都立千早高等学校にて模擬授業の実施 

13. 模擬授業② 

模擬授業を踏まえた事後検証および意見交換 

14. 過去の本講義受講者から実際に商業教員になった先輩との意見交換 

商業科教育法演習１のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内におけるコメントカード(30%)/授業内における提出課題物(30%)/出席および授業参加度(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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1. 文部科学省、2010、『高等学校学習指導要領解説 商業編』、実教出版 (ISBN:978-4-407-32002-2) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

春学期「商業科教育法１」を修得済の者対象。   
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■GA501 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA501／情報科教育法１ 

(Method of Information and Technology Education 1) 

担当者名 

（Instructor） 
鍋島 尚子(NABESHIMA TAKAKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

情報技術の急速な普及に伴い、情報教育の重要性が高まっている。本講義では、情報教育の社会的背景を知るとともに、高等

学校学習指導要領および検定教科書に基づいて、教科「情報」の授業計画、授業実施、指導案作成などの基礎を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

（１）高等学校学習指導要領および関連資料より、教科「情報」において扱う内容を知る。（２）教科「情報」において扱うべき内容

を、専門書等を参考にして吟味する力をつける。（３）授業を計画し、実施する力および授業に必要な資料を作成する力をつける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 学習指導要領の構成について －総則、共通教科「情報」、専門教科「情報」を中心に 

3. 教科および各科目について －教科設置の社会的背景、各科目の特徴、など 

4. 授業計画の方針について －単元、授業目標、授業方法、生徒の前提知識、など 

5. 検定教科書の選定 

6. 模擬授業の作成（１） －学習内容を吟味する 

7. 模擬授業の作成（２） －学習内容を深める 

8. 模擬授業の作成（３） －授業のストーリーを吟味する 

9. 模擬授業の作成（４） －プリント、スライドなどを完成させる 

10. 模擬授業（１） 

11. 模擬授業（２） 

12. 学習指導案の作成（１） －基本の書式について 

13. 学習指導案の作成（２） －模擬授業を学習指導案としてまとめる 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間は基本的に議論や発表の時間とする。 

授業時間外に、調べる、自分なりに吟味する、などの学習に積極的に取り組んでいただきたい。 

具体的な指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業参加度(40%)/口頭試問（模擬授業の実施）(30%)/最終レポート（学習指導案の提出）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 文部科学省、2010、『高等学校学習指導要領解説 情報編』、開隆館出版 (ISBN:4304041657) 

『高等学校学習指導要領解説 情報編』の購入は必須ではないが、文部科学省の Webサイトで内容を確認のこと。その他、模擬

授業の単元に応じた専門書を各自で参考のこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

この科目の単位修得が秋学期「情報科教育法演習 1」履修の必須条件となる。   
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■GA502 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA502／情報科教育法演習１ 

(Seminar of Methods in Infomation and Technology Education 1) 

担当者名 

（Instructor） 
鍋島 尚子(NABESHIMA TAKAKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

情報技術の急速な普及に伴い、高等学校における情報教育の重要性が高まっている。本講義では、春学期の内容をふまえ、教

科「情報」の教員を目指す者として実生活や現役教師の授業から情報教育の必要性を見出し、授業改善や多様な生徒への対応

に生かす素地を身に付ける。また、年間計画、評定および評価の方法などについても学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

（１）日常生活の事柄と、教科「情報」を結び付け、授業に起こす力をつける。（２）現場の教師の工夫から学び、自らの授業に活か

す力をつける。（３）年間計画を知る。（４）教科指導における評定および評価の方法を知る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 他教科および小中学校の学習内容と教科「情報」の関係について 

3. 教科「情報」の年間計画について（１） 

4. 教科「情報」の年間計画について（２） 

5. 教科「情報」の評定および評価の方法について（１） 

6. 教科「情報」の評定および評価の方法について（２） 

7. 図書館を利用した情報教育について 

8. 現場教師の授業改革について（１） 

9. 現場教師の授業改革について（２） 

10. 模擬授業の題材を集める（１） 

11. 模擬授業の題材を集める（２） 

12. 模擬授業および議論（１） 

13. 模擬授業および議論（２） 

14. 議論：情報教育とは何か 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外にも、日常生活の中から教科「情報」の授業のヒントを見出す力をつけていただきたい。 

具体的には、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業参加度(40%)/授業内に指示した提出物(30%)/授業内の発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜プリント等を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 文部科学省、2010、『高等学校学習指導要領解説 情報編』、開隆館出版販売 (ISBN:4304041657) 

『高等学校学習指導要領解説 情報編』の購入は必須ではないが、文部科学省の Webサイトで内容を確認のこと。その他、教科

情報に関連する専門書を各自で参照のこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

春学期「情報科教育法１」を修得済の者対象。 

 

  



 - 111 - 

■GA704 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA704／中・高教育実習事前指導（Ｎ） 

(Guidance on Teaching Practice (N)) 

担当者名 

（Instructor） 

下地 秀樹(SHIMOJI HIDEKI) 

大野 久(ONO HISASHI) 

奈須 恵子(NASU KEIKO) 

逸見 敏郎(HEMMI TOSHIRO) 

森田 満夫(MORITA MITSUO) 

青木 猛正(AOKI TAKEMASA) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full Year Others) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3420 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「その他」登録科目 

新座キャンパス所属学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

2019 年度「中・高教育実習」の履修希望者を対象とし，教育実習の実際について理解を深めることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

中･高教育実習事前指導Ⅰでは，教育実習概要，教育実習に関わる諸手続きの説明をおこなう。 

中･高教育実習事前指導Ⅱでは，現職中・高教員の講話と教育実習を経験した学生の体験報告を通して，教科指導，生徒指導

等々，教育実習の実際を把握し，各自が教育実習に向けて必要な準備ができるようにする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

１）「中・高教育実習事前指導Ⅰ」 

 5 月 11 日（金）18:20～ 新座キャンパス N323 教室 

 

２）「中・高教育実習事前指導Ⅱ」 

 ※以下の「いずれか１回」に必ず出席すること。 

 

 10月 11 日（木）18:20～ 新座キャンパス  N323 教室 

 10月 13 日（土）13:15～ 池袋キャンパス  7102 教室 

 10月 15 日（月）18:20～ 池袋キャンパス  7102 教室 

 

３）その他，具体的な課題，指導方法，諸手続き等について，詳細は事前指導Ⅰの際に指示する。 

 

＊詳細は 2018年 4 月に学校・社会教育講座掲示板にて発表するので，必ず確認すること。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・「中･高教育実習事前指導」の履修に際し，2019 年度に教育実習に参加するか，各自のキャリア設計に基づく進路選択とあわせ

て十分に検討しておくこと。 

・授業時に配付する，立教大学教職課程編『教育実習ハンドブック』を熟読し，教育実習までの期間の自らの課題に取り組むこ

と。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業時課題(100%) 

「事前指導Ⅰ」および「事前指導Ⅱ」に出席した場合にのみ，授業時に提示の「課題」を提出できる。 

 

テキスト（Textbooks） 

立教大学教職課程編『教育実習ハンドブック』（授業時に配付） 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

・履修登録方法については，「中・高教育実習事前指導Ⅰ」で説明する。 

・「中・高教育実習事前指導Ⅰ」は，所属キャンパスにて開催のものに出席すること。 
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■GA705 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA705／中・高教育実習（Ｎ） 

(Field Work in Secondary Education(N)) 

担当者名 

（Instructor） 

下地 秀樹(SHIMOJI HIDEKI) 

大野 久(ONO HISASHI) 

奈須 恵子(NASU KEIKO) 

逸見 敏郎(HEMMI TOSHIRO) 

森田 満夫(MORITA MITSUO) 

青木 猛正(AOKI TAKEMASA) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full Year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET4420 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

自動登録科目 

新座キャンパス所属学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学校現場での実習を通じて，学校教育の現実を学び，教師となるための実践的指導力について最低限の要件をつかむことを目

標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

・「直前指導」で実習の概略と課題を確認し，各自の教育実習校で２～３週間の教育実習を行う。 

・教育実習期間中の指導内容や気づきなどは，「教育実習の記録」に記載し，指導教諭の点検を受ける。 

・教育実習全体を振り返り，「教育実習事後レポート」を作成し，「教育実習の記録」および「研究授業授業案」と一緒に，指定期日

までに提出する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

１．直前指導 ４月２１日(土)13:15～   

  池袋キャンパス  7102 教室 

   遅刻・欠席・早退は認めない(履修放棄と見なす)。 

 

２．教育実習（２週間ないし３週間） 

   各自が教育実習校で，指導教諭および関係する教諭・教頭・校長の指導のもと実習をおこなう。教科指導，生徒指導，その

他，学校の様々な活動と教師の役割について，実践的に学ぶ。 

 

３．「教育実習の記録」「教育実習事後レポート」を作成し，提出する（所定の期日までに提出しなかった場合は履修放棄と見な

す)。 

 

４．事後指導 

  具体的な詳細は直前指導の際に指示する。 

 

＊その他，詳細は，立教大学教職課程編『教育実習ハンドブック』を参照のこと。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『学校･社会教育講座 履修要項』の「６．教育実習について(中学校･高等学校)」，および既配付の教職課程編『教育実習ハンドブ

ック』を熟読しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「教育実習の記録」(50%)/「教育実習事後レポート」(50%) 

教育実習を総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

立教大学教職課程編『教育実習ハンドブック』 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて直前指導時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

・教育実習先修科目を全て修得済みで，教育実習手続等を完了していることを確認して講座事務室が自動登録する。 
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・学校・社会教育講座掲示板にて，連絡事項を掲示するので教育実習終了後も掲示板を確認すること。 

・Blackboardを使用するので使用方法には習熟しておくこと。   
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■GA706 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA706／高校教育実習（Ｎ） 

(Field Work in High Schools(N)) 

担当者名 

（Instructor） 

下地 秀樹(SHIMOJI HIDEKI) 

大野 久(ONO HISASHI) 

奈須 恵子(NASU KEIKO) 

逸見 敏郎(HEMMI TOSHIRO) 

森田 満夫(MORITA MITSUO) 

青木 猛正(AOKI TAKEMASA) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full Year Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET4420 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

自動登録科目 

新座キャンパス所属学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学校現場での実習を通じて，学校教育の現実を学び，教師となるための実践的指導力について最低限の要件をつかむことを目

標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

・「直前指導」で実習の概略と課題を確認し，各自の教育実習校で２～３週間の教育実習を行う。 

・教育実習期間中の指導内容や気づきなどは，「教育実習の記録」に記載し，指導教諭の点検を受ける。 

・教育実習全体を振り返り，「教育実習事後レポート」を作成し，「教育実習の記録」および「研究授業授業案」と一緒に，指定期日

までに提出する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

１．直前指導 ４月２１日(土)13:15～   

  池袋キャンパス  7102 教室 

   遅刻・欠席・早退は認めない(履修放棄と見なす)。 

 

２．教育実習（２週間ないし３週間） 

   各自が教育実習校で，指導教諭および関係する教諭・教頭・校長の指導のもと実習をおこなう。教科指導，生徒指導，その

他，学校の様々な活動と教師の役割について，実践的に学ぶ。 

 

３．「教育実習の記録」「教育実習事後レポート」を作成し，提出する（所定の期日までに提出しなかった場合は履修放棄と見な

す)。 

 

４．事後指導 

  具体的な詳細は直前指導の際に指示する。 

 

＊その他，詳細は，立教大学教職課程編『教育実習ハンドブック』を参照のこと。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『学校･社会教育講座 履修要項』の「６．教育実習について(中学校･高等学校)」，および既配付の教職課程編『教育実習ハンドブ

ック』を熟読しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「教育実習の記録」(50%)/「教育実習事後レポート」(50%) 

教育実習を総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

立教大学教職課程編『教育実習ハンドブック』 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて直前指導時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

・教育実習先修科目を全て修得済みで，教育実習手続等を完了していることを確認して講座事務室が自動登録する。 
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・学校・社会教育講座掲示板にて，連絡事項を掲示するので教育実習終了後も掲示板を確認すること。 

・Blackboardを使用するので使用方法には習熟しておくこと。 
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■GA707 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA707／高校教育実習事前指導（Ｎ） 

(Guidance on Teaching Practice (N)) 

担当者名 

（Instructor） 

下地 秀樹(SHIMOJI HIDEKI) 

大野 久(ONO HISASHI) 

奈須 恵子(NASU KEIKO) 

逸見 敏郎(HEMMI TOSHIRO) 

森田 満夫(MORITA MITSUO) 

青木 猛正(AOKI TAKEMASA) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full Year Others) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3420 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「その他」登録科目 

新座キャンパス所属学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

2019 年度「高校教育実習」の履修希望者を対象とし，教育実習の実際について理解を深めることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

高校教育実習事前指導Ⅰでは，教育実習概要，教育実習に関わる諸手続きの説明をおこなう。 

高校教育実習事前指導Ⅱでは，現職中・高教員の講話と教育実習を経験した学生の体験報告を通して，教科指導，生徒指導

等々，教育実習の実際を把握し，各自が教育実習に向けて必要な準備ができるようにする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

１）「高校教育実習事前指導Ⅰ」 

 5 月 11 日（金）18:20～ 新座キャンパス N323 教室 

 

２）「高校教育実習事前指導Ⅱ」 

 ※以下の「いずれか１回」に必ず出席すること。 

 10月 11 日（木）18:20～ 新座キャンパス  N323 教室 

 10月 13 日（土）13:15～ 池袋キャンパス  7102 教室 

 10月 15 日（月）18:20～ 池袋キャンパス  7102 教室 

 

３）その他，具体的な課題，指導方法，諸手続き等について，詳細は事前指導Ⅰの際に指示する。 

 

＊詳細は 2018年 4 月に学校・社会教育講座掲示板にて発表するので，必ず確認すること。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・「高校教育実習事前指導」の履修に際し，2019 年度に教育実習に参加するか，各自のキャリア設計に基づく進路選択とあわせ

て十分に検討しておくこと。 

・授業時に配付する，立教大学教職課程編『教育実習ハンドブック』を熟読し，教育実習までの期間の自らの課題に取り組むこ

と。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業時課題(100%) 

「事前指導Ⅰ」および「事前指導Ⅱ」に出席した場合にのみ，授業時に提示の「課題」を提出できる。 

 

テキスト（Textbooks） 

立教大学教職課程編『教育実習ハンドブック』（授業時に配付） 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

・履修登録方法については，「高校教育実習事前指導Ⅰ」で説明する。 

・「高校教育実習事前指導Ⅰ」は，所属キャンパスにて開催のものに出席すること。 
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■GA732 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA732／教職概論（Ｍ） 

(Introduction to the Teaching Profession(M)) 

担当者名 

（Instructor） 
青木 猛正(AOKI TAKEMASA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

専門職としての教員に関する理解と関心を深めるともに、学校教育を取り巻く内外の状況についての理解を図り、中・高の教員と

して必要な資質の向上を図ることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

教職の意義、教員の役割と仕事、教育改革の方向性、教員の任用及び服務、学校組織の実際等について講義とグループ・ディ

スカッションを通して考察していく。自分の意見を積極的に述べるなど主体的姿勢が必須である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション「教員という職業」 

2. 学校とは、特に中等教育に関する学校 

3. 教員の資質能力を考える 

4. 学校における「校務」とは 

5. 教員の役割と仕事 

6. 学校管理職の役割と仕事 

7. 学校マネジメント 

8. 教育課程とは 

9. 授業をデザインする 

10. 学級経営をデザインする 

11. 評価とは 

12. 教員の働き方改革 

13. 教員採用と研修 

14. まとめと振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自分自身の中学校・高等学校における教員の動きを振り返ってみること。各回の終わりに次回に向けての検討課題を指示する

ので、これに従って事前学習をすること。事後学習についても同様に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/授業時の課題(30%)/リアクションペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 奈須恵子・逸見敏郎、2012、『学校・教師の時空間』、三元社 (ISBN:978-4-8830-3307-2) 

 

参考文献（Readings） 

1. 無藤隆、2017、『新しい教育課程におけるアクティブな学びと教師力・学校力』、図書文化 (ISBN:978-4-8100-7695-0) 

その他、その都度関係資料を紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

必要な指示等は、Blackboardを使用する。 

 

注意事項（Notice） 
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■GA733 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA733／教職概論（Ｎ） 

(Introduction to the Teaching Profession(N)) 

担当者名 

（Instructor） 
青木 純一(AOKI JUNICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教職という仕事について理解を深め、教職の専門性の意味や教職に関する近年の改革の動向を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

教職という仕事を深く理解するために、授業内容を教員の仕事、教員の歴史、教員の現在という３分野に分け、それぞれ学校の

具体的テーマと関連付けながら考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 本講義の目的と内容 

2. 教員の仕事（1）－専門職、聖職、労働者としての教師 

3. 教員の仕事（2）－教員に必要な資質能力とは 

4. 教員の仕事（3）－教員に関する法令を読む 

5. 教員の仕事（4）－教員の業務とその特徴 

6. 教員の仕事（5）－教員の同僚性と学校支援スタッフ 

7. 教員の歴史（1）－明治・大正・昭和前期の教員養成 

8. 教員の歴史（2）－戦後教育における教員養成の特徴 

9. 教員の歴史（3）－新たな教員養成改革がめざすもの 

10. 教員の現在（1）－バーンアウトする教師 

11. 教員の現在（2）－多忙化や疲弊化の内部要因 

12. 教員の現在（3）－多忙化や疲弊化の外部要因 

13. 教員の現在（4）－教職をめぐる今日の状況 

14. 教員の現在（5）－日本の教員を世界と比較する 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

日頃から新聞記事などに目を通し教育問題に関心をもつように努めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/複数回の授業内小レポート(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 逸見敏郎、奈須恵子、2012、『学校・教師の時空間』、三元社 (ISBN:978-4883033072) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■GA740 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA740／教育方法論（Ｍ） 

(Teaching Methods(M)) 

担当者名 

（Instructor） 
木村 範子(KIMURA NORIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教育実践に必要な方法の基礎的知識と諸原理の習得を目指して，授業の一連の過程における原理と方法を検討し，実践的意義

と諸課題を考察することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では，授業を通して，教師は生徒に「どのように」教えるのか，生徒は「どのように」学ぶのかについて，学習指導の原理と

方法，教材研究の方法，情報機器の活用，教育評価の方法等について，授業の一連の過程における原理と方法を検討し，実践

的意義と諸課題を考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 教育方法，学習指導とは何か 

2. 学習指導の理論 

3. 学習指導の原理と方法(1) 

4. 学習指導の原理と方法(2) 

5. 個性を活かす授業 

6. 学習指導の今日的課題 

7. 教材研究の意義と方法 

8. 授業づくり 

9. 授業分析と批評 

10. メディアと情報教育 

11. 教育評価の現在 

12. 教育評価の意義と方法 

13. 授業と教師 

14. まとめ／最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

随時紹介する参考文献にも目を通し，教育方法に関する課題意識を深めるよう望む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

コメントペーパー(20%)/中間レポート(40%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 樋口直宏・林尚示・牛尾直行編著、2016、『実践に活かす教育課程論・教育方法論』、学事出版 (97884761916879) 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は，講義時に随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■GA742 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA742／教育方法論（Ｎ） 

(Teaching Methods(N)) 

担当者名 

（Instructor） 
山田 雅彦(YAMADA MASAHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

これからの社会人に求められる資質・能力をふまえ、中等教育における教育課程の意義・編成・経営の方法を視野に入れて、教

育の方法・技術について基礎的な知識・技能を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

教育課程の意義・編成・経営の方法を視野に入れ、教育課程にふさわしい教育の方法・技術について、現代的課題と歴史的変

遷を視野に入れ、初等・中等教育の例を参照して講じる。受講者による調査、討議、発表活動を含む。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 教育課程の定義と役割 

3. 学習指導要領の変遷とその社会的背景 

4. 教育課程編成における教科・領域の位置づけ 

5. 教育課程の類型に応じた教育方法の類型 

6. 教育方法の諸類型と各々の得失 

7. 「主体的・対話的で深い学び」の背景と基本原理 

8. 学習指導案作成の基本原理 

9. 授業目標設定の基本原理 

10. 授業展開計画の立案 

11. 指導言（指示・発問・説明）と評価言（応答）の基本原理 

12. 教材・教具の作成と活用 

13. 授業への情報機器の活用 

14. 学習評価の諸類型と基本原理 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

追加資料は Blackboardからのダウンロードを原則とし、紙媒体での配布は原則として行わない。ダウンロードした資料は事前に

読んだ上で教室に持参するものとする。各回の授業時に小テストを行い、前時までの講義内容または事前に配布した追加資料

に関する理解を確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2017、『中学校学習指導要領』、ぎょうせい 

2. 山田雅彦、2016、『教育課程論』、学文社 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■GA750 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA750／道徳教育の理論と方法（Ｍ） 

(Theories and Methods of Moral Education(M)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
考える道徳・議論する道徳の実践に向けて 

担当者名 

（Instructor） 
岩瀧 大樹(IWATAKI DAIJU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET1200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会的および発達的観点から道徳教育の必要性について理解を深めるとともに，中学校における実践を深めるべく，基礎的指

導力の習得を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

人間の心の発達について，臨床心理学・発達心理学の見地より基礎的な知識を身に付け，道徳科の充実化に向け，ディスカッシ

ョンやエクササイズ，ロールプレイ，指導案（略案）作成などを通じて考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション～講義の進め方と学校教育における期待～ 

2. モラル・ルール・エチケット・マナーを考える 

3. 心の発達を学ぶ 

4. コールバーグの理論～道徳性の発達～ 

5. 道徳性を育てる～多種多様な価値観とともに～ 

6. 「道徳科」の目指すもの 

7. 話し合いを充実させるために～議論する道徳の必要性～ 

8. 「道徳科」の展開を知る～指導案とは？～ 

9. 「道徳科」における資料の活用～指導案作成に向けて～ 

10. 日本の道徳教育の変遷①～封建社会で守られてきたもの～ 

11. 日本の道徳教育の変遷②～近代国家で目指されたもの～ 

12. 「道徳科」の指導～学習指導案（略案）を検討する～ 

13. 道徳教育の類型～徳目主義・価値相対主義・段階的発達主義～ 

14. 地域・家庭と連携した道徳教育 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

高等学校までの保健体育，倫理，歴史などの基礎的知識。受講に関しては，特に復習を重視することを推奨する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(35%)/最終レポート(Final Report)(35%)/講義への取り組み・リアクションシート(30%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 柴原弘志／編著、2016、『中学校新学習指導要領の展開 特別の教科道徳編平成２８年版』、明治図書出版 (ISBN:978-4-

18-273114-3) 

 

参考文献（Readings） 

1. 文部科学省、2015、『中学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1540-5) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■GA751 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA751／道徳教育の理論と方法（Ｎ） 

(Theories and Methods of Moral Education(N)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
考える道徳・議論する道徳の実践に向けて 

担当者名 

（Instructor） 
岩瀧 大樹(IWATAKI DAIJU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET1200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会的および発達的観点から道徳教育の必要性について理解を深めるとともに，中学校における実践を深めるべく，基礎的指

導力の習得を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

人間の心の発達について，臨床心理学・発達心理学の見地より基礎的な知識を身に付け，道徳科の充実化に向け，ディスカッシ

ョンやエクササイズ，ロールプレイ，指導案（略案）作成などを通じて考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション～講義の進め方と学校教育における期待～ 

2. モラル・ルール・エチケット・マナーを考える 

3. 心の発達を学ぶ 

4. コールバーグの理論～道徳性の発達～ 

5. 道徳性を育てる～多種多様な価値観とともに～ 

6. 「道徳科」の目指すもの 

7. 話し合いを充実させるために～議論する道徳の必要性～ 

8. 「道徳科」の展開を知る～指導案とは？～ 

9. 「道徳科」における資料の活用～指導案作成に向けて～ 

10. 日本の道徳教育の変遷①～封建社会で守られてきたもの～ 

11. 日本の道徳教育の変遷②～近代国家で目指されたもの～ 

12. 「道徳科」の指導～学習指導案（略案）を検討する～ 

13. 道徳教育の類型～徳目主義・価値相対主義・段階的発達主義～ 

14. 地域・家庭と連携した道徳教育 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

高等学校までの保健体育，倫理，歴史などの基礎的知識。受講に関しては，特に復習を重視することを推奨する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(35%)/最終レポート(Final Report)(35%)/講義への取り組み・リアクションシート(30%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 柴原弘志／編著、2016、『中学校新学習指導要領の展開 特別の教科道徳編平成２８年版』、明治図書出版 (ISBN:978-4-

18-273114-3) 

 

参考文献（Readings） 

1. 文部科学省、2015、『中学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1540-5) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■GA821 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA821／社会・地理歴史科教育法１（Ｎ） 

(Method of Social Studies,Geography and History 1(N)) 

担当者名 

（Instructor） 
岡明 秀忠(OKAMYO HIDETADA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会科，地理歴史科のより良い授業を作るために，この授業を組織する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

これまで学生は学習者の立場で学んできた。「なぜ学ぶのか，なぜ教えるのか」を考えたことは少ない。＜教科理論＞を中心に

検討しながら，社会科，地理歴史科を「なぜ学ぶのか，教えるのか」という課題を追究していく。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに－どのような授業をしてみたいか 

2. 学習指導案はどのようなものか 

3. 社会科はどのようにして成立したのか 

4. 歴史の授業はどのようなものか 

5. 歴史教育とは何か 

6. 歴史教育はどうあるべきか(中学校) 

7. 歴史教育はどうあるべきか(高等学校) 

8. 歴史の一般的授業を克服するにはどうすべきか 

9. 地理の授業はどのようなものか 

10. 地理教育とは何か 

11. 地理教育はどうあるべきか(中学校) 

12. 地理教育はどうあるべきか(高等学校) 

13. 地理の一般的授業を克服するにはどうすべきか 

14. 学習指導案の作成・提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習として，授業の感想を，授業終了後，メールで送る。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/複数回の小レポート(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 望月重信、2016、『日本の教育を考える』、学文社 

2. 文部科学省、2010、『高等学校学習指導要領解説･地理歴史編』、教育出版 

3. 文部科学省、2015、『高等学校学習指導要領』、東山書房 

4. 文部科学省、2008、『中学校学習指導要領解説・社会編』、日本文教出版 

5. 文部科学省、2015、『中学校学習指導要領』、東山書房 

 

参考文献（Readings） 

1. 原田智仁、2016、『社会科教育のルネサンス』、保育出版社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

この科目の単位修得が秋学期「社会・地理歴史科教育法演習 1（Ｎ）」履修の必須条件となる。   
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■GA822 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA822／社会・地理歴史科教育法２（Ｎ） 

(Method of Social Studies,Geography and History 2(N)) 

担当者名 

（Instructor） 
岡明 秀忠(OKAMYO HIDETADA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
新座キャンパス所属学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会科，地理歴史科のより良い授業を作るために，この授業を組織する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

これまで学生は学習者の立場で学んできた。「なぜ学ぶのか，なぜ教えるのか」を考えたことは少ない。＜内容構成理論＞を中

心に検討しながら，社会科，地理歴史科を「なぜ学ぶのか，なぜ教えるのか」という課題を追究していく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに 

2. 歴史に関わるビデオの視聴･分析 

3. 歴史に関わるビデオの視聴・分析 

4. 歴史の教材の開発(教材内容の分析) 

5. 歴史の教材の開発(学習指導案の作成) 

6. 歴史の教材の発表 

7. 地理に関わるビデオの視聴・分析 

8. 地理に関わるビデオの視聴・分析 

9. 地理の教材の開発(教材内容の分析) 

10. 地理の教材の開発(学習指導案の作成) 

11. 地理の教材の発表 

12. 歴史・地理が融合した教材の開発(教材内容の分析) 

13. 歴史･地理が融合した教材の開発(学習指導案の作成) 

14. 歴史･地理が融合した教材の発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習として，授業の感想を，授業終了後，メールで送る。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/複数回の小レポート(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 望月重信、2016、『日本の教育を考える』、学文社 

2. 文部科学省、2010、『高等学校学習指導要領解説･地理歴史編』、教育出版 

3. 文部科学省、2015、『高等学校学習指導要領』、東山書房 

4. 文部科学省、2008、『中学校学習指導要領解説・社会編』、日本文教出版 

5. 文部科学省、2015、『中学校学習指導要領』、東山書房 

 

参考文献（Readings） 

1. 原田智仁、2016、『社会科教育のルネサンス』、保育出版社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

春学期「社会・地理歴史科教育法１」を修得済の者対象。 
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■GA823 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA823／社会・地理歴史科教育法演習１（Ｎ） 

(Seminar of Teaching Methods in Social Studies,Geography and History 1(N)) 

担当者名 

（Instructor） 
岡明 秀忠(OKAMYO HIDETADA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会科，地理歴史科のより良い授業を作るために，この授業を組織する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

これまで学生は学習者の立場で学んできた。「なぜ学ぶのか，なぜ教えるのか」を考えたことは少ない。＜授業構成理論＞を中

心に検討しながら，社会科，地理歴史科を「なぜ学ぶのか，なぜ教えるのか」という課題を追究していく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに－どのような授業をしてみたいか(授業分析) 

2. 学習指導案とはどのようなものか(授業設計)  

3. 社会科・歴史的分野の授業を設計しよう(指導要領，教科書，専門書の分析) 

4. 社会科・歴史的分野の授業を設計しよう(指導案の作成) 

5. 社会科・歴史的分野の模擬授業と反省会  

6. 地理歴史科・歴史の授業を設計しよう(指導要領，教科書，専門書の分析) 

7. 地理歴史科・歴史の授業を設計しよう(指導案の作成)   

8. 地理歴史科・歴史の模擬授業と反省会 

9. 社会科・地理的分野の授業を設計しよう(指導要領，教科書，専門書の分析) 

10. 社会科・地理的分野の授業を設計しよう(指導案の作成)  

11. 社会科・地理的分野の模擬授業と反省会  

12. 地理歴史科・地理の授業を設計しよう(指導要領，教科書，専門書の分析) 

13. 地理歴史科・地理の授業を設計しよう(指導案の作成)   

14. 地理歴史科・地理の模擬授業と反省会 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習として，授業の感想を，授業終了後，メールで送る。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/複数回の小レポート(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 望月重信、2016、『日本の教育を考える』、学文社 

2. 文部科学省、2010、『高等学校学習指導要領解説･地理歴史編』、教育出版 

3. 文部科学省、2015、『高等学校学習指導要領』、東山書房 

4. 文部科学省、2008、『中学校学習指導要領解説・社会編』、日本文教出版 

5. 文部科学省、2015、『中学校学習指導要領』、東山書房 

 

参考文献（Readings） 

1. 原田智仁、2016、『社会科教育のルネサンス』、保育出版社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

春学期「社会・地理歴史科教育法１（Ｎ）」を修得済の者対象。 
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■GA824 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA824／社会・地理歴史科教育法演習２（Ｎ） 

(Seminar of Teaching Methods in Social Studies,Geography and History 2(N)) 

担当者名 

（Instructor） 

奈須 恵子(NASU KEIKO) 

大野 久(ONO HISASHI) 

下地 秀樹(SHIMOJI HIDEKI) 

逸見 敏郎(HEMMI TOSHIRO) 

森田 満夫(MORITA MITSUO) 

青木 猛正(AOKI TAKEMASA) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full Year Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
新座キャンパス所属学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中学校免許取得希望者（中・高両方の免許取得希望者を含む）を対象とする。社会・地理歴史科の授業を構成し実践する力量の

形成を目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

履修者の授業に関する力量形成を 

ａ．現職の教員による「授業」づくりに関する指導やアドバイス 

ｂ．授業研究に関する課題のレポート作成 

を通して実践的に行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

詳細はオリエンテーションと学校・社会教育講座掲示板にて発表するので，必ず確認すること。 

 

○各教科教育法演習２オリエンテーション： 

 ※以下のいずれか１回に必ず出席すること。 

 5 月 14 日（月）  18:20～   池袋 7102 教室 

 5 月 18 日（金）  18:20～   新座 N323 教室 

 5 月 19 日（土）  13:15～   池袋 7101 教室 

 

○授業案講義編： 

 6 月 16 日（土）15:00～16:30［予定］ 

 

○授業案課題提出： 

 ９月下旬 

 ※詳細は上記オリエンテーションで説明する。 

 

○授業案添削編： 

 ※以下のいずれかの回に出席することになる。 

  詳細は上記オリエンテーションで説明する。 

 11月 10 日（土）14:00～16:00［予定］ 

 2019年 1月 12 日（土）14:00～16:00［予定］ 

 

○授業研究に関わるレポート課題の提出：11 月上旬 

 ※詳細は上記オリエンテーションで説明する。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「社会・地理歴史科教育法１」及び「社会・地理歴史科教育法演習１」で学習する内容を各自よく復習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

予定されているプログラムすべてに出席しなければ成績評価の対象とはならない（履修資格を失う）。全回出席した上で，提出さ

れた課題により評価を行う。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2015、『中学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1540-5) 

2. 文部科学省、2015、『高等学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1541-2) 
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参考文献（Readings） 

授業時に適宜，紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本授業は集中形式で行うが，４月期履修登録の期間に各自科目コード登録を行い，その上で，５月のオリエンテーションに必ず

出席すること。 

 

注意事項（Notice） 

春学期「社会・地理歴史科教育法１」を履修中または修得済の者対象。  
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■GA831 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA831／社会・公民科教育法１（Ｎ） 

(Method of Social Studies and Civics 1(N)) 

担当者名 

（Instructor） 
竹内 久顕(TAKEUCHI HISAAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学習指導要領で求められる社会科（公民）・公民科の目標を正しく理解する。社会科（公民）・公民科の授業づくりの基礎的理論を

学ぶ。社会科（公民）・公民科のすぐれた授業実践から授業の作り方を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

中学社会科（公民）と高校公民科の基礎理論，学習指導要領の読み取り，すぐれた授業実践の検討，授業作りの基礎的技術と

方法などを扱う。さらに，グループに分かれ，指定したテーマに即して指導目標と授業構成を考え発表し，討論を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，グループ発表の概要と発表課題の説明 

2. 学習指導案の構成－目標・内容・方法・評価 

3. 学習指導要領で求められる社会科（公民）・公民科の「目標」「内容」 

4. 現行学習指導要領の特徴（旧課程との比較） 

5. 次期学習指導要領の特徴（現行課程との比較） 

6. 公民科教育について－理論と優れた実践例の検討 

7. 憲法教育・開発教育・環境教育について 

8. 国際理解教育・平和教育について 

9. グループ発表１－憲法・人権 

10. グループ発表２－統治機構 

11. グループ発表３－経済・財政 

12. グループ発表４－社会政策・国際 

13. グループ発表５－平和・倫理 

14. 振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表はグループ形式なので，授業時間外にグループで集まり検討を重ねてもらうことになる。各グループに割り振られたテーマに

即して，（１）単元のねらい，（２）教材の選択・構成，（３）授業構成の方法，（４）発問の作り方，の各項目について調べ，討論し，ま

とめる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業時間中の提出物(40%)/グループによる研究発表(30%)/発表に対する反省レポート(30%) 

正当な理由なく３回以上欠席した場合，Ｄ評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 文部科学省、2008、『中学校学習指導要領解説―社会編』、日本文教出版 (ISBN:978-4-536-59005-1) 

2. 文部科学省、2010、『高等学校学習指導要領解説―公民編』、教育出版 (ISBN:978-4-316-30023-8) 

3. 竹内久顕編、2011、『平和教育を問い直す』、法律文化社 (ISBN:978-4-589-03376-5) 

4. 竹内久顕、2001、『予備校教師からの提言』、高文研 (ISBN:978-4-87498-266-2) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

この科目の単位修得が秋学期「社会・公民科教育法演習 1（Ｎ）」履修の必須条件となる。 
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■GA832 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA832／社会・公民科教育法２（Ｎ） 

(Method of Social Studies and Civics 2(N)) 

担当者名 

（Instructor） 
荒井 雅子(ARAI MASAKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
新座キャンパス所属学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中学校社会科、高等学校公民科の教科教育の実践のため必要な理論と技術を身につけます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

教科教育の歴史的変遷、教科教育の可能性などをともに考えてゆきます。 

講義では、実際に指導する場面を想定して、指導案の作成や教材研究を行うための実践例を示しながら、特に、主体的な学びを

どう指導案に取り入れるかについて考え、実践的な指導力を身につけます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 教科教育の歴史的変遷 

3. 授業を構築するためには／理論と実践 

4. 教材研究の可能性（１）／理論と実践 

5. 教材研究の可能性（２）／理論と実践 

6. 模擬授業（マイクロティーチング） 

7. 模擬授業（マイクロティーチング） 

8. 模擬授業（マイクロティーチング） 

9. 模擬授業（マイクロティーチング） 

10. 模擬授業（マイクロティーチング） 

11. 模擬授業（マイクロティーチング） 

12. 模擬授業（マイクロティーチング） 

13. 模擬授業（マイクロティーチング） 

14. まとめ  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

模擬授業前に、授業案の提出があります。授業時間外に、授業案やレポート作成のための課題が課されることがあります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

講義の出席および講義内の小レポート提出(40%)/模擬授業の実践と指導案の提出(30%)/レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

中学校社会と高校現代社会の教科書を、模擬授業用のテキストとして指定します。購入については、初回授業時に指示します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 文部科学省、2015、『中学校学習指導要領』、東山書房 

2. 文部科学省、2015、『高等学校学習指導要領』、東山書房 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業は講義と模擬授業で構成されます。受講者は、２回の模擬授業案作成と授業実践が課されます。模擬授業は、中学社会・歴

史分野と高校公民分野でそれぞれ１回ずつ行います。 

模擬授業については、毎回の実践の後にフィードバックの機会を持ちます。 

２回の実践のうち１回について、振り返りの小レポートの提出を行います。 

 

注意事項（Notice） 

春学期「社会・公民科教育法１」を修得済の者対象。 
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■GA833 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA833／社会・公民科教育法演習１（Ｎ） 

(Seminar of Teaching Methods in Social Studies and Civics 1(N)) 

担当者名 

（Instructor） 
竹内 久顕(TAKEUCHI HISAAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学習指導要領の目標を達成できるように授業の内容と方法を適切に組み立て学習指導案を作成し，模擬授業を行う実践的指導

力を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学習指導案の作成を通して，教材解釈，単元の指導過程，授業構成（導入・展開・まとめ）の方法を実践的に習得できるよう講義

と作業を行う。続いて，各自の作成した指導案に基づいて模擬授業を行い，参加者全員で相互に討議・検討を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，学習指導案の書き方 

2. 教材研究の方法 

3. 指導言の作り方 

4. 模擬授業のテーマと指導目標の設定 

5. 学習指導案の作成 

6. 学習指導案の実例検討 

7. 模擬授業１－社会科公民的分野（憲法） 

8. 模擬授業２－社会科公民的分野（人権） 

9. 模擬授業３－社会科公民的分野（経済） 

10. 模擬授業４－公民科政治経済（憲法・政治領域） 

11. 模擬授業５－公民科政治経済（経済・国際領域） 

12. 模擬授業６－公民科現代社会 

13. 模擬授業７－公民科倫理 

14. 振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・学習指導要領解説と検定教科書を熟読しながら，模擬授業のテーマと目標（ねらい）を決める。 

・決めたテーマに相当する単元を，複数の検定教科書の中から探し，相互に比較検討することで授業内容の構想を立てる。 

・学習指導案に必要な指導目標・授業展開を考え，自ら作成する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学習指導案の作成(20%)/模擬授業(30%)/反省レポート(20%)/観察シート(30%) 

正当な理由なく３回以上欠席した場合，Ｄ評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 文部科学省、2008、『中学校学習指導要領解説―社会編』、日本文教出版 (ISBN:978-4-536-59005-1) 

2. 文部科学省、2010、『高等学校学習指導要領解説―公民編』、教育出版 (ISBN:978-4-316-30023-8) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

春学期「社会・公民科教育法１（Ｎ）」を修得済の者対象。 
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■GA834 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA834／社会・公民科教育法演習２（Ｎ） 

(Seminar of Teaching Methods in Social Studies and Civics 2(N)) 

担当者名 

（Instructor） 

奈須 恵子(NASU KEIKO) 

大野 久(ONO HISASHI) 

下地 秀樹(SHIMOJI HIDEKI) 

逸見 敏郎(HEMMI TOSHIRO) 

森田 満夫(MORITA MITSUO) 

青木 猛正(AOKI TAKEMASA) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full Year Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
新座キャンパス所属学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中学校免許取得希望者（中・高両方の免許取得希望者を含む）を対象とする。社会・公民科の授業を構成し実践する力量の形成

を目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

履修者の授業に関する力量形成を 

ａ．現職の教員による「授業」づくりに関する指導やアドバイス 

ｂ．授業研究に関する課題のレポート作成 

を通して実践的に行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

詳細はオリエンテーションと学校・社会教育講座掲示板にて発表するので，必ず確認すること。 

 

○各教科教育法演習２オリエンテーション： 

 ※以下のいずれか１回に必ず出席すること。 

 5 月 14 日（月）  18:20～   池袋 7102 教室 

 5 月 18 日（金）  18:20～   新座 N323 教室 

 5 月 19 日（土）  13:15～   池袋 7101 教室 

 

○授業案講義編： 

 6 月 16 日（土）15:00～16:30［予定］ 

 

○授業案課題提出： 

 ９月下旬 

 ※詳細は上記オリエンテーションで説明する。 

 

○授業案添削編： 

 ※以下のいずれかの回に出席することになる。 

  詳細は上記オリエンテーションで説明する。 

 11月 10 日（土）14:00～16:00［予定］ 

 2019年 1月 12 日（土）14:00～16:00［予定］ 

 

○授業研究に関わるレポート課題の提出：11 月上旬 

 ※詳細は上記オリエンテーションで説明する。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「社会・公民科教育法１」及び「社会・公民科教育法演習１」で学習する内容を各自よく復習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

予定されているプログラムすべてに出席しなければ成績評価の対象とはならない（履修資格を失う）。全回出席した上で，提出さ

れた課題により評価を行う。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2015、『中学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1540-5) 

2. 文部科学省、2015、『高等学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1541-2) 
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参考文献（Readings） 

授業時に適宜，紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本授業は集中形式で行うが，４月期履修登録の期間に各自科目コード登録を行い，その上で，５月のオリエンテーションに必ず

出席すること。 

 

注意事項（Notice） 

春学期「社会・公民科教育法１」を履修中または修得済の者対象。 
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■GA841 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA841／商業科教育法１（Ｎ） 

(Methods in Teaching Commerce 1（N)) 

担当者名 

（Instructor） 
親泊 寛昌(OYADOMARI HIROMASA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
新座キャンパス所属学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

商業科教諭として求められる資質とビジネス教育の重要性について理解する。私たちの生活に身近な経済・経営学を生かした学

習方法を考察していく。 

 

授業の内容（Course Contents） 

実践的なビジネス教育における事例検証を中心に商業教育の変遷，現状把握，科目分野それぞれの内容，今後の課題までを講

義する。新しい授業「ビジネス」をわかりやすく体験的に実施する。また，現役高校生などとの意見交換や都立高校の見学，フィー

ルドワークなども行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 商業教育について 

学習指導要領の変遷と内容 

教科「商業」の目標と分野・科目について講義する。 

2. 商業教育のあゆみ 

「商業」と「ビジネス」教育について 

都道府県別の商業教育の比較および実践活動の紹介 

3. 都立高校における商業課程の取り組みについて 

商業高校および総合高校また，専門高校の取り組みを紹介 

4. 商業教育における教育課程の要点 

ビジネス教育の視点・教科の目標・組織について 

企業活動を生かしたビジネス教育について 

5. 商業を学ぶ目的と学び方について 

都立高校の見学（都立千早高校への見学） 

6. 商業・ビジネス教育の実践例の紹介（企業連携授業の紹介） 

現状と今までの変化について 

7. 学校教員・都立高校生へのインタビューおよび意見交換① 

都立千早高校にて実施予定 

8. 学校教員・都立高校生へのインタビューおよび意見交換② 

都立千早高校にて実施予定 

9. 学校教員・都立高校生へのインタビューおよび意見交換③ 

都立千早高校にて実施予定 

10. 新しい授業（ビジネス）の取り組み方および授業体験 

社会問題を生かした学習方法 

11. 経済学および経営学，コミュニティデザイン等を生かした学習方法について 

（新しい授業学習の紹介） 

12. 会計学・コンピュータ学等を生かした学習方法について 

（新しい授業学習の紹介） 

13. 行動心理学・国際学・観光学等を生かした授業の進め方 

（新しい授業学習の紹介） 

14. 学習指導要領に基づく評価法について 

授業の進め方・生徒からの質疑応答等の対応について 

まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内におけるコメントカード(30%)/授業内における課題提出物(30%)/出欠および授業の参加度(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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1. 文部科学省、2010、『高等学校学習指導要領解説 商業編』、実教出版 (ISBN:978-4-407-32002-2) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

この科目の単位修得が秋学期「商業科教育法演習 1(N)」履修の必須条件となる。 
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■GA842 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA842／商業科教育法演習１（Ｎ） 

(Seminar of Methods in Teaching Commerce 1(N)) 

担当者名 

（Instructor） 
親泊 寛昌(OYADOMARI HIROMASA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
新座キャンパス所属学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教諭として求められる資質のうち，特に教科指導に関する能力と指導計画の重要性について理解する。教員として必要な実践的

な技能習得をめざす。 

 

授業の内容（Course Contents） 

商業科目指導における指導案の作成，授業の進め方等について，演習や模擬授業を通して理解する。できるだけ，現役教諭・現

役高校生・商業高校卒業生などの声を取り入れた話し合いやお互いの意見交換ができるような場を演習に入れていく。社会の

様々な問題にも注目して講義する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導案の作成と授業の進め方 

学習指導要領をもとにした学習指導案の作成や授業の進め方を講義する。 

2. 指導案と実際の授業の比較 

質疑応答の対応の仕方について 

3. 商業・ビジネスによる科目別授業のポイント（評価・導入等）について① 

基礎科目であるビジネス基礎・簿記会計・情報処理の検証 

現役高校生・卒業生との意見交換 

4. 商業・ビジネスによる科目別授業のポイント（評価・導入等）について② 

基礎科目であるビジネス基礎・簿記会計・情報処理の検証 

現役教諭との意見交換 

5. 商業・ビジネスによる科目別授業のポイント（評価・導入等）について③ 

基礎科目であるビジネス基礎・簿記会計・情報処理の検証 

6. 公開講座による授業見学・検証 

（都立千早高校の授業見学の予定） 

7. 他教科の授業の進め方および当教科への活かし方 

導入・展開・まとめへの進め方 

教材の選択方法について 

8. 評価方法について① 

「基準」・「規準」の違いについて 

評価の観点について：関心・意欲・態度・思考・判断 

9. 評価方法について② 

評価の観点について：資料活用の技術・表現・知識・理解 

10. 指導案作成作業① 

科目別の学習指導案の作成を実施する。また，指導案の活用方法を示す。 

11. 指導案作成作業② 

作成したものの検証・配付資料等の確認 

12. 模擬授業① 

都立千早高等学校にて模擬授業の実施 

13. 模擬授業② 

模擬授業を踏まえた事後検証および意見交換 

14. 過去の本講義受講者から実際に商業教員になった先輩との意見交換 

商業科教育法演習１のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内におけるコメントカード(30%)/授業内における提出課題物(30%)/出席および授業参加度(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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1. 文部科学省、2010、『高等学校学習指導要領解説 商業編』、実教出版 (ISBN:978-4-407-32002-2) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

春学期「商業科教育法１(N)」を修得済の者対象。 
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■GA851 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA851／福祉科教育法１ 

(Human Care Teaching Program 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
高等学校における教科「福祉」の指導法 

担当者名 

（Instructor） 
藤井 佳子(FUJII YOSHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１．高等学校における福祉教育の意義・目的，教科「福祉」が創設された意義を理解する。 

２．学習指導要領を通して，教科「福祉」における 9 科目の内容を理解し，それぞれの科目についての指導法を習得する。 

３．学習指導案の作成方法および教材研究の重要性について学び，高校生が福祉を主体的に学習することを可能とする福祉科

の指導法を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 福祉科教育法１では，高等学校福祉科教員として必要な基本的知識や資質を培うことを目的とする。講義を通して，教科「福

祉」創設の意義と目的，専門教科「福祉」と高等学校福祉科の位置付け，教育課程の編成，指導方法と評価，学習指導案等につ

いて学習し，実際に授業を行うための知識や技能を身に付けていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 福祉教育の変遷と教科「福祉」の創設①（福祉教育の変遷とそのカテゴリー） 

3. 福祉教育の変遷と教科「福祉」の創設②（教科「福祉」の創設・福祉科設置の背景） 

4. 学習指導要領と高等学校①（学習指導要領の性格と内容） 

5. 学習指導要領と高等学校②（高等学校の教育課程） 

6. 高等学校福祉科①（福祉科の目的と役割） 

7. 高等学校福祉科②（教科「福祉」の科目構成および教育課程編成） 

8. 教科「福祉」と職業指導（進路指導と福祉関連資格） 

9. 学習指導計画と学習指導法①（学習指導計画の意義） 

10. 学習指導計画と学習指導法②（学習指導案） 

11. 学習指導計画と学習指導法③（学習指導法と学習素材としての教材） 

12. 学習指導計画と学習指導法④（指導と評価） 

13. 福祉科教師に求められる資質とそのあり方 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回授業時に指示する。 

正当な理由なく初回授業に欠席した場合には履修を認めない。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内に指示した提出物(20%)/リアクションペーパー(30%)/授業への積極的取り組みの態度(20%)/最終レポート(Final 

Report)(30%) 

正当な理由なく３回以上欠席した場合には，D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2010、『高等学校学習指導要領解説 福祉編』、海文堂出版 (ISBN:978-4303125103) 

2. 保住芳美編著、2010、『高等学校新学習指導要領の展開 福祉科編』、明治図書出版 (ISBN:978-4188509197) 

その他，授業レジュメを随時，配付する予定。 

 

参考文献（Readings） 

1. 大橋謙策他、2002、『福祉科指導法入門』、中央法規出版 (ISBN:978-4805821886) 

2. 硯川眞旬・佐藤豊道・柿本誠、2002、『福祉教科教育法』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4623035977) 

3. 桐原宏行、2004、『福祉科教育法』、三和書籍 (ISBN:978-4916037633) 

4. 近藤久史他、2006、『福祉科教育学』、明石書店 (ISBN:978-4750323220) 

5. 阪野貢・木下康彦、2007、『福祉科教育法の構築と展開』、角川学芸出版 (ISBN:978-4046516169) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

この科目の単位修得が秋学期「福祉科教育法演習 1」履修の必須条件となる。   
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■GA852 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA852／福祉科教育法演習１ 

(Seminar of Human Care Teaching Program 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
高等学校における教科「福祉」の指導法 

担当者名 

（Instructor） 
藤井 佳子(FUJII YOSHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１．板書計画や教材研究に丁寧に取り組むことにより，生徒の興味・関心をひきつけることのできる学習指導案を作成することが

できる。 

２．他者から模擬授業に対する評価を受けることにより，自らの授業における改善点を確認し，より良い授業が展開できるように

なる。 

３．模擬授業を通して，次年度の教育実習で活用できる授業を展開する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

福祉科教育法演習１では，福祉科教育法１での学習をふまえたうえで，学習指導案の作成や教材研究・模擬授業を通して，実際

に高等学校で授業を行うための知識や技能を身につけることを目的とする。具体的には，グループおよび個人で学習指導案を作

成し，模擬授業を実施する。模擬授業では，受講生が互いに授業評価を行い，それをもとに学習指導案を修正し，より良い授業

展開を検討していく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 各科目の目標・内容，教材と指導法①「社会福祉基礎」「介護福祉基礎」「コミュニケーション技術」 

3. 各科目の目標・内容，教材と指導法②「生活支援技術」「介護過程」「介護総合演習」「介護実習」 

4. 各科目の目標・内容，教材と指導法③「こころとからだの理解」「福祉情報活用」 

5. 模擬授業演習① 

6. 模擬授業演習② 

7. 模擬授業演習③ 

8. 模擬授業演習④ 

9. 模擬授業演習⑤ 

10. 模擬授業演習⑥ 

11. 模擬授業演習⑦ 

12. 模擬授業演習⑧ 

13. 模擬授業演習⑨ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回授業時に指示する。 

正当な理由なく初回授業に欠席した場合には，履修を認めない。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/学習指導案(30%)/模擬授業の実施内容(30%)/模擬授業への評価内容(20%) 

正当な理由なく 3 回以上欠席した場合には，D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2010、『高等学校学習指導要領解説 福祉編』、海文堂出版 (ISBN:978-4303125103) 

2. 保住芳美編著、2010、『高等学校新学習指導要領の展開 福祉科編』、明治図書出版 (ISBN:978-4188509197) 

 

参考文献（Readings） 

1. 村川浩一他、2013、『教科書『社会福祉基礎』』、実教出版 (ISBN:978-4-407-20264-9) 

2. 田中由紀子他、2014、『教科書『生活支援技術』』、実教出版 (ISBN:978-4-407-20315-8) 

3. 川井太加子他、2015、『教科書『コミュニケーション技術』』、実教出版 (ISBN:978-4-407-20335-6) 

4. 田中由紀子他、2013、『教科書『介護福祉基礎』』、実教出版 (ISBN:978-4-407-20265-6) 

5. 田中由紀子他、2015、『教科書『介護過程』』、実教出版 (ISBN:978-4-407-20334-9) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義の一環として，2018 年 10月 7 日（日）全国社会福祉教育セミナー2018（日本ソーシャルワーク教育学校連盟主催）に参加す

ること。詳細は，初日オリエンテーションにて説明する。 

 

注意事項（Notice） 

春学期「福祉科教育法１」を修得済の者対象。 
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■GA861 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA861／保健体育科教育法１ 

(Methods in Teaching Health and Physical Education 1) 

担当者名 

（Instructor） 
内田 雄三(UCHIDA YUZO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

保健体育科の授業理論および指導方法の基礎について学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

保健体育の授業を巡る制度的側面や教科目標，生徒から評価される授業のあり方などについて学ぶ。具体的には，保健体育科

の目的，授業論，学習指導要領の変遷と教科内容との関連，評価論などについてである。授業づくりに関する内容は実技を採り

入れながら実践的に授業を進める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 保健体育科の目標と教科内容 

3. 学習指導要領の内容と保健体育科の目標の変遷 

4. よい体育授業の条件（実技を交えて） 

5. 体育授業における教師の教授行為（実技を交えて） 

6. 学習形態と評価 

7. 陸上競技の授業づくり 1（講義） 

8. 陸上競技の授業づくり 2（実技を交えて） 

9. 球技の分類論と授業づくり 1（講義） 

10. 球技の分類論と授業づくり 2（実技を交えて） 

11. 器械運動の授業づくり 1（講義） 

12. 器械運動の授業づくり 2（実技を交えて） 

13. 武道及び体育理論の授業づくり（講義） 

14. 全体のまとめ  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業内レポート(40%)/授業態度・提出物提出状況(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2008、『中学校学習指導要領解説 保健体育編』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1463-7) 

2. 文部科学省、2009、『高等学校学習指導要領解説 保健体育編』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1481-1) 

 

参考文献（Readings） 

教育や体育・スポーツに関する話題を随時採り上げ，学生間の情報交換を進めていく。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

この科目の単位修得が秋学期「保健体育科教育法演習 1」履修の必須条件となる。   
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■GA862 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA862／保健体育科教育法２ 

(Methods in Teaching Health and Physical Education 2) 

担当者名 

（Instructor） 
内田 雄三(UCHIDA YUZO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

保健体育科の授業観察法，分析法ならびに評価法について学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

保健体育科教育法 1 の学習内容および保健体育科教育法演習 1 の模擬授業に基づき，授業観察法，分析法，ゲームパフォー

マンス評価等の方法を実践的に学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 授業観察法 1（体育授業場面の期間記録法） 

3. 授業観察法 2（教師の相互作用行動の観察） 

4. 授業観察法 3（観察対象生徒を定めた観察） 

5. 授業評価法 1（診断的・総括的評価） 

6. 授業評価法 2（形成的授業評価） 

7. 授業分析法 1（量的･質的分析方法の紹介） 

8. 授業分析法 2（模擬授業の分析） 

9. ゲームパフォーマンス評価 1（ゲームパフォーマンスを評価する意味） 

10. ゲームパフォーマンス評価 2（ゲーム構造とパフォーマンス評価） 

11. ゲームパフォーマンス評価 3（ゲーム記録の実践） 

12. ゲームパフォーマンス評価 4（ゲーム記録の解釈～評価） 

13. ゲームパフォーマンス評価 5（ゲーム記録の解釈～指導への連携） 

14. 全体のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内レポートの作成(30%)/授業ごとのコメントカード(30%)/グループ等での活動への参加状況(10%)/授業への参加態度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2008、『中学校学習指導要領解説 保健体育編』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1463-7) 

2. 文部科学省、2009、『高等学校学習指導要領解説 保健体育編』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1481-1) 

 

参考文献（Readings） 

1. 高橋健夫編著、2003、『体育授業を観察評価する』、明和出版 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

春学期「保健体育科教育法１」を修得済の者対象。   
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■GA863 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA863／保健体育科教育法演習１ 

(Seminar of Teaching Methods in Health and Physical Education 1) 

担当者名 

（Instructor） 
内田 雄三(UCHIDA YUZO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教育実習に臨む上で必要となる保健体育科の授業づくりに関する知識，技能，態度を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

保健体育科の模擬授業を実施し，計画，実践，省察のサイクルを通した授業づくりを進める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 教育実習生による保健体育科(体育科)授業の観察 

3. 学習指導案作成および教材研究 

4. 模擬授業 1-1 ＊2 時間連続で構想した授業の 1 時間目を実施する。 

5. 模擬授業 2-1 ＊2 時間連続で構想した授業の 1 時間目を実施する。 

6. 模擬授業 3-1 ＊2 時間連続で構想した授業の 1 時間目を実施する。 

7. 模擬授業 4-1 ＊2 時間連続で構想した授業の 1 時間目を実施する。 

8. 模擬授業 1-2 ＊第 4 時で行った模擬授業の次時にあたる授業を実施する。 

9. 模擬授業 2-2 ＊第 5 時で行った模擬授業の次時にあたる授業を実施する。 

10. 模擬授業 3-2 ＊第 6 時で行った模擬授業の次時にあたる授業を実施する。 

11. 模擬授業 4-2 ＊第 7 時で行った模擬授業の次時にあたる授業を実施する。 

12. 保健の授業づくりと学習指導案の書き方 

13. 保健の学習指導案作成 

14. 全体のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学習指導案の作成(30%)/模擬授業の実際（教師役・授業者役ともに）(30%)/リフレクションシートの作成(30%)/授業への参加態度

(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2008、『中学校学習指導要領解説 保健体育編』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1463-7) 

2. 文部科学省、2009、『高等学校学習指導要領解説 保健体育編』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1481-1) 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて資料を準備する。中学校，高等学校で使用した教科書やテキストがあれば用意しておくこと。模擬授業の学習指導

案作成に活用してほしい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

春学期「保健体育科教育法１」を修得済の者対象。   
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■GA864 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA864／保健体育科教育法演習２ 

(Seminar of Teaching Methods in Health and Physical Education 2) 

担当者名 

（Instructor） 

奈須 恵子(NASU KEIKO) 

大野 久(ONO HISASHI) 

下地 秀樹(SHIMOJI HIDEKI) 

逸見 敏郎(HEMMI TOSHIRO) 

森田 満夫(MORITA MITSUO) 

青木 猛正(AOKI TAKEMASA) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full Year Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中学校免許取得希望者（中・高両方の免許取得希望者を含む）を対象とする。保健体育科の授業を構成し実践する力量の形成

を目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

履修者の授業に関する力量形成を 

ａ．現職の教員による「授業」づくりに関する指導やアドバイス 

ｂ．授業研究に関する課題のレポート作成 

を通して実践的に行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

詳細はオリエンテーションと学校・社会教育講座掲示板にて発表するので，必ず確認すること。 

 

○各教科教育法演習２オリエンテーション： 

 ※以下のいずれか１回に必ず出席すること。 

 5 月 14 日（月）  18:20～   池袋 7102 教室 

 5 月 18 日（金）  18:20～   新座 N323 教室 

 5 月 19 日（土）  13:15～   池袋 7101 教室 

 

○授業案講義編： 

 6 月 16 日（土）15:00～16:30［予定］ 

 

○授業案課題提出： 

 ９月下旬 

 ※詳細は上記オリエンテーションで説明する。 

 

○授業案添削編： 

 ※以下のいずれかの回に出席することになる。 

  詳細は上記オリエンテーションで説明する。 

 11月 10 日（土）14:00～16:00［予定］ 

 2019年 1月 12 日（土）14:00～16:00［予定］ 

 

○授業研究に関わるレポート課題の提出：11 月上旬 

 ※詳細は上記オリエンテーションで説明する。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「保健体育科教育法１」及び「保健体育科教育法演習１」で学習する内容を各自よく復習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

予定されているプログラムすべてに出席しなければ成績評価の対象とはならない（履修資格を失う）。全回出席した上で，提出さ

れた課題により評価を行う。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2015、『中学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1540-5) 

2. 文部科学省、2015、『高等学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1541-2) 
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参考文献（Readings） 

授業時に適宜，紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本授業は集中形式で行うが，４月期履修登録の期間に各自科目コード登録を行い，その上で，５月のオリエンテーションに必ず

出席すること。 

 

注意事項（Notice） 

春学期「保健体育科教育法１」を履修中または修得済の者対象。 
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■GA870 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA870／学校教育相談の理論と方法（Ｍ） 

(Theories and Methods of School Counseling(M)) 

担当者名 

（Instructor） 
小栗 貴弘(OGURI TAKAHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教育現場では，さまざまな教育上の問題に出会います。すでに，実習を通して出会っている学生もいるかもしれません。 

本授業では，学校教育相談を通して子どもの支援や保護者の支援を行うため，カウンセリングの意義，理論と技法に関する基礎

知識を身につけることを目標とします。  

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では，学期の序盤で子どもの抱える問題について理解を深めます。具体的には，発達障害，不登校と中退，いじめ，精神

疾患などについて，事例を交えて解説します。 

中盤では，子どもを理解し支援するための基礎的な理論や技法について学びます。具体的には，応用行動分析学，行動療法，

知能検査を取り上げます。また，これらを活かして，個別の指導計画を立てるためのグループワークを行います。 

終盤では，子どもや保護者を支援するためのカウンセリング技法を学びます。カウンセリング技法と言っても個人へのアプローチ

だけではなく，集団へのアプローチ方法や地域や他職種との連携についても取り上げます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（学校教育相談とは） 

2. 発達障害の理解と支援 

3. 不登校・高校中退の理解と支援 

4. いじめ・非行の理解と支援 

5. 精神疾患の理解と支援  

6. 知能検査を通した子どもの理解 

7. 中間テスト 

8. 応用行動分析を用いた子どもの理解と支援 

9. 行動療法を用いた子どもの理解と支援 

10. 個別の指導計画の作成および関係諸機関との連携 

11. カウンセリングの技法と保護者支援 

12. グループアプローチを用いた学級への支援（ソーシャル・スキル・トレーニング） 

13. 他職種との連携（スクールソーシャルワーカーおよびスクールカウンセラー） 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回，授業の前に授業計画に示した内容について，参考文献等で予習をしてきてください。 

また，授業期間中に中間テストを予定していますので，毎回の復習を必ずしておいてください。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/中間テスト(30%)/平常点（出席および授業態度）(30%) 

欠席が５回以上の場合は，単位を認めません。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは定めません。適宜，レジュメを配付します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 中山 巌、2001、『学校教育相談心理学』、北大路書房 (ISBN:4762822094) 

2. 会沢 信彦・安齊 順子、2010、『教師のたまごのための教育相談』、北樹出版 (ISBN:4779302307) 

3. 春日井 敏之・伊藤 美奈子、2011、『よくわかる教育相談』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623058786) 

予習・復習の参考にしてください。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■GA871 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA871／学校教育相談の理論と方法（Ｎ） 

(Theories and Methods of School Counseling(N)) 

担当者名 

（Instructor） 
駒屋 雄高(KOMAYA YUTAKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

不登校，発達しょうがい，虐待など，現在の学校現場で起きている様々な問題への理解を通して，将来児童・生徒に関わる学生

の意識・理解の向上を目指す。またカウンセリングに関する基礎的な知識の修得を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

教育相談の理論と方法を展開しつつ，学校現場において教育相談の置かれている現状と実際を紹介する。また臨床心理士であ

る担当者の経験した事例を通じて，教育相談がどのように機能していくと良いのかについて学生同士のグループ討論を通じて理

解を深める。事例を理解し，対応の方法を学ぶ中で，カウンセリングの意義や基礎的な知識も同時に学んでもらう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業ガイダンス：授業の内容･方針の説明 

2. 学校教育相談の現状 

3. スクールカウンセラーとの協働とは 

4. 他の機関との協働について 

5. 児童・生徒の発達理論について 

6. 児童・生徒の発達段階について１ 

7. 児童・生徒の発達段階について２ 

8. 事例を通して学ぶ～不登校１～ 

9. 事例を通して学ぶ～不登校２～ 

10. 発達しょうがいと学校教育相談 

11. 事例を通して学ぶ～発達しょうがい～ 

12. 事例を通して学ぶ～いじめ・非行～ 

13. 事例を通して学ぶ～虐待〜 

14. 事例を通して学ぶ〜保護者〜 まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

様々なメディアに流れる教育，学校関連の情報に日頃から気を配り，授業に臨んでください。また講義後に，テーマに沿って自分

自身の学校生活を振り返っていただくと，理解の幅が広がるかと思います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業参加度(20%)/講義・グループ討論でのレポート(40%)/最終レポート(40%) 

私語に関しては厳重に注意します。度重なる私語に関しては評価の減点対象としますので，注意してください。 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。適宜レジュメ配付。 

 

参考文献（Readings） 

1. 伊藤美奈子・平野直己、2003、『学校臨床心理学・入門』、有斐閣 

2. 一丸藤太郎・菅野信夫、2002、『学校教育相談』、ミネルヴァ書房 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

5 回を越える欠席をした場合には単位認定はしませんので，注意をしてください。 

 

注意事項（Notice） 
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■GA881 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA881／教職実践演習（中・高）（Ｍ） 

(Practice Teaching Seminar(Secondary Education))(M) 

担当者名 

（Instructor） 
逸見 敏郎(HEMMI TOSHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET4510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「その他」登録科目 

新座キャンパス所属学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教職課程履修の総仕上げとして，自己の教員としての適性や特徴を対象化すること，および今後の教員としての課題を認識す

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

少人数クラスを編成し，演習形式で講義とディスカッションを中心に展開する。 

また中・高の現職管理職や教育委員会関係者による講義をふまえ，教科指導，生活指導および学級運営等について模擬授業，

ロールプレイなどをとおして実践的理解を深める。 

詳細については，以下日程の第１回目の趣旨説明オリエンテーションにて説明する予定である。下記開催のオリエンテーションの

「いずれか１回」に必ず出席すること。 

 

・9/26（水）18:20～20:00 池袋キャンパス 4402 教室 

・9/27（木）18:20～20:00 新座キャンパス N323 教室 

・9/29（土）13:15～14:55 池袋キャンパス 4402 教室 

 

なお，オリエンテーションの詳細は追って掲示するので，各自注意すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 趣旨説明オリエンテーション 

2. 教育実習事後報告会 

3. クラス開きの実際 

4. 教科指導実践研究（１） 

5. 教科指導実践研究（２） 

6. 教科指導実践研究（３） 

7. 教科外指導実践研究（１） 

8. 教科外指導実践研究（２） 

9. 教科外指導実践研究（３） 

10. 学校経営実践研究（１） 

11. 学校経営実践研究（２） 

12. 地域と学校教育の連携研究（１） 

13. 地域と学校教育の連携研究（２） 

14. 総括討論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自，先修科目を復習し，教育実習の振り返りを行っておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

クラス別授業時に毎回提出する「リアクションペーパー」(40%)/合同クラス授業時に課される「小レポート」(40%)/最終授業時に全ク

ラス共通テーマ「立教大学で教職課程を履修して」の「レポート」(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教育実習事前指導の際に配付した，各自作成中の『履修の記録』(授業時に必ず持参)及び配付プリントを使用。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 



 - 149 - 

・所属キャンパスで開講するクラスを受講すること。 

・登録に際しては，講座事務室にて配布する「『教職実践演習（中・高） 』履修希望届」に開講科目の中から希望科目を記入し，所

属キャンパス学校・社会教育講座事務室に，4/23（月）～4/27（金） の間に提出すること。結果は，7/2（月）に所属キャンパス学

校・社会教育講座掲示板に掲示する。   
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■GA882 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA882／教職実践演習（中・高）（Ｎ） 

(Practice Teaching Seminar(Secondary Education))(N) 

担当者名 

（Instructor） 
飯田 武志(IIDA TAKESHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET4510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「その他」登録科目 

新座キャンパス所属学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教職課程履修の総仕上げとして，自己の教員としての適性や特徴を対象化すること，および今後の教員としての課題を認識す

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

少人数クラスを編成し，演習形式で講義とディスカッションを中心に展開する。 

また中・高の現職管理職や教育委員会関係者による講義をふまえ，教科指導，生活指導および学級運営等について模擬授業，

ロールプレイなどをとおして実践的理解を深める。 

詳細については，以下日程の第１回目の趣旨説明オリエンテーションにて説明する予定である。下記開催のオリエンテーションの

「いずれか１回」に必ず出席すること。 

 

・9/26（水）18:20～20:00 池袋キャンパス 4402 教室 

・9/27（木）18:20～20:00 新座キャンパス N323 教室 

・9/29（土）13:15～14:55 池袋キャンパス 4402 教室 

 

なお，オリエンテーションの詳細は追って掲示するので，各自注意すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 趣旨説明オリエンテーション 

2. 教育実習事後報告会 

3. クラス開きの実際 

4. 教科指導実践研究（１） 

5. 教科指導実践研究（２） 

6. 教科指導実践研究（３） 

7. 教科外指導実践研究（１） 

8. 教科外指導実践研究（２） 

9. 教科外指導実践研究（３） 

10. 学校経営実践研究（１） 

11. 学校経営実践研究（２） 

12. 地域と学校教育の連携研究（１） 

13. 地域と学校教育の連携研究（２） 

14. 総括討論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自，先修科目を復習し，教育実習の振り返りを行っておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

クラス別授業時に毎回提出する「リアクションペーパー」(40%)/合同クラス授業時に課される「小レポート」(40%)/最終授業時に全ク

ラス共通テーマ「立教大学で教職課程を履修して」の「レポート」(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教育実習事前指導の際に配付した，各自作成中の『履修の記録』(授業時に必ず持参)及び配付プリントを使用。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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・所属キャンパスで開講するクラスを受講すること。 

・登録に際しては，講座事務室にて配布する「『教職実践演習（中・高） 』履修希望届」に開講科目の中から希望科目を記入し，所

属キャンパス学校・社会教育講座事務室に，4/23（月）～4/27（金） の間に提出すること。結果は，7/2（月）に所属キャンパス学

校・社会教育講座掲示板に掲示する。 
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■GB221 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GB221／博物館経営論 

(Museum Management) 

担当者名 

（Instructor） 
川口 幸也(KAWAGUCHI YUKIYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CEM1200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

博物館が社会から期待されている使命および活動、それを支える運営について、全般的な仕組みを理解し、ミュージアムの運営

に関して基本的な知識を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博物館の活動の社会的、文化的な多様性を歴史に沿って把握し、それを支えていくための運営のあり方について、具体的な事例

を踏まえながら検討、考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ミュージアムに期待されてきた社会的使命 

2. ミュージアムの成り立ちと運営―イギリスの場合 

3. ミュージアムの成り立ちと運営―フランスの場合 

4. ミュージアムの成り立ちと運営―アメリカの場合 

5. ミュージアムの成り立ちと運営―日本の博物館と美術館 

6. ミュージアムの成り立ちと運営―アジアの場合 

7. ミュージアムの成り立ちと運営―アフリカの場合 

8. 誰のためのミュージアム？ー多様なステークホールダーたち 

9. 教育重視か、審美性重視か―地域性とミュージアム 

10. ミュージアムという居場所―少子高齢化、格差、移民 

11. ミュージアムと地方活性化―恐竜と現代美術 

12. ミュージアムと地方活性化―動物園と水族館 

13. 友の会とボランティア、そしてユニヴァーサル・サーヴィス 

14. まとめ―開かれたミュージアムのために 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

日ごろから博物館、美術館に積極的に足を運び、また新聞記事などに目を通すことで、問題意識を涵養することが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業への参画度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は、随時指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■GB222 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GB222／博物館資料保存論 

(Conservation of Museum Collection) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
博物館資料の保存と修復 

担当者名 

（Instructor） 
田中 智惠子(TANAKA CHIEKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CEM1400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

博物館における資料保存の意義と重要性を理解し、資料を良好な状態で適切に保存していくための基礎的知識を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博物館における資料の物質的特性やその保存状態、保存・展示環境、収蔵環境を科学的に捉え、資料を良好な状態で保存する

ために習得すべき基礎知識について講義する。さらに資料保存のための技術として科学的調査・記録方法や文化財修復の実際

について学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 博物館における資料保存の目的と意義  

2. 博物館資料の材料と構造 劣化要因 

3. 博物館資料の状態調査・科学的調査方法 

4. 伝統的保存方法 

5. 保存環境 1 光 

6. 保存環境 2 温度・湿度 

7. 保存環境 3 空気 

8. 保存環境 4 生物被害と IPM(総合的有害生物管理） 

9. 博物館資料の梱包と輸送 

10. 災害と防災対策 文化財レスキュー 

11. 環境保護と博物館の役割 

12. 博物館資料の保存・修復 

13. 修復事例（油彩画） 

14. 修復事例（紙資料 他） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

普段から博物館・美術館に足を運び、積極的に館内を見学して展示資料の特徴や展示環境について観察すること。文化財保存・

修復についてのニュースや記事に関心を持つこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業内提出物(20%)/授業への出席と参加姿勢(20%) 

欠席は減点対象とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に随時資料を配付します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 石﨑武志、2012、『博物館資料保存論』、講談社 (ISBN:9784061565036) 

2. 国立文化財機構東京文化財研究所、2011、『文化財の保存環境』、中央公論美術出版 (ISBN:9784805506486) 

3. 馬淵久夫・杉下龍一郎・三輪嘉六・沢田正昭・三浦定俊、2003、『文化財科学の事典』、朝倉書店 (ISBN:4254101805) 

4. 佐野千絵・呂俊民・吉田直人・三浦定俊、2010、『博物館資料保存論−文化財と空気汚染』、みみずく舎 

(ISBN:9784863990272) 

5. 神庭信幸、2014、『博物館資料の臨床保存学』、武蔵野美術大学出版局 (ISBN:9784864630146) 

6. 財団法人 日本博物館協会、2012、『博物館資料取扱いガイドブック』、ぎょうせい (ISBN:9784324094808) 

7. 本田光子・森田稔、2012、『博物館資料保存論』、一般財団法人 放送大学教育振興会 (ISBN:9784595313462) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■GB223 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GB223／博物館展示論（Ａ） 

(Exhibition of Museum(A)) 

担当者名 

（Instructor） 
川口 幸也(KAWAGUCHI YUKIYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CEM1500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
「博物館展示論（Ｂ）」と同一科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

博物館における展示の歴史的意味と多様性，その具体的方法について基本的な知識を修得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博物館と美術館の展示について，現在にまでいたる歴史的な展開を押さえて，その多様性と政治性，意味を考察するとともに，

今後の展示の在り方について考える。あわせて，展示の具体的な手法について基本的な知識を身につける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 展示という行為―その多様性 

2. 展示という行為―display と deploy 

3. デパート，スーパー，コンビニ，高級ブティック，それぞれの展示の戦略 

4. 珍品陳列室と王侯貴族のギャラリー 

5. 博物館の展示―所有の誇示 

6. 展示された生物―動物園，水族館，植物園 

7. 美術館の展示―アートと権力 

8. 近代美術館の展示―ホワイトキューブ 

9. 展示作業の実際―なにをどう展示するか 

10. 展示作業の実際―キャプション，解説，ビデオ 

11. カタログについて 

12. 展示評価とそのフィードバック 

13. 複数のかたりが共存する新たな展示は可能か？ 

14. まとめ―展示という権力と暴力，狂気，その課題と可能性 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ふだんから，博物館や美術館の展示だけではなく，ファッションや商品展示，テレビ，映画，ネット，さらには建築，都市デザイン，

軍事活動にいたるまで，日常におけるさまざまな現象を，展示という視点からとらえ直す姿勢を身につけてほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業への参画度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 川口幸也（編）、2009、『展示の政治学』、水声社 

授業中にその都度指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■GB224 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GB224／博物館展示論（Ｂ） 

(Exhibition of Museum(B)) 

担当者名 

（Instructor） 
川口 幸也(KAWAGUCHI YUKIYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CEM1500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
「博物館展示論（Ａ）」と同一科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

博物館における展示の歴史的意味と多様性，その具体的方法について基本的な知識を修得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博物館と美術館の展示について，現在にまでいたる歴史的な展開を押さえて，その多様性と政治性，意味を考察するとともに，

今後の展示の在り方について考える。あわせて，展示の具体的な手法について基本的な知識を身につける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 展示という行為―その多様性 

2. 展示という行為―display と deploy 

3. デパート，スーパー，コンビニ，高級ブティック，それぞれの展示の戦略 

4. 珍品陳列室と王侯貴族のギャラリー 

5. 博物館の展示―所有の誇示 

6. 展示された生物―動物園，水族館，植物園 

7. 美術館の展示―アートと権力 

8. 近代美術館の展示―ホワイトキューブ 

9. 展示作業の実際―なにをどう展示するか 

10. 展示作業の実際―キャプション，解説，ビデオ 

11. カタログについて 

12. 展示評価とそのフィードバック 

13. 複数のかたりが共存する新たな展示は可能か？ 

14. まとめ―展示という権力と暴力，狂気，その課題と可能性 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ふだんから，博物館や美術館の展示だけではなく，ファッションや商品展示，テレビ，映画，ネット，さらには建築，都市デザイン，

軍事活動にいたるまで，日常におけるさまざまな現象を，展示という視点からとらえ直す姿勢を身につけてほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業への参画度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 川口幸也（編）、2009、『展示の政治学』、水声社 

授業中にその都度指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■GB225 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GB225／博物館資料論（Ａ） 

(Museum Collection(A)) 

担当者名 

（Instructor） 
岡塚 章子(OKATSUKA AKIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CEM1300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
「博物館資料論（Ｂ）」と同一科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

博物館において、資料の集積は、博物館活動の基礎となる部分である。本講義では、資料の調査・収集から活用・展示に至るプ

ロセスを通して、博物館活動における資料の重要性とその特性を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博物館で扱う資料にはどのようなものがあり、どのように分類されているのか。また、資料からどのような情報を読み取り、調査・

研究に役立て、展覧会につなげていくのか。 

資料の収集や保管の方法、資料をもとにした調査・研究活動についての理解を深めることにより、博物館活動の基礎を学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 博物館資料の概念 

3. 博物館資料の歴史（コレクションの成り立ち、海外） 

4. 博物館資料の歴史（コレクションの成り立ち、日本） 

5. 博物館資料の収集方法 

6. 博物館資料の保存 

7. 博物館資料の整理（分類） 

8. 博物館資料の整理（資料カード作成） 

9. 博物館資料の調査・研究（概論） 

10. 博物館資料の調査・研究（資料の公開） 

11. 博物館活動と資料（概論） 

12. 博物館活動と資料（権利関係） 

13. 博物館資料の活用（概論） 

14. 博物館資料の活用（資料の修復、複製制作） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

美術館、博物館、ギャラリーなど、様々な展示施設を訪れ、数多くの展覧会を見ること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(45%)/授業内での発表(20%)/授業内での提出物(20%)/出席状況（遅刻を含む）ならびに授業態度

(15%) 

欠席回数が４回を超えたものはＤ評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■GB226 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GB226／博物館資料論（Ｂ） 

(Museum Collection(B)) 

担当者名 

（Instructor） 
岡塚 章子(OKATSUKA AKIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CEM1300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
「博物館資料論（Ａ）」と同一科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

博物館において、資料の集積は、博物館活動の基礎となる部分である。本講義では、資料の調査・収集から活用・展示に至るプ

ロセスを通して、博物館活動における資料の重要性とその特性を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博物館で扱う資料にはどのようなものがあり、どのように分類されているのか。また、資料からどのような情報を読み取り、調査・

研究に役立て、展覧会につなげていくのか。 

資料の収集や保管の方法、資料をもとにした調査・研究活動についての理解を深めることにより、博物館活動の基礎を学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 博物館資料の概念 

3. 博物館資料の歴史（コレクションの成り立ち、海外） 

4. 博物館資料の歴史（コレクションの成り立ち、日本） 

5. 博物館資料の収集方法 

6. 博物館資料の保存 

7. 博物館資料の整理（分類） 

8. 博物館資料の整理（資料カード作成） 

9. 博物館資料の調査・研究（概論） 

10. 博物館資料の調査・研究（資料の公開） 

11. 博物館活動と資料（概論） 

12. 博物館活動と資料（権利関係） 

13. 博物館資料の活用（概論） 

14. 博物館資料の活用（資料の修復、複製制作） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

美術館、博物館、ギャラリーなど、様々な展示施設を訪れ、数多くの展覧会を見ること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(45%)/授業内での発表(20%)/授業内での提出物(20%)/出席状況（遅刻を含む）ならびに授業態度

(15%) 

欠席回数が４回を超えたものはＤ評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■GB227 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GB227／博物館情報・メディア論 

(Information and Media of Museum) 

担当者名 

（Instructor） 
眞田 妙子(SANADA TAEKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CEM1700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

今日の博物館を取り巻く情報・メディア環境を理解し，博物館が情報社会にどのように対応していくべきかを考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

デジタル技術やネットワーク技術の発達により変化し複雑化する情報社会の特徴や，情報社会で重要とされる法制度を概観した

うえで，博物館における情報・メディアの意義や情報技術の活用方法などを学ぶ。 また，ビデオやインターネットを使用しながら，

情報社会の諸問題や博物館活動の情報化についての具体的な事例を紹介し，理論だけでなく実践的な理解も深めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 情報・メディアの発展，情報の定義 

3. デジタル化・ネットワーク化（１） 

4. デジタル化・ネットワーク化（２） 

5. 情報社会の特徴 

6. 情報社会の諸問題 

7. 中間テスト 

8. 博物館における情報・メディアの意義 

9. 博物館活動の情報化 

10. 博物館における情報発信，情報技術の活用 

11. 情報社会と法制度（１） 

12. 情報社会と法制度（２） 

13. 情報社会における博物館の課題と対応 

14. 筆記試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

博物館や美術館などの施設を訪問し，様々な展示を鑑賞すること。その際に，事前に施設や展示資料についての情報をインター

ネットで検索し，できるだけ情報収集しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/授業への出席と参加姿勢(20%)/中間テスト(20%)/課題レポート(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業中に随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■GB228 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GB228／博物館教育論（Ａ） 

(Education Activity of Museum(A)) 

担当者名 

（Instructor） 
八巻 香澄(YAMAKI KASUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CEM1600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
「博物館教育論（Ｂ）」と同一科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

博物館における教育活動の基盤となる理論や実践に関する知識と態度を習得し、社会教育施設である博物館についての理解を

深める。また、博物館などを使って生涯にわたって学んでいくことの意義を考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博物館における教育普及活動の目的や意義、基本的な考え方、国内外の事例などを紹介する。グループワークなど参加型スタ

イルとする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. あなたにとってミュージアムとは？よりよい学びの環境を考える 

(ワールドカフェ) 

2. 仲間にならない？ 

(他人の興味を引き出す方法を考えるグループワーク) 

3. 伝えることは簡単じゃない 

(コミュニケーションの実験ワーク) 

4. 聞いたことは忘れる 

(ワークショップを体験) 

5. ワークショップって何？ 

(前の週の振り返りを通してワークショップの構成について学ぶ) 

6. 学びのサイクルを回す「問い」 

(対話のプラクティス) 

7. 「学ぶ」とは何か？学校教育と博物館教育の違い 

(多様な学びの形を考えるグループワーク) 

8. 学校との連携とアウトリーチ プレイヤーの役割分担 

(博物館教育に携わる人材について講義) 

9. ミュージアムが提供する学びの機会 

(実例を調査するグループワーク) 

10. 展示解説を書く 

(ライティング実習) 

11. 知識を伝える必要はあるのか？ 

(アートカードや対話による鑑賞を体験) 

12. 学習環境のデザイン 

(学習理論について講義) 

13. ミュージアムの社会包摂 

(インクルーシブ・デザイン・ワークショップ) 

14. 再びあなたにとってミュージアムとは？ 

(リフレクション) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ミュージアムに訪れた経験があまりないと、実例の話をしてもあまりピンと来ないかもしれないので、授業時間外に積極的にミュー

ジアムに足を運んでほしい。特に東京国立博物館、国立科学博物館、国立西洋美術館、日本科学未来館の常設展を見ておくこ

とを強く勧める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/期中レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 



 - 161 - 

1. フィルムアート社編、2014、『じぶんの学びの見つけ方』、フィルムアート社 (ISBN:9784845914340) 

2. 中小路久美代 新藤浩伸 山本恭裕 岡田猛 編著、2016、『触発するミュージアム』、あいり出版 (ISBN:9784865550252) 

3. 広瀬浩二郎 編著、2016、『ひとが優しい博物館』、青弓社 (ISBN:9784787200617) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

4〜5 人のグループに分かれて議論するグループワークの形式を多く取り入れるため、積極的な参加を期待する。グループ分け

や座る位置などは、毎回教員が指示する。 

参考文献は、上にあげたもの以外にも、授業中に随時関連したものを紹介する。 

中間レポート課題については、初回の授業で指示する他、Blackboard にも掲示する。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 162 - 

■GB229 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GB229／博物館教育論（Ｂ） 

(Education Activity of Museum(B)) 

担当者名 

（Instructor） 
八巻 香澄(YAMAKI KASUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CEM1600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
「博物館教育論（Ａ）」と同一科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

博物館における教育活動の基盤となる理論や実践に関する知識と態度を習得し、社会教育施設である博物館についての理解を

深める。また、博物館などを使って生涯にわたって学んでいくことの意義を考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博物館における教育普及活動の目的や意義、基本的な考え方、国内外の事例などを紹介する。グループワークなど参加型スタ

イルとする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. あなたにとってミュージアムとは？よりよい学びの環境を考える 

(ワールドカフェ) 

2. 仲間にならない？ 

(他人の興味を引き出す方法を考えるグループワーク) 

3. 伝えることは簡単じゃない 

(コミュニケーションの実験ワーク) 

4. 聞いたことは忘れる 

(ワークショップを体験) 

5. ワークショップって何？ 

(前の週の振り返りを通してワークショップの構成について学ぶ) 

6. 学びのサイクルを回す「問い」 

(対話のプラクティス) 

7. 「学ぶ」とは何か？学校教育と博物館教育の違い 

(多様な学びの形を考えるグループワーク) 

8. 学校との連携とアウトリーチ プレイヤーの役割分担 

(博物館教育に携わる人材について講義) 

9. ミュージアムが提供する学びの機会 

(実例を調査するグループワーク) 

10. 展示解説を書く 

(ライティング実習) 

11. 知識を伝える必要はあるのか？ 

(アートカードや対話による鑑賞を体験) 

12. 学習環境のデザイン 

(学習理論について講義) 

13. ミュージアムの社会包摂 

(インクルーシブ・デザイン・ワークショップ) 

14. 再びあなたにとってミュージアムとは？ 

(リフレクション) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ミュージアムに訪れた経験があまりないと、実例の話をしてもあまりピンと来ないかもしれないので、授業時間外に積極的にミュー

ジアムに足を運んでほしい。特に東京国立博物館、国立科学博物館、国立西洋美術館、日本科学未来館の常設展を見ておくこ

とを強く勧める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/期中レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 



 - 163 - 

1. フィルムアート社編、2014、『じぶんの学びの見つけ方』、フィルムアート社 (ISBN:9784845914340) 

2. 中小路久美代 新藤浩伸 山本恭裕 岡田猛 編著、2016、『触発するミュージアム』、あいり出版 (ISBN:9784865550252) 

3. 広瀬浩二郎 編著、2016、『ひとが優しい博物館』、青弓社 (ISBN:9784787200617) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

4〜5 人のグループに分かれて議論するグループワークの形式を多く取り入れるため、積極的な参加を期待する。グループ分け

や座る位置などは、毎回教員が指示する。 

参考文献は、上にあげたもの以外にも、授業中に随時関連したものを紹介する。 

中間レポート課題については、初回の授業で指示する他、Blackboardにも掲示する。 

 

注意事項（Notice） 
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■GB241 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GB241／見学・学内実習（Ａ） 

(Inspection and Training(A)) 

担当者名 

（Instructor） 

川口 幸也(KAWAGUCHI YUKIYA) 

木下 直之(KINOSHITA NAOYUKI) 

宮内 洋平(MIYAUCHI YOHEI) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full Year Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CEM2820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「その他」登録科目 

「見学・学内実習（Ｂ）」と同一科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

さまざまな博物館を見学することにより多種多様な博物館のあり方を学び，さらに学内実習によって博物館の基礎的な業務の一

端を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

見学実習では，多彩な博物館を訪ね，学芸員をはじめとする関係者の方がたの作業の実際や施設を見学する。また実務実習で

は，外部の専門家を招いて，学芸員の職務に必要な実践的な知識と技術の基本を学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

見学については，3 泊 4 日の日程で博物館，美術館，動物園，水族館などを訪ねて，学芸員をはじめとする多くの関係者から話

を聞くと同時に，業務の実際と施設を見学する。また，これにもとづき，参加者相互で意見交換を行う。一方，実務については，写

真撮影，動画撮影と編集，資料・作品の取り扱いなどについて基本的な知識と技術技能を学ぶ。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ふだんから意識的にさまざまな博物館，美術館を訪ねることが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(70%)/レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

追って，実習前に別途指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

見学実習については，事前に指定された図書を読んでレポートを提出する。また事後にも実習の成果についてレポートを提出す

る。詳細は，追って指示する。 

 

注意事項（Notice） 
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■GB242 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GB242／見学・学内実習（Ｂ） 

(Inspection and Training(B)) 

担当者名 

（Instructor） 

川口 幸也(KAWAGUCHI YUKIYA) 

奈須 恵子(NASU KEIKO) 

宮内 洋平(MIYAUCHI YOHEI) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full Year Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CEM2820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「その他」登録科目 

「見学・学内実習（Ａ）」と同一科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

さまざまな博物館を見学することにより多種多様な博物館のあり方を学び，さらに学内実習によって博物館の基礎的な業務の一

端を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

見学実習では，多彩な博物館を訪ね，学芸員をはじめとする関係者の方がたの作業の実際や施設を見学する。また実務実習で

は，外部の専門家を招いて，学芸員の職務に必要な実践的な知識と技術の基本を学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

見学については，3 泊 4 日の日程で博物館，美術館，動物園，水族館などを訪ねて，学芸員をはじめとする多くの関係者から話

を聞くと同時に，業務の実際と施設を見学する。また，これにもとづき，参加者相互で意見交換を行う。一方，実務については，写

真撮影，動画撮影と編集，資料・作品の取り扱いなどについて基本的な知識と技術技能を学ぶ。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ふだんから意識的にさまざまな博物館，美術館を訪ねることが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(70%)/レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

追って，実習前に別途指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

見学実習については，事前に指定された図書を読んでレポートを提出する。また事後にも実習の成果についてレポートを提出す

る。詳細は，追って指示する。 

 

注意事項（Notice） 
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■GB243 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GB243／博物館実習（館園実習） 

(Practical Training in Museums) 

担当者名 

（Instructor） 

川口 幸也(KAWAGUCHI YUKIYA) 

奈須 恵子(NASU KEIKO) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full Year Others) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CEM3820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
「その他」登録科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

博物館学課程の最終的な仕上げとして，博物館での実習を通して多様な博物館の姿と業務の実際を知り，実践的な能力を身に

つける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

事前講義と実習（1～2 週間），実習報告などによって構成される。 

 

授業計画（Course Schedule） 

大学で事前講義を受けた後，各自が選んだ実習先の博物館等で，1～2 週間にわたって，指示されたプログラムにしたがって実

習を行う。実習終了後，実習報告を提出する。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ふだんから意識して博物館，美術館を訪ねるとともに，指示された文献を中心に関連の図書を読んでおくことが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(70%)/レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

追って指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

事後にレポートを提出する。詳細は，追って指示する。 

 

注意事項（Notice） 
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■GB251 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GB251／日本文化史１ 

(Cultural History of Japan 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本美術史の流れ 

担当者名 

（Instructor） 
石田 佳也(ISHIDA YOSHIYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CEM1900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本美術史における主要作品や画家に関する基本事項を学びながら，とくに近世の絵画史に関して理解を深める。絵画のみな

らず工芸など様々な作品と比較しながら，日本美術史の概要を把握する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本の美術史の流れを確認しつつ，毎回特定の画家や作品を選び，描かれた主題を中心に詳しく紹介する。美術史にとどまらず

広く日本文化史の中での位置づけや意義を検討する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本美術の基礎知識（基本用語解説） 

2. 日本絵画の画面形式と技法（屏風など） 

3. 日本絵画の画面形式と技法（絵巻など） 

4. 日本絵画の画家と流派（狩野派，長谷川派，琳派など） 

5. 日本絵画の画家と流派（狩野派，長谷川派，琳派など） 

6. 日本絵画の画家と流派（狩野派，長谷川派，琳派など） 

7. 日本絵画の主題 山水図の概観 

8. 日本絵画の主題 山水図の概観 

9. 日本絵画の主題 人物画の概観 

10. 日本絵画の主題 人物画の概観 

11. 日本絵画の主題 花鳥画・動物画の概観 

12. 日本絵画の主題 花鳥画・動物画の概観 

13. 日本絵画の主題 花鳥画・動物画の概観 

14. 日本絵画の流れ 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回授業中に参考文献を紹介する。また適宜，鑑賞すべき展覧会を紹介する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/リアクションペーパー(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業中に随時指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■GB253 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GB253／考古学１ 

(Archaeology 1) 

担当者名 

（Instructor） 
高橋 裕子(TAKAHASHI YUKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CEM1900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

考古学に関する概念や研究方法，資料の扱い方を学ぶことにより，学芸員として必要な考古学の基礎知識を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

最初に，考古学の基本となる概念や年代測定法などを学ぶ。その上で，初期人類や日本考古学に関する研究史や概説，世界の

考古学について論じる。講義が中心ではあるが，グループでのディスカッションも行う。また縄文時代に関しては，縄文土器の原

体の作成や土器の拓本なども行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：考古学とは何か 

2. 考古学の基本理念：型式学，層位学，年代測定法 

3. 初期人類史：アフリカにおける人類の誕生と世界各地への拡散 

4. 研究史：日本考古学の誕生と発展 

5. 日本考古学概説（１）旧石器時代 

6. 日本考古学概説（２）縄文時代（縄文土器と文様、原体作成） 

7. 日本考古学概説（３）縄文時代（生活と社会） 

8. 日本考古学概説（４）弥生時代 

9. 日本考古学概説（５）古墳時代 

10. 世界の考古学（１）ギリシア考古学概説 

11. 世界の考古学（２）ミケーネ時代の交易と地中海 

12. 世界の考古学（３）文化財返還問題 

13. 実習：土器の拓本など 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

参考文献を授業時に指示するので，それらを精読してください。また，博物館に足を運んで，実際の遺物を見ることを心がけてく

ださい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/授業中の提出物(20%)/レポートまたは発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 169 - 

■GB255 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GB255／美術史１ 

(History of Arts 1) 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 真実子(SATO MAMIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CEM1900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

西洋を中心とした 15 世紀から現代までの美術の変遷をたどり，基礎的な知識を修得するとともに，作品を多角的に考察し，自ら

の言葉で語ることができるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では，15 世紀から現代にいたる主に西洋の代表的な美術作品を取り上げ，その造形的特徴や芸術家の活動，および各

時代の社会的・政治的・文化的背景に関して論じながら，作品を言葉で説明する方法（ディスクリプション）を解説する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：講義の趣旨説明 

2. 初期ルネサンス 

3. 盛期ルネサンス 

4. マニエリスム，バロック 

5. ロココ，新古典主義，ロマン主義 

6. レアリスム，印象派 

7. 版画というジャンル：西洋における版画の変遷/浮世絵とジャポニスム 

8. ポスト印象派，象徴主義，世紀末芸術 

9. フォーヴィスム，キュビスム，ドイツ表現主義 

10. ダダ，シュルレアリスム 

11. 戦後アメリカ美術，フォーク・アート 

12. アール・ブリュット，アウトサイダー・アート 

13. 2000 年代以降の美術「作品」 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・参考文献および授業中に指示する書籍を読み，授業で取り上げた作品について復習を行うこと。 

・授業内で紹介する展覧会をはじめ，都内の博物館，美術館の展覧会を見学することが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/出席とリアクションペーパー(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 小佐野重利，小池寿子，三浦篤編、2016-17、『西洋美術の歴史』4-8 巻、中央公論新社 

2. 高階秀爾監修、2002、『増補新装 カラー版 西洋美術史』、美術出版社 

3. 1992-96、『世界美術大全集 西洋篇』11-28 巻、小学館 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・授業の中で，都内の美術館で展覧会見学を行う場合がある。日程等については，授業開始後に調整を行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■GB257 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GB257／民俗学１ 

(Folklore 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
受け継がれてきた生活文化へのアプローチ 

担当者名 

（Instructor） 
青木 俊也(AOKI TOSHIYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CEM1900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学芸員として必要とされる民俗学の基礎的な知識を得る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

民俗学の概説。家族生活と住まい、人の一生などの学生自身の身近な事象や、ムラの生活、生業、祭りなどのかつての日常生

活の事象を通して、私たちに受け継がれてきた生活文化である民俗について考える。さらに博物館における民俗学の姿を資料収

集と展示などの実例を示すとともに、現在の博物館における民俗学の役割、可能性として、小学校と連携した展示や高齢者など

の認知症予防のための回想法における民俗資料の活用も考えていきたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. この講義「民俗学」の概要を示す 

2. 民俗学とはどのような学問であるのかを考える 

3. 民俗学の可能性を考える あるく民俗 

4. 家族生活と住まいの民俗① 農村の家族 

5. 家族生活と住まいの民俗② 団地の家族 

6. 人の一生の民俗① 誕生 

7. 人の一生の民俗② 結婚 

8. 人の一生の民俗③ 葬送 

9. ムラの民俗① ムラの空間 

10. ムラの民俗② ムラの社会と生業 

11. 信仰の民俗① 祭りと年中行事  

12. 信仰の民俗②   富士講の民俗（映像資料を題材として） 

13. 博物館の民俗学の可能性  学習資料展「昔のくらし探検」と回想法 

14. 博物館の民俗学 資料の収集と展示（講義のまとめ） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前の予習として、講義（レジュメ）で取り上げる人生儀礼などの自身が経験した行事を認識し直すことも有益である。また、事後

の復習として講義で紹介する関連の展示図録などを学習することも講義内容の理解を得るために有益である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/コメントシート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

課題テーマ毎にテキストとしてレジュメプリントを配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 谷口貢ほか編、2006、『民俗学講義―生活文化へのアプローチ』、八千代出版 

2. 福田アジオ編、2015、『知って役立つ民俗学―現代社会への 40 の扉』、ミネルヴァ書房 

3. 青木俊也、2013、『あるく民俗・あるく展示』、御茶の水書房 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業形態について 

レジュメプリントを中心に板書で補って講義する。必要に応じて写真、映像資料を使用する。 

課題に対するフィードバックについて 

リアクションペーパーに対して次回授業時にフィードバックする。 

 

注意事項（Notice） 
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■GB259 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GB259／博物館論演習 

(Seminar on Museum Studies) 

担当者名 

（Instructor） 
川口 幸也(KAWAGUCHI YUKIYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CEM3910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

博物館、美術館、水族館、動物園等を含む内外のミュージアムを採りあげ、それぞれの時代背景を踏まえながら、多様な側面か

らその意義について検討し、ミュージアムに関する考察を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

(1) はじめの何回かは、指定したテキストを読んで、参加者が全員で議論する。テキストは事前に配布する。 

(2） 次に、参加者が一人ずつ個別、もしくは複数のミュージアムを採りあげて、その展示やコレクションなどに 

   ついて具体的に問題を提示し、それぞれのミュージアムの歴史的意義や政治性について、全員で議論す 

   る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション―ミュージアム、かたりの政治学 

2. テキストに基づいて議論する。 

3. テキストに基づいて議論する。 

4. 参加者の発表に基づく討論 

5. 参加者の発表に基づく討論 

6. 参加者の発表に基づく討論 

7. 参加者の発表に基づく討論 

8. 参加者の発表に基づく討論 

9. 参加者の発表に基づく討論 

10. 参加者の発表に基づく討論 

11. 参加者の発表に基づく討論 

12. 参加者の発表に基づく討論 

13. 参加者の発表に基づく討論 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ふだんからミュージアムに関心を持ち、実際に展覧会を訪ねて、展示品だけでなく、展示の設備やしかけ、また建築、周囲の環境

にも意識的に目を向けてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参画度(70%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

随時指示します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 木下直之、1993、『展示という見世物』、平凡社 

2. ピエール・ブルデュ―(山下雅之訳）、1994、『美術愛好―ヨーロッパの美術館と観衆』、木鐸社 

3. 松宮秀治、2003、『ミュージアムの思想』、白水社 

4. ジェイムズ・クリフォード(太田好信ほか訳）、2003、『文化の窮状』、人文書院 

5. キャロル・ダンカン(川口幸也訳）、2011、『美術館という幻想―儀礼と権力』、水声社 

6. 川口幸也、2009、『展示の政治学』、水声社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■GC310 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GC310／図書館実習 

(Library Practicum) 

担当者名 

（Instructor） 

中村 百合子(NAKAMURA YURIKO) 

ハモンド，Ｅ．(HAMMOND,ELLEN) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full Year Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CEL4420 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
自動登録科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

司書課程図書館司書コースにおける図書館情報学の講義や演習で学んだ知識を，図書館現場における実際の仕事のなかで相

互に結びあわせ，理解を深める。また，各人が自らの司書としての可能性について考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

原則として，2018 年の 8 月から 10 月の間に，2 週間にわたり，図書館現場において実習を行う。履修生全員が集まり，いっしょ

に実習のための事前準備を行い，事後の振り返りを行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

以下で構成する。 

 事前指導 2 回： 昨年度中に第 1 回は実施した。事前指導第 2 回は 2018 年 6 月 9 日（土）13:15～16:00 を予定している。 

 図書館実習： 原則として，2018 年 8 月から 10 月の間に 2 週間 

 事後指導 1 回： 2018年 11月 10 日（土）13:15～16:00 を予定している。 

 なお，事前指導，事後指導の時間は終了時刻が若干遅くなる場合がある（最長 30 分）。 

 日時と場所については，2018年度の履修要項に示されるものが最終決定なので，必ず履修要項を確認のこと。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

先修科目が定められているので，履修要項を確認のこと。 

事前指導 Iに参加していない者は，この科目を履修することはできない。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

事前指導 Iおよび II，事後指導への参加と学習態度，実習館からの評価，実習記録・その他の提出物を総合的に評価する。

(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

以下に該当する場合は，単位を認めない。  

・事前指導 Iおよび II，事後指導，図書館実習のいずれか 1 つでも，無断で遅刻・早退・欠席した場合  

・図書館実習に関わる提出物の 1 点でも，期限内に提出しなかった場合 

 

注意事項（Notice） 
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■GC350 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GC350／図書館実習（司書教諭） 

(Library Practicum (Teacher-librarian)) 

担当者名 

（Instructor） 

中村 百合子(NAKAMURA YURIKO) 

ハモンド，Ｅ．(HAMMOND,ELLEN) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full Year Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CES4420 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
自動登録科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

司書課程学校図書館司書教諭コースにおける図書館情報学の講義や演習で学んだ知識を，学校図書館現場における実際の仕

事のなかで相互に結びあわせ，理解を深める。また，各人が自らの司書教諭としての可能性について考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

原則として，2018 年の 8 月から 10 月の間に，2 週間にわたり，学校図書館現場において実習を行う。図書館司書コースの実習

参加者とともに履修生全員が集まり，いっしょに実習のための事前準備を行い，事後の振り返りを行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

以下で構成する。 

 事前指導 2 回： 昨年度中に第 1 回は実施した。事前指導第 2 回は 2018 年 6 月 9 日（土）13:15～16:00 を予定している。 

 図書館実習： 原則として，2018 年 8 月から 10 月の間に 2 週間 

 事後指導 1 回： 2018年 11月 10 日（土）13:15～16:00 を予定している。 

 なお，事前指導，事後指導の時間は終了時刻が若干遅くなる場合がある（最長 30 分）。 

 日時と場所については，2018年度の履修要項に示されるものが最終決定なので，必ず履修要項を確認のこと。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

学校図書館司書教諭コースの「図書館実習」では，学校図書館以外の館種に実習に行くことはできない。 

先修科目が定められているので，履修要項を確認のこと。 

事前指導 Iに参加していない者は，この科目を履修することはできない。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

事前指導 Iおよび II，事後指導への参加と学習態度，実習館からの評価，実習記録・その他の提出物を総合的に評価する。

(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

以下に該当する場合は，単位を認めない。  

・事前指導 Iおよび II，事後指導，図書館実習のいずれか 1 つでも，無断で遅刻・早退・欠席した場合  

・図書館実習に関わる提出物の 1 点でも，期限内に提出しなかった場合 

 

注意事項（Notice） 
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■GC351 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GC351／学校経営と学校図書館 

(School Administration and School Libraries) 

担当者名 

（Instructor） 
中村 百合子(NAKAMURA YURIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CES2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教育，学校教育，学校経営といった観点から，学校図書館と司書教諭について考える。また，学校図書館に関わる基礎的な理論

を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎授業時，事前に教科書の当該章を読んでくることを宿題とし，意見を表明することを求める。また，各授業について，履修生か

ら 1 名の担当者（進行役）を決めて実施する。全面的に，学生の主体的な授業参加を期待する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の概要説明 

第 1 章  司書教諭になるための学習 

2. 第 2 章  福島第一原子力発電所事故後の世界と新しい知的社会 

3. 第 3 章  これからの学校教育とあるべき学びの形 

4. 第 4 章  メディアと人間の循環 

5. 第 5 章  学校の中の図書館 

6. 第 6 章  学校図書館の歴史（アメリカ） 

7. 第 7 章  学校図書館の歴史（日本） 

8. 第 8 章  日本の学校図書館の現状 

9. 第 9 章  学校図書館の目的と機能 

10. 第 10 章 学校図書館の図書館サービス 

第 11 章 学校図書館の教育活動 

11. 第 12 章 学校図書館の担当者 

第 13 章 学校図書館のマネジメント 

12. 第 14 章 学校図書館の設計 

（ゲストスピーカーによるお話を予定） 

13. 最終テスト 

14. テストの返却 

第 15 章 学校図書館研究と学校図書館の発展 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

学校図書館司書教諭コースで最初に履修して欲しい科目である。 

初回授業には必ず出席のこと。またこのとき，教科書の第 1 章を読んでくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への出席と積極的参加(40%)/宿題（教科書を事前に読んでくる）(30%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 中村百合子編著、2015、『学校経営と学校図書館』、樹村房 (ISBN:978-4-88367-251-6) 

教科書は，必ず毎授業時，持参のこと。 

 

参考文献（Readings） 

1. 全国学校図書館協議会編、2012、『学校図書館・司書教諭講習資料 第 7 版』、全国学校図書館協議会 (ISBN:978-

4793300875) 

初回の授業で示す。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

図書館実習で，学校図書館での実習を希望する者は，事前に必ず履修すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■GC352 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GC352／学習指導と学校図書館 

(Teaching,Guidance,and School Libraries) 

担当者名 

（Instructor） 
青山 比呂乃(AOYAMA HIRONO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CES3100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学習と教授における各種メディアと図書館の効果的な活用，学校におけるそれらの整備と関連の図書館サービスの提供につい

て理解を深める。そして，そうした教育活動を行うための基礎力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各種メディアと図書館とを活用した小学生，中学生または高校生のレポート作成とプレゼンテーションのシミュレーション模擬授業

を行い，クラスで検討する。その活動をとおして，授業の設計と実施について，司書教諭として教員らと協働するための基礎力を

養う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の概要説明 中学生のプレゼンテーション例示 

各種電子資料の利用法紹介 

2. カリキュラム，現行学習指導要領と学校図書館 

模擬授業シミュレーションとしてのプレゼンテーションとレポート作成の説明 

3. 図書及び図書館利用指導から情報リテラシーの育成と探究学習へ 

4. 学校図書館見学会（学外で平日に実施予定） 

5. 情報活用のプロセス・モデルの指導法 1) 実際の学校図書館の様子から（見学会の振り返り） 

6. 情報活用のプロセス・モデルの指導法 2) Big6，Focus on inquiry 

7. 情報活用のプロセス・モデルの指導法 3) 相互評価の問題 

8. プレゼンテーション発表の模擬授業 1) 相互評価とディスカッション含む 

9. プレゼンテーション発表の模擬授業 2) 

10. 学習の新しい評価方法：フォーマティブ・アセスメント 

11. 生徒としてのレポート提出とピアチェック 

12. 探究型学習の順序と効果に関するディスカッション（発表） 

学期末レポート提出 

13. 最終テスト 

14. テストの答え合わせ，ふりかえりとまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 学校図書館司書教諭コースの学びの総まとめとなる科目である。これを履修するまでに，他の司書教諭コースの科目をすべて

修得済であることが望ましい。 

 受講生の人数によって，授業計画は調整する。 

授業中も，PCを利用したプレゼン・レポート作成と発表を行うが，シミュレーション授業としてのプレゼンテーション・レポート作成

は時間外の作業が必要。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への出席と積極的参加(10%)/模擬授業としてのプレゼンテーションとレポート(30%)/第 12 回の授業時の発表(10%)/学期末レ

ポート(10%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

最終テストは，テキストの内容について行う。電子資料以外持ち込み可。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 堀川照代編、2002、『学習指導と学校図書館』、樹村房 (ISBN:978-4883670925) 

2. 斎藤泰則編集、2016、『学習指導と学校図書館』、樹村房 (ISBN:978-4-88367-253-0) 

教科書は試験のために必要。 

 

参考文献（Readings） 

1. 全国学校図書館協議会編、2012、『学習指導と学校図書館』、全国学校図書館協議会 (ISBN:978-4-7933-2244-0) 

初回の授業でさらに示す。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 

授業の進め方，学校図書館見学会の日程については初回の授業時に履修生と講師で相談の上，決定する。必ず出席のこと。 
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■GC353 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GC353／読書と豊かな人間性 

(Study of Reading and the Media Center) 

担当者名 

（Instructor） 
中山 美由紀(NAKAYAMA MIYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CES2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

司書教諭として行う児童・生徒への読書指導の意義と方法を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

読書の意義と，児童・生徒の発達と成長や学習とのかかわりを講義する。 

青少年の読書材と作家，子どもと本をつなぐ技術や指導方法を紹介するとともに，受講者にも読む，表現する営みを通しての理

解を促す。 

総合的に読書活動の推進者としての司書教諭の役割を討論も交えながら明らかにしていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要の説明 

これまでの読書生活を振り返る 

2. 子どもと本をつなぐ方法と活動 

3. 発達段階に応じた読書興味と読書指導 

4. 国語教科書にみるブックリストと読書活動 

5. 読書資料の種類と特性 

6. ブックリスト，パスファインダー 

7. 読書推進運動協議会の読書調査結果 

8. ロングセラーの作品と作家 

9. 自由読書と課題読書 

10. 読書における合理的配慮 

11. 読書推進に関する国の計画と施策 

12. 子どもを取り巻く読書環境 地域の読書推進の取り組み 

13. 学校における読書活動の計画 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

児童・生徒が読む作品を実際に読みこんで活動を行ってくること，配付した資料をあらかじめ読んでくること，振り返ることなど，必

要に応じて指示をする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/出席および授業態度(10%)/授業内で作成する課題作品(30%)/中間レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 神代浩／中山美由紀、2015、『学校図書館の可能性と挑戦』、悠光堂 (ISBN:9784906873517) 

2. 高桑弥須子、2011、『学校ブックトーク入門』、教文館 (ISBN:9784764273214) 

3. 桑田てるみ ほか、2012、『鍛えよう！読むチカラ』、明治書院 (ISBN:9784625580000) 

4. 世界とつながる子どもの本棚プロジェクト、2011、『多文化に出会うブックガイド』、読書工房 (ISBN:9784902666250) 

5. 野口武悟／成松一郎、2015、『多様性と出会う学校図書館』、読書工房 (ISBN:9784902666359) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

先生のための授業に役立つ学校図書館活用データベース 

http://www.u-gakugei.ac.jp/~schoolib/htdocs/ 

 

注意事項（Notice） 
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■GC354 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GC354／情報メディアの活用 

(Utilization of Information Media) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
メディアの背景をふまえた活用法 

担当者名 

（Instructor） 
小泉 世津子(KOIZUMI SETSUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CES2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

情報メディアの種類と特性を理解し，学校における ICT活用の基礎知識を身につける。また，日々新しく開発されていくコンテンツ

に対するリテラシーの感覚を磨き，目的に応じて，多様な情報メディアを適切に使い分けることができるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

放送とインターネット等，多様な情報メディアの特徴と課題，メディアリテラシーについて講義する。授業では，テレビ番組の制作

に長く携わってきた講師が，具体的なコンテンツを例にあげ，送り手が意図を持って制作したコンテンツの読み解き方を伝える。

あわせて，教師と学習者双方が，各々の需要にあったメディアの選択をし，有効なツールとして効果的に活用できるようになるた

めの手段を紹介する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション「メディアの今」 

2. 地球規模の放送とインターネットの連動 

3. 各マスメディアの特徴 

4. ニュース報道の現場 

5. コンテンツ制作の現場 

6. 世界の優れた教育コンテンツ 

7. 世界から何を受け取り，何を発信するか 

8. 心の教育とメディア 

9. 学校教育でのメディア活用 その１ 概要 

10. 学校教育でのメディア活用 その２ 実践 

11. デジタルアーカイブスの上手な利用法 

12. 著作権とは 

13. 学校における著作権教育のポイント 

14. 激変するメディアとリテラシー 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各テーマに関するインターネットでの資料検索等 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/授業への積極性(20%)/コメントカード(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

随時配付 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

NHK for School 他 

 

注意事項（Notice） 
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■GC361 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GC361／図書館制度・経営論 

(Library Management and Systems) 

担当者名 

（Instructor） 
内野 安彦(UCHINO YASUHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CEL2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

公共図書館を中心に図書館の役割、図書館の設置・運営に関する法律や諸制度を理解し、かつ、地域社会における図書館のあ

り方を理解することを目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

図書館はどのような制度に基づき設置・運営されているのかを学ぶ科目です。2 つの地方自治体の図書館での実務経験を基に、

法制度を始め、地方自治体における図書館の位置づけや財政の仕組みなどを講義します。併せて、出版流通の仕組み、地域社

会と図書館と関わりなども詳解し、図書館サービスの理念や図書館員の矜持を明らかにします。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 図書館制度の概観 

2. 日本国憲法、教育基本法、地方自治法等 

3. 図書館法 

4. 公共図書館以外の館種に関する法律 

5. 読書推進や活字文化等に関する法律 

6. 地方自治体の総合計画と図書館政策 

7. 図書館の公共性と評価 

8. 図書館資料と著作権 

9. 図書館の組織と職員 

10. 図書館の予算と財政の仕組み 

11. 出版文化と図書館の関係 

12. 全国の図書館サービスの実践例 

13. 図書館経営の多様化 

14. 図書館経営の現状と課題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

当科目で学んだことを、実際に公共図書館や大学図書館などの利用を通して学習を深めてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への出席と積極的参加(25%)/リアクションペーパー(25%)/課題(20%)/小テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 糸賀雅児・薬袋秀樹、2013、『図書館制度・経営論』、樹村房 (ISBN:978-4-88367-202-8) 

毎回、レジュメを配付します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 内野安彦、2014、『図書館長論の試み』、樹村房 (ISBN:978-4-88367-235-6) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■GC362 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GC362／図書館情報技術論 

(Library Information Technology) 

担当者名 

（Instructor） 
長谷川 豊祐(HASEGAWA TOYOHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CEL2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

図書館業務に必要とされる基礎的な情報技術を理解し，情報技術が，図書館の管理運営とサービスにどのように活用されている

のか説明できることを目標とします。情報技術の更なる展開と，情報技術における課題を明らかにし，その対応を示せることを目

指します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

図書館の管理運営において重要性を増している情報技術について，コンピュータ等の基礎，図書館業務システム，データベー

ス，検索エンジン，電子資料，コンピュータシステム等について学びます。理解を深めるためにグループワーク(GW)を行います。

第 1 回目では授業の進め方と成績評価方法について説明を行いますので，受講希望者は必ず出席してください。なお，授業計

画は学習進捗状況によって変更があり得ます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要の説明，情報技術と図書館 

2. コンピュータとネットワークの基礎 

3. 図書館における情報技術活用の現状(1) 

4. 図書館における情報技術活用の現状(2) 

5. インターネットによる情報発信 

6. 電子資料とデジタル化 

7. 情報検索とデータベース 

8. 図書館業務システム(1) 

9. 図書館業務システム(2) 

10. 図書館業務システム(3) 

11. コンピュータシステムの管理 

12. 最新の情報技術と図書館(1) 

13. 最新の情報技術と図書館(2) 

14. 授業まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

図書館を積極的に利用し，図書館における情報技術の活用について観察してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への出席と積極的参加(30%)/レポート(30%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

単位修得のためには 75％以上の出席と，授業中に指示するレポ－トの提出が必要です。参考文献は，授業中に適宜指示しま

す。 

 

テキスト（Textbooks） 

その都度配付します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

1)授業形態について： 

パワーポイントを使用した講義形式で，講義内容を補足するための映像や現物資料などを適宜活用する。授業最後のリアクショ

ンペーパーにより講義内容の理解を確認する。グループワークを適宜実施し授業成果を深める。授業資料は Blackboardに公開

する。  

2)課題へのフィードバック： 

理解確認を共有するため，リアクションペーパーの総括を次回授業開始時に行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■GC363 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GC363／図書館サービス概論 

(Introduction to Library Services) 

担当者名 

（Instructor） 
藤井 信栄(FUJII NOBUE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CEL1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

図書館とそのサービスの存在意義を理解する。 現在及び今後の図書館の在り方について、自分自身の考え・意見を述べること

が出来るようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

図書館サービスの意義理念、種類と方法、利用者別サービス、協力連携、海外の図書館サービス等について学習し、その内容

に対するディスカッションを行い、ディスカッション結果や感想の発表を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の概要 

2. 図書館・情報サービスのマネジメント 

3. 海外の図書館サービス 

4. 図書館サービスの意義、理念 

5. 図書館サービスの種類 

6. 多文化サービス 

7. 小テスト 

8. ITを利用した図書館サービス 

9. 特徴のある図書館サービス（医療情報サービス等） 

10. 図書館サービスにおける著作権の配慮 

11. 図書館サービスとコミュニケーション（接遇、広報） 

12. “わたしが作りたい図書館”についてのグループディスカッション及び発表資料作成 

13. 発表・発表内容講評 

14. Global に活躍すること 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

公共図書館、大学図書館等で図書館サービスを体験してください。その他の授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて

別途指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(40%)/小テスト(20%)/発表資料と発表内容(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント配布 

 

参考文献（Readings） 

1. 宮部 頼子、2012、『図書館サービス概論 (現代図書館情報学シリーズ) 』、樹村房 (ISBN:978-4883672042) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■GC364 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GC364／情報サービス論 

(Study of Library services) 

担当者名 

（Instructor） 
ハモンド，Ｅ．(HAMMOND,ELLEN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CEL2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

図書館における様々な情報サービスの知識を深めるのが目的である。 

１）レファレンスサービスを主として、情報サービスの意義やその過去と将来を把握する。 

２）情報サービスの計画、方法、管理、評価、そして倫理を理解する。 

３）各種の媒体による情報源の特質、利用法、評価方法を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

図書館における情報サービスの種類（レファレンスサービス、レフェラルサービス、利用者教育、発信型情報サービス、等）を紹介

する。レファレンスモデルとレファレンスプロセスを紹介する上で、レファレンスサービスの利用者の多様性、経営問題、冊子体・

電子体の情報資源を考える。情報サービスの広報活動と評価も考慮に入れる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 情報サービスの概要 

2. 情報サービスの種類 

3. 図書館、利用者の多様性と情報サービス 

4. レファレンス＆レフェラルサービスのモデル 

5. レファレンスプロセス 1（利用者のニーズの理解） 

6. レファレンスプロセス 2（情報の検索と回答） 

7. レファレンスプロセス 3（サービスの目的、専門的倫理、評価方法等） 

8. レファレンスサービスの動向（大学図書館、公共図書館、専門図書館） 

9. レファレンスサービスの経営 

10. レファレンス情報源：特質と評価 

11. 発信型情報サービス（ウエブサイト、SNS、パスファインダー、支援サービス等） 

12. 利用者教育（1）（「情報リテラシー」の方法論も含む） 

13. 利用者教育（2）（公共図書館の場合） 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必ず、受講前にテキストの関連する章・節を読んでおく 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/小テスト（３回）(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 山崎久道 編、2012、『情報サービス論 (現代図書館情報学シリーズ 5)』、樹村房 (ISBN:978-4883672059) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業内にできるだけグループワークを行う。 

 

注意事項（Notice） 

この科目の単位修得が秋学期「情報サービス演習 1」及び「情報サービス演習 2」履修の必須条件となる。 
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■GC365 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GC365／児童サービス論（Ａ） 

(Study of Children's Services(A)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
公立図書館での子どもを対象とする各種サ－ビス 

担当者名 

（Instructor） 
汐崎 順子(SHIOZAKI JUNKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CEL2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
「児童サービス論（Ｂ）」と同一科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

子どもを対象とする公立図書館の児童サービスの意義と目的を理解する。 

図書館で提供する児童資料の知識，子どもと本を結びつける技術を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

子どもに本を提供する基本的な機関である公立図書館における児童サ－ビスを中心に講義をする。まず社会における児童サー

ビスの位置づけ，児童図書館員の役割と専門性について概説する。次に様々な分野の児童資料を紹介し，平行して受講生にも

「読む・比較する・評価する」作業を求める。図書館現場での実践力を身につけることを目的に，全員が絵本の読み聞かせ，もしく

はブックトークを行うことを必須課題とする（発表内容は受講生の人数で判断する）。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・概説：児童サービスの意義と位置づけ/子どもと読書，子どもの発達段階と読書能力，読書興味  

＊初回に第 1 回レポートを提示します。 

2. 児童サービスの歴史，児童図書館員の専門性 /（演習 1：読み聞かせ・ブックトーク等） 

3. 児童室の環境整備，企画と運営，広報活動等 /（演習 2) 

4. 児童サービスの実際（1）：フロアワーク，カウンターワーク，レファレンスサービス/読み聞かせ，ストーリーテリング，ブックト

ーク /（演習 3） 

5. 児童サービスの実際（2）：科学遊び，アニマシオン，手遊び･わらべ唄 /（演習 4） 

6. レポート 1 に基づくグループ・ディスカッションと発表 

7. 児童資料の種類と特性，選書，蔵書構成，組織化等 /（演習 5） 

＊この回に第 2 回レポートを提示します。 

8. 児童資料の実際（1）：絵本 /（演習 6） 

9. 児童資料の実際（2）：幼年文学，児童文学 /（演習 7） 

10. 児童資料の実際（3）：口承文学（神話・伝説・昔話），詩，YA文学 /（演習 8） 

11. 児童資料の実際（4）：知識の本，図書以外の資料 /（演習 9） 

12. レポート 2 に基づくグループ・ディスカッションと発表 

13. 児童サービスの広がり：乳幼児サービス，YAサービス/家庭および関連諸機関との連携協力，各読書推進活動と児童サー

ビス 

14. 授業まとめ・児童サービスの課題と展望・授業内小テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回に配付する授業スケジュ－ルおよび各回の配付資料で授業内容を深めるための復習と予習について指示する。 

各回の発表者は，担当する児童書について事前に調べ，所定の様式でレポ－トを提出すること。各レポート提出日にグループ・

ディスカッションを実施する。必ず参加すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/出席および授業参加度（ディスカッションへの参加,リアクションペーパーの提出などを含む）(20%)/授

業内での課題発表(20%)/レポ－ト(30%) 

単位修得のためには 75％以上の出席，指示する発表の実践，レポ－ト提出を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 松岡享子、2015、『子どもと本』、岩波書店 (ISBN:978-4-00-431533-9) 

 

参考文献（Readings） 

1. 汐崎順子、2007、『児童サービスの歴史－戦後日本の公立図書館における児童サービスの発展』、創元社 (ISBN:978-4-422-

12036-2) 

2. 日本図書館協会児童青少年委員会，児童サービス編集委員会、2011、『児童図書館サービス 1：運営・サービス論』、日本図

書館協会 (ISBN:978-4-8204-1106-2) 
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3. 日本図書館協会児童青少年委員会，児童サービス編集委員会、2011、『児童図書館サービス 2：児童資料・資料組織論』、日

本図書館協会 (ISBN:978-4-8204-1107-9) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

履修希望者は，初回授業に必ず出席すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■GC366 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GC366／児童サービス論（Ｂ） 

(Study of Children's Services(B)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
公立図書館での子どもを対象とする各種サ－ビス 

担当者名 

（Instructor） 
汐崎 順子(SHIOZAKI JUNKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CEL2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
「児童サービス論（Ａ）」と同一科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

子どもを対象とする公立図書館の児童サービスの意義と目的を理解する。 

図書館で提供する児童資料の知識，子どもと本を結びつける技術を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

子どもに本を提供する基本的な機関である公立図書館における児童サ－ビスを中心に講義をする。まず社会における児童サー

ビスの位置づけ，児童図書館員の役割と専門性について概説する。次に様々な分野の児童資料を紹介し，平行して受講生にも

「読む・比較する・評価する」作業を求める。図書館現場での実践力を身につけることを目的に，全員が絵本の読み聞かせ，もしく

はブックトークを行うことを必須課題とする（発表内容は受講生の人数で判断する）。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・概説：児童サービスの意義と位置づけ/子どもと読書，子どもの発達段階と読書能力，読書興味  

＊初回に第 1 回レポートを提示します。 

2. 児童サービスの歴史，児童図書館員の専門性 /（演習 1：読み聞かせ・ブックトーク等） 

3. 児童室の環境整備，企画と運営，広報活動等 /（演習 2) 

4. 児童サービスの実際（1）：フロアワーク，カウンターワーク，レファレンスサービス/読み聞かせ，ストーリーテリング，ブックト

ーク /（演習 3） 

5. 児童サービスの実際（2）：科学遊び，アニマシオン，手遊び･わらべ唄 /（演習 4） 

6. レポート 1 に基づくグループ・ディスカッションと発表 

7. 児童資料の種類と特性，選書，蔵書構成，組織化等 /（演習 5） 

＊この回に第 2 回レポートを提示します。 

8. 児童資料の実際（1）：絵本 /（演習 6） 

9. 児童資料の実際（2）：幼年文学，児童文学 /（演習 7） 

10. 児童資料の実際（3）：口承文学（神話・伝説・昔話），詩，YA文学 /（演習 8） 

11. 児童資料の実際（4）：知識の本，図書以外の資料 /（演習 9） 

12. レポート 2 に基づくグループ・ディスカッションと発表 

13. 児童サービスの広がり：乳幼児サービス，YAサービス/家庭および関連諸機関との連携協力，各読書推進活動と児童サー

ビス 

14. 授業まとめ・児童サービスの課題と展望・授業内小テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回に配付する授業スケジュ－ルおよび各回の配付資料で授業内容を深めるための復習と予習について指示する。 

各回の発表者は，担当する児童書について事前に調べ，所定の様式でレポ－トを提出すること。各レポート提出日にグループ・

ディスカッションを実施する。必ず参加すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/出席および授業参加度（ディスカッションへの参加,リアクションペーパーの提出などを含む）(20%)/授

業内での課題発表(20%)/レポ－ト(30%) 

単位修得のためには 75％以上の出席，指示する発表の実践，レポ－ト提出を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 松岡享子、2015、『子どもと本』、岩波書店 (ISBN:978-4-00-431533-9) 

 

参考文献（Readings） 

1. 汐崎順子、2007、『児童サービスの歴史－戦後日本の公立図書館における児童サービスの発展』、創元社 (ISBN:978-4-422-

12036-2) 

2. 日本図書館協会児童青少年委員会，児童サービス編集委員会、2011、『児童図書館サービス 1：運営・サービス論』、日本図

書館協会 (ISBN:978-4-8204-1106-2) 
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3. 日本図書館協会児童青少年委員会，児童サービス編集委員会、2011、『児童図書館サービス 2：児童資料・資料組織論』、日

本図書館協会 (ISBN:978-4-8204-1107-9) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

履修希望者は，初回授業に必ず出席すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■GC367 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GC367／情報サービス演習１（Ａ） 

(Practice of Information Service 1(A)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ネットワークとデータベースを活用した情報探索 

担当者名 

（Instructor） 
海野 敏(UMINO BIN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CEL3110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「その他」登録科目 

「情報サービス演習１（Ｂ）」と同一科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

いまや情報検索は日常的な行為であるが，図書館員（司書）は，一般利用者よりはるかに専門的な情報検索の知識と技能を身

につけていなければならない。本授業では，コンピュータ上に蓄積された膨大な情報の中から，ネットワークを利用して，図書館

利用者の要求を満たす情報を迅速・的確・効率的に検索するための実践的技術を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業は毎回，前半で講義，後半で実習を行う。講義では，情報検索の基礎知識と初歩的な理論，データベースと情報検索システ

ムの基本的な仕組みなどを説明する。実習では，オンラインデータベース，ウェブで利用可能な無料検索システムなどを用いて，

実際に検索を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の概要説明および導入 

2. 情報検索と情報要求の 3 つのタイプ 

3. 情報検索の一般的手法 

4. 特別講義：立教大学図書館 OPACの使い方 

5. データベースの基礎知識 

6. 索引語(1)：語彙統制 

7. 索引語(2)：件名標目表とシソーラス 

8. 文献検索サービス 

9. インターネット検索(1)：WWW とサーチエンジン 

10. インターネット検索(2)：ウェブ情報の信頼性の判定 

11. 情報検索の評価 

12. 情報検索の現在と未来(1)：新しいアクセスポイント 

13. 情報検索の現在と未来(2)：情報探索空間としてのインターネット 

14. 小テストおよび解説 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 授業時間外の学習に関する指示は，必要に応じて別途指示する。また，予習・復習のための授業用ホームページを公開する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート４回(60%)/最終テスト(Final Test)(25%)/出席および授業参加度(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。毎回プリントを配付し，さらに授業用ホームページで資料紹介や情報提供を行う。 

 

参考文献（Readings） 

授業中および授業用ホームページで適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

履修に際しては、司書課程 Blackboard で詳細を確認のこと。 

春学期「情報サービス論」を修得済の者対象。 
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■GC368 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GC368／情報サービス演習１（Ｂ） 

(Practice of Information Service 1(B)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ネットワークとデータベースを活用した情報探索 

担当者名 

（Instructor） 
海野 敏(UMINO BIN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CEL3110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「その他」登録科目 

「情報サービス演習１（Ａ）」と同一科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

いまや情報検索は日常的な行為であるが，図書館員（司書）は，一般利用者よりはるかに専門的な情報検索の知識と技能を身

につけていなければならない。本授業では，コンピュータ上に蓄積された膨大な情報の中から，ネットワークを利用して，図書館

利用者の要求を満たす情報を迅速・的確・効率的に検索するための実践的技術を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業は毎回，前半で講義，後半で実習を行う。講義では，情報検索の基礎知識と初歩的な理論，データベースと情報検索システ

ムの基本的な仕組みなどを説明する。実習では，オンラインデータベース，ウェブで利用可能な無料検索システムなどを用いて，

実際に検索を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の概要説明および導入 

2. 情報検索と情報要求の 3 つのタイプ 

3. 情報検索の一般的手法 

4. 特別講義：立教大学図書館 OPACの使い方 

5. データベースの基礎知識 

6. 索引語(1)：語彙統制 

7. 索引語(2)：件名標目表とシソーラス 

8. 文献検索サービス 

9. インターネット検索(1)：WWW とサーチエンジン 

10. インターネット検索(2)：ウェブ情報の信頼性の判定 

11. 情報検索の評価 

12. 情報検索の現在と未来(1)：新しいアクセスポイント 

13. 情報検索の現在と未来(2)：情報探索空間としてのインターネット 

14. 小テストおよび解説 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 授業時間外の学習に関する指示は，必要に応じて別途指示する。また，予習・復習のための授業用ホームページを公開する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート４回(60%)/最終テスト(Final Test)(25%)/出席および授業参加度(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。毎回プリントを配付し，さらに授業用ホームページで資料紹介や情報提供を行う。 

 

参考文献（Readings） 

授業中および授業用ホームページで適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

履修に際しては、司書課程 Blackboard で詳細を確認のこと。 

春学期「情報サービス論」を修得済の者対象。 
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■GC369 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GC369／情報サービス演習２（Ａ） 

(Practice of Information Service 2(A)) 

担当者名 

（Instructor） 
ハモンド，Ｅ．(HAMMOND,ELLEN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CEL3110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「その他」登録科目 

「情報サービス演習２（Ｂ）」と同一科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各種の情報源についての知識を深め、情報サービスの演習を行う。レファレンス質問に対する回答実践の他、利用者教育の演

習や発信型活動の計画をし、理論と実践を結び付ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「情報サービス論」の基礎知識を基にレファレンス・ツールの評価と利用法、レファレンス質問に対する情報検索と回答を演習す

る。情報サービス提供の根本的な目標としての利用者教育を計画的に行う方法も考慮に入れる。更に発信型サービスの可能性

を考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業説明 

2. レファレンスの質問内容理解（レファレンス・インタービュー） 

3. レファレンス・ツールの知識（1） 

4. レファレンス・ツールの知識（2） 

5. レファレンス・ツールの知識（3） 

6. レファレンス・ツールの知識（4） 

7. レファレンス質問・回答演習（1） 

8. レファレンス質問・回答演習（2） 

9. レファレンス質問・回答演習（3） 

10. レファレンス質問・回答演習（4） 

11. レファレンス・サービスの中の利用者教育（1） 

12. レファレンス・サービスの中の利用者教育（2） 

13. 図書館の発信型サービス 

14. 最終テスト及び解説 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

グループワークをする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/レファレンス・ツールの評価演習(40%)/レファレンス質問・回答演習(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

テキストの代わりに、プリントを配付する。 

 

注意事項（Notice） 

履修に際しては、司書課程 Blackboard で詳細を確認のこと。 

春学期「情報サービス論」を修得済の者対象。 
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■GC370 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GC370／情報サービス演習２（Ｂ） 

(Practice of Information Service 2(B)) 

担当者名 

（Instructor） 
ハモンド，Ｅ．(HAMMOND,ELLEN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CEL3110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「その他」登録科目 

「情報サービス演習２（Ａ）」と同一科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各種の情報源についての知識を深め、情報サービスの演習を行う。レファレンス質問に対する回答実践の他、利用者教育の演

習や発信型活動の計画をし、理論と実践を結び付ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「情報サービス論」の基礎知識を基にレファレンス・ツールの評価と利用法、レファレンス質問に対する情報検索と回答を演習す

る。情報サービス提供の根本的な目標としての利用者教育を計画的に行う方法も考慮に入れる。更に発信型サービスの可能性

を考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業説明 

2. レファレンスの質問内容理解（レファレンス・インタービュー） 

3. レファレンス・ツールの知識（1） 

4. レファレンス・ツールの知識（2） 

5. レファレンス・ツールの知識（3） 

6. レファレンス・ツールの知識（4） 

7. レファレンス質問・回答演習（1） 

8. レファレンス質問・回答演習（2） 

9. レファレンス質問・回答演習（3） 

10. レファレンス質問・回答演習（4） 

11. レファレンス・サービスの中の利用者教育（1） 

12. レファレンス・サービスの中の利用者教育（2） 

13. 図書館の発信型サービス 

14. 最終テスト及び解説 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

グループワークをする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/レファレンス・ツールの評価演習(40%)/レファレンス質問・回答演習(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

テキストの代わりに、プリントを配付する。 

 

注意事項（Notice） 

履修に際しては、司書課程 Blackboard で詳細を確認のこと。 

春学期「情報サービス論」を修得済の者対象。 
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■GC371 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GC371／図書館情報資源概論 

(Introduction to Library Information Resources) 

担当者名 

（Instructor） 
中村 百合子(NAKAMURA YURIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CEL1200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

図書館で収集・整理・保存・提供される図書館情報資源について総合的に理解することを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

図書館情報資源の種類，コレクション・マネジメントと資料選択の理論，出版流通などについて講義する。テストや課題で，知識の

定着，理解の深化をはかる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の概要説明 

2. 各種の情報伝達メディア（二次資料と一次資料；電子資料と印刷資料）と図書館コレクションの関係 

3. 何のための図書館コレクションか 

コレクション・マネジメント概説 

4. 図書選択の理論 1）価値論と要求論 

5. 図書選択の理論 2）選択者としての司書 

6. ニーズ把握 

コレクション評価 

コレクションの更新 

7. 日本の出版流通 

選書のための情報源 

8. 図書館のコレクション形成予算（事例検討） 

9. 地域資料 

行政資料 

灰色文献 

10. 電子書籍の現状 

11. 学生による図書館コレクション分析報告 

12. 各分野の情報資源の特性（人文・社会科学分野；科学技術分野；生活分野その他） 

13. 資料の受入・除籍・保存・管理（装備・補修・排架・展示・点検等） 

14. 小テストとまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への出席と積極的参加(20%)/リーディング課題 2 回(20%)/図書館コレクション分析レポート(40%)/小テスト(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

初回の授業時に示す。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回の授業は出席のこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■GC372 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GC372／情報資源組織論 

(Study of Organization of Information Resources) 

担当者名 

（Instructor） 
松山 巌(MATSUYAMA IWAO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CEL2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

司書課程の必修科目の一つである。情報資源の組織化の意義と内容を十分に理解し，説明することができ，また実際の組織化

業務に役立てられることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

図書館は情報資源（たとえば図書）を入手すると，タイトルや著者名といった書誌情報を一定のルール（目録規則）に基づいて，カ

ードに記入したり，コンピュータに入力して，目録を作成する｡また，情報資源の主題を分析して，記号や言葉で表す。これらのプ

ロセスを情報資源の組織化といい，情報を効果的に探すために欠かせない作業である｡本講ではその基礎知識を身につけ，情

報資源組織演習への足がかりとする｡ 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 情報資源組織とは何か：その意義と理論，既知資料検索と未知資料検索，書架分類法と目録法 

2. 目録法の基本的な考え方：カードと OPAC，識別機能と集中機能，基本記入と等価標目 

3. 目録規則，記述と標目，ISBD，エリアとエレメント 

4. NCR（日本目録規則）：その歴史と特徴，書誌階層 

5. 目録法の新しい動向：FRBR，RDA 

6. OPAC，書誌データ管理・検索システムの構築 

7. MARC と MARC フォーマット 

8. メタデータ，集中化・共同化による書誌データ作成，横断検索 

9. 主題組織法：意義と手法 

10. 分類法：分類の基本原理，図書館における分類法の意義・役割・機能，分類法を分類する，主題分析 

11. NDC（日本十進分類法）：概要，構成 

12. 分類規程，所在記号 

13. 語による主題組織法：自然語と統制語，シソーラス，件名標目表 

14. 書誌コントロール 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

日頃から図書館に通って，資料がどのように並べられているか，図書の背中のラベルには何が書いてあるか，また OPAC（検索

システム）ではどのような探し方が可能で，検索結果にはどのような情報が表示されているかなど，実際に組織化がどのように行

われているか，注意して見るようにしてください。 

なお，毎回の授業時間外の学習指示は，必要に応じて別途指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/授業内に行う小テスト(20%) 

原則として 2/3 以上の出席をしていない場合は，成績評価の対象としない。ただし，やむを得ない事情がある場合はこの限りで

はないので，授業担当者に相談されたい。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 田窪直規編著、2016、『改訂 情報資源組織論』、樹村房 (ISBN:978-4-88367-259-2) 

毎回プリントを配付し，プリントとテキストを参照しつつ，板書も併用して講義形式で行う。また，随時パソコンの画面をスクリーン

に投影するが，主としてウェブサイトの参照を中心とし，パワーポイントは使用しない予定である。また，補助的に Blackboardを使

用する可能性がある。 

リアクションペーパーは，出席カードの裏面を活用する（ただし，より多くの字数が必要な場合は別途配付することもあり得る）。内

容は次回の授業時に全員にプリントとして配付し，フィードバックを行いたいが，人数が多い場合は，全体的な講評と，一部の内

容（質問優先）に対する個別のコメントをもって代える。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 - 193 - 

★授業についての質問はいつでもメールで受け付けます。 

★授業中の私語，内職等に関しては厳しく対処します。 

★ほぼ毎回，NDC の第 2 次区分に関する小テストを行います。 

 

注意事項（Notice） 
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■GC373 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GC373／情報資源組織演習・分類（Ａ） 

(Practice of Organization of Information Resources(Classification)(A)) 

担当者名 

（Instructor） 
鴇田 拓哉(TOKITA TAKUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CEL3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「その他」登録科目 

「情報資源組織演習・分類（Ｂ）」と同一科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１．情報資源組織を支える主要なツールの概要および使用方法を理解する。 

２．ツールを利用した演習問題を通して，理論と実践の両側面から情報資源組織について理解する。 

３．１および２を通して身につけた知識を今後の自身の情報検索に生かせるようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

情報資源組織の具体的な事例として，書誌データの作成（目録作業），分類記号を付与する分類作業、件名を付与する件名作業

がある。これらの作業を支える主要なツール，具体的には『日本目録規則（NCR）』（1987 年版改訂３版）），『日本十進分類法

（NDC）』（新訂 10 版），『基本件名標目表（BSH）』（第４版）概要および使用法について講義する。そして，演習問題を解くことによ

って，理論と実践の両側面から情報資源組織に対する理解を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：情報資源組織とは，情報資源組織における目録作業，分類作業，件名作業の位置づけ 

2. NCR の概要および使い方，記録する際の基本となる決まり 

3. 図書を対象とした書誌的事項の記述（１）：タイトルと責任表示 

4. 図書を対象とした書誌的事項の記述（２）：版，出版・頒布等，形態 

5. 図書を対象とした書誌的事項の記述（３）：シリーズ，注記，ISBN 

6. 演習問題（図書を対象とした書誌的事項の記述），標目 

7. 図書以外の資料を対象とした書誌的事項の記述，中間テスト 

8. NDC の概要および使い方，相関索引の使い方 

9. 固有補助表，一般補助表（形式区分，地理区分）の使い方 

10. 一般補助表（海洋区分，言語区分）の使い方，分類規程 

11. BSHの概要および使い方 

12. 細目（一般細目，分野ごとの共通細目，言語細目）の使い方 

13. 細目（地名のもとの主題細目，地名細目，時代細目）の使い方，件名規程 

14. 演習問題（分類記号と件名の付与） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学修に関する指示は，必要に応じて別途指示する。また，Blackboardを利用した連絡および学習指示（事前学習も

含む）を行うこともあるので，各自で適宜 Blackboardを確認すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(45%)/中間テスト(40%)/授業への参加度(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

事前学習用の資料の配付，授業で配付した資料の添付，授業に関する連絡（授業内で行った連絡も含む）などに Blackboardを

使用する。 

 

注意事項（Notice） 

履修に際しては、司書課程 Blackboard で詳細を確認のこと。 

春学期「情報資源組織論」を修得済の者対象。 
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■GC374 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GC374／情報資源組織演習・分類（Ｂ） 

(Practice of Organization of Information Resources(Classification)(B)) 

担当者名 

（Instructor） 
鴇田 拓哉(TOKITA TAKUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CEL3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「その他」登録科目 

「情報資源組織演習・分類（Ａ）」と同一科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１．情報資源組織を支える主要なツールの概要および使用方法を理解する。 

２．ツールを利用した演習問題を通して，理論と実践の両側面から情報資源組織について理解する。 

３．１および２を通して身につけた知識を今後の自身の情報検索に生かせるようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

情報資源組織の具体的な事例として，書誌データの作成（目録作業），分類記号を付与する分類作業、件名を付与する件名作業

がある。これらの作業を支える主要なツール，具体的には『日本目録規則（NCR）』（1987 年版改訂３版）），『日本十進分類法

（NDC）』（新訂 10 版），『基本件名標目表（BSH）』（第４版）概要および使用法について講義する。そして，演習問題を解くことによ

って，理論と実践の両側面から情報資源組織に対する理解を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：情報資源組織とは，情報資源組織における目録作業，分類作業，件名作業の位置づけ 

2. NCR の概要および使い方，記録する際の基本となる決まり 

3. 図書を対象とした書誌的事項の記述（１）：タイトルと責任表示 

4. 図書を対象とした書誌的事項の記述（２）：版，出版・頒布等，形態 

5. 図書を対象とした書誌的事項の記述（３）：シリーズ，注記，ISBN 

6. 演習問題（図書を対象とした書誌的事項の記述），標目 

7. 図書以外の資料を対象とした書誌的事項の記述，中間テスト 

8. NDC の概要および使い方，相関索引の使い方 

9. 固有補助表，一般補助表（形式区分，地理区分）の使い方 

10. 一般補助表（海洋区分，言語区分）の使い方，分類規程 

11. BSHの概要および使い方 

12. 細目（一般細目，分野ごとの共通細目，言語細目）の使い方 

13. 細目（地名のもとの主題細目，地名細目，時代細目）の使い方，件名規程 

14. 演習問題（分類記号と件名の付与） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学修に関する指示は，必要に応じて別途指示する。また，Blackboardを利用した連絡および学習指示（事前学習も

含む）を行うこともあるので，各自で適宜 Blackboardを確認すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(45%)/中間テスト(40%)/授業への参加度(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

事前学習用の資料の配付，授業で配付した資料の添付，授業に関する連絡（授業内で行った連絡も含む）などに Blackboardを

使用する。 

 

注意事項（Notice） 

履修に際しては、司書課程 Blackboard で詳細を確認のこと。 

春学期「情報資源組織論」を修得済の者対象。 
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■GC375 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GC375／情報資源組織演習・目録（Ａ） 

(Practice of Organization of Information Resources(Cataloging)(A)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
インターネット時代における情報資源を整理する情報設計の仕方 

担当者名 

（Instructor） 
安藤 幸央(ANDO YUKIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CEL3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「その他」登録科目 

「情報資源組織演習・目録（Ｂ）」と同一科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大量の情報が溢れる現代,図書館員や司書のみならず,さまざまな職種において大量の情報を整理し, 

適切に扱うための情報スペシャリストとしての手法や技能を必要とする時代となった。 

本授業では,膨大な情報の中から,ネットワークやデジタルデバイスを利用し, 

図書館利用者の要求を満たす情報を的確に整理,分類するための国際的に通用する実践的技術を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業は毎回,前半で講義,後半で実習を行う。 

講義では,情報設計の基礎知識と基本的な手法,様々な状況における適切な手順などを説明する。 

実習では,図書館,ウェブ,インターネットほかデジタルデバイスを活用し,実際に情報を整理,各種手法の実践を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の概要説明および導入 

2. 情報を理解する仕組み、人の理解の構造とは 

3. 情報検索と探索、情報の整理と発見について 

4. LATCH「位置／文字／時間／種類／階層」での情報分類 

5. 図書館、書店、店舗といった空間における情報設計のあり方 

6. 位置情報と記憶、地図や辞書、書籍における情報設計 

7. デジタルデバイスにおける情報の取り扱いと情報設計 

8. 単なる混沌と、整理され構造化された混沌の情報設計 

9. タグ分類、タクソノミー、カテゴリ分けの現代的手法について 

10. 世の中の身近な情報を整理し理解するための情報設計 

11. 人の理解、汎用性、多様性、情報規模の拡大への考察 

12. 取り扱い易さという観点からの情報設計 

13. ネットワーク情報資源のメタデータ作成の実際 

14. 小テストおよび解説 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は,必要に応じて別途指示する。また,予習・復習のための授業用ホームページを公開する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート（4 回）(60%)/最終テスト(Final Test)(25%)/出席および授業参加度(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。必要に応じてプリントを配付し,さらに授業用ホームページで資料紹介や情報提供を行う。 

 

参考文献（Readings） 

授業中および授業用ホームページで適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

履修に際しては，司書課程 Blackboard で詳細を確認のこと。 

春学期「情報資源組織論」を修得済の者対象。 
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■GC376 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GC376／情報資源組織演習・目録（Ｂ） 

(Practice of Organization of Information Resources(Cataloging)(B)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
インターネット時代における情報資源を整理する情報設計の仕方 

担当者名 

（Instructor） 
安藤 幸央(ANDO YUKIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CEL3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「その他」登録科目 

「情報資源組織演習・分類（Ａ）」と同一科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大量の情報が溢れる現代,図書館員や司書のみならず,さまざまな職種において大量の情報を整理し, 

適切に扱うための情報スペシャリストとしての手法や技能を必要とする時代となった。 

本授業では,膨大な情報の中から,ネットワークやデジタルデバイスを利用し, 

図書館利用者の要求を満たす情報を的確に整理,分類するための国際的に通用する実践的技術を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業は毎回,前半で講義,後半で実習を行う。 

講義では,情報設計の基礎知識と基本的な手法,様々な状況における適切な手順などを説明する。 

実習では,図書館,ウェブ,インターネットほかデジタルデバイスを活用し,実際に情報を整理,各種手法の実践を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の概要説明および導入 

2. 情報を理解する仕組み、人の理解の構造とは 

3. 情報検索と探索、情報の整理と発見について 

4. LATCH「位置／文字／時間／種類／階層」での情報分類 

5. 図書館、書店、店舗といった空間における情報設計のあり方 

6. 位置情報と記憶、地図や辞書、書籍における情報設計 

7. デジタルデバイスにおける情報の取り扱いと情報設計 

8. 単なる混沌と、整理され構造化された混沌の情報設計 

9. タグ分類、タクソノミー、カテゴリ分けの現代的手法について 

10. 世の中の身近な情報を整理し理解するための情報設計 

11. 人の理解、汎用性、多様性、情報規模の拡大への考察 

12. 取り扱い易さという観点からの情報設計 

13. ネットワーク情報資源のメタデータ作成の実際 

14. 小テストおよび解説 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は,必要に応じて別途指示する。また,予習・復習のための授業用ホームページを公開する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート（4 回）(60%)/最終テスト(Final Test)(25%)/出席および授業参加度(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。必要に応じてプリントを配付し,さらに授業用ホームページで資料紹介や情報提供を行う。 

 

参考文献（Readings） 

授業中および授業用ホームページで適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

履修に際しては，司書課程 Blackboard で詳細を確認のこと。 

春学期「情報資源組織論」を修得済の者対象。 
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■GC377 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GC377／図書館基礎特論 

(Seminar on Library Basics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アーカイブズの基礎 

担当者名 

（Instructor） 
松崎 裕子(MATSUZAKI YUKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CEL3310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近年，図書館・情報サービスと関連し，アーカイブズ機能の充実が広く期待されるようになってきています。本授業ではその実現

のために，アーカイブズの基本について理解することを目指します。具体的には次の４点を目標とします。 

（１）アーカイブズ（永続的な価値を持つレコードとそれを提供する機関）について基本的な考え方を理解する。 

（２）組織（とくに企業）における情報専門職として必要な，組織の中で生産される情報の組織化・体系化，管理と提供の基本的な

考え方を理解する。 

（３）デジタル情報の長期保存に関わる基本的な諸問題について理解する。 

（４）関連事項として，各種コレクションのデジタル化・インターネット公開による展示としての「デジタルアーカイブ」の基本を理解す

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業は講義と演習を組み合わせて進めます。すべての受講者に発言・報告を求めます。事例では，各機関の概要のほか，各機

関が公開している検索手段（finding aid）とデジタル・コレクションを中心に解説します。なお，以下の授業計画は，履修人員の多

寡や受講生の理解度などによって若干の変更がありえます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（授業の進め方，担当者紹介など） 

2. アーカイブズとは：「エビデンスとインフォメーション」，「コンテクストとコンテンツ」，レコードマネジメントとの関係，「組織アー

カイブズと収集アーカイブズ」，情報公開との関係 

3. 事例１ 自治体公文書館（日本） 

4. 事例２ 企業アーカイブズと社史（日本） 

5. 事例３ 国立公文書館（日本） 

6. 事例４ 国立公文書館に類する施設（宮内庁宮内公文書館，外務省外交史料館，その他国立大学文書館など），防衛省防

衛研究所戦史研究センター，国立国会図書館憲政資料室など（日本） 

7. 事例５ アジア歴史資料センター（日本） 

8. 事例６ 米国と英国の国立公文書館，国際機関（国連など）のアーカイブズ（海外） 

9. 事例７ 企業アーカイブズ（海外） 

10. 事例８ 企業アーカイブズ（日本） 

11. 事例９ 研究図書館・大学図書館・財団等（ウェルカム図書館など）におけるアーカイブズ・コレクション（日本・海外） 

12. デジタル情報の長期保存に関わる基本的な諸問題 

13. 事例 10 デジタルアーカイブ（各種コレクションのデジタル化とインターネット公開による展示），コミュニティアーカイブ（日

本・海外） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で紹介するアーカイブズ機関を実際に訪問したり，各機関のウェブサイトを閲覧することを心がけてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート 3 回(75%)/授業への積極的参加(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回，講義概要を示したプリントを配付します。 

 

参考文献（Readings） 

授業中，適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講者と相談の上，アーカイブズ機関の見学を予定しています。 
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担当者ブログ https://archiveskoubou.wordpress.com/ 

 

注意事項（Notice） 
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■GC378 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GC378／図書館サービス特論 

(Seminar on Library Services) 

担当者名 

（Instructor） 
ハモンド，Ｅ．(HAMMOND,ELLEN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CEL3311 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
発表と授業内の討論は英語で行う。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

図書館サービスの諸問題を図書館情報学関係の図書、学術雑誌を調べ、分析し、討論する。研究方法や情報探求の能力と近年

の図書館運営上の課題の知識を増やす。 

 

授業の内容（Course Contents） 

具体的な図書館サービスを取り上げ、小グループでその現代的課題を調べるために研究計画を考え、実施し、発表する。日本語

と英語の資料を対象にする。発表と授業内の討論は英語で行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 図書館サービスの分析に関して 

2. 研究方法の基本 

3. 図書館情報学の研究 

4. 研究過程とその記録 

5. 研究テーマ：公共図書館サービスと指定管理 

6. 研究テーマ：図書館 HPの利用者経験 

7. 研究テーマ：サービスとしての図書館コレクション 

8. 研究テーマ：「場所」としての図書館 

9. 研究テーマ：図書館と情報リテラシー 

10. 研究テーマ： パスファインダーの価値 

11. 研究テーマ：「デジタル・ヒューマニティーズ」と「ビッグデータ」 

12. 個人テーマ研究発表 

13. 個人テーマ研究発表 

14. 個人テーマ研究発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

小グループで研究テーマを決め、調べ、まとめ、発表する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/グループ課題レポート発表・提出(40%)/討議参加・発言(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

討議やグループワークが多い授業。 

テキストの代わりに、プリントを配付する。 

 

注意事項（Notice） 
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■GC379 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GC379／図書館情報資源特論 

(Seminar on Library Information Resources) 

担当者名 

（Instructor） 
ハモンド，Ｅ．(HAMMOND,ELLEN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CEL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「図書館情報資源概論」の基礎知識（情報資源の種類とその生産、流通、収集、そしてコレクションの形成、管理、保存、評価方

法等）を深める。それらの基礎知識に基づいて、以下の目標を目指す。 

１）現実の図書館の「コレクション」の在り方を知る 

２）司書が実際に直面する情報資源の諸問題を考える 

３）情報資源を図書館サービスとして、専門的な意識で捉える 

４）情報サービスのため、情報資源の種類・収集方法などの知識を増やす 

 

授業の内容（Course Contents） 

様々の図書館、文書館、そしてオンライン・コレクションの情報資源を分析し、様々な視点（利用者、司書、出版社、著者など）から

それらを考え、コレクションの特質、形成、利用方法を把握する。 図書館のコレクションは日本、ヨーロッパ、アメリカを始め、国際

的な例を取り上げる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 図書館の多様性と情報資源の諸問題 

2. オンライン情報資源：オープンアクセスの現在 

3. 国会図書館・国立図書館のコレクション特質 

4. 国立情報関連研究所の役割 

5. 文書館と図書館のコレクション比較 

6. 図書館のコンソーシアムによるコレクション形成 

7. 「図書館のため」の図書館の役割 

8. 学術情報の動向（機関リポジトリの発展も含め） 

9. 「特別コレクション」の特徴 

10. 公共図書館と著者、出版業界の利害関係 

11. 学校図書館コレクションの諸問題 

12. 専門図書館のコレクションとその利用者（１） 

13. 専門図書館のコレクションとその利用者（２） 

14. 専門図書館のコレクションとその利用者（３） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

図書館訪問 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/グループ課題レポート発表・提出(40%)/討議参加・発言(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

討議やグループワークが多い授業。 

テキストの代わりに、プリントを配付する。 

 

注意事項（Notice） 
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■GC380 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GC380／図書・図書館史 

(History of Books & Libraries) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
記録メディアと図書館の歴史 

担当者名 

（Instructor） 
小黒 浩司(OGURO KOUJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CEL1300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

記録媒体（メディア）と図書館の発達の過程を概観する。記録媒体と図書館の歴史の理解の上に，今後の情報社会の発展の方

向を探る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

下記の授業計画のように，記録媒体と図書館の発達の過程を講義する。日本を中心としながらも，アジア，欧米も視野に入れつ

つ，記録媒体と図書館の歴史を考える。授業の内容の理解を助けるため，極力関連する画像等を使用する。なお，開講１時間目

に授業の進め方などについて説明をするので，受講希望者は必ず出席すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容・成績評価方法等の説明，歴史的図書館建築 

2. 紙以前の記録媒体 

3. 紙の発明と西伝 

4. 図書館の源流 

5. 図書の形態史 

6. 印刷技術の発明 

7. 図書館の発達 

8. 印刷の種類と進歩 

9. 雑誌・新聞の歴史 

10. 公共図書館の誕生 

11. 近代のマスメディア 

12. 記録媒体の多様化 

13. 近代日本の公共図書館 

14. まとめ（試験を含む） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

上記授業計画を確認の上，指定テキストの該当ユニットを事前に読んでおくことが望ましい。授業後も，授業時に配付するレジュ

メを参考に該当ユニットを読んで理解を深めてほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業への出席と積極的参加(30%) 

特別な事情がなく，欠席回数が 4 回を超えた者については D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小黒浩司編著、2013、『図書・図書館史』、日本図書館協会 (ISBN:978-4-8204-1218-2) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■GC381 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GC381／図書館施設論 

(Library Building and Facilities) 

担当者名 

（Instructor） 
川島 宏(KAWASHIMA HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CEL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

図書館施設を学ぶことを通じて，施設への観察力や考察力，そして発言力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

図書館施設（建築）について，歴史，デザイン，心理的側面等，多角的に論じる。 

また，授業は写真・図表を多用し，視覚的に理解しやすいものとする。 

演習を通じて，創造するトレーニングや心理的側面の理解に役立てる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業構成の説明と図書館施設の基礎知識 

2. 図書館の部門構成と各部の計画（特に子どものスペース） 

3. 図書館建築の歴史と現在 

4. 事例紹介「国内編」（図書館建築賞受賞館より） 

5. これからの図書館を支える図書館建築の方向性（ゲスト・スピーカーを予定） 

6. インテリアデザイン（家具・サイン・照明等） 

7. 1，図書館の基本計画 2，演習（人と人の距離を体感する） 

8. 着座行為の多様性と心理的側面 

9. 設計演習（既存図書館の魅力アップー家具配置シミュレーション） 

10. 1，利用動向から見た利用者の求めるサービス 2，図書館サービス網の計画 

11. 図書館員が磨くべきデザインセンス（日本人の感性とデザイン）（ゲスト・スピーカーを予定） 

12. 図書館のユニバーサルデザイン・安全性 

13. 事例紹介「海外編」 

14. まとめと最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は，必要に応じて指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/コメントシート兼出席票および授業内の演習・小課題(65%)/総合評価(5%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 植松貞夫他共著、2010、『図書館実践シリーズ 13 よい図書館施設をつくる』、日本図書館協会 (ISBN:978-4-8204-0914-4) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■GC382 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GC382／図書館総合演習 

(Comprehensive Seminar on Libraries) 

担当者名 

（Instructor） 
中村 百合子(NAKAMURA YURIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CEL4310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

司書課程での学修で芽生えた問題意識から，履修生各人がオリジナルな研究テーマをもち，それを掘り下げて学び，探究する。

発表およびレポート作成によって，その学びを他者と共有する。 

本科目は，国外での図書館実習参加者にはできるかぎり履修してほしい。特に国外での図書館実習参加者には，この授業の演

習を通して，自国（日本）の図書館について説明できる力を身につけてほしい。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業初回に履修生と担当教員で授業の進め方について話し合い，合意したい。基本的には，履修生各人が調査活動を行い，授

業時に順に報告する形で進める。そして，報告から互いに学び合い，学期末までに研究レポートを完成させる。発表やレポートは

主として，日本語もしくは英語で執筆のこと。 

国外で図書館情報学の研究に携る方，図書館専門職の方を招いて，最新の研究についての報告を聞いたり，履修生の研究にコ

メントやアドバイスをいただいたりする機会も設けたい。また，地方の図書館への見学会を希望者で企画，実施することもある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の概要説明；受講生自己紹介 

2. 図書館情報学研究の動向 

3. テーマ予備調査報告 1） 

4. テーマ予備調査報告 2） 

5. テーマ予備調査報告 3） 

6. テーマ予備調査報告 4） 

7. 調査進捗状況の報告 1） 

8. 調査進捗状況の報告 2） 

9. 調査進捗状況の報告 3） 

10. 調査進捗状況の報告 4） 

11. 最終報告 1） 

12. 最終報告 2） 

13. 最終報告 3） 

14. 最終報告 4） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業計画は初回の授業時に受講生と相談して，適宜修正する。 

優秀なレポートは， 本学司書課程紀要『St. Paul's Librarian』に掲載する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容とレポート(80%)/授業への積極的参加(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■GD402 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GD402／社会教育施設１ 

(Facilities for Adult Education 1) 

担当者名 

（Instructor） 
高井 正(TAKAI TADASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CED2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人々の暮らしの豊かさに関わる公民館や図書館，水族館，また，現在建築が進んでいる新国立競技場等の巨大施設も含め，社

会教育施設の現状と課題を理解し，市民の期待に応えるこれからの社会教育施設の方向性を考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会教育を初めて学ぶ学生もいることから，社会教育・生涯学習についての共通理解を深める講義や，社会教育施設を考える

基本的な視点等について講義する。社会教育施設の状況を体験的に知るために指定した施設を見学する。さらに，社会教育施

設で実際に行なわれているワークショップやグループ討議など，実践的な学習を行なう。また，社会教育の現場で働く職員に求め

られる力量についても，考える機会を持つ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. （オリエンテーション）授業の進め方，私と社会教育 

2. 社会教育とは何か （1）学校教育との関わりから考える 

3. 社会教育とは何か （2）社会教育の基本的性格 

4. 社会教育とは何か （3）社会教育の意義・必要性 

5. 社会教育とは何か （4）社会教育の法と行政 

6. さまざまな社会教育施設を知る 

7. 社会教育施設を考える基本的な視点 

8. 多様化する社会教育施設の管理形態を理解する 

9. 社会教育施設におけるボランティア活動を知る 

10. 社会教育施設で働く職員について考える 

11. 指定した社会教育施設の見学（見学日時は未定） 

12. 社会教育施設の見学の振り返り 

13. 社会教育施設見学の基本的視点 

14. 「社会教育施設１」の振り返りと「社会教育施設２」の進め方 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

居住する地方自治体での社会教育施設の設置状況と，「広報紙」等に掲載されている，社会教育施設が実施する市民を対象とし

た社会教育・生涯学習事業を調べる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/施設見学レポート(20%)/授業への参加姿勢(30%)/授業内に課すコメントメモ(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 東京社会教育史編集委員会、2016、『大都市・東京の社会教育－歴史と現在－』、エイデル研究所 (ISBN:978-4-87168-589-

4) 

その他，授業時に参考資料を配付する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

社会教育施設の全体像を理解するために，ぜひ「１」「２」の双方を履修することが望ましい。 

 

注意事項（Notice） 

この科目の単位修得が秋学期「社会教育施設２」履修の必須条件となる。   
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■GD403 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GD403／社会教育演習 

(Seminar in Adult Education) 

担当者名 

（Instructor） 
高井 正(TAKAI TADASHI) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full Year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CED3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
「その他」登録科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会教育の現場を体験することにより，社会教育に関する理解をより一層に深めることをねらいとする。また，社会教育施設等で

働く職員と出会うことにより，自らのキャリア形成を考える機会ともする。併せて，限られた時間内で実習報告をすることで，社会

教育関係職員等に必須の企画力とプレゼンテーション能力の向上を図る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業は春学期に２回オリエンテーションと，希望者を対象とした相談会を行い，夏休みの期間，もしくはそれ以降に社会教育

現場での１週間～10 日間程度の実習を行う。秋学期にそれぞれの実習に関する報告会を実施する。社会教育実習の場につい

ては必要に応じて紹介するが，学生自ら体験したいという思いを実現するとともに，連絡・調整等の全てが実習であることから，

自ら探すことを基本とする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

詳しい内容，授業の進め方，春学期の相談日の日程等に関しては，２日間にわたり行うオリエンテーションで説明するので，両日

とも必ず出席すること。無断欠席した場合は，履修を認めない場合もある。 

１） 日時：4 月 14 日（土）13時 15 分～15 時 15 分 

   場所：7201 教室 

２） 日時：4 月 21 日（土）13時 15 分～15 時 15 分 

   場所：7201 教室 

なお，オリエンテーションにおいては，実習の受入経験のある現職の社会教育主事を講師としてお招きし，実習を行うにあたって

の基本等についての講義も実施する。 

 

秋学期の報告会の日程は以下を予定している（全出席を原則とする）。 

日時：9 月 22 日，29 日，10 月 13 日，27 日，12 月 1 日，8 日，22 日，1 月 12 日，（19 日：予備日） 

すべて土曜日，13 時 15 分～16時 30 分 

場所：7201 教室 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

オリエンテーション１）・２）において説明するが，実習先の状況を調べ，その概要を把握しておくこと。実習希望先への依頼や，日

程調整等の打ち合わせについては，細心の注意を払うことが必要である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

オリエンテーション１）・２），実習体験，報告内容，報告会出席およびレポートをクリアーすることを前提とし，総合的に評価する。

(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■GD405 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GD405／社会教育計画１ 

(Planning for Adult Education 1) 

担当者名 

（Instructor） 
高井 正(TAKAI TADASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CED3100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会教育の計画・立案に必要な理論と方法を習得し，社会教育・生涯学習の推進に関わる専門的教育職員としての社会教育主

事に不可欠な資質と力量の基礎を培う。併せて，自らのキャリア形成についても考えていく力量形成を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会教育計画の策定に必要な基本的な視点・知識を獲得できるよう，社会教育計画の構造と策定の際の視点や手順について，

講義を中心にグループワークやディスカッションも交えながら検討し，理解を深める。また，自分の住むまちの社会教育について

考えるきっかけとするために，そのまちの社会教育計画を分析し，理解する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. （オリエンテーション）授業の進め方，私の考える社会教育 

2. 「社会教育計画」で何を学ぶのか 

3. 教育委員会制度を知る 

4. 地方自治体における計画と計画行政 

5. 社会教育計画の意義と目的 

6. 社会教育計画の種類と構造 

7. 私のまちの「計画」を知る（1） 

8. 私のまちの「計画」を知る（2） 

9. 社会教育計画策定の視点（1）現状把握・分析 

10. 社会教育計画策定の視点（2）目標設定 

11. 社会教育計画策定の視点（3）事業づくり 

12. 社会教育計画策定の視点（4）発表 

13. 社会教育計画と社会教育主事 

14. 振り返りとまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

居住する地方自治体の刊行物やホームページ等から，「計画」についての情報を収集する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加姿勢(50%)/授業内に課すコメントメモ(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 東京社会教育史編集委員会、2016、『大都市・東京の社会教育－歴史と現在－』、エイデル研究所 (ISBN:978-4-87168-589-

4) 

その他，授業時に参考資料を配付する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

地方公務員を志望する学生には，とくに本授業の履修を薦める。 

 

注意事項（Notice） 

この科目の単位修得が秋学期「社会教育計画２」履修の必須条件となる。 
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■GD406 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GD406／現代社会と社会教育１ 

(Modern Society and  Social Education 1) 

担当者名 

（Instructor） 
髙井 正(TAKAI TADASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CED2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会との対話を通して、社会の中で生きている存在、社会を創っていく存在としての自分自身を自覚し、自らの興味・関心や問題

意識に応じて、実際に「課題解決プロジェクト」を自ら演じて学んでいく。その学びは、もうひとつの生き方や新たな働き方に対する

想像力を自らに育み、社会的な活動を進めていくうえでのコミュニケーション能力や、問題解決能力、企画運営能力、自分の言葉

をつくる力、さらには、ソーシャルデザイナーとしての力量と感覚を鍛え上げることをめざす。 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会教育は、社会問題教育とも言われるように、本授業では、社会問題への気づきの視点を学び、フィールドでの関わりを通して

理解を深める。社会と人間の持続可能性を主眼に置きながら、私たちが生きている社会をとらえる視点を共有したうえで、今日の

社会問題を広い視野から取り上げ、その解決のためにどのようなアプローチが求められるのかをともに考える。その際、それら課

題解決に向けて多様なアクターによって取り組まれている事例に着目しながら、そのなかで展開している人々の主体的な学びの

ダイナミズムについて明らかにしていく。それによって持続可能な社会の条件でもある「社会を創っていく学びとその力量」につい

ての理解を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ＜授業ガイダンス＞ 

授業の内容と進め方を説明し、受講希望者との対話の時間をもつ 

2. ＜社会とは何か＞ 

家族、学校、地域、国家、世界を含めて、私たちが生きている社会をとらえる視点を共有し、社会の中で生きている自分自

身を再認識の時間とする 

3. ＜現代的社会問題とは何か＞ 

今日の社会課題を広い視野から取り上げ、社会問題への気づきの視点を学び、その解決のためにどのようなアプローチが

求められるのかを探っていく 

4. ＜社会問題を横的につなげる＞ 

問題（課題）提起→問題への対応事例の検討→ディスカッション 

5. ＜若者の自立と新たな生き方＞ 

問題（課題）提起→問題への対応事例の検討→ディスカッション 

6. ＜地域づくりとコミュニティデザイン＞ 

問題（課題）提起→問題への対応事例の検討→ディスカッション 

7. ＜フィールドワークに向けて①＞ 

各自の問題意識に基づいたフィールドワークを設定し、そこからテーマを共有していくための共同討議へとすすむ 

8. ＜フィールドワークに向けて②＞ 

社会調査のあり方やインタビュー技法、記録とまとめの方法などについてのガイダンス 

9. ＜社会連帯経済と新たな働き方＞ 

問題（課題）提起→問題への対応事例の検討→ディスカッション 

10. ＜環境との共存＞ 

問題（課題）提起→問題への対応事例の検討→ディスカッション 

11. ＜社会と人間の多様性：共に生きる学びとは＞ 

問題（課題）提起→問題への対応事例の検討→ディスカッション 

12. ＜情報社会・超連結社会に必要な学びとは＞ 

問題（課題）提起→問題への対応事例の検討→ディスカッション 

13. ＜私たちがめざす社会とは：想像し、創造する学び＞ 

私たちがめざす社会像を描き、そのために求められることをめぐって、ＫＪ法を用いたワークショップ 

14. ＜プレゼンテーション＞ 

成果発表及び質疑討論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

フィールドワークやワークショップ方式を取り入れて、課題解決型学習の場とする。春学期は、各自の問題意識を深めていくため

に、今日の社会におけるさまざまな課題の発見から、その課題解決に向けて取り組まれている事例を検討し、調査をすすめる。

秋学期は、「現代社会と社会教育２」を履修することが望ましい。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(25%)/コメントペーパー(20%)/授業への出席と参加姿勢(10%)/授業内討論(20%)/最終レポート(Final 

Report)(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントを使用した講義形式で、映像資料や現物資料なども適宜活用する。 

実際に調べること、書くこと、協力し合うこと、イベントを企画・実施・振り返ること、まとめること、発信すること、議論を深めていくこ

とを重視する。 

参考文献や参考資料は、適宜紹介する。 

 

注意事項（Notice） 

この科目の単位修得が秋学期「現代社会と社会教育２」履修の必須条件となる。 
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■GD407 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GD407／社会教育施設２ 

(Facilities for Adult Education 2) 

担当者名 

（Instructor） 
高井 正(TAKAI TADASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CED2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人々の暮らしの豊かさに関わる公民館や図書館，水族館，また，現在建築が進んでいる新国立競技場等の社会教育施設の現

状と課題を理解し，市民の期待に応えるこれからの社会教育施設の方向性を考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期の「社会教育施設１」についての基本的理解を踏まえ，施設の現状と課題について，各自による見学と報告を通して把握

し，課題の解決の方向性について検討する。なお，見学する施設は限定せず，各自の希望する施設とし，学生自身が見学の依

頼等を行う。報告にあたってはパワーポイント等を活用する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. （オリエンテーション）授業の進め方，見学までの流れ 

2. 社会教育施設見学の視点の確認 

3. 社会教育施設の最近の動向 （1）変化する施設 

4. 社会教育施設の見学報告（1） 

5. 社会教育施設の見学報告（2） 

6. 社会教育施設の最近の動向 （2）学校施設の活用 

7. 社会教育施設の最近の動向 （3）学校を活用した施設の実際 

8. 社会教育施設の見学報告（3） 

9. 社会教育施設の見学報告（4） 

10. 社会教育施設の見学報告（5） 

11. 社会教育施設の見学報告（6） 

12. 社会教育施設の見学の振り返り 

13. 社会教育施設の課題とその解決に向けて 

14. 「社会教育施設２」の振り返りとこれから施設とどう関わるか 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

居住地の自治体が発行する「広報紙」等に掲載されている，社会教育施設が実施する市民を対象とした社会教育・生涯学習事業

を調べるとともに，見学を希望する施設との連絡・調整を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/施設見学の報告(30%)/授業への参加姿勢(20%)/授業内に課すコメントメモ(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 東京社会教育史編集委員会、2016、『大都市・東京の社会教育－歴史と現在－』、エイデル研究所 (ISBN:978-4-87168-589-

4) 

その他，授業時に参考資料を配付する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

履修する学生の人数等により，指定する施設の見学とその報告等，若干の授業計画の変更もあり得る。 

 

注意事項（Notice） 

春学期「社会教育施設１」を修得済の者対象。 
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■GD408 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GD408／社会教育計画２ 

(Planning for Adult Education 2) 

担当者名 

（Instructor） 
高井 正(TAKAI TADASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CED3100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会教育の計画・立案に必要な理論と方法を習得し，社会教育・生涯学習の推進に関わる専門的教育職員としての社会教育主

事に不可欠な資質と力量の基礎を培う。併せて，自らのキャリア形成についても考えていく力量形成を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「社会教育計画１」での学びを活かし，社会教育計画における目標達成のための一つの施策としての講座の企画に取り組む。こ

のことは社会教育主事の専門性の柱の一つである企画力を育むものでもあり，より身近な計画である学習プログラムの企画・立

案の基本を学び，グループによるプログラム作成を踏まえ，個人によるプログラムの作成・発表を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. （オリエンテーション）「社会教育計画２」で学ぶことは 

2. 社会教育ができることは何か－講座の力－ 

3. 学習プログラム作成の基本的な手順 

4. 人生の各時期の課題を探る 

5. 学習プログラム作成のグループワーク（1）現代的課題を探る 

6. 学習プログラム作成のグループワーク（2）目的・対象を探る 

7. 学習プログラム作成のグループワーク（3）各回の内容を探る 

8. 学習プログラムの発表 

9. 改めて学習プログラム作成の手順を振り返る 

10. 学習プログラムの作成 

11. 学習プログラムの発表（1） 

12. 学習プログラムの発表（2） 

13. 学習プログラムの発表（3） 

14. 振り返りとまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

居住する地方自治体のホームページや社会教育施設等に置かれた講座関連のチラシを収集する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への出席と参加姿勢(50%)/授業内に課すコメントメモ(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 東京社会教育史編集委員会、2016、『大都市・東京の社会教育－歴史と現在－』、エイデル研究所 (ISBN:978-4-87168-589-

4) 

授業時に参考資料を配付する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

春学期「社会教育計画１」を修得済の者対象。 
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■GD409 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GD409／現代社会と社会教育２ 

(Modern Society and  Social Education 2) 

担当者名 

（Instructor） 
越村 康英(KOSHIMURA YASUHIDE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CED2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会との対話を通して、社会の中で生きている存在、社会を創っていく存在としての自分自身を自覚し、自らの興味・関心や問題

意識に応じて、実際に「課題解決プロジェクト」を自ら演じて学んでいく。その学びは、もうひとつの生き方や新たな働き方に対する

想像力を自らに育み、社会的な活動を進めていくうえでのコミュニケーション能力や、問題解決能力、企画運営能力、自分の言葉

をつくる力、さらには、ソーシャルデザイナーとしての力量と感覚を鍛え上げることをめざす。 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会教育は、社会問題教育とも言われるように、本授業では、社会問題への気づきの視点を学び、フィールドでの関わりを通して

理解を深める。社会と人間の持続可能性を主眼に置きながら、私たちが生きている社会をとらえる視点を共有したうえで、今日の

社会問題を広い視野から取り上げ、その解決のためにどのようなアプローチが求められるのかをともに考える。その際、それら課

題解決に向けて多様なアクターによって取り組まれている事例に着目しながら、そのなかで展開している人々の主体的な学びの

ダイナミズムについて明らかにしていく。それによって持続可能な社会の条件でもある「社会を創っていく学びとその力量」につい

ての理解を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ＜人権と平和の視点から見た共生社会と市民教育＞ 

さしあたり、障がい者、ホームレス、外国人、女性、子ども、高齢者の状況を理解したうえで、ともに生きる社会について考え

あう 

2. ＜子どもの貧困と子育て支援＞ 

問題（課題）提起→問題への対応事例の検討→ディスカッション 

3. ＜高齢者の生きがいづくり＞ 

問題（課題）提起→問題への対応事例の検討→ディスカッション 

4. ＜地域をつくる学びとは：地域資源の発掘と活用＞ 

問題（課題）提起→問題への対応事例の検討→ディスカッション 

5. ＜課題解決プロジェクトに向けて＞ 

課題解決プロジェクトの企画・運営・広報・実施・評価について手法を学ぶ 

6. ＜第三の働き方をつくる学び：コミュニティビジネスと社会的企業＞ 

問題（課題）提起→問題への対応事例の検討→ディスカッション 

7. ＜第三の空間と関係づくり：居場所とは＞ 

問題（課題）提起→問題への対応事例の検討→ディスカッション 

8. ＜私たちの生産と消費：消費教育と生産教育＞ 

問題（課題）提起→問題への対応事例の検討→ディスカッション 

9. ＜課題解決プロジェクトに挑戦＞ 

課題解決プロジェクトの内容を共有し、私たちの掲げた課題解決プロジェクトの内容をともに確かめ合う中間報告 

10. ＜学びの自由、自由を守る学び＞ 

問題（課題）提起→問題への対応事例の検討→ディスカッション 

11. ＜遊びと学び：文化芸術教育＞ 

問題（課題）提起→問題への対応事例の検討→ディスカッション 

12. ＜未来社会の教育・大学・学校＞ 

問題（課題）提起→問題への対応事例の検討→ディスカッション 

13. ＜持続可能な社会と人間：ESD と社会教育＞ 

私たちが考える持続可能な社会の条件と教育のあり方とは何かを考えあい、そのために求められことをめぐって、ＫＪ法を

用いたワークショップ 

14. ＜プレゼンテーション、1 年間を振り返って＞ 

成果発表と質疑討論 

一年間の演習の活動と成果を振り返る 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

フィールドワークやワークショップ方式を取り入れて、課題解決型学習の場とする。春学期は、各自の問題意識を深めていくため

に、今日の社会におけるさまざまな課題の発見から、その課題解決に向けて取り組まれている事例を検討し、調査をすすめる。

そのうえで、秋学期は、春学期の成果を踏まえて、「課題解決ミニプロジェクト」を企画運営することを試みる。年間を通じた活動
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の記録は、報告書としてまとめ、成果発表を行う。 

各自の問題意識や関心に応じ、実際に社会課題に向けて取り組まれている関連団体や施設の見学、訪問を行ってレポートを作

成。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(25%)/最終レポート(Final Report)(25%)/授業への出席と参加姿勢(10%)/コメントペーパー(20%)/授業内討論

(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントを使用した講義形式で、映像資料や現物資料なども適宜活用する。 

実際に調べること、書くこと、協力し合うこと、イベントを企画・実施・振り返ること、まとめること、発信すること、議論を深めていくこ

とを重視する。 

参考文献や参考資料は、適宜紹介する。 

 

注意事項（Notice） 

「ジェンダーと社会教育１」または「現代社会と社会教育１」を修得済の者対象。 
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■GX301 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GX301／教育原論（Ａ） 

(Principles of Education(A)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教育を〈子ども観〉を通して考える 

担当者名 

（Instructor） 
森田 満夫(MORITA MITSUO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日常の教育実践の創造的指針（教育理念・教育方針）として，近代以降の人権思想に基づく人間観・子ども観・教育観がいかなる

重要なねうちを持つのか？を探究する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業の目標を実現するために，教育の事実に関する記録・エッセイ・評論・論文・ビデオ作品等の多様な教材を手がかりとして，

発達主体という子どもの視点，「子どもの発達を援助する」教育実践者の視点の双方向から，具体的・合理的に「教育とはなに

か」について，発見し，問い，考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 教育実践への誘い（１）－宮城まり子さんエッセイから－ 

3. 教育実践への誘い（２）－教育実践の全体論へ－ 

4. 教育実践と子ども観（１）－ビデオ教材から－ 

5. 教育実践と子ども観（２）－子どもの心とからだの問題状況へ－ 

6. 教育実践と子ども観（３）－子どもの心とからだの問題状況へ－ 

7. 近代教育思想と子ども観（１）－近代市民革命・人権思想の子ども観の可能性を読み解く－ 

8. 近代教育思想と子ども観（２）－近代市民革命・人権思想の子ども観の可能性を読み解く－ 

9. 近代教育思想と子ども観（３）－近代市民革命・人権思想の子ども観の可能性を読み解く－ 

10. 「学校常識・教育常識」の子ども観 

11. 教育政策の子ども観 

12. 目の前の子どもへのまなざしの復権－子どもの権利条約の子ども観を手がかりに－ 

13. 「教師らしさ」と〈教育実践者の役割〉を問う 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前配付のプリント教材資料を熟読しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/小レポート(30%)/リアクションペーパーによる授業参加度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントレジュメ(A4 判）及び教材資料（B4 判）等を中心とする。 

 

参考文献（Readings） 

1. 平原春好・寺﨑昌男編集代表、2011、『新版教育小事典第３版』、学陽書房 (ISBN:ISBN978-4-313-61033-0) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■GX302 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GX302／教育原論（Ｂ） 

(Principles of Education(B)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教育の理念ならびに歴史と思想 

担当者名 

（Instructor） 
小川 智瑞恵(OGAWA CHIZUE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

今日の教育の現実や教育観、子ども観を歴史的・思想的に捉えることによって、教育の課題に取り組む基礎を身に付ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代の教育やその課題に主体的に取り組めるように、みずからの教育観や学びを振り返り問い直すことから始める。現代の教育

につながる西洋の教育思想、つづいて日本の教育思想と歴史を理解し、その上で現代の教育思想と課題、可能性について考察

する。授業は講義形式とグループディスカッションで進める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 教育と子ども観 

3. 教育と社会 

4. 西洋教育思想の源流(1) 古典古代の教育 

5. 西洋教育思想の源流(2) キリスト教と教育 

6. 近代の教育思想(1) 近代学校のはじまり 

7. 近代の教育思想(2) 学校教育を形成する思想 

8. 日本の教育思想(1) 近世の教育思想 

9. 日本の教育思想(2) 教育の近代化を進めた思想 

10. 日本の教育のあゆみ(1) 明治公教育の形成 

11. 日本の教育のあゆみ(2) 戦時下の学校 

12. 日本の教育のあゆみ(3) 戦後の教育 

13. 現代の教育思想と課題 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に紹介する参考文献などを読んで理解を深める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/授業内の課題(20%)/リアクションペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に適宜関連文献などを紹介する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 森川輝紀・小玉重夫編著、2012、『教育史入門』、放送大学教育振興会 (ISBN:9784595313349) 

2. 古沢常雄・米田俊彦編、2009、『教育史(教師教育テキストシリーズ 3)』、学文社 (ISBN:9784762016530) 

3. 今井康雄編、2009、『教育思想史』、有斐閣 (ISBN:9784641123847) 

授業中に関連文献を適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■GX303 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GX303／教育原論（Ｃ） 

(Principles of Education(C)) 

担当者名 

（Instructor） 
下地 秀樹(SHIMOJI HIDEKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「人間は教育されねばならない存在なのか否か」というテーマをめぐり，受講者各人が自己の（被）教育体験を対象化し，相対化

する糸口を探ることを目標とする。この「教育を原理的に考える」第一歩から，教育の理念，歴史，思想について学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業の目標に近づくべく，毎回，授業計画にあげたテーマに関わる小テストまたは小レポートを課す（順序は適宜変更する可能

性がある）。その論述を相互に検討し，批評しあう機会をなるべく多く設けたい。学期末最終授業時には，総括テストを実施する

か，または総括レポートを課し，さらに相互批評を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入－人間のメルクマール 

2. 人類化と人間化 

3. 近代化の行方 

4. 生命倫理を考える－エンハンスメントと教育 

5. 正常と異常を考える 

6. 近代学校の胎動と近代の人間観 

7. 発達と教育の基礎理論 

8. 現代の発達環境を考える 

9. 明治初期の教育 

10. 戦時下の教育 

11. 戦後教育改革の理念 

12. 戦後の中等教育 

13. 現代の学校改革 

14. 総括と相互批評 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教育に関わる報道内容に日頃から注意すること。その他，授業中に適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内の小レポートまたは小テスト(40%)/リアクションペーパーによる授業参加度(40%)/最終授業時の総括レポートまたは総括テ

スト(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 堀尾輝久ほか編、2016、『地球時代の教育原理』、三恵社 (ISBN:486487476X) 

上記を推奨する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■GX304 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GX304／教育原論（Ｄ） 

(Principles of Education(D)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教育について考えるために／教育を受けることの意味 

担当者名 

（Instructor） 
藤本 典裕(FUJIMOTO NORIHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講は，現代教育の諸問題，教育をめぐる諸事象を検討する際に必要となる知識，考え方などの基礎を身につけることを目標と

する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

上記目標を達成するため，教育の概念整理，人間の文化とその伝達の特性，学校制度の誕生と発展，近代教育の思想，日本の

学校制度の原理と歴史，現代の教育がかかえる問題などについて検討する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：授業内容や進め方などについての説明。 

2. 教育についての一般的理解：「教育」という言葉がどのように理解され流通しているのかを確認。 

3. 教育という営みの特性：教育が他の活動と区別される特性を検討する。 

4. 人間の文化とその伝達：教育の原点である文化伝達を理解するため，文化の存在様式，伝達の特性について検討する。 

5. 人間はどこまで動物か：人間を他の動物から区別する特性について理解し，人間にとっての教育の意義を検討する。 

6. 教育可能性と教育の意義：教育による人間の変容について検討する。 

7. 人間の発達：人間の発達がどのようにとらえられてきたのかを検討する。 

8. 講義前半のまとめと中間試験 

9. 能力モデルと教育の規定：めざすべき能力モデルについて検討するとともに，教育が果たす役割を確認する。 

10. 子ども観・子育て観：子どもや子育てがどのように理解され実践されてきたのか，現代においてそれらはどのようなものとな

っているのかを検討する。 

11. 近代の教育思想：教育に関するルソーの考察を手がかりに，近代教育思想の特徴を整理・検討する。 

12. 学校の誕生と発展：学校という教育機関がなぜ，どのようなものとして誕生し発展したのかを検討する。 

13. 学校という機関：学校教育制度の性格とそれが歴史的に果たしてきた役割について検討する。 

14. 講義のまとめと学期末試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回の終わりに次回の内容を予告するので，それに従って準備してほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/中間テスト(40%)/レポート提出(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用せず，必要な資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 堀尾輝久、1989、『教育入門』、岩波書店 (ISBN:4004300541) 

2. 堀尾輝久、1997、『現代社会と教育』、岩波書店 (ISBN:4004305217) 

3. ルソー、2007、『エミール(上)』、岩波書店 (ISBN:9784003362211) 

4. ルソー、2007、『エミール(中)』、岩波書店 (ISBN:9784003362228) 

5. ルソー、2007、『エミール(下)』、岩波書店 (ISBN:9784003362235) 

6. 勝田守一、1990、『能力と発達と学習』、国土社 (ISBN:4337659269) 

7. 藤本典裕・制度研編、2009、『学校から見える子どもの貧困』、大月書店 (ISBN:9784272412020) 

その他については授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■GX321 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GX321／生徒・進路指導の理論と方法（Ａ） 

(Theories and Methods of Student and Career(A)) 

担当者名 

（Instructor） 
大野 久(ONO HISASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET1300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 一人一人の児童及び生徒の人格を尊重し、個性の伸長を図りながら、社会的資質や行動力を高めることを目指す生徒指導を

学ぶ。また、一人一人の社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を育むための進路指導を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 生徒指導もキャリア教育も学校現場ではあらゆる教育活動において実践するものとされている。教育現場における実践事例に

触れながら、本来の意味や役割について理解を深め、教育現場で活用できる実践的な力量形成が図れるように講義する。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 生徒指導・進路指導とは 

2. 学校全体の教育活動の中の生徒指導 

3. 集団指導・個別指導、生徒指導体制と教育相談 

4. 生徒指導の集団指導のあり方 

5. 生徒指導の個別指導のあり方 

6. 問題行動への対応 

7. いじめへの対応 

8. 情報機器の使用に関する問題・情報倫理・リテラシー 

9. 不登校への対応 

10. 進路指導・キャリア教育の意義と理論、そのあり方 

11. カリキュラム・マネジメント・ガイダンスの意義 

12. 進路指導・キャリア教育の実際 

13. ポートフォリオの活用 

14. キャリア・カウンセリングの方法 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

参考書の該当部分を予習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/講義内でのリアクションペーパー(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 文部科学省、2011、『生徒指導提要』、教育図書 (ISBN:978-4-87730-274-0) 

2. 大野久ほか、2017、『君の悩みに答えよう』、福村出版 (ISBN:978-4571230578) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■GX322 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GX322／生徒・進路指導の理論と方法（Ｂ） 

(Theories and Methods of Student and Career(B)) 

担当者名 

（Instructor） 
青木 猛正(AOKI TAKEMASA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET1300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教育基本法第１条にある教育の目的である「人格の完成」と「平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質」の育成

のために必要となる生徒指導のあり方、及び生徒の自己実現に向けた進路指導・キャリア教育について、実際の学校現場での

取り組みをもとに実践的に学ぶことを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

生徒指導の意味と実際、生徒への日々の対応、生徒に対する配慮事項、進路指導とキャリア教育との関係、キャリア教育の実践

例等、キャリア教育の視点による教科指導等本来の意味や役割について理解を深めるとともに、学校現場で活用できる実践的な

力量形成が図れるように講義する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 生徒指導とは 

2. 中・高校生の心理と教育相談の在り方 

3. 問題行動への対応 

4. いじめ問題への対応 

5. 通常学級における特別支援教育 

6. 個人の特性と配慮するべき事項 

7. 学校組織における生徒指導の実際 

8. 進路指導とキャリア教育 

9. キャリア発達と基礎的・汎用的能力 

10. キャリア教育の実践：「産業社会と人間」の取組 

11. キャリア教育の実践：その他の取組 

12. 教科指導におけるキャリア教育 

13. 生徒の自己実現に向けて 

14. 学校組織における進路指導とキャリア教育の実際 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自分自身の中学校・高等学校時代を振り返り、今の自分にとって中・高の経験のどこが重要であったか、しっかりと見つめ直して

ください。事前・事後には参考文献に目を通し、基本的な意味を捉えてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/リアクションペーパー(30%)/授業参加態度(20%) 

科目の特性上、講義への遅刻や授業中の飲食も含めた基本的態度も評価のマイナス要因となります。 

 

テキスト（Textbooks） 

講義ごとにプリントを配付します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 文部科学省、2011、『生徒指導提要』、教育図書 (ISBN:978-4-87730-274-0) 

１ 生徒指導提要ダウンロードサイト http://www.akita-c.ed.jp/~cjid/teiyou.htm 

２ 中央教育審議会『今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について（答申）』文部科学省サイト 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1301877.htm 

３ 青木猛正「高等学校キャリア教育の根幹的な取組 : 『産業社会と人間』の実践」立教大学教職研究第 28号 pp.37～46 立教

大学学術リポジトリサイト 

https://rikkyo.repo.nii.ac.jp/index.php 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■GX323 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GX323／生徒・進路指導の理論と方法（Ｃ） 

(Theories and Methods of Student and Career(C)) 

担当者名 

（Instructor） 
三好 昭子(MIYOSHI AKIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET1300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生涯にわたる人間の心の発達に関する知識を獲得し，中高生の心理的な問題や問題行動を理解した上で，実際の生徒指導・進

路指導の方法を考えることができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

人格についての生涯発達理論であるエリクソンの漸成発達理論を，伝記資料も用いて講義する。社会との相互作用の中で人間

が実際にどのようにアイデンティティを形成していくかについて全生涯をふまえた視点から考察する。その上で現代的な問題を取

り上げ，中高生のよりよい発達を目指す教育相談，進路指導，キャリア教育について考えていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 生徒・進路指導の目的と教員の役割 

2. Erikson の漸成発達理論とアイデンティティ：教育相談の視点 

3. 伝記資料でみるアイデンティティ：キャリアと生き方 

4. 第Ⅰ段階：基本的信頼感と時間的展望 

5. 第Ⅱ段階：自律性と意志力の生成 

6. 第Ⅲ段階：主導性の発達と進路 

7. 否定的アイデンティティ 

8. 第Ⅳ段階：生産性の発達とキャリア教育 

9. 第Ⅴ段階：アイデンティティ拡散と青年の自我に内在する回復力 

10. 第Ⅵ段階：親密性の発達と青年期の恋愛 

11. 第Ⅶ段階：生殖性の発達と人格の成熟 

12. 親子間葛藤と愛の本質 

13. 心理的離乳とモラトリアム 

14. 生涯発達の視点からみた進路指導・キャリア教育 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『生徒指導提要』の指定部分を読み，指定期間内に Blackboardの中間テストを受験する必要がある。 

歴史上の人物 1 名の伝記を 1冊以上読み，レポートを書く必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間テスト・リアクションペーパー(30%)/中間レポート(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用せず，資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 文部科学省、2011、『生徒指導提要』、教育図書 (ISBN:9784877302740) 

2. 大野久、2010、『エピソードでつかむ青年心理学』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623057375) 

3. 髙坂康雅・池田幸恭・三好昭子、2017、『レクチャー 青年心理学 —学んでほしい・教えてほしい青年心理学の 15 のテーマ

—』、風間書房 (ISBN:9784759921830) 

4. 大野 久・小塩真司・佐藤有耕・白井利明・平石賢二・溝上慎一・三好昭子・若松養亮、2017、『君の悩みに答えよう —青年心

理学者と考える 10 代・20 代のための生きるヒント』、福村出版 (ISBN:9784571230578) 

文部科学省『生徒指導提要』は http://s.rikkyo.ac.jp/teiyou からダウンロードすることができます。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

グループディスカッションを通して理解を深めるため，授業への積極的な参加が求められる。 

中間テストには Blackboardを使用する。 

 

注意事項（Notice） 
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■GX324 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GX324／生徒・進路指導の理論と方法（Ｄ） 

(Theories and Methods of Student and Career(D)) 

担当者名 

（Instructor） 
駒屋 雄高(KOMAYA YUTAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET1300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教育活動全般にとって「前提」となる生徒指導・進路指導，キャリア教育の活動について学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

教育実践の相手である生徒たちのこころのありようについて，エリクソンの発達論を中心に理解を深めてもらう。特に児童期・思

春期・青年期のこころのありようについて詳述する。そして，この時期に起こる生徒たちの問題（いじめ，不登校，発達しょうがい，

非行等）について理解を深め，指導の際に役立てるポイントを事例を通して理解してもらう。事例理解の際には教育相談の立場と

生徒・進路指導の立場の違いについても理解をしてもらう。最後に生徒の将来につながるキャリア教育のありようについて紹介す

る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：授業の進め方，生徒指導・進路指導・キャリア教育とは何か 

2. E.H.エリクソンの発達理論について 

3. 児童期の課題 

4. 思春期の課題 

5. 青年期の課題 

6. 親子関係の課題 

7. 「いじめ」について，その問題と関わり方 

8. 「非行」について，その問題と関わり方 

9. 「不登校」について，その問題と関わり方 

10. 事例から考える「不登校」の問題 

11. 「発達しょうがい」について，その問題と関わり方 

12. キャリア教育とは：ハヴィガーストの発達理論から考える将来設計 

13. キャリア教育とは：現代社会が抱える社会的病理と，その歴史 

14. まとめ：充実した生徒指導，進路指導，キャリア教育の実践について 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自身の学校生活を振返りつつ，講義内容を学んでください。特に復習を推奨します。また講義で学んだ内容を日常の出来事に当

てはめ考えてみることで理解の幅を広げてみてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

期末レポート(40%)/講義参加への姿勢(20%)/講義ごとのリアクションペーパー(40%) 

私語については厳重に注意します。注意後の私語の継続は授業を受ける気持ちがないとみなし，評価の減点対象となります。 

 

テキスト（Textbooks） 

講義時にプリントを配付します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 文部科学省、2011、『生徒指導提要』、教育図書 (ISBN:9784877302740) 

『生徒指導提要』ダウンロードサイト（http://s.rikkyo.ac.jp/teiyou) 

その他については，講義中に適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

5 回を越える欠席をした学生は単位認定はしません。注意してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■GX331 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GX331／教育制度論・教育課程論（Ａ） 

(System of Education,Course of Education(A)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
〈制度としての教育〉の現代的課題を考える 

担当者名 

（Instructor） 
森田 満夫(MORITA MITSUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教育を，(子どもが接する)広義の教育課程・内容を通して社会的・制度的に現象する作用として捉え，今日的な教育課題をリアル

に考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業の目標を実現するために，教育のリアルな社会的・制度的な問題状況を事実として理解する。それを批判的かつ創造的な

目で捉え直すうえで，規範として重要視すべき憲法(1946 年)に内在する精神－〈人権としての教育〉－を学習して，現在進行形の

教育改革・教育政策が具体化する諸問題を，リアルに学習・研究する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 教育を社会的・制度的に捉える（１）－「制度としての教育」とは？－ 

3. 教育を社会的・制度的に捉える（２）－「制度としての教育」とは？－ 

4. 教育を社会的・制度的に捉える（３）－「制度としての教育」とは？－ 

5. 「制度としての教育」の骨格を理解する（１）－ビデオ教材から－ 

6. 「制度としての教育」の骨格を理解する（２）－教育法の体系として－ 

7. 「制度としての教育」の骨格を理解する（３）－教育法の体系として－ 

8. 教育の自主性をめぐる問題（１）－教育課程・教育内容を中心にして－ 

9. 教育の自主性をめぐる問題（２）－教育課程・教育内容を中心にして－ 

10. 教育の条件整備をめぐる問題（１） 

11. 教育の条件整備をめぐる問題（２） 

12. 国民全体に対する教育責任をめぐる問題 

13. 現代教育問題の論点(まとめ)－〈人権としての教育〉をめぐる課題－ 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

１年次以降の既修の「教職に関する科目（「教育原論」，「教育心理学」等）」を復習しておくこと。なお，教科書，事前配付のプリン

トレジュメ（A4 判）及び教材資料（B4 判）などを熟読しておくことも望ましい。詳細はその都度指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/小レポート(30%)/リアクションペーパーによる授業参加度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 土屋基規編、2011、『現代教育制度論』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4-623-05835-8) 

教科書の他，事前配付のプリントレジュメ（A4 判）及び教材資料（B4 判）などを使用する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 平原春好・寺﨑昌男編集代表、2011、『新版教育小事典第３版』、学陽書房 (ISBN:978-4-313-61033-0) 

2. 市川須美子・浦野東洋一他編、2018、『教育小六法（平成 30 年版）』、学陽書房 (ISBN:978-4-313-01187-8) 

3. 姉崎洋一・荒牧重人他編、2018、『解説教育六法 2018 平成 30 年版』、三省堂 (ISBN:978-4-385-15942-3) 

4. 文部科学省、2015、『中学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1540-5) 

5. 文部科学省、2015、『高等学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1541-2) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■GX332 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GX332／教育制度論・教育課程論（Ｂ） 

(System of Education,Course of Education(B)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「教育を受ける権利（学習権）」を保障する公教育制度とは何かを考える 

担当者名 

（Instructor） 
福島 賢二(FUKUSHIMA KENJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業では、公教育制度が歴史的に国家権力を中心とした政治的力学のなかで構築されてきた／いることを理解したうえで、

「教育を受ける権利（学習権）」を保障する視点から、権力を行使できる立場にある政治機構及び行政機構はどうあるべきかを見

極め、公教育制度を設計・評価できるようになることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

上記目標を達成するため、公教育制度における国家権力のあるべき位置を日本国憲法と 1947年教育基本法の理念より確認す

る。そのうえで教育課程制度やそれを巡る事件と訴訟を取り上げることで、国家権力の位置づけをめぐり問題が生じていることを

確認していく。こうした作業を通じて学習者の「教育を受ける権利（学習権）」を保障するうえで、国家権力はいかにあるべきかを公

教育制度との関係で考究していく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス及びイントロダクション 

2. 学校制度（１）－夜間中学という存在 

3. 学校制度（２）－夜間中学の過去・現在・未来 

4. 教育法（１）－教育勅語体制から憲法・教育基本法体制へ 

5. 教育法（２）－1947 年教育基本法の理念及び意義 

6. 教育法（３）－1947 年教育基本法の理念及び意義 

7. 中間テスト 

8. 教育法（４）－2006 年教育基本法の性格と問題 

9. 教育政策－教育振興基本計画からみる日本の教育の現在と未来 

10. 教育課程制度（１）－教育内容は誰がどのように決めるのか 

11. 教育課程制度（２）－教育内容をめぐる訴訟と判決 

12. 教育課程制度（３）－教科書はどのようにつくられ、選ばれるのか 

13. 教育行政制度－政治機構及び行政機構の教育における任務とは何か 

14. 講義のまとめ 

最終（期末）テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

１、ニュースや新聞で教育にかかわる情報を日頃から摂取しておくこと。 

２、授業で配付された資料は熟読しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/中間テスト(40%)/小レポート(20%) 

成績評価の基準内訳は上記の通りであるが、2/3 以上の出席がなければ単位認定はしない。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用せず、適宜レジュメと資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 兼子仁、1971、『国民の教育権』、岩波書店 (B000J9KSAE) 

2. 堀尾輝久、1971、『現代教育の思想と構造』、岩波書店 (B000J9MYYC) 

3. 堀尾輝久、2002、『いま、教育基本法を読む―歴史・争点・再発見』、岩波書店 (ISBN:4000221264) 

4. 浪本勝年・三上昭彦、2008、『「改正」教育基本法を考える―逐条解説』、北樹出版 (ISBN:4779301343) 

5. 佐藤学・勝野正章、2013、『安部政権で教育がどう変わるか』、岩波書店 (ISBN:4002708748) 

6. 石山久男、2008、『教科書検定―沖縄戦「集団自決」問題から考える』、岩波書店 (ISBN:4000094343) 

7. 松崎 運之助、2002、『夜間中学があります』、かもがわ出版 (ISBN:4876997063) 

上記参考文献は代表的なもののみである。上記以外は授業時に適宜紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■GX333 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GX333／教育制度論・教育課程論（Ｃ） 

(System of Education,Course of Education(C)) 

担当者名 

（Instructor） 
下地 秀樹(SHIMOJI HIDEKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者各人が自己の（被）教育体験を対象化し，相対化しながら，教育と社会諸制度の関わりや教育を具体的に構想する意義に

ついて考察することを目標とする。また，社会的公正さについて熟慮しながら，お互いにフェアな教育制度のあり方を構想する基

礎力を涵養する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業の目標に近づくべく，毎回，授業計画にあげたテーマに関わる小テストまたは小レポートを課す（順序は適宜変更する可能

性がある）。その論述を相互に検討し，批評しあう機会をなるべく多く設けたい。学期末最終授業時には，総括テストを実施する

か，または総括レポートを課し，さらに相互批評を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入－学校体験を振り返る 

2. 憲法・教育基本法体制 

3. 近代日本の学校制度 

4. 戦後の学校制度 

5. 教育委員会制度 

6. 教職員法制 

7. 現代の教育政策を考える 

8. 教育課程を考える 

9. 学習指導要領を読む－総則 

10. 学習指導要領を読む－構造と変遷 

11. 教科書を考える 

12. 新学力観と PISA 

13. これからの授業改革を考える 

14. 総括と相互批評 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教育に関わる報道内容に日頃から注意すること。その他，授業中に適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内の小レポートまたは小テスト(40%)/リアクションペーパーによる授業参加度(40%)/最終授業時の総括レポートまたは総括テ

スト(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2015、『中学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1540-5) 

2. 文部科学省、2015、『高等学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1541-2) 

3. 堀尾輝久ほか編、2016、『地球時代の教育原理』、三恵社 (ISBN:486487476X) 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■GX334 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GX334／教育制度論・教育課程論（Ｄ） 

(System of Education,Course of Education(D)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
学校教育と教育を受ける権利／その歴史と制度 

担当者名 

（Instructor） 
藤本 典裕(FUJIMOTO NORIHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学校教育・義務教育制度を中心に，現代日本の教育制度と教育課程の原理，歴史，問題点などについて基本的な知識と理解を

得る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

(1)義務教育制度を中心に，教育を受ける権利が憲法規定とされた経緯と権利保障の実態を検討する。 

(2)学校教育の根幹をなす教育課程の意義とその法的性格を検討する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：講義内容，進め方，成績評価などについて説明する。 

2. 教育制度の析出と発展：教育機関としての学校が誕生する経緯とその後の発展について概観する。 

3. 異質なものとしての学校：寺子屋と学校を比較しながら，学校が日本に導入される際の混乱とその意味について検討する。 

4. 近代学校制度のスタート：「学制」「教学聖旨」などを素材に，明治国家が学校教育制度に期待したものは何だったのかを検

討する。 

5. 教育勅語と教育，教育内容：「教育勅語」の内容とその取り扱いなどから，戦前・戦中の教育を支配した教育理念を検討す

る。 

6. 師範学校教育と教師：戦前・戦中の義務教育学校（小学校，国民学校）で教えた教師がどのように養成され，どのような教

育を行うことを期待されていたのかを検討する。 

7. 講義前半のまとめと中間テスト 

8. 教育の権利・義務関係：戦前・戦中と戦後の教育のあり方を，権利・義務という観点から整理し比較・検討する。 

9. 教育義務・就学義務と学校設置義務：教育を受ける権利を保障する法制度について権利・義務関係を中心に整理・検討す

る。 

10. 無償制と教育費：教育を受ける権利保障の観点から教育費負担のあり方とその問題点を検討する。 

11. 就学・修学保障制度：教育を受ける権利を保障する手立てとその問題点について検討する。 

12. 教育課程編成とその意義：学校教育の根幹をなす教育課程の編成について整理・検討する。 

13. 教育課程の法制：教育課程編成の法制と学習指導要領の性格について検討する。 

14. 授業のまとめと学期末試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回の授業時に次回授業の内容を予告し，必要に応じて参考文献を指示するので，それらに眼を通してから授業に参加するこ

と。その他，適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/中間テスト(40%)/レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用せず，必要な資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 藤本典裕編著、2016、『新版教職入門』、図書文化 (ISBN:9784810066685) 

2. 山崎準二編、2009、『教育課程』、学文社 (ISBN:9784762016592) 

3. 藤本典裕・制度研編、2009、『学校から見える子どもの貧困』、大月書店 (ISBN:9784272412020) 

その他，授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■GX526 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GX526／博物館概論（Ａ） 

(Museology(A)) 

担当者名 

（Instructor） 
新井 葉子(ARAI YOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CEM1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
「博物館概論（Ｂ）」と同一科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ミュージアム（博物館・美術館）についての基本的で広範囲な知識を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ミュージアム（博物館・美術館）の意義と歴史、および博物館学の現状について概観し、ミュージアムの今後の可能性について考

察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ミュージアム（博物館・美術館）の定義と博物館学 

2. ミュージアムの起源① 

3. ミュージアムの起源② 

4. ミュージアムの歴史：大英博物館の誕生、等 

5. ミュージアムの歴史：ルーヴル美術館の誕生、等 

6. ミュージアムの歴史：日本における国立博物館の設置・郷土博物館の設置 

7. ナショナリズムとミュージアム 

8. 中間テスト 

9. 文化遺産をめぐる問題 

10. 「他者」の展示  

11. 「戦争」の展示 

12. 「災害」の展示 

13. ミュージアムの未来 

14. 筆記試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・日ごろから博物館・美術館などに積極的に足を運び、自分なりの当事者意識・問題意識を培っておくこと。 

・毎回の予習を必ず行うこと。詳細については履修登録完了後に Blackboard上で行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/中間テスト(20%)/リアクションぺーパーとその内容に関する発言(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

下記「その他」参照。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は Blackboard上で告知する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

テキストや予習用の教材は Blackboard で案内する。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 228 - 

■GX527 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GX527／博物館概論（Ｂ） 

(Museology(B)) 

担当者名 

（Instructor） 
新井 葉子(ARAI YOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CEM1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
「博物館概論（Ａ）」と同一科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ミュージアム（博物館・美術館）についての基本的で広範囲な知識を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ミュージアム（博物館・美術館）の意義と歴史、および博物館学の現状について概観し、ミュージアムの今後の可能性について考

察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ミュージアム（博物館・美術館）の定義と博物館学 

2. ミュージアムの起源① 

3. ミュージアムの起源② 

4. ミュージアムの歴史：大英博物館の誕生、等 

5. ミュージアムの歴史：ルーヴル美術館の誕生、等 

6. ミュージアムの歴史：日本における国立博物館の設置・郷土博物館の設置 

7. ナショナリズムとミュージアム 

8. 中間テスト 

9. 文化遺産をめぐる問題 

10. 「他者」の展示  

11. 「戦争」の展示 

12. 「災害」の展示 

13. ミュージアムの未来 

14. 筆記試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・日ごろから博物館・美術館などに積極的に足を運び、自分なりの当事者意識・問題意識を培っておくこと。 

・毎回の予習を必ず行うこと。詳細については履修登録完了後に Blackboard上で行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/中間テスト(20%)/リアクションぺーパーとその内容に関する発言(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

下記「その他」参照。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は Blackboard上で告知する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

テキストや予習用の教材は Blackboard で案内する。 

 

注意事項（Notice） 
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■GX532 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GX532／図書館概論（Ａ） 

(Introduction to Library Science (A)) 

担当者名 

（Instructor） 
中村 百合子(NAKAMURA YURIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CEL1000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
「図書館概論（Ｂ）」と同一科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

図書館の社会的使命やその運営原理を理解し，メディアと読む行為，図書館の未来について考える。また，図書館情報専門職の

仕事の意義や可能性を認識する。そして，自らの司書課程の学びに対する目的意識を明確にする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

図書館について多角的に講義する。 

講師がレジュメを配付し講義をするという形で授業を進めるが，ほぼ毎授業にリーディングの課題を出す。その活用をとおして，

学生間の学び合いを促す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の概要説明 

2. 図書館の定義 

博物館・美術館，文書館との役割分担と連携・協力 

3. 情報共有（information sharing）という哲学 

4. 図書館の種類 

図書館関連の法規 

図書館協力・ネットワーク 

5. 現代の図書館の運営の実際（立教大学池袋図書館見学） 

6. 立教大学図書館のウェブサービス 

新しいメディアと電子図書館 

7. 図書館の機能とサービス 

8. 「図書館の自由」の理念 

9. 図書館職員とその専門性，専門的知識と技術 

10. 国立図書館，国立国会図書館 

11. 公共図書館 

12. 大学図書館 

学校図書館 

専門図書館その他の各種図書館 

13. 最終テスト 

14. 最終テストの復習 

まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への出席と積極的参加(20%)/リーディングの宿題(40%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

初回の授業で示す。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ゲストスピーカーの招聘により，授業計画を変更する場合がある。その場合，受講生には授業中に相談，告知する。 

 

注意事項（Notice） 
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■GX533 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GX533／図書館概論（Ｂ） 

(Introduction to Library Science (B)) 

担当者名 

（Instructor） 
中村 百合子(NAKAMURA YURIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CEL1000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
「図書館概論（Ａ）」と同一科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

図書館の社会的使命やその運営原理を理解し，メディアと読む行為，図書館の未来について考える。また，図書館情報専門職の

仕事の意義や可能性を認識する。そして，自らの司書課程の学びに対する目的意識を明確にする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

図書館について多角的に講義する。 

講師がレジュメを配付し講義をするという形で授業を進めるが，ほぼ毎授業にリーディングの課題を出す。その活用をとおして，

学生間の学び合いを促す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の概要説明 

2. 図書館の定義 

博物館・美術館，文書館との役割分担と連携・協力 

3. 情報共有（information sharing）という哲学 

4. 図書館の種類 

図書館関連の法規 

図書館協力・ネットワーク 

5. 現代の図書館の運営の実際（立教大学池袋図書館見学） 

6. 立教大学図書館のウェブサービス 

新しいメディアと電子図書館 

7. 図書館の機能とサービス 

8. 「図書館の自由」の理念 

9. 図書館職員とその専門性，専門的知識と技術 

10. 国立図書館，国立国会図書館 

11. 公共図書館 

12. 大学図書館 

学校図書館 

専門図書館その他の各種図書館 

13. 最終テスト 

14. 最終テストの復習 

まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への出席と積極的参加(20%)/リーディングの宿題(40%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

初回の授業で示す。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ゲストスピーカーの招聘により，授業計画を変更する場合がある。その場合，受講生には授業中に相談，告知する。 

 

注意事項（Notice） 
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■GX551 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GX551／生涯学習概論１ 

(Introduction to Lifelong Learning 1) 

担当者名 

（Instructor） 
山嵜 雅子(YAMAZAKI MASAKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CED1000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生涯学習や社会教育についての基礎的な知識を身につけるとともに、生涯学習や社会教育の現場に携わる者としての自覚と態

度を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

生涯学習および社会教育の概念や歴史、学習活動や教育活動の実際、関連法規や政策・制度、現状と課題および展望など、生

涯学習や社会教育に対する理解を深めるために必要な事項を講義する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 生涯学習と社会教育 

2. 社会教育の歴史と意義 

3. 生涯教育・生涯学習論の展開 1（国際編） 

4. 生涯教育・生涯学習論の展開 2（日本編） 

5. 生涯学習の振興に関わる施策と行政組織 1 

6. 生涯学習の振興に関わる施策と行政組織 2 

7. 社会教育法と社会教育行政 

8. 生涯学習・社会教育の機会 

9. 生涯学習・社会教育の内容・形態・方法 

10. 生涯学習・社会教育のための施設 

11. 生涯学習・社会教育の支援者 

12. 生涯学習と学校教育 

13. 生涯学習と民間の組織・団体 

14. 生涯学習・社会教育の課題と展望 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業への出席および参加態度(20%)/授業時あるいは課題のレポートの内容・提出状況(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。適宜、資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

この科目の単位修得が秋学期「生涯学習概論２」履修の必須条件となる。 
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■GX552 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GX552／生涯学習概論（学・司） 

(Introduction to Lifelong Learning) 

担当者名 

（Instructor） 
荻野 亮吾(OGINO RYOGO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CEL1000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業は，国内外での生涯学習の考え方の広がりを理解し，生涯学習に関わる施設・団体・機関の活動や，成人学習の方法

について必要な知識を習得することで，社会の中に広がる様々な学習の機会を積極的に活用できるようになることを目標としま

す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では，具体的な事例（映像資料含む）に基づき，生涯学習に関する国際的動向・国内の動向，生涯学習に関わる施設や

教育機関，団体の活動の特徴，成人学習者の特性や成人学習の理論について，講義を行います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：講義全体の流れについて 

2. 生涯学習を支える施設の種類と役割 

3. 生涯学習関連施設の現代的な役割 

4. 生涯学習論の国際的展開（1）：ユネスコの動向 

5. 生涯学習論の国際的展開（2）：OECD の動向 

6. 日本における生涯学習政策の動向 

7. 学校・家庭・地域の連携・協働 

8. 地域における高等教育機関の役割 

9. 生涯学習に関わる地域のグループの活動 

10. 生涯学習を支える NPO や社会的企業の活動 

11. 成人学習者の特性と学習ニーズ 

12. 成人学習の理論（1）：経験学習と変容学習 

13. 成人学習の理論（2）：状況的学習 

14. 成人学習の理論（3）：職場学習とワークライフバランス 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の予習・復習に関する指示は，必要に応じて各回の終了時に行います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/リアクションペーパー(30%)/中間レポート(10%) 

欠席回数が，5 回を超えたものについては D 評価とします。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストの代わりに，毎回の授業でパワーポイントのハンドアウトを配付し，そのプリントに基づいて授業を進めます。 

 

参考文献（Readings） 

1. 香川正弘他編、2008、『よくわかる生涯学習』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623049612) 

2. 立田慶裕他、2011、『生涯学習の理論：新たなパースペクティブ』、福村出版 (ISBN:4571101562) 

3. 赤尾勝己編、2004、『生涯学習理論を学ぶ人のために：欧米の成人教育理論、生涯学習の理論と方法』、世界思想社 

(ISBN:4790710653) 

4. 松尾睦、2011、『「経験学習」入門』、ダイヤモンド社 (ISBN:4478017298) 

5. 中原淳、2011、『職場学習論：仕事の学びを科学する』、東京大学出版会 (ISBN:4130402501) 

6. 玉村雅敏編、2013、『地域を変えるミュージアム：未来を育む場のデザイン』、英治出版 (ISBN:4862761534) 

7. 猪谷千香、2014、『つながる図書館：コミュニティの核をめざす試み』、筑摩書房 (ISBN:4480067566) 

この他の参考文献は，授業中に示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントを使用した講義形式とし，授業 2〜3 回につき 1回の割合で映像資料を活用する。 

授業中にパワーポイントのハンドアウトを配付する。ここには，参考文献や中間レポートの内容が含まれる。配付した資料につい

ては，翌週までに，Blackboard上で参照できる形とする。 
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リアクションペーパーの中で特徴的な意見については，次回授業時にフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■GX553 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GX553／生涯学習概論２ 

(Introduction to Lifelong Learning 2) 

担当者名 

（Instructor） 
山嵜 雅子(YAMAZAKI MASAKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CED1000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生涯学習や社会教育についての基礎的な知識を身につけるとともに、生涯学習や社会教育の現場に携わる者としての自覚と態

度を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「生涯学習概論 1」での基礎的な学習を踏まえ、生涯学習や社会教育について多角的な検討と考察を進める。人間の生涯におい

て必要とされるさまざまな学習機会や、時代や社会の状況のなかで求められる学習内容、およびそうした学習を成り立たせるた

めの支援施策や制度、さらに人々がつくり出す学習の場とその活動の意義などを講義する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 学びと人間形成 

2. 青少年教育の課題と学習機会１ 

3. 青少年教育の課題と学習機会２ 

4. 成人教育の課題と学習機会 

5. 高齢者教育の課題と学習機会 

6. 女性と生涯学習・社会教育 

7. 家庭教育と生涯学習・社会教育 

8. 現代社会と生涯学習・社会教育１ 

9. 現代社会と生涯学習・社会教育２ 

10. 学習機会の提供主体 

11. 学習の場と社会教育施設 

12. 社会教育と集団 

13. 地域社会の創造と生涯学習・社会教育 

14. 生涯学習・社会教育の意義と課題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への出席と取り組み(30%)/授業時あるいは課題のレポートの内容と提出状況(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。適宜、資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ディスカッションやグループ作業を適宜取り入れる。主体的な参加を期待する。 

 

注意事項（Notice） 

春学期「生涯学習概論１」を修得済の者対象。 
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■GX611 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GX611／教育心理学（Ａ） 

(Educational Psychology (A)) 

担当者名 

（Instructor） 
茂垣 まどか(MOGAKI MADOKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教育心理学の基礎知識を学び，教育に関する心理学的な視点を習得する。また受講者自身の人間観・子ども観や，目指す教育

者像等について，自己洞察を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

子どもの発達と学習を中心とした，教育心理学的知識について講義する。また受講者が，心理学的な理論枠組みで発達・学習現

象をとらえるトレーニングをし，人間の発達には何が重要か，どのような教育が効果的か，などの点について考察する機会を提供

する。なるべく具体的事例を紹介し，毎回の授業終了時に受講者にコメントを書いてもらうことなどにより，考察が進むよう促す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（授業の概説） 

2. 学習理論：新しいことをどのように獲得するか 

3. 教授法 

4. 動機付け：“やる気”が生じる原理とは 

5. 記憶：記銘と忘却 

6. 知能：知的能力とはなにか 

7. 教育評価 

8. 教育統計 

9. 発達の一般原理：発達の基本的法則 

10. 発達理論（各論） 

11. パーソナリティの理解 

12. 発達しょうがいの理解 

13. 発達しょうがいの対応 

14. 総説 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に配付されたレジュメに目を通し，各回の講義のテーマを理解した上で参加すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席・リアクションペーパーなどによる平常点(20%)/中間課題(40%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。授業ごとにレジュメを配付する。 

 

参考文献（Readings） 

講義内で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

教材の配付や授業理解の確認等に Blackboardを利用しますので，不慣れな受講生は事前に利用方法を確認しておくこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■GX612 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GX612／教育心理学（Ｂ） 

(Educational Psychology (B)) 

担当者名 

（Instructor） 
原 美香(HARA MIKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教育活動に関わる心理学的基礎知識について学ぶ。発達、学習、記憶、動機づけなど学習過程に関連する知見を学ぶ。さらに、

しょうがいを持つ生徒の心理や学びへの支援を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

教育活動で有用になる教育的要素について、明らかになった心理学的な研究や理論を紹介する。これらの教育に関わる基礎的

知識の理解をさらに深めるため、演習を実施する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. やる気と無力感１（学習観） 

3. やる気と無力感２（動機づけ） 

4. 学習と教育１（学習のメカニズム） 

5. 学習と教育２（学習理論とその展開） 

6. 学習と教育３（社会的学習） 

7. 学習と教育４（記憶） 

8. 学習と教育５（忘却） 

9. 発達と教育１（発達の概念） 

10. 発達と教育２（乳幼児期〜幼児期） 

11. 発達と教育３（児童期〜青年期） 

12. 個性 

13. 教育的働きかけ 

14. 教育と支援（しょうがいを持つ生徒への支援） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間以外の学習は、必要に応じ別途指示しますが、各講義内容、演習をふりかえり、主体的な各自の学びに展開することを

願います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート(40%)/講義参加への姿勢およびリアクションペーパー(40%)/講義まとめテスト(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義時にプリントを配付します。 

 

参考文献（Readings） 

講義時に紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■GX613 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GX613／教育心理学（Ｃ） 

(Educational Psychology (C)) 

担当者名 

（Instructor） 
千葉 健司(CHIBA TAKESHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教育活動に関与する際に役立つ心理学の基礎知識を学ぶ。心理学的視点から児童・生徒及び学校での学びについて理解を深

める。そして、その知識を活用し教育活動に携わる力を身に付ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

教育心理学の基礎的な知識について講義する。理解しやすいように、受講者にとって身近な例を挙げながら講義を進めるよう心

掛ける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 発達１（発達の理論） 

3. 発達２（乳児期の発達） 

4. 発達３（幼児期の発達） 

5. 発達４（児童期と青年期の発達） 

6. 記憶のメカニズム 

7. 動機付け 

8. 学習理論 

9. 学習指導の形態 

10. 学校における人間関係 

11. 教育評価 

12. 発達障害の理解と対応 

13. 不登校，いじめ，非行の理解と対応 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間以外の学習については必要があれば別途指示する。教育現場で起こっている様々な現象に対して関心を持ち、講義の

内容を自身の体験や見聞きしたことに結び付け理解していくよう努めて欲しい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業への参加姿勢及びリアクションペーパーの内容(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配付します。 

 

参考文献（Readings） 

適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■GX614 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GX614／教育心理学（Ｄ） 

(Educational Psychology (D)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
学びの科学 

担当者名 

（Instructor） 
野口 隆子(NOGUCHI TAKAKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

子どもの発達と学習に関する様々なテーマを中心に，教育心理学の基本的知識を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義を通して，受講者が教育心理学の主要な理論，方法などを理解し，自分自身の子ども観や学習観，教育観をふりかえり考え

る機会にしてほしいと考えている。映像や資料等を用い，具体的で身近な事例を考えながら授業をおこなう予定である。毎回授業

終了時にリアクションペーパーの執筆と提出をしていただく。授業の内容をふまえて自分の考えや疑問をまとめる機会としてほし

い。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 概説：教育心理学とは 

2. 子どもを取り巻く環境と教育 

3. 発達と教育（１）乳幼児期の発達：人との関わり，学びの芽生え 

4. 発達と教育（２）幼児期から児童期の認知発達 

5. 発達と教育（３）青年期の心理 

6. 学習理論 

7. 動機付け 

8. 記憶 

9. 文章理解と読み（１） 

10. 文章理解と読み（２） 

11. 発達障害と臨床的援助 

12. 学級集団の構造・教師の専門的成長と発達 

13. 教育評価 

14. 総説・振り返り小テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内でノートをとっていただく際，ポイントをふまえて自分なりのノートを作成する心構えと準備をしてください。また，わからない

専門用語，内容については自分でも調べ参考文献を読むなどの復習をしてください。その他，発展的学習ができるよう文献や資

料を紹介します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/リアクションペーパー(40%)/レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントなど随時配付する。その他，参考文献の該当箇所を適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 大村彰道 編、1996、『教育心理学 1』、東京大学出版会 (ISBN:4130520725) 

2. 下山晴彦 編、1998、『教育心理学 2』、東京大学出版会 (ISBN:4130520741) 

3. 子安増生・田中俊也・南風原朝和・伊東祐司 著、2017、『ベーシック現代心理学 教育心理学』、有斐閣 

(ISBN:9784641072459) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■GX710 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GX710／教育心理学（Ｍ） 

(Educational Psychology(M)) 

担当者名 

（Instructor） 
駒屋 雄高(KOMAYA YUTAKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教育実践において必要な心理学的知識を習得し，人を理解し，人を育むという視点から，将来児童・生徒と関わる学生の意識・

理解の幅を広げる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

教育活動を実践する際に必要な知識である子どもの心の発達や心の機能面を中心に講義を行う。また現代社会の病理や不適

応行動全般について講義し，その中でも不登校や発達しょうがいといった特徴を持った子どもたちにどのように関わるかについて

理解を深めるための講義並びに事例提示を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：授業の内容･方針の説明 

2. 学習の心理学 

3. 動機付けの心理学 

4. パーソナリティの心理学 

5. ピアジェの認知発達について 

6. 児童・生徒の発達理論について 

7. 児童・生徒の発達段階について 

8. コミュニケーション（対人関係）とは何か 

9. 現代社会の価値観が教育現場に及ぼす影響 

10. 教育現場で起こる不適応行動とは 

11. 不登校という現象について 

12. 発達しょうがいと学校教育 

13. アセスメントとは何か 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

日常を心理学という概念を通して考えてみることで，日常に対する理解の視点を広げてみてください。また普段メディアに流れる

教育関連の情報に気を配るようにしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席点および授業参加度(20%)/講義ごとの小レポート(40%)/最終レポート(40%) 

私語に関しては厳重に注意をします。度重なる私語は評価の減点対象となります。 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。適宜レジュメ配付。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

5 回を越える欠席をした学生は単位認定はしません。注意してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■GX711 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GX711／教育心理学（Ｎ） 

(Educational Psychology(N)) 

担当者名 

（Instructor） 
茂垣 まどか(MOGAKI MADOKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教育心理学の基礎知識を学び，教育に関する心理学的な視点を習得する。また受講者自身の人間観・子ども観や，目指す教育

者像等について，自己洞察を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

子どもの発達と学習を中心とした，教育心理学的知識について講義する。また受講者が，心理学的な理論枠組みで発達・学習現

象をとらえるトレーニングをし，人間の発達には何が重要か，どのような教育が効果的か，などの点について考察する機会を提供

する。なるべく具体的事例を紹介し，毎回の授業終了時に受講者にコメントを書いてもらうことなどにより，考察が進むよう促す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（授業の概説） 

2. 学習理論：新しいことをどのように獲得するか 

3. 教授法 

4. 動機付け：“やる気”が生じる原理とは 

5. 記憶：記銘と忘却 

6. 知能：知的能力とはなにか 

7. 教育評価 

8. 教育統計 

9. 発達の一般原理：発達の基本的法則 

10. 発達理論（各論） 

11. パーソナリティの理解 

12. 発達しょうがいの理解 

13. 発達しょうがいの対応 

14. 総説 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に配付されたレジュメに目を通し，各回の講義のテーマを理解した上で参加すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席・リアクションペーパーなどによる平常点(20%)/中間課題(40%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。授業ごとにレジュメを配付する。 

 

参考文献（Readings） 

講義内で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

教材の配付や授業理解の確認等に Blackboardを利用しますので，不慣れな受講生は事前に利用方法を確認しておくこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■GX850 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GX850／教育原論（Ｍ） 

(Principles of Education(M)) 

担当者名 

（Instructor） 
青木 純一(AOKI JUNICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学校教育における様々な問題を通して教育学の基礎知識を得る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

不登校、いじめ、学級崩壊、体罰、校内暴力、虐待、子どもの貧困など、学校教育に関わる具体的場面を通して教育を考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 教育学の基礎（1）－本授業の目的と内容 

2. 教育学の基礎（2）－統計から最近の教育の動向を考える 

3. 児童虐待と学校の役割（1）－虐待の実態とその対策 

4. 児童虐待と学校の役割（2）－学校の体罰を考える 

5. 崩壊と荒れ（1）－中学生の荒れと生活指導 

6. 崩壊と荒れ（2）－小学校高学年の学級経営 

7. 崩壊と荒れ（3）－幼小連携とスタートカリキュラム 

8. 不登校のいま（1）－登校拒否から不登校へ 

9. 不登校のいま（2）－新しい学校の取組み 

10. 不登校のいま（3）－フリースクールのカリキュラム 

11. 子どもの貧困と教育（1）－貧困の何が問題なのか 

12. 子どもの貧困と教育（2）－データからみるその実態 

13. いじめの歴史と対策（1）－1980～90 年代のいじめ 

14. いじめの歴史と対策（2）－2000年代以降のいじめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

日頃から新聞記事などに目を通し教育問題に関心をもつように努めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/複数回の授業内小レポート(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 逸見敏郎、奈須恵子、2012、『学校・教師の時空間』、三元社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■GX851 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GX851／教育原論（Ｎ） 

(Principles of Education(N)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教育の理念・歴史・思想／「関係」から見えてくる教育の世界 

担当者名 

（Instructor） 
東 宏行(HIGASHI HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代の子ども達や学校の現状について具体的に理解しながら、教育の理念、歴史、思想等を含めた広い視野から複眼的に捉

え、教職教養の基礎を身につけることが目標です。全体を「関係」という視点から見ることで、かかわり方や指導方法、支援方法、

教えるという行為について、特に深く理解できるようにします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

教育の理念、歴史、思想を中心に、問題別構成の内容で授業を展開します。大きく分けて 4 つのセッションで構成します。①教育

の理念と歴史、②現代教育の輪郭、③教育関係の理論と思想、④教育概念の拡張、の 4 つです。全てのセッションで、現代日本

の現状を講義内容に含めながら授業を行うことで、理解を深められるようにします。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入と概説：教育、教育関係の定義と意味 

2. 教育の理念と歴史１：子ども・教育をめぐる理論と思想 

3. 教育の理念と歴史２：子ども期と子ども観の歴史 

4. 教育の理念と歴史３：1980 年代以降の学校教育と子ども 

5. 現代教育の輪郭１：近年の少年事件と教育関係の変容 

6. 現代教育の輪郭２：教育基本法の全部改正と教育領域の広がり 

7. 現代教育の輪郭３：発達段階に応じた教育を考えるための諸理論 

8. 現代教育の輪郭４：現代の子ども達の自我構造に関する諸理論 

9. 教育関係の理論と思想１：中学校・高等学校における教師－生徒関係の理論と思想 

10. 教育関係の理論と思想２：授業と生徒指導等の場面に応じた教育関係の理論と思想 

11. 教育関係の理論と思想３：いじめ、不登校問題等での支援関係に関わる理論と思想 

12. 教育概念の拡張１：教育共同体、アクティブ・ラーニング、双方向授業の理念と思想 

13. 教育概念の拡張２：保護者・教師・地域の協働と現代教育の課題 

14. 教育概念の拡張３：生涯学習社会の進展と学校教育 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

文部科学省ホームページを活用しますので、事前に見ておくとよいです。その他、教育関係統計や法令等のインターネット上のサ

イトを見るようにしておくとよいです。授業でも閲覧することがありますので、各サイトの見方については初回授業時に説明しま

す。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/講義内レポート・アンケートの内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 汐見稔幸他編、2011、『よくわかる教育原理』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623059263) 

 

参考文献（Readings） 

1. 解説教育六法編修委員会、最新版、『解説 教育六法』、三省堂 

2. 内外教育編集部編、週 2 回発行、『専門情報誌『内外教育』』、時事通信社 

講義中に適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

文部科学省ホームページ http://www.mext.go.jp/ 

国立教育政策研究所 http://www.nier.go.jp/ 

 

注意事項（Notice） 
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■GX855 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GX855／教育制度論・教育課程論（Ｍ） 

(System of Education,Course of Education(M)) 

担当者名 

（Instructor） 
青木 純一(AOKI JUNICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の教育制度や学校における教育課程の在り方について、その基礎的な知識を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半は日本の学校制度を教育改革と関連させて考える。また後半は学習指導要領の変化を中心に、学校における教育課程の

実際を考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 本授業の目的と内容 

2. 教育制度論（1）－公教育の始まりと学校制度 

3. 教育制度論（2）－国民学校における教育 

4. 教育制度論（3）－占領下の教育改革 

5. 教育制度論（4）－経済社会の発展と競争社会の到来 

6. 教育制度論（5）－安定成長期の教育改革 

7. 教育制度論（6）－新自由主義下の教育改革 

8. 教育制度論（7）－世界各国の教育制度を比較する 

9. 教育課程論（1）－教育課程の意味とその役割 

10. 教育課程論（2）－教育課程の編成における学習指導要領の役割 

11. 教育課程論（3）－1968 年告示までの変化 

12. 教育課程論（4）－2008 年告示までの変化 

13. 教育課程論（5）－教育計画の作成と学校組織 

14. 教育課程論（6）－特別支援教育の教育課程 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

日頃から新聞記事などに目を通し教育問題に関心をもつように努めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/複数回の授業内小レポート(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 逸見敏郎、奈須恵子、2012、『学校・教師の時空間』、三元社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■GX856 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GX856／教育制度論・教育課程論（Ｎ） 

(System of Education,Course of Education(N)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
学校制度と教育課程／教育改革とカリキュラム 

担当者名 

（Instructor） 
東 宏行(HIGASHI HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学校制度とカリキュラム・教育課程について、その歴史も含めて特質を理解することが目標である。特に 20 世紀初頭以降の学校

制度の改革動向を把握し、現代日本の学校教育制度と経営的事項を理解する。また、それと並行して展開したカリキュラム改革

の流れを把握し、現行の学習指導要領を資料として、カリキュラムの現状や課題を理解する力を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学校階梯制（ラダーシステム）成立の歴史を概観し、現代の学校教育制度にどのような特質や課題があるのかを、経営的事項を

含めて整理します。また学校教育制度は、カリキュラム改革と連動しながら様々な改革が試みられて現代に至っている点を解説

します。その上で、学習指導要領（中学校・高等学校）を理解するための視点を整理し、教育課程の意義と編成の方法について

俯瞰的に学びます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入・概説：現代の学校改革とカリキュラム 

2. 近代学校制度の特質（ラダーシステムの特徴とその課題） 

3. ラダーシステム、義務教育制度成立の歴史 

4. 近代日本における学校教育制度の生成と展開 

5. 現代日本の学校教育制度１：中等教育制度の特徴 

6. 現代日本の学校教育制度２：高等学校多様化の現状と課題 

7. 現代日本の学校教育制度３：学校運営の仕組みと経営的事項 

8. 教育課程の定義、諸類型の整理とその意義 

9. 20 世紀初頭以降のカリキュラム改革の歴史 

10. 職業資格制度とヒドゥンカリキュラム 

11. 中学校・高等学校学習指導要領の概観 

12. 戦後日本の学習指導要領の変遷過程 

13. 学習指導要領の構造と特質１：教育課程の一般方針等 

14. 学習指導要領の構造と特質２：教育課程の編成・実施に関する事項等 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

文部科学省ホームページを活用しますので、事前に見ておくとよいです。授業でも閲覧することがあります。見方については初回

授業時に説明します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/講義中に課す小レポート・アンケートの内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、最新版、『高等学校学習指導要領』、東山書房 

2. 汐見稔幸他編、2011、『よくわかる教育原理』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623059263) 

学習指導要領については、一部改正に伴い再版されるため、最新版を入手すること。 

 

参考文献（Readings） 

1. 解説教育六法編修委員会、最新版、『解説 教育六法』、三省堂 

2. 内外教育編集部編、週 2 回発行、『専門情報誌『内外教育』』、時事通信社 

3. 文部科学省、最新版、『中学校学習指導要領』、東山書房 

4. 文部科学省、最新版、『高等学校学習指導要領解説 総則編 』、東山書房 

5. 文部科学省、最新版、『中学校学習指導要領解説 総則編 』、ぎょうせい 

学習指導要領関係は、最新版を入手すること。その他、講義中に適宜紹介します｡ 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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文部科学省ホームページ http://www.mext.go.jp/ 

国立教育政策研究所 http://www.nier.go.jp/ 

 

注意事項（Notice） 
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■GX870 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GX870／生徒・進路指導の理論と方法（Ｍ） 

(Theories and Methods of Student and Career(M)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
信頼が指導を生かす 

担当者名 

（Instructor） 
平野 和弘(HIRANO KAZUHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET1300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生徒指導の役割を理解する中で、子どもの心と身体に寄り添うために必要な二つの力「イメージする力」と「共感する力」を培う。

これは相手の立場や考えを、一般常識だけではなく、実際の生徒の心や身体の様から理解し、彼らがそこにいたるまでの歴史や

生活を紐解きながら、自分だったらどうする、どう思うを積み重ねていく中で育てていくものである。その上で「理解力」、「創造的

発想力」を養い、生徒のところに飛び込み、他機関と連携できるために「行動に移す力」を培い、さまざまな要素をつなげ解決でき

る「総合的な力」を磨き、生徒指導に大切な作法を学ぶことになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

生徒指導の目的と方法を知る。学校における生徒指導の課題と方策を実体験や、実践記録から読み解いていく中で、その必要

性と不必要な部分を読み取り、自らの生徒指導の理想を構築していく。生徒相談や進路指導も生徒指導の一環としてその取り組

みを学び、チーム学校として生徒指導にどのように取り組んでいくかを構想する。具体的な事例を多く示し、その一つ一つに寄り

添い、分析し、方策を考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 生徒指導とは何か  生徒指導年間計画 

2. 生徒指導体制の課題と展望を考える 

3. 個別指導と集団指導について考える 

4. 生徒に寄り添う指導の実際と課題を捉える 

5. 暴力的な生徒の対応１ 原因と課題  

6. 暴力的な生徒の対応２ 実際の取り組み 学びの必要性を考える 

7. 不登校を考える１ 現状と課題 生徒の寄り添い方を知る 

8. 不登校を考える２ 実践例と展望 

9. いじめ問題を検討し討論する 

10. 児童虐待と教師の役割について 

11. 後追い的生徒指導と積極的指導の課題 

12. 保護者や地域との連携 

13. 子ども・青年の自己実現に寄り添う指導１－教育相談からはじまる進路指導－ 

14. 子ども・青年の自己実現に寄り添う指導２－進路指導とキャリア構築－ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習については、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/リアクションペーパー(20%)/授業内で提示した提出課題(20%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 平野和弘、2008、『オレ達の学校浦商定時制－居場所から学びの場へ－』、草土文化 

2. 三輪定宣・川口智久、2013、『先生殴らないで』、かもがわ出版 

3. 文部科学省、2011、『生徒指導提要』、教育図書 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講人数によって、グループ分けをし、グループ討議、ディスカッションを行い、生徒指導に関する課題をともに考えていく。 

 

注意事項（Notice） 
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■GX871 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GX871／生徒・進路指導の理論と方法（Ｎ） 

(Theories and Methods of Student and Career(N)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
生徒の「生き方」を支えるために 

担当者名 

（Instructor） 
岩瀧 大樹(IWATAKI DAIJU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET1300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

子どもの発達段階および学校現場の組織などについて概観を掴むとともに，子どもの「生き方」に対し，学校教育や教員に求めら

れる支援・指導に関わる基礎的な能力を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

子どもの心身の発達を理解するとともに，各発達段階における課題や付随する問題について考察していく。また，現代の子どもた

ちが抱えるリスクの高い問題行動を知るとともに，それらに対する学校教育および教員の指導的・予防的・開発的関わりについて

検討する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション～生徒指導と教育相談の機能～ 

2. 発達の概観～充実した人生に向けて～ 

3. いじめについて考える①～その実態の把握～ 

4. いじめについて考える②～いじめを予防するために～ 

5. 児童虐待について理解する 

6. 不登校について考える①～その実態の把握～ 

7. 不登校について考える②～初期の関わりに着目して～ 

8. 発達障害を理解する①～学習障害と注意欠如/多動性障害を中心に～ 

9. 発達障害を理解する②～自閉症スペクトラムへのサポート～ 

10. 少年非行と犯罪の実態～携帯電話と薬物乱用を中心に～ 

11. キャリア教育を考える 

12. キャリアデザインをサポートする 

13. 充実したキャリアの構築～学校教育で取り組むべきこと～ 

14. これからの進路指導～課題と期待～ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

高等学校までの保健体育，倫理，歴史などの基礎的知識。 

受講に関しては，特に復習を重視することを推奨する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(35%)/最終レポート(Final Report)(35%)/講義への取り組み・リアクションシート(30%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2011、『生徒指導提要』、教育図書 (ISBN:4877302743) 

2. 岩瀧大樹、2012、『教育臨床と心理学』、学文社 (ISBN:4762022799) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 



 

  



 

 

 

 


