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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） 
中田 奈穂美(NAKATA NAOMI) 

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 

 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

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・高の現職教員や地域と学校に関わる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，以下の日程でおこなわれる第１回合同クラス，「オリエンテーション 趣旨説明」にて説明する。下記日程で開催

される第 1 回合同クラスの「いずれか１回」に必ず出席すること。 

 

9 月 23 日(水)18:10～20:30 池袋キャンパス 4342 教室 

9 月 24 日(木)18:10～20:30 新座キャンパス N321 教室 

9 月 26 日(土)13:25～16:45 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，各自確認すること。 

また，卒業要件に必要な正課科目と重複する場合は，正課科目の授業を優先し，そのうえで上記日程のいずれかの回に出席す

ること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 趣旨説明 

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，教育実習先修科目を復習，および教育実習の振り返りを行っておくこと。 

・『履修の記録』の必要事項を記入しておくこと。 

 

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） 
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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)） 

・下記注意事項を厳守すること。 

・掲示による指示を見落とさないようにすること。 

 

注意事項（Notice） 

・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，4/20（月）～4/24（金） の間に提出すること。結果は，7/6（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 

 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

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・高の現職教員や地域と学校に関わる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，以下の日程でおこなわれる第１回合同クラス，「オリエンテーション 趣旨説明」にて説明する。下記日程で開催

される第 1 回合同クラスの「いずれか１回」に必ず出席すること。 

 

9 月 23 日(水)18:10～20:30 池袋キャンパス 4342 教室 

9 月 24 日(木)18:10～20:30 新座キャンパス N321 教室 

9 月 26 日(土)13:25～16:45 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，各自確認すること。 

また，卒業要件に必要な正課科目と重複する場合は，正課科目の授業を優先し，そのうえで上記日程のいずれかの回に出席す

ること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 趣旨説明 

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，教育実習先修科目を復習，および教育実習の振り返りを行っておくこと。 

・『履修の記録』の必要事項を記入しておくこと。 

 

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） 
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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)） 

・下記注意事項を厳守すること。 

・掲示による指示を見落とさないようにすること。 

 

注意事項（Notice） 

・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，4/20（月）～4/24（金） の間に提出すること。結果は，7/6（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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■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） 
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 

池袋キャンパス所属学生対象 

 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

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・高の現職教員や地域と学校に関わる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，以下の日程でおこなわれる第１回合同クラス，「オリエンテーション 趣旨説明」にて説明する。下記日程で開催

される第 1 回合同クラスの「いずれか１回」に必ず出席すること。 

 

9 月 23 日(水)18:10～20:30 池袋キャンパス 4342 教室 

9 月 24 日(木)18:10～20:30 新座キャンパス N321 教室 

9 月 26 日(土)13:25～16:45 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，各自確認すること。 

また，卒業要件に必要な正課科目と重複する場合は，正課科目の授業を優先し，そのうえで上記日程のいずれかの回に出席す

ること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 趣旨説明 

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，教育実習先修科目を復習，および教育実習の振り返りを行っておくこと。 

・『履修の記録』の必要事項を記入しておくこと。 

 

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） 
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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)） 

・下記注意事項を厳守すること。 

・掲示による指示を見落とさないようにすること。 

 

注意事項（Notice） 

・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，4/20（月）～4/24（金） の間に提出すること。結果は，7/6（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 

 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

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・高の現職教員や地域と学校に関わる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，以下の日程でおこなわれる第１回合同クラス，「オリエンテーション 趣旨説明」にて説明する。下記日程で開催

される第 1 回合同クラスの「いずれか１回」に必ず出席すること。 

 

9 月 23 日(水)18:10～20:30 池袋キャンパス 4342 教室 

9 月 24 日(木)18:10～20:30 新座キャンパス N321 教室 

9 月 26 日(土)13:25～16:45 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，各自確認すること。 

また，卒業要件に必要な正課科目と重複する場合は，正課科目の授業を優先し，そのうえで上記日程のいずれかの回に出席す

ること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 趣旨説明 

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，教育実習先修科目を復習，および教育実習の振り返りを行っておくこと。 

・『履修の記録』の必要事項を記入しておくこと。 

 

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） 
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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)） 

・下記注意事項を厳守すること。 

・掲示による指示を見落とさないようにすること。 

 

注意事項（Notice） 

・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，4/20（月）～4/24（金） の間に提出すること。結果は，7/6（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 

 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

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・高の現職教員や地域と学校に関わる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，以下の日程でおこなわれる第１回合同クラス，「オリエンテーション 趣旨説明」にて説明する。下記日程で開催

される第 1 回合同クラスの「いずれか１回」に必ず出席すること。 

 

9 月 23 日(水)18:10～20:30 池袋キャンパス 4342 教室 

9 月 24 日(木)18:10～20:30 新座キャンパス N321 教室 

9 月 26 日(土)13:25～16:45 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，各自確認すること。 

また，卒業要件に必要な正課科目と重複する場合は，正課科目の授業を優先し，そのうえで上記日程のいずれかの回に出席す

ること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 趣旨説明 

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，教育実習先修科目を復習，および教育実習の振り返りを行っておくこと。 

・『履修の記録』の必要事項を記入しておくこと。 

 

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） 
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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)） 

・下記注意事項を厳守すること。 

・掲示による指示を見落とさないようにすること。 

 

注意事項（Notice） 

・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，4/20（月）～4/24（金） の間に提出すること。結果は，7/6（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 

 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

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・高の現職教員や地域と学校に関わる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，以下の日程でおこなわれる第１回合同クラス，「オリエンテーション 趣旨説明」にて説明する。下記日程で開催

される第 1 回合同クラスの「いずれか１回」に必ず出席すること。 

 

9 月 23 日(水)18:10～20:30 池袋キャンパス 4342 教室 

9 月 24 日(木)18:10～20:30 新座キャンパス N321 教室 

9 月 26 日(土)13:25～16:45 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，各自確認すること。 

また，卒業要件に必要な正課科目と重複する場合は，正課科目の授業を優先し，そのうえで上記日程のいずれかの回に出席す

ること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 趣旨説明 

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，教育実習先修科目を復習，および教育実習の振り返りを行っておくこと。 

・『履修の記録』の必要事項を記入しておくこと。 

 

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） 
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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)） 

・下記注意事項を厳守すること。 

・掲示による指示を見落とさないようにすること。 

 

注意事項（Notice） 

・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，4/20（月）～4/24（金） の間に提出すること。結果は，7/6（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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■GA141 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA141／特別支援教育の理論と方法（Ａ） 

(Theories and Methods of Special Needs Education (A)) 

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） 
CET2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2018 年度以前入学者履修不可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

通常の学級にも在籍している特別な支援を必要とする生徒への対応のために、必要となる知識や支援方法について理解を図る

とともに、高等学校においても導入される「通級における指導」のあり方等の理解を図る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

インクルーシブ教育の実現に向けて、障害者権利条約や関係する制度等に関する理解、障害や配慮するべき事項などの知識、

学校としての実施するべき対応等、今後の教員として必要な資質を高めるとともに、障害の状況に応じて「自立活動」の視点をも

とにした具体的な対応についての考察を行う。また、障害はないが特別な配慮等が必要な生徒への対応についても考察を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標、概要、進め方）、特別支援教育の理念 

2. 障害とは（ＩＣＦの理解） 

3. 障害者権利条約と障害者差別解消法 

4. 特別支援学校の教育課程 

5. 特別支援学級と通級における指導 

6. 学校における合理的配慮とは 

7. 学校組織としての特別支援教育の体制整備 

8. 障害種別における対応（１） 

9. 障害種別における対応（２） 

10. 個別の教育支援計画と個別の指導計画 

11. 障害はないが特別の教育的ニーズのある児童・生徒への対応 

12. 関係機関との連携のあり方 

13. 特別支援教育の視点による生徒指導と進路指導のあり方 

14. 今後のインクルーシブ教育の実現に向けて今後求められる教員像 

 

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

参考文献に書かれた内容について予習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業参加態度(20%)/リアクションペーパー(20%)/課題(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

文部科学省『特別支援学校学習指導要領解説 自立活動編』（文部科学省ホームページより）を参照する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 姉崎 弘、2017、『特別支援教育 インクルーシブな共生社会をめざして［第 4 版］』、大学教育出版 (ISBN:ISBN978-4-86429-

468-3) 

2. 湯浅恭正 他、2019、『よくわかるインクルーシブ教育』、ミネルヴァ書房 (ISBN:ISBN978-4-623-08409-8) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

上記『特別支援学校学習指導要領解説 自立活動編』は、常に見られるようにしてくこと。 

授業中には随時課題を設定し、グループワークで検討する機会を持つようにする。 

 

注意事項（Notice） 
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■GA142 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA142／特別支援教育の理論と方法（Ｂ） 

(Theories and Methods of Special Needs Education (B)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解を深め、教育職員としての

知識を獲得する。 

担当者名 

（Instructor） 
武田 瑞穂(TAKEDA MIZUHO) 

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） 
CET2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2018 年度以前入学者履修不可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

通常の学級にも在籍している特別な支援を必要とする生徒への対応のために、必要となる知識や支援方法について理解を図る

とともに、高等学校においても導入される「通級における指導」のあり方等の理解を図る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

インクルーシブ教育の実現に向けて、障害者権利条約や関係する制度等に関する理解、障害や配慮するべき事項などの知識、

学校としての実施するべき対応等、今後の教員として必要な資質を高めるとともに、障害の状況に応じて「自立活動」の視点をも

とにした具体的な対応についての考察を行う。また、障害はないが特別な配慮等が必要な生徒への対応についても考察を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標、概要、進め方）、特別支援教育の理念 

2. 障害とは（ＩＣＦの理解） 

3. 障害者権利条約と障害者差別解消法 

4. 特別支援学校の教育課程 

5. 特別支援学級と通級における指導 

6. 学校における合理的配慮とは 

7. 学校組織としての特別支援教育の体制整備 

8. 障害種別における対応（１） 

9. 障害種別における対応（２） 

10. 個別の教育支援計画と個別の指導計画 

11. 障害はないが特別の教育的ニーズのある児童・生徒への対応 

12. 関係機関との連携のあり方 

13. 特別支援教育の視点による生徒指導と進路指導のあり方 

14. 今後のインクルーシブ教育の実現に向けて今後求められる教員像 

 

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

参考文献に書かれた内容について予習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業参加度(20%)/課題レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

文部科学省『特別支援学校学習指導要領解説 自立活動編』文部科学省ホームページより参照する。 

 

参考文献（Readings） 

授業単元毎に参考文献を 1 冊〜2 冊程度紹介する予定。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■GA143 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA143／特別支援教育の理論と方法（Ｃ） 

(Theories and Methods of Special Needs Education (C)) 

担当者名 

（Instructor） 
山下 洋児(YAMASHITA YOJI) 

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） 
CET2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2018 年度以前入学者履修不可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

通常の学級にも在籍している特別な支援を必要とする生徒への対応のために、必要となる知識や支援方法について理解を図る

とともに、高等学校においても導入される「通級における指導」のあり方等の理解を図る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

インクルーシブ教育の実現に向けて、障害者権利条約や関係する制度等に関する理解、障害や配慮するべき事項などの知識、

学校としての実施するべき対応等、今後の教員として必要な資質を高めるとともに、障害の状況に応じて「自立活動」の視点をも

とにした具体的な対応についての考察を行う。また、障害はないが特別な配慮等が必要な生徒への対応についても考察を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標、概要、進め方）、特別支援教育の理念 

2. 障害とは（ＩＣＦの理解） 

3. 障害者権利条約と障害者差別解消法 

4. 特別支援学校の教育課程 

5. 特別支援学級と通級における指導 

6. 学校における合理的配慮とは 

7. 学校組織としての特別支援教育の体制整備 

8. 障害種別における対応（１） 

9. 障害種別における対応（２） 

10. 個別の教育支援計画と個別の指導計画 

11. 障害はないが特別の教育的ニーズのある児童・生徒への対応 

12. 関係機関との連携のあり方 

13. 特別支援教育の視点による生徒指導と進路指導のあり方 

14. 今後のインクルーシブ教育の実現に向けて今後求められる教員像 

 

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

授業は、１回ずつが単独で終わるのでなく、他の回とも関連し合っているので、授業で配布された資料をていねいに読み返すこ

と。また、日常的に、特別支援教育に関わるニュースやテレビ番組等に意識を向けておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回のリアクションペーパーなど、授業への積極的な取り組み(70%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特定の教科書は使用しない。毎回資料を配布する予定。配布資料は、その回の授業だけでなく、他の回の授業、テスト等に参考

になるので、整理して保存すること。 

 

参考文献（Readings） 

  文部科学省『中学校学習指導要領』『特別支援学校学習指導要領』文部科学省ホームページより参照する。 

 その他適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 授業は講義形式を中心とし、映像資料も適宜活用する。毎回の授業では、出欠確認を兼ねたリアクションペーパーを配付し、受

講生の理解や疑問点について確認する。それら疑問点については、次回の授業において説明するなどのフィードバックを行って

いく。 

 

注意事項（Notice） 
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■GA144 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA144／特別支援教育の理論と方法（Ｄ） 

(Theories and Methods of Special Needs Education (D)) 

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） 
CET2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2018 年度以前入学者履修不可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

通常の学級にも在籍している特別な支援を必要とする生徒への対応のために、必要となる知識や支援方法について理解を図る

とともに、高等学校においても導入される「通級における指導」のあり方等の理解を図る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

インクルーシブ教育の実現に向けて、障害者権利条約や関係する制度等に関する理解、障害や配慮するべき事項などの知識、

学校としての実施するべき対応等、今後の教員として必要な資質を高めるとともに、障害の状況に応じて「自立活動」の視点をも

とにした具体的な対応についての考察を行う。また、障害はないが特別な配慮等が必要な生徒への対応についても考察を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標、概要、進め方）、特別支援教育の理念 

2. 障害とは（ＩＣＦの理解） 

3. 障害者権利条約と障害者差別解消法 

4. 特別支援学校の教育課程 

5. 特別支援学級と通級における指導 

6. 学校における合理的配慮とは 

7. 学校組織としての特別支援教育の体制整備 

8. 障害種別における対応（１） 

9. 障害種別における対応（２） 

10. 個別の教育支援計画と個別の指導計画 

11. 障害はないが特別の教育的ニーズのある児童・生徒への対応 

12. 関係機関との連携のあり方 

13. 特別支援教育の視点による生徒指導と進路指導のあり方 

14. 今後のインクルーシブ教育の実現に向けて今後求められる教員像 

 

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

参考文献に書かれた内容について予習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業参加態(20%)/リアクションペーパー(20%)/課題(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

文部科学省『特別支援学校学習指導要領解説 自立活動編』文部科学省ホームページより参照する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 姉崎 弘、2017、『特別支援教育 インクルーシブな共生社会をめざして［第 4 版］』、大学教育出版 (ISBN:ISBN978-4-86429-

468-3) 

2. 湯浅恭正 他、2019、『よくわかるインクルーシブ教育』、ミネルヴァ書房 (ISBN:ISBN978-4-623-08409-8) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

上記『特別支援学校学習指導要領解説 自立活動編』は、常に見られるようにしておくこと。 

授業中には随時課題を設定し、グループワークで検討する機会を持つようにする。 

 

注意事項（Notice） 
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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） 

道徳の意義や原理、道徳教育の歴史的変遷、今日の道徳的状況を踏まえ、教育活動全体を通じて行う道徳教育及び「特別の教

科・道徳」の目標や内容、指導計画を理解する。教材研究を踏まえ、学習指導案を作成し模擬授業を行ない指導力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

課題ごとに目標に即して講義し、それぞれの資料に基づき学修する。実際の教材や指導案、授業記録をグループワークで検討

する。協同で指導案を作成し模擬授業を行ない検討する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（本授業の見通し、概要、道徳教育を取り巻く現状） 

2. 道徳とは何か（人間と道徳の本質、道徳の意義や原理） 

3. 道徳教育の歴史的変遷（戦前編―封建的道徳観、教育勅語・修身科） 

4. 道徳教育の歴史的変遷（戦後編―学習指導要領の特設道徳、「特別の教科・道徳」） 

5. 学校の教育活動全体の道徳教育と「要」としての道徳の授業 

6. 「特別の教科・道徳」の目的と内容及び今日の道徳的課題 

7. 子どもの成長と道徳性の発達（道徳性の発達諸理論） 

8. 道徳の授業方法１（問題解決型の授業等） 

9. 道徳の授業方法２（ロールプレイ等） 

10. 実際の道徳の授業に学ぶ（授業ビデオによる授業解説及び検討） 

11. 道徳教材の価値と教材研究の方法 

12. 授業案の作成（指導のねらい、授業構想、１時間の展開、評価の方法） 

13. 模擬授業と授業検討１（代表による問題解決型の授業とその検討） 

14. 模擬授業と授業検討２（代表による情報モラル教材の授業とその検討） 

 

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

毎回のトピックについて関心を持ち、テキストや参考文献を一読すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

テスト(40%)/課題（指導案）(40%)/平常点（リアクション・ペーパー，グループワークへの取り組み）(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:4316804324) 

 

参考文献（Readings） 

1. 文部科学省、2018、『中学校学習指導要領』（平成 29年 3 月告示）、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1558-0) 

2. 文部科学省、2018、『中学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説 特別の教科 道徳編』、教育出版 (ISBN:978-4-316-

30084-9) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

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） 
考え、議論する道徳の授業づくり 

担当者名 

（Instructor） 
内海﨑 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） 

道徳の意義や原理、道徳教育の歴史的変遷、今日の道徳的状況を踏まえ、教育活動全体を通じて行う道徳教育及び「特別の教

科・道徳」の目標や内容、指導計画を理解する。教材研究を踏まえ、学習指導案を作成し模擬授業を行ない指導力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

課題ごとに目標に即して講義し、それぞれの資料に基づき学修する。実際の教材や指導案、授業記録をグループワークで検討

する。協同で指導案を作成し模擬授業を行ない検討する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（本授業の見通し、概要、道徳教育を取り巻く現状） 

2. 道徳とは何か（人間と道徳の本質、道徳の意義や原理） 

3. 道徳教育の歴史的変遷（戦前編―封建的道徳観、教育勅語・修身科） 

4. 道徳教育の歴史的変遷（戦後編―学習指導要領の特設道徳、「特別の教科・道徳」） 

5. 学校の教育活動全体の道徳教育と「要」としての道徳の授業 

6. 「特別の教科・道徳」の目的と内容及び今日の道徳的課題 

7. 子どもの成長と道徳性の発達（道徳性の発達諸理論） 

8. 道徳の授業方法１（問題解決型の授業等） 

9. 道徳の授業方法２（ロールプレイ等） 

10. 実際の道徳の授業に学ぶ（授業ビデオによる授業解説及び検討） 

11. 道徳教材の価値と教材研究の方法 

12. 授業案の作成（指導のねらい、授業構想、１時間の展開、評価の方法） 

13. 模擬授業と授業検討１（代表による問題解決型の授業とその検討） 

14. 模擬授業と授業検討２（代表による情報モラル教材の授業とその検討） 

 

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

毎回のトピックについて関心を持ち、テキストや参考文献を一読すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学習指導案(70%)/リアクション・ペーパー「確認コメント」(30%) 

【変更前】平常点 100％（リアクション・ペーパー20%, 道徳授業参観記録 20%, 道徳科学習指導案 60%） 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 内海﨑貴子編著、2017、『教職のための道徳教育』、八千代出版 (ISBN:978-4-8429-1711-5) 

 

参考文献（Readings） 

1. 文部科学省、2018、『中学校学習指導要領』（平成 29年 3 月告示）、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1558-0) 

2. 文部科学省、2018、『中学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説 特別の教科 道徳編』、教育出版 (ISBN:978-4-316-

30084-9) 

3. 苫野一徳、2019、『ほんとうの道徳』、トランスビュー (ISBN:978-4-7987-0171-4) 

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

5. 河野哲也、2011、『道徳を問い直す－リベラリズムと教育』、筑摩書房 (ISBN:978-4-480-06595-7) 

 

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） 
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） 

道徳の意義や原理、道徳教育の歴史的変遷、今日の道徳的状況を踏まえ、教育活動全体を通じて行う道徳教育及び「特別の教

科・道徳」の目標や内容、指導計画を理解する。教材研究を踏まえ、学習指導案を作成し模擬授業を行ない指導力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

課題ごとに目標に即して講義し、それぞれの資料に基づき学修する。実際の教材や指導案、授業記録をグループワークで検討

する。協同で指導案を作成し模擬授業を行ない検討する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（本授業の見通し、概要、道徳教育を取り巻く現状） 

2. 道徳とは何か（人間と道徳の本質、道徳の意義や原理） 

3. 道徳教育の歴史的変遷（戦前編―封建的道徳観、教育勅語・修身科） 

4. 道徳教育の歴史的変遷（戦後編―学習指導要領の特設道徳、「特別の教科・道徳」） 

5. 学校の教育活動全体の道徳教育と「要」としての道徳の授業 

6. 「特別の教科・道徳」の目的と内容及び今日の道徳的課題 

7. 子どもの成長と道徳性の発達（道徳性の発達諸理論） 

8. 道徳の授業方法１（問題解決型の授業等） 

9. 道徳の授業方法２（ロールプレイ等） 

10. 実際の道徳の授業に学ぶ（授業ビデオによる授業解説及び検討） 

11. 道徳教材の価値と教材研究の方法 

12. 授業案の作成（指導のねらい、授業構想、１時間の展開、評価の方法） 

13. 模擬授業と授業検討１（代表による問題解決型の授業とその検討） 

14. 模擬授業と授業検討２（代表による情報モラル教材の授業とその検討） 

 

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

毎回のトピックについて関心を持ち、テキストや参考文献を一読すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/講義への取り組み、リアクションシート、出席等(60%) 

【変更前】平常点 100％（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%） 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 文部科学省、2018、『中学校学習指導要領』（平成 29年 3 月告示）、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1558-0) 

2. 文部科学省、2018、『中学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説 特別の教科 道徳編』、教育出版 (ISBN:978-4-316-

30084-9) 

 

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)) 

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） 

道徳の意義や原理、道徳教育の歴史的変遷、今日の道徳的状況を踏まえ、教育活動全体を通じて行う道徳教育及び「特別の教

科・道徳」の目標や内容、指導計画を理解する。教材研究を踏まえ、学習指導案を作成し模擬授業を行ない指導力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

課題ごとに目標に即して講義し、それぞれの資料に基づき学修する。実際の教材や指導案、授業記録をグループワークで検討

する。協同で指導案を作成し模擬授業を行ない検討する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（本授業の見通し、概要、道徳教育を取り巻く現状） 

2. 道徳とは何か（人間と道徳の本質、道徳の意義や原理） 

3. 道徳教育の歴史的変遷（戦前編―封建的道徳観、教育勅語・修身科） 

4. 道徳教育の歴史的変遷（戦後編―学習指導要領の特設道徳、「特別の教科・道徳」） 

5. 学校の教育活動全体の道徳教育と「要」としての道徳の授業 

6. 「特別の教科・道徳」の目的と内容及び今日の道徳的課題 

7. 子どもの成長と道徳性の発達（道徳性の発達諸理論） 

8. 道徳の授業方法１（問題解決型の授業等） 

9. 道徳の授業方法２（ロールプレイ等） 

10. 実際の道徳の授業に学ぶ（授業ビデオによる授業解説及び検討） 

11. 道徳教材の価値と教材研究の方法 

12. 授業案の作成（指導のねらい、授業構想、１時間の展開、評価の方法） 

13. 模擬授業と授業検討１（代表による問題解決型の授業とその検討） 

14. 模擬授業と授業検討２（代表による情報モラル教材の授業とその検討） 

 

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

毎回のトピックについて関心を持ち、テキストや参考文献を一読すること。 

 

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%) 

 

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、2018、『中学校学習指導要領』（平成 29年 3 月告示）、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1558-0) 

2. 文部科学省、2018、『中学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説 特別の教科 道徳編』、教育出版 (ISBN:978-4-316-

30084-9) 

 

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） 

逸見 敏郎(HEMMI TOSHIRO) 

下地 秀樹(SHIMOJI HIDEKI) 

奈須 恵子(NASU KEIKO) 

森田 満夫(MORITA MITSUO) 

岩瀧 大樹(IWATAKI DAIJU) 

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） 
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 

2019 年度以降入学者履修不可 

 

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） 

履修登録後，下記のオリエンテーションに必ず出席すること。 

 

この科目は，[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。 

 

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｡ 

＊オリエンテーションへの出席が認められない場合は，履修取り消しとなる。 

 

第１回 4 月 15 日(水)18:10～20:00  池袋 7101 教室  

第２回 4 月 17 日(金)18:10～20:00  新座 N214 教室  

第３回 4 月 20 日(月)18:10～20:00  池袋 7101 教室 

 

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

なお，卒業要件に必要な正課科目と重複する場合は，正課科目を優先し，その上で上記 3 回のうち，いずれかの回に出席するこ

と。 

 

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） 

活動報告レポート。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） 

適宜，紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・授業期間を通じて，掲示による指示を見落とさないこと。 

 

注意事項（Notice） 
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１）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。 

２）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者は，教務事務センターに申し出ること。 
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■GA162 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA162／特別活動及び総合的な学習の時間の理論と方法（Ａ） 

(Theories and Methods of Special Activities and the Period for Integrated Studies (A)) 

担当者名 

（Instructor） 

逸見 敏郎(HEMMI TOSHIRO) 

下地 秀樹(SHIMOJI HIDEKI) 

奈須 恵子(NASU KEIKO) 

森田 満夫(MORITA MITSUO) 

岩瀧 大樹(IWATAKI DAIJU) 

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） 
CET2220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

池袋キャンパス所属学生対象 

2018 年度以前入学者履修不可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教育課程における「総合的な学習の時間」、「総合的な探求の時間」及び「特別活動」の目的や意義、その特質等を理解するとと

もに、各教科との関連や展開方法、評価方法についての理解を図る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「総合的な学習（探究）の時間」や「特別活動」によって育まれる資質や能力について実践事例をもとに考察し、各教科の学習との

関連性を踏まえて、生徒の主体性の育成やキャリア発達に資する展開等について計画的・継続的な指導の工夫について議論を

深める。 

詳細については、下記日程でおこなわれる初回オリエンテーション時に説明するので、いずれか 1 回に必ず出席すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の目標、概要、進め方、教育課程の構造と教科以外の活動の役割 

2. 「総合的な学習（探究）の時間」の目標と展開 

3. 「総合的な学習（探究）の時間」の学習展開 

4. 探究的視点を育む展開 

5. 各教科の学習と「総合的な学習（探究）の時間」の相互作用 

6. 学校生活において「総合的な学習（探究）の時間」が及ぼす影響 

7. 「特別活動」の歴史的な背景と現在の役割 

8. 学校教育における学級活動・ホームルーム活動の役割 

9. 学校行事の展開方法と配慮事項 

10. 生徒の主体性を促すための生徒会活動の役割 

11. 学校生活において「特別活動」が及ぼす影響 

12. キャリア教育の視点から、「総合的な学習（探究）の時間」、「特別活動」を考える 

13. 「総合的な学習（探究）の時間」、「特別活動」における評価の在り方 

14. 「総合的な学習（探究）の時間」、「特別活動」を通した主体性と集団性の育成 

 

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

参考文献に書かれた内容について予習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席状況と授業内レポート(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） 

文部科学省『中学校学習指導要領解説 総合的な学習の時間編』 文部科学省『高等学校学習指導要領解説 総合的な探求の

時間編』 文部科学省『中学校学習指導要領解説 特別活動編』 文部科学省『高等学校学習指導要領解説 特別活動編』な

ど、文科省 HPを参照。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

<重要>履修登録後、以下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。 

 

第１回 4 月 15 日(水)18:10～20:00  池袋 7101 教室  

第２回 4 月 17 日(金)18:10～20:00  新座 N214 教室  



 - 24 - 

第３回 4 月 20 日(月)18:10～20:00  池袋 7101 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。 

なお、卒業要件に必要な正課科目と重複する場合は、正課科目を優先し、その上で上記 3 回のうち、いずれかの回に出席するこ

と。 

 

＊欠席・遅刻は履修放棄とみなす｡ 

＊オリエンテーションの出席が認められない場合は、履修取り消しとなるので十分に注意すること。 

＊授業期間を通じて、掲示による指示を見落とさないこと。 

 

注意事項（Notice） 
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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） 
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） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

これからの社会を担う子供たちに求められる資質・能力を育成するために必要な、教育の方法、教育の技術、情報機器及び教材

の活用に関する基礎的な知識・技能を身に付ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代社会に求められる資質・能力を育成するために必要な教育の方法、指導技術について講義する。さらに情報機器を活用した

効果的な授業や適切な教材の作成・活用について講じる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 教育方法とは何か 

2. 教育方法の基礎理論 

3. 教育方法のあり方 

4. 学習意欲：生徒を学習に向かわせる 

5. 学習の多様性：生徒の自らの学ぶ力を引き出す 

6. 学習を通じての自己形成：自分を見つめ直す 

7. 授業を構成する基礎的要件 

8. 学習評価 

9. 授業を行うための技術 

10. アクティブ・ラーニングの活用 

11. 学習指導案の作成 

12. 情報機器の活用 

13. 教材の活用 

14. 情報倫理とリテラシー／まとめ 

 

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

既習または同時履修の「教育心理学」「教育原論」の授業内容を復習しておくこと。また授業見学や「授業案作成」などに際して

は、授業で学んだ内容を活用することを意識化すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/出欠確認を兼ねたリアクションペーパー(26%)/総合（探求）的学習の学習指導案の提出(34%) 

 

テキスト（Textbooks） 

文部科学省『中学校学習指導要領』『同 解説』および『高等学校学習指導要領』『同 解説』文部科学省ホームページより参照す

る。 

 

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 

授業中に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

内容のまとまり毎に、リアクションペーパーの提出を求める。また、課題として「総合（探求）的学習の学習指導案の提出」を求め

るので、留意されたい。 

 

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） 
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） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

これからの社会を担う子供たちに求められる資質・能力を育成するために必要な、教育の方法、教育の技術、情報機器及び教材

の活用に関する基礎的な知識・技能を身に付ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代社会に求められる資質・能力を育成するために必要な教育の方法、指導技術について講義する。さらに情報機器を活用した

効果的な授業や適切な教材の作成・活用について講じる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 教育方法とは何か 

2. 教育方法の基礎理論 

3. 教育方法のあり方 

4. 学習意欲：生徒を学習に向かわせる 

5. 学習の多様性：生徒の自らの学ぶ力を引き出す 

6. 学習を通じての自己形成：自分を見つめ直す 

7. 授業を構成する基礎的要件 

8. 学習評価 

9. 授業を行うための技術 

10. アクティブ・ラーニングの活用 

11. 学習指導案の作成 

12. 情報機器の活用 

13. 教材の活用 

14. 情報倫理とリテラシー／まとめ 

 

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

既習または同時履修の「教育心理学」「教育原論」の授業内容を復習しておくこと。また授業見学や「授業案作成」などに際して

は、授業で学んだ内容を活用することを意識化すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(70%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

文部科学省『中学校学習指導要領』『同 解説』および『高等学校学習指導要領』『同 解説』文部科学省ホームページより参照す

る。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■GA193 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA193／教育方法論（Ｃ） 

(Teaching Methods (C)) 

担当者名 

（Instructor） 
永島 孝嗣(NAGASHIMA TAKASHI) 

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） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

これからの社会を担う子供たちに求められる資質・能力を育成するために必要な、教育の方法、教育の技術、情報機器及び教材

の活用に関する基礎的な知識・技能を身に付ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代社会に求められる資質・能力を育成するために必要な教育の方法、指導技術について講義する。さらに情報機器を活用した

効果的な授業や適切な教材の作成・活用について講じる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 教育方法とは何か 

2. 教育方法の基礎理論 

3. 教育方法のあり方 

4. 学習意欲：生徒を学習に向かわせる 

5. 学習の多様性：生徒の自らの学ぶ力を引き出す 

6. 学習を通じての自己形成：自分を見つめ直す 

7. 授業を構成する基礎的要件 

8. 学習評価 

9. 授業を行うための技術 

10. アクティブ・ラーニングの活用 

11. 学習指導案の作成 

12. 情報機器の活用 

13. 教材の活用 

14. 情報倫理とリテラシー／まとめ 

 

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

既習または同時履修の「教育心理学」「教育原論」の授業内容を復習しておくこと。また授業見学や「授業案作成」などに際して

は、授業で学んだ内容を活用することを意識化すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/毎週の発表レポート(1 回あたりは、40％を授業回数で割ったもの)(40%)/毎週の出席レポート(1

回あたりは、40％を授業回数で割ったもの)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 佐藤学、1996、『教育方法学』、岩波書店 (ISBN:4000260057) 

2. 秋田喜代美、2012、『学びの心理学 授業をデザインする』、左右社 (ISBN:4903500853) 

文部科学省『中学校学習指導要領』『同 解説』および『高等学校学習指導要領』『同 解説』文部科学省ホームページより参照す

る。 

 

参考文献（Readings） 

1. 稲垣忠彦ほか、1996、『授業研究入門』、岩波書店 (ISBN:4000039482) 

2. 佐伯胖ほか、2018、『ビデオによるリフレクション入門 実践の多義創発性を拓く』、東京大学出版会 (ISBN:4130530909) 

3. 吉田章宏、1995、『教育の方法』、放送大学教育振興会 (ISBN:459552126X) 

4. 田中耕治ほか、2017、『戦後日本教育方法論史(上)(下)』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623078582) 

5. 石井順治、2010、『教師の話し方・聴き方』、ぎょうせい (ISBN:4324088829) 

授業中に適宜指示する。 

 

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)) 

担当者名 

（Instructor） 
澤田 稔(SAWADA MINORU) 

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） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

これからの社会を担う子供たちに求められる資質・能力を育成するために必要な、教育の方法、教育の技術、情報機器及び教材

の活用に関する基礎的な知識・技能を身に付ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代社会に求められる資質・能力を育成するために必要な教育の方法、指導技術について講義する。さらに情報機器を活用した

効果的な授業や適切な教材の作成・活用について講じる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 教育方法とは何か 

2. 教育方法の基礎理論 

3. 教育方法のあり方 

4. 学習意欲：生徒を学習に向かわせる 

5. 学習の多様性：生徒の自らの学ぶ力を引き出す 

6. 学習を通じての自己形成：自分を見つめ直す 

7. 授業を構成する基礎的要件 

8. 学習評価 

9. 授業を行うための技術 

10. アクティブ・ラーニングの活用 

11. 学習指導案の作成 

12. 情報機器の活用 

13. 教材の活用 

14. 情報倫理とリテラシー／まとめ 

 

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

既習または同時履修の「教育心理学」「教育原論」の授業内容を復習しておくこと。また授業見学や「授業案作成」などに際して

は、授業で学んだ内容を活用することを意識化すること。 

 

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(30%)/授業参加状況(10%) 

2020.9.8 付変更【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点 (In-class Points)40% (レポート 30%,授 業参加状況 10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2018、『中学校学習指導要領(平成 29 年告示)解説 総則編』、東山書房 (ISBN:4827815593) 

2. マイケル・W. アップル、ジェームズ・A. ビーン (編)、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:4324096368) 

『中学校学習指導要領(平成 29年告示)解説 総則編』は文部科学省 webサイトの pdf 版を用いてもよい。『デモクラティック・スク

ール 力のある教育とは何か』は、できるだけ最新の第３刷(2016年）を購入されたい。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

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） 

森田 満夫(MORITA MITSUO) 

下地 秀樹(SHIMOJI HIDEKI) 

奈須 恵子(NASU KEIKO) 

逸見 敏郎(HEMMI TOSHIRO) 

岩瀧 大樹(IWATAKI DAIJU) 

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） 

2021 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 6 日（水）18:10～ 池袋キャンパス 7101 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 8 日（木）18:10～ 新座キャンパス N311 教室 

 10月 10 日（土）13:25～ 池袋キャンパス 7101 教室 

 10月 12 日（月）18:10～ 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 2020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，2021 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。 
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・「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） 

森田 満夫(MORITA MITSUO) 

下地 秀樹(SHIMOJI HIDEKI) 

奈須 恵子(NASU KEIKO) 

逸見 敏郎(HEMMI TOSHIRO) 

岩瀧 大樹(IWATAKI DAIJU) 

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 18 日(土)13:25～   

  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大学が自動登録する。 
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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） 

森田 満夫(MORITA MITSUO) 

下地 秀樹(SHIMOJI HIDEKI) 

奈須 恵子(NASU KEIKO) 

逸見 敏郎(HEMMI TOSHIRO) 

岩瀧 大樹(IWATAKI DAIJU) 

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 18 日(土)13:25～   

  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大学が自動登録する。 
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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 TeachingPractice) 

担当者名 

（Instructor） 

森田 満夫(MORITA MITSUO) 

下地 秀樹(SHIMOJI HIDEKI) 

奈須 恵子(NASU KEIKO) 

逸見 敏郎(HEMMI TOSHIRO) 

岩瀧 大樹(IWATAKI DAIJU) 

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 

2019 年度以降入学者履修不可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

2021 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 6 日（水）18:10～ 池袋キャンパス 7101 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 8 日（木）18:10～ 新座キャンパス  N311 教室 

 10月 10 日（土）13:25～ 池袋キャンパス  7101 教室 

 10月 12 日（月）18:10～ 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 2020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，2021 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)） 
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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)) 

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） 
CET2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代社会における教職の重要性の高まりを、自らが教職に就き、実践者となることを想定して理解する。そのため、教職の意義、

教員の役割・資質能力・職務内容等についての基本的な知識を身に付け、教職への意欲を高め、教職への適性を判断し、進路

選択に資する教職の在り方を理解し、自ら学び続ける基礎的力量を養成する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

教職の意義、教員の役割、教員の職務内容について、社会的意義や社会的要請、法制上の規定、歴史的過程から学習する。ま

た、教職と他の職業との相違を理解した上での、教職に就くまでのプロセスや教職に就いた後の研修の在り方を理解するととも

に、「チーム学校」の具体的な事例の学習を通して、「チーム学校」において教職員が学校内外の専門家等と連携・分担して働く

重要性やその在り方への理解を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方）／現代日本における公教育と教員の役割 

2. 教職の職業的特徴 

3. 教員養成の歴史（中等教育機関の教員養成について） 

4. 教員の役割（１）教職観の変遷 

5. 教員の役割（２）教員の求められる基礎的資質能力 

6. 教員の職務内容（１）仕事の実際（職務の全体像） 

7. 教員の職務内容（２）教員の服務上・身分上の義務及び身分保障（法制上の規定） 

8. 教員の職務内容（３）教員研修の意義及び制度上の位置づけ・専門職としての力量形成 

9. 教員になるまで（１）進路選択としての教員 

10. 教員になるまで（２）教員採用選考 

11. チーム学校（１）学校の役割の多様化と学校内外の専門家との連携・分担／連携・協働 

12. チーム学校（２）チーム学校運営の事例紹介①（中学校） 

13. チーム学校（３）チーム学校運営の事例紹介②（高等学校） 

14. まとめ。これからの学校と教員の役割 

 

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

何故自分は教員を目指すのか、自分自身の言葉で確認しておくこと。 

日頃から新聞などに目を通し、教育問題に関心を持つように努めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/講義への取り組み、リアクションシート、出席等(60%) 

【変更前】平常点 100％（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%） 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 岩瀧大樹、2012、『教育臨床と心理学』、学文社 (ISBN:9784762022791) 

 

参考文献（Readings） 

授業の中で適宜紹介、資料を配付する。 

 

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)) 

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） 

現代社会における教職の重要性の高まりを、自らが教職に就き、実践者となることを想定して理解する。そのため、教職の意義、

教員の役割・資質能力・職務内容等についての基本的な知識を身に付け、教職への意欲を高め、教職への適性を判断し、進路

選択に資する教職の在り方を理解し、自ら学び続ける基礎的力量を養成する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

教職の意義、教員の役割、教員の職務内容について、社会的意義や社会的要請、法制上の規定、歴史的過程から学習する。ま

た、教職と他の職業との相違を理解した上での、教職に就くまでのプロセスや教職に就いた後の研修の在り方を理解するととも

に、「チーム学校」の具体的な事例の学習を通して、「チーム学校」において教職員が学校内外の専門家等と連携・分担して働く

重要性やその在り方への理解を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方）／現代日本における公教育と教員の役割 

2. 教職の職業的特徴 

3. 教員養成の歴史（中等教育機関の教員養成について） 

4. 教員の役割（１）教職観の変遷 

5. 教員の役割（２）教員の求められる基礎的資質能力 

6. 教員の職務内容（１）仕事の実際（職務の全体像） 

7. 教員の職務内容（２）教員の服務上・身分上の義務及び身分保障（法制上の規定） 

8. 教員の職務内容（３）教員研修の意義及び制度上の位置づけ・専門職としての力量形成 

9. 教員になるまで（１）進路選択としての教員 

10. 教員になるまで（２）教員採用選考 

11. チーム学校（１）学校の役割の多様化と学校内外の専門家との連携・分担／連携・協働 

12. チーム学校（２）チーム学校運営の事例紹介①（中学校） 

13. チーム学校（３）チーム学校運営の事例紹介②（高等学校） 

14. まとめ。これからの学校と教員の役割 

 

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

何故自分は教員を目指すのか、自分自身の言葉で確認しておくこと。 

日頃から新聞などに目を通し、教育問題に関心を持つように努めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の小レポート(100%) 

【変更前】平常点 100％（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） 

授業の中で適宜紹介、資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

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） 

現代社会における教職の重要性の高まりを，自らが教職に就き，実践者となることを想定して理解する。そのため，教職の意義，

教員の役割・資質能力・職務内容等についての基本的な知識を身に付け，教職への意欲を高め，教職への適性を判断し，進路

選択に資する教職の在り方を理解し，自ら学び続ける基礎的力量を養成する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

教職の意義，教員の役割，教員の職務内容について，社会的意義や社会的要請，法制上の規定，歴史的過程から学習する。ま

た，教職と他の職業との相違を理解した上での，教職に就くまでのプロセスや教職に就いた後の研修の在り方を理解するととも

に，「チーム学校」の具体的な事例の学習を通して，「チーム学校」において教職員が学校内外の専門家等と連携・分担して働く

重要性やその在り方への理解を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方）／現代日本における公教育と教員の役割 

2. 教職の職業的特徴 

3. 教員養成の歴史（中等教育機関の教員養成について） 

4. 教員の役割（１）教職観の変遷 

5. 教員の役割（２）教員の求められる基礎的資質能力 

6. 教員の職務内容（１）仕事の実際（職務の全体像） 

7. 教員の職務内容（２）教員の服務上・身分上の義務及び身分保障（法制上の規定） 

8. 教員の職務内容（３）教員研修の意義及び制度上の位置づけ・専門職としての力量形成 

9. 教員になるまで（１）進路選択としての教員 

10. 教員になるまで（２）教員採用選考 

11. チーム学校（１）学校の役割の多様化と学校内外の専門家との連携・分担／連携・協働 

12. チーム学校（２）チーム学校運営の事例紹介①（中学校） 

13. チーム学校（３）チーム学校運営の事例紹介②（高等学校） 

14. まとめ。これからの学校と教員の役割 

 

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

何故自分は教員を目指すのか，自分自身の言葉で確認しておくこと。 

日頃から新聞などに目を通し，教育問題に関心を持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)(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、2012、『学校・教師の時空間』、三元社 (ISBN:978-4-88303-307-2) 

『解説 教育六法 2020』（三省堂）、『教育小六法 2020』（学陽書房）など、教育関係の法令に日頃からよく目を通しておくこと。 

 

参考文献（Readings） 

授業の中で適宜紹介，資料を配付する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 40 - 

■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） 
逸見 敏郎(HEMMI TOSHIRO) 

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） 

現代社会における教職の重要性の高まりを、自らが教職に就き、実践者となることを想定して理解する。そのため、教職の意義、

教員の役割・資質能力・職務内容等についての基本的な知識を身に付け、教職への意欲を高め、教職への適性を判断し、進路

選択に資する教職の在り方を理解し、自ら学び続ける基礎的力量を養成する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

教職の意義、教員の役割、教員の職務内容について、社会的意義や社会的要請、法制上の規定、歴史的過程から学習する。ま

た、教職と他の職業との相違を理解した上での、教職に就くまでのプロセスや教職に就いた後の研修の在り方を理解するととも

に、「チーム学校」の具体的な事例の学習を通して、「チーム学校」において教職員が学校内外の専門家等と連携・分担して働く

重要性やその在り方への理解を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方）／現代日本における公教育と教員の役割 

2. 教職の職業的特徴 

3. 教員養成の歴史（中等教育機関の教員養成について） 

4. 教員の役割（１）教職観の変遷 

5. 教員の役割（２）教員の求められる基礎的資質能力 

6. 教員の職務内容（１）仕事の実際（職務の全体像） 

7. 教員の職務内容（２）教員の服務上・身分上の義務及び身分保障（法制上の規定） 

8. 教員の職務内容（３）教員研修の意義及び制度上の位置づけ・専門職としての力量形成 

9. 教員になるまで（１）進路選択としての教員 

10. 教員になるまで（２）教員採用選考 

11. チーム学校（１）学校の役割の多様化と学校内外の専門家との連携・分担／連携・協働 

12. チーム学校（２）チーム学校運営の事例紹介①（中学校） 

13. チーム学校（３）チーム学校運営の事例紹介②（高等学校） 

14. まとめ。これからの学校と教員の役割 

 

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

何故自分は教員を目指すのか、自分自身の言葉で確認しておくこと。 

日頃から新聞などに目を通し、教育問題に関心を持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)(60%)/授業内レポート(30%)/リアクションペーパーの内容(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業の中で適宜紹介、資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 奈須・逸見編著、2012、『学校･教師の時空間』、三元社 (ISBN:9784883033072) 

適宜、紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・教職課程の履修と並行して、立教 RSLセンター提供の「RSL科目」の履修を推奨します。近年、学校におけるシティズンシップ

教育を実践的に学ぶ契機となります。 

・複数回の book レポートを課し、多くの文献を読むことになります。なお book レポートなどは blackboard からの提出となりますの

で、操作に習熟しておいてください。 

 

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） 
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） 
CET2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生徒への対応のために必要な教育相談の理論およびそれを支えるカウンセリングの基礎知識とスキルを習得する。加えてスク

ールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーと連携しながら、生徒理解と学校への適応を高める方法について理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

生徒が自己理解を深め、クラス内外での人間関係を構築し、集団のなかで適応的に活動するための教育相談の理論を取り扱

う。また、生徒の心理的発達に応じた関わりに必要なカウンセリングの基礎理論、メタカウンセリング理論および技法について、ロ

ールプレイやグループワークを取り入れながら学習する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 本授業の構成と目標／中等教育段階における教育相談の理念 

2. 青年期の心理的発達とその特徴(１)学童期から青年期前期 

3. 青年期の心理的発達とその特徴(２)青年期中期から青年期後期 

4. 教育相談に関わる臨床心理学的基礎概念(１)自我の構造と機能 

5. 教育相談に関わる臨床心理学的基礎概念(２)グループダイナミクス 

6. 教育相談に関わる臨床心理学的基礎概念(３)家族心理学とシステム論 

7. 生徒の不適応行動の種類と心理社会的意味(１)反社会的行動 

8. 生徒の不適応行動の種類と心理社会的意味(２)非社会的行動 

9. 教育相談の技法(１)対象生徒に対する見立てと方針の方法 

10. 教育相談の技法(２)「きく」こと「つたえる」こと 

11. 教育相談の技法(３)構成的エンカウンターグループの技法 

12. 養護教諭、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーとの連携の方法 

13. 校内における教育相談体制の構築および校内研修のあり方 

14. 教育相談に関わる地域の社会的資源と連携の方法／まとめ 

 

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

既習または同時履修の「教育心理学」「生徒・進路指導の理論と方法」などの授業の復習をしておくこと。またメディアで取り上げ

られる中学生高校生の「問題」行動に関わる報道に積極的に触れ、その背景などを授業内容などをもとにして調べておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/講義への取り組み、リアクションシート、出席等(60%) 

【変更前】平常点 100％（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%） 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 岩瀧大樹、2012、『教育臨床と心理学』、学文社 (ISBN:9784762022791) 

文部科学省『中学校学習指導要領』『同 解説』および『高等学校学習指導要領』『同 解説』文部科学省ホームページより参照す

る。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜指示する。 

 

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） 

生徒への対応のために必要な教育相談の理論およびそれを支えるカウンセリングの基礎知識とスキルを習得する。加えてスク

ールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーと連携しながら、生徒理解と学校への適応を高める方法について理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

生徒が自己理解を深め、クラス内外での人間関係を構築し、集団のなかで適応的に活動するための教育相談の理論を取り扱

う。また、生徒の心理的発達に応じた関わりに必要なカウンセリングの基礎理論、メタカウンセリング理論および技法について、ロ

ールプレイやグループワークを取り入れながら学習する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 本授業の構成と目標／中等教育段階における教育相談の理念 

2. 青年期の心理的発達とその特徴(１)学童期から青年期前期 

3. 青年期の心理的発達とその特徴(２)青年期中期から青年期後期 

4. 教育相談に関わる臨床心理学的基礎概念(１)自我の構造と機能 

5. 教育相談に関わる臨床心理学的基礎概念(２)グループダイナミクス 

6. 教育相談に関わる臨床心理学的基礎概念(３)家族心理学とシステム論 

7. 生徒の不適応行動の種類と心理社会的意味(１)反社会的行動 

8. 生徒の不適応行動の種類と心理社会的意味(２)非社会的行動 

9. 教育相談の技法(１)対象生徒に対する見立てと方針の方法 

10. 教育相談の技法(２)「きく」こと「つたえる」こと 

11. 教育相談の技法(３)構成的エンカウンターグループの技法 

12. 養護教諭、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーとの連携の方法 

13. 校内における教育相談体制の構築および校内研修のあり方 

14. 教育相談に関わる地域の社会的資源と連携の方法／まとめ 

 

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

既習または同時履修の「教育心理学」「生徒・進路指導の理論と方法」などの授業の復習をしておくこと。またメディアで取り上げ

られる中学生高校生の「問題」行動に関わる報道に積極的に触れ、その背景などを授業内容などをもとにして調べておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/積極的な授業参加・リアクションペーパーの回答内容(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

文部科学省『中学校学習指導要領』『同 解説』および『高等学校学習指導要領』『同 解説』文部科学省ホームページより参照す

る。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

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） 

生徒への対応のために必要な教育相談の理論およびそれを支えるカウンセリングの基礎知識とスキルを習得する。加えてスク

ールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーと連携しながら、生徒理解と学校への適応を高める方法について理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

生徒が自己理解を深め、クラス内外での人間関係を構築し、集団のなかで適応的に活動するための教育相談の理論を取り扱

う。また、生徒の心理的発達に応じた関わりに必要なカウンセリングの基礎理論、メタカウンセリング理論および技法について、ロ

ールプレイやグループワークを取り入れながら学習する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 本授業の構成と目標／中等教育段階における教育相談の理念 

2. 青年期の心理的発達とその特徴(１)学童期から青年期前期 

3. 青年期の心理的発達とその特徴(２)青年期中期から青年期後期 

4. 教育相談に関わる臨床心理学的基礎概念(１)自我の構造と機能 

5. 教育相談に関わる臨床心理学的基礎概念(２)グループダイナミクス 

6. 教育相談に関わる臨床心理学的基礎概念(３)家族心理学とシステム論 

7. 生徒の不適応行動の種類と心理社会的意味(１)反社会的行動 

8. 生徒の不適応行動の種類と心理社会的意味(２)非社会的行動 

9. 教育相談の技法(１)対象生徒に対する見立てと方針の方法 

10. 教育相談の技法(２)「きく」こと「つたえる」こと 

11. 教育相談の技法(３)構成的エンカウンターグループの技法 

12. 養護教諭、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーとの連携の方法 

13. 校内における教育相談体制の構築および校内研修のあり方 

14. 教育相談に関わる地域の社会的資源と連携の方法／まとめ 

 

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

既習または同時履修の「教育心理学」「生徒・進路指導の理論と方法」などの授業の復習をしておくこと。またメディアで取り上げ

られる中学生高校生の「問題」行動に関わる報道に積極的に触れ、その背景などを授業内容などをもとにして調べておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/授業参加の姿勢及びリアクションペーパーの内容(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

・文部科学省『中学校学習指導要領』『同 解説』および『高等学校学習指導要領』『同 解説』文部科学省ホームページより参照す

る。 

・プリントを配付する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜指示する。 

 

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） 

生徒への対応のために必要な教育相談の理論およびそれを支えるカウンセリングの基礎知識とスキルを習得する。加えてスク

ールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーと連携しながら、生徒理解と学校への適応を高める方法について理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

生徒が自己理解を深め、クラス内外での人間関係を構築し、集団のなかで適応的に活動するための教育相談の理論を取り扱

う。また、生徒の心理的発達に応じた関わりに必要なカウンセリングの基礎理論、メタカウンセリング理論および技法について、ロ

ールプレイやグループワークを取り入れながら学習する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 本授業の構成と目標／中等教育段階における教育相談の理念  

2. 青年期の心理的発達とその特徴(１)学童期から青年期前期 

3. 青年期の心理的発達とその特徴(２)青年期中期から青年期後期 

4. 教育相談に関わる臨床心理学的基礎概念(１)自我の構造と機能 

5. 教育相談に関わる臨床心理学的基礎概念(２)グループダイナミクス 

6. 教育相談に関わる臨床心理学的基礎概念(３)家族心理学とシステム論 

7. 生徒の不適応行動の種類と心理社会的意味(１)反社会的行動 

8. 生徒の不適応行動の種類と心理社会的意味(２)非社会的行動 

9. 教育相談の技法(１)対象生徒に対する見立てと方針の方法 

10. 教育相談の技法(２)「きく」こと「つたえる」こと 

11. 教育相談の技法(３)構成的エンカウンターグループの技法 

12. 養護教諭、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーとの連携の方法 

13. 校内における教育相談体制の構築および校内研修のあり方 

14. 教育相談に関わる地域の社会的資源と連携の方法／まとめ 

 

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

既習または同時履修の「教育心理学」「生徒・進路指導の理論と方法」などの授業の復習をしておくこと。またメディアで取り上げ

られる中学生高校生の「問題」行動に関わる報道に積極的に触れ、その背景などを授業内容などをもとにして調べておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/出席及び授業態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

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

文部科学省『中学校学習指導要領』『同 解説』および『高等学校学習指導要領』『同 解説』文部科学省ホームページより参照す

る。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜指示する。 

 

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 TeachingProgram (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） 
CET3610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教職志望意識の高い３年次以上の学生を対象とし，参加者各自が現在の教育に関する諸問題について，具体的な知見を広め，

自らの課題意識を深めていくこと，そして，自ら課題とすることを実現していくための方法的なアプローチを知り，各自の教職に関

する課題意識をより明確にすることをめざす。 

 

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，授業実践記録や学校に関するエスノグラフィー研究の論文などを取り上げ

て，検討・ディスカッションを行う。各自の持っている「生徒」観，「教育」観，「学校」観，そしてめざしている「教師」像，「（教科の）授

業」像などを，改めて具体的に問い直し，検討を進めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（担当者からの発題） 

2. 子ども・教員・学校をめぐる諸問題についての文献講読(1) 

3. 子ども・教員・学校をめぐる諸問題についての文献講読(2) 

4. 子ども・教員・学校をめぐる諸問題についての文献講読(3) 

5. 子ども・教員・学校をめぐる諸問題についての文献講読(4) 

6. 授業実践記録の検討(1) 

7. 授業実践記録の検討(2) 

8. 授業実践記録の検討(3) 

9. 授業実践記録の検討(4) 

10. 参加者各自による模擬授業実践と合評会(1) 

11. 参加者各自による模擬授業実践と合評会(2) 

12. 参加者各自による模擬授業実践と合評会(3) 

13. 参加者各自による模擬授業実践と合評会(4) 

14. ふりかえり・まとめ 

 

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

文献講読，授業実践記録の検討については，報告者を決めて発表するとともに参加者全員が予め読んで参加，ディスカッション

を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表担当回における報告や模擬授業など(50%)/ディスカッションへの参加・貢献度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 仲本正夫、2005、『新・学力への挑戦』、かもがわ出版 (ISBN:4-87699-895-7) 

2. 山脇啓造・服部信雄、2019、『新 多文化共生の学校づくり』、明石書店 (ISBN:978-4-7503-4804-9) 

上記の参考文献以外にも，授業時に適宜，紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■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） 
鈴野 高志(SUZUNO TAKASHI) 

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、子どもたちが正確に理解し、適切に表現できる資質・能力を養う国語

の授業のための教材研究、教材分析、授業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・方法を学習指導要領やテキスト、実際の優れた授業案等の資料に基づき講義する。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。これらを通して、子どもたちが正確に理解し、適切に表現できる資質・能力を養う国語の

授業力を身につける。 

 

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等について） 

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について） 

3. 言語の教育の意義（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. 国語教育の目的・内容（その１ 文学教材の目的・教科内容と系統性・構造） 

6. 国語教育の目的・内容（その２ 説明的文章の目的・教科内容と系統性・構造） 

7. 国語教育の目的・内容（その３ 古典、言語文化の目的と構造） 

8. 国語科の教材研究と学習評価（その１ 文学教材の素材研究法と学習評価） 

9. 国語科の教材研究と学習評価（その２ 説明的文章教材の素材研究法と学習評価） 

10. 国語科の教材研究と学習評価（その３ 古典と言語文化の素材研究法と学習評価） 

11. 国語科の情報機器の活用と補助教材作成の意識・方法 

12. 国語科の学習指導案作成の意義と具体（指導案の必須要件と書き方・書式） 

13. 国語の授業における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. 実際の国語の授業に学ぶ（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あらかじめ個々の指導案の作成を課す。また、授業の中でのテキストの該当箇所をあらかじ

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、2018、『あたらしい国語科指導法・五訂版』、学文社 (ISBN:978-4-7620-2426-9) 

2. 文部科学省、2018、『中学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1558-0) 

3. 文部科学省、2018、『高等学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1567-2) 

 

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』、明治図書 (ISBN:978-4-18-226024-7) 

2. 阿部昇、2015、『物語・小説の「読み」の授業』、明治図書 (ISBN:978-4-18-158614-0) 

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） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

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. 学習指導案について 

13. 授業検討会について 

14. まとめ 

 

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

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、2018、『中学校学習指導要領解説 国語編』、東洋館出版社 (ISBN:978-4491034706) 

2. 文部科学省、2010、『高等学校学習指導要領解説 国語編』、教育出版 (ISBN:978-4316300214) 

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 (ISBN:978-4316802350) 

4. 田中実・須貝千里・難波博孝編、2018、『21 世紀を生きる読者を育てる 第三項理論が拓く文学研究／文学教育』、明治図書

出版 (ISBN:978-4182196102) 

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） 
鈴野 高志(SUZUNO TAKASHI) 

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） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業では、国語科教育法１で習得した力をもとに、全員が指導案を作成し、模擬授業をおこない、教材研究の力量や国語の授

業方法などの実践的な指導力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

・履修者全員が適切な教材を選択し、教材研究をおこない、指導案を作成して模擬授業をおこなう。 

・各自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に発展させる。 

・模擬授業は相互に検討し合い、言葉の力を養う観点から、評価し合う。 

・履修者の人数によるが、模擬授業は２～３人一組で分担し、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、進め方、成績評価の説明） 

2. 模擬授業のグループ（２～３人）構成と、模擬授業の教材選択（あらかじ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 その１） 

4. 第２回（模擬授業と授業検討・文学教材 その２） 

5. 第３回（模擬授業と授業検討・文学教材 その３） 

6. 第４回（模擬授業と授業検討・説明的文章教材 その１） 

7. 第５回（模擬授業と授業検討・説明的文章教材 その２） 

8. 第６回（模擬授業と授業検討・説明的文章教材 その３） 

9. 第７回（模擬授業と授業検討・古典教材 その１） 

10. 第８回（模擬授業と授業検討・古典教材 その２） 

11. 第９回（模擬授業と授業検討・古典教材 その３） 

12. 第１０回（模擬授業と授業検討・メディアリテラシー教材） 

13. 第１１回（模擬授業と授業検討・言語文化教材 その１） 

14. 第１２回（模擬授業と授業検討・言語文化教材 その２） 

 

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、あらかじ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、2018、『中学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1558-0) 

2. 文部科学省、2018、『高等学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1567-2) 

3. 柴田義松 他、2018、『あたらしい国語科指導法・五訂版』、学文社 (ISBN:978-4-7620-2426-9) 

 

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) 

下地 秀樹(SHIMOJI HIDEKI) 

逸見 敏郎(HEMMI TOSHIRO) 

森田 満夫(MORITA MITSUO) 

岩瀧 大樹(IWATAKI DAIJU) 

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 11 日（月） 18:10～    池袋 7101 教室 

 5 月 15 日（金） 18:10～    新座 N214 教室 

 5 月 16 日（土） 13:25～    池袋 7102 教室 

 

○授業案講義編： 

 6 月 13 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 14 日（土） 14:00～16:00［予定］ 

 2021年 1月 16 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) 
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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。 

テキストにあげたのは現行の学習指導要領である。新学習指導要領（2021 年度～中学校、2022 年度～高等学校で実施）につい

ては文科省 HPを参照のこと。  

 

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、2018、『中学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1558-0) 

2. 文部科学省、2018、『高等学校学習指導要領（平成 30 年告示）』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1567-2) 

3. 文部科学省、2018、『中学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説－社会編』、東洋館出版社 (ISBN:978-4-491-03471-3) 

4. 文部科学省、2019、『高等学校学習指導要領（平成 30 年告示）解説－地理歴史編』、東洋館出版社 (ISBN:978-4-491-

03641-0) 

現行の学習指導要領とその解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

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 

 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

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・GIS活用の教材 

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、2018、『中学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1558-0) 

2. 文部科学省、2018、『高等学校学習指導要領（平成 30 年告示）』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1567-2) 

3. 文部科学省、2018、『中学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説 社会編』、東洋館出版社 (ISBN:978-4-491-03471-3) 

4. 文部科学省、2019、『高等学校学習指導要領（平成 30 年告示）解説 地理歴史編』、東洋館出版社 (ISBN:978-4-491-03641-

0) 

現行の学習指導要領及び解説については、文部科学省 HPを見ておくこと。 

 

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） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

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、2018、『中学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1558-0) 

2. 文部科学省、2018、『高等学校学習指導要領（平成 30 年告示）』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1567-2) 

3. 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) 

4. 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) 

現行及び新学習指導要領の中学校社会科，高等学校地理歴史科の解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

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。   
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■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) 

下地 秀樹(SHIMOJI HIDEKI) 

逸見 敏郎(HEMMI TOSHIRO) 

森田 満夫(MORITA MITSUO) 

岩瀧 大樹(IWATAKI DAIJU) 

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 11 日（月） 18:10～    池袋 7101 教室 

 5 月 15 日（金） 18:10～    新座 N214 教室 

 5 月 16 日（土） 13:25～    池袋 7102 教室 

 

○授業案講義編： 

 6 月 13 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 14 日（土） 14:00～16:00［予定］ 

 2021年 1月 16 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) 
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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。 

テキストにあげたのは現行の学習指導要領である。新学習指導要領（2021 年度～中学校、2022 年度～高等学校で実施）につい

ては文科省 HPを参照のこと。  

 

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、2018、『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、2018、『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、2018、『中学校学習指導要領解説社会編』、東洋館出版社 (ISBN:978-4-4910-3471-3) 

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:978-4-3163-0022-1) 

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。   

 

  



 - 59 - 

■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 

 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

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、2018、『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、2018、『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、2018、『中学校学習指導要領解説社会編』、東洋館出版社 (ISBN:978-4-4910-3471-3) 

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:978-4-3163-0022-1) 
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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） 

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） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

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、2018、『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、2018、『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、2018、『中学校学習指導要領解説社会編』、東洋館出版社 (ISBN:978-4-4910-3471-3) 

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:978-4-3163-0022-1) 

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)） 
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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） 

毎回の小レポート(100%) 

【変更前】平常点 100％（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、2018、『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、2018、『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） 
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） 
CET3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

池袋キャンパス所属学生対象 

 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中学社会科（公民的分野）・高校公民科において、平和・人権・環境などの現代的課題に取り組む授業づくりの具体的・実践的力

量を高める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代的課題に取り組む「平和教育」｢シティズンシップ教育（市民性教育）」「主権者教育」「紛争（対立）解決教育」「ESD」の理論と

実践の成果を学び、それらをふまえた授業づくり（学習指導案の作成、模擬授業）を全員が行なう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：新学習指導要領が目指す社会科・公民科の授業 

2. 「主権者教育」とは何か－「平和で民主的な国家及び社会の形成者」を育てる授業 

3. ｢シティズンシップ教育（市民性教育）」とは何か－「政治的リテラシー」を育てる授業 

4. 「紛争（対立）解決教育」とは何か－「トランセンド法」を活用した授業 

5. 「ESD」とは何か－「持続する開発（発展）」のための授業 

6. 「平和教育」とは何か－「憲法第 9 条（平和主義）」を実質化する授業 

7. リフレクション（１）－社会科・公民科における「平和・人権・開発・環境」 

8. 学習指導案の作成（１）－テーマ設定と教材研究 

9. 学習指導案の作成（２）－授業展開の構想 

10. 模擬授業（１）－シティズンシップ 

11. 模擬授業（２）－人権 

12. 模擬授業（３）－環境・開発 

13. 模擬授業（４）－平和 

14. リフレクション（２）－模擬授業の振り返り 

 

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

新学習指導要領と解説は、文部科学省のサイトからダウンロードできるので、それらを丁寧に読み理解を深めること。また、「平

和教育」｢シティズンシップ教育（市民性教育）」「主権者教育」「紛争（対立）解決教育」「ESD」に関する文献や WEB を授業時に紹

介するので、それらを読み理解を深めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/学習指導案・模擬授業(20%)/リアクションペーパー(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 文部科学省、2018 年、『中学校学習指導要領解説（平成 29年告示）社会編』、東洋館出版社 (ISBN:978-4-491-03471-3) 

2. 文部科学省、2019 年、『高等学校学習指導要領解説（平成 30 年告示）公民編』、東京書籍 (ISBN:978-4-487-28633-1) 

3. 文部科学省、2018 年、『中学校学習指導要領（平成 29 年告示）』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1558-0) 

4. 文部科学省、2018 年、『高等学校学習指導要領（平成 30 年告示）』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1567-2) 

5. 竹内久顕編、2011 年、『平和教育を問い直す』、法律文化社 (ISBN:978-4-589-03376-5) 

 

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） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

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（9/26（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、2018、『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、2018、『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) 

下地 秀樹(SHIMOJI HIDEKI) 

逸見 敏郎(HEMMI TOSHIRO) 

森田 満夫(MORITA MITSUO) 

岩瀧 大樹(IWATAKI DAIJU) 

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 11 日（月） 18:10～    池袋 7101 教室 

 5 月 15 日（金） 18:10～    新座 N214 教室 

 5 月 16 日（土） 13:25～    池袋 7102 教室 

 

○授業案講義編： 

 6 月 13 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 14 日（土） 14:00～16:00［予定］ 

 2021年 1月 16 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) 
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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。 

テキストにあげたのは現行の学習指導要領である。新学習指導要領（2021 年度～中学校、2022 年度～高等学校で実施）につい

ては文科省 HPを参照のこと。  

 

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） 
矢野 博之(YANO HIROSHI) 

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・高等学校における社会系教科科目のうちの公民科教育について，原論的な概説を軸として，その目標・内容・指導上の

特性や留意事項について，学習活動や実践の具体像に結び付けながら理解することを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

中学校社会科・公民的分野，あるいは高校公民科の授業構想を念頭に，基本事項（ねらい・歴史），内容（領域・教材），指導法

（諸理論や展開の事例研究）の三方向から迫る。暗記教科や受験科目としての科目という固定観念を抱きがちな社会・公民科教

育授業のイメージを刷新し，公民教育実践の可能性を広げていくための視点を提示し，ともに理解していく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション～“公民”とはなんだろう？ 

2. 学校教育のなかでの公民教育とシチズンシップ教育 

3. 社会・公民科教育の来歴とカリキュラム 

4. 公民教育で扱う内容と領域１「政治」 

5. 公民教育の方法１：知識論・学習科学論的アプローチから 

6. 公民教育で扱う内容と領域２「経済」 

7. 公民教育の方法２：システム・しくみの理解，シミュレーション 

8. 公民教育で扱う内容と領域３「倫理」 

9. 公民教育の方法３：教育内容からの教授論的変換 

10. 公民教育で扱う内容と領域４「現代社会」「中学公民的分野」 

11. 公民教育の授業づくり１：指導計画と評価論 

12. 公民教育の授業づくり２：教材研究と資料・教材論 

13. 公民教育のこれからと課題１：公民教育における主体的・対話的で，深い学び 

14. 公民教育のこれからと課題２：シチズンシップ教育―新科目「公共」を視野において 

 

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

授業に際する準備・予習に関しては，初回を除いて，前回の最後に提示していく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/小感想・小課題（＊数回に一回程度で提示する）(40%)/授業参加度（授業時の応答，活動の主

体性等）(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教科書としては特に指定しない。必要なプリントは印刷物あるいはオンラインで提供し，参考文献は適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 社会認識教育学会編、2010、『改定新版公民科教育』、学術図書出版社 (ISBN:978-4780601800) 

2. 教育実習を考える会編、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』、蒼丘書林 (ISBN:978-

4915442834) 

3. 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:978-4316300238) 

4. 文部科学省、2018、『中学校学習指導要領解説社会編』、東洋館出版社 (ISBN:978-4491034713) 

5. 東京都高等学校公民科「倫理」「現代社会」研究会、2018、『「公共の扉」をひらく授業事例集』、清水書院 (ISBN:978-

4389225919) 

 

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 

 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

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） 
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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、2018、『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、2018、『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、2018、『中学校学習指導要領解説社会編』、東洋館出版社 (ISBN:978-4-4910-3471-3) 

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:978-4-3163-0023-8) 

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） 
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） 
CET3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中学校・高等学校の公民教育について，模擬授業実施を中心に，その作成・試行・参加を通して，授業構想と公民教育実施の基

礎を習得することを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

中学社会・公民的分野，高校公民科について，教材研究を行い，模擬授業を構想し，順次演示していく。模擬授業については，

受講者数の状況をみつつ，可能な限り全員が行う。受講者は各自テーマを設けて，各回，討論をまじえてふりかえり，社会・公民

科の授業構想力を鍛えていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション～授業づくり概観 

2. 指導案構想，教材研究論について 

3. 指導案の検討演習と授業観察の視点 

4. 模擬授業（１） 

5. 模擬授業（２） 

6. 模擬授業（３） 

7. 模擬授業（４） 

8. 模擬授業（５） 

9. 模擬授業（６） 

10. 模擬授業（７） 

11. 模擬授業（８） 

12. 模擬授業（９） 

13. 模擬授業（１０） 

14. 総括とふりかえり 

 

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

春学期「社会・公民科教育法１（Ｂ）」で取り組んだ課題をもとに，この授業での模擬授業を進行していく。予習としては，１人１テー

マで授業構想をデザインし教材研究をしていくこと，また毎回の他の受講者の模擬授業から自分の授業構想と模擬授業演示を

ふりかえり授業構想をブラッシュアップしていくことを復習とする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/模擬授業(40%)/感想シート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教科書としては，とくに指定はなし。 

 

参考文献（Readings） 

1. 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』、蒼丘書林 (ISBN:978-

4915442834) 

2. 文部科学省、2010、『高等学校学習指導要領』、教育出版 (ISBN:978-4316300238) 

3. 文部科学省、2018、『中学校学習指導要領解説社会編』、東洋館出版社 (ISBN:978-4491034713) 

4. 全国公民科・社会科教育研究会授業研究委員会、2013、『高等学校公民科 とっておき授業 LIVE集』、清水書院 (ISBN:978-

4389-22566-7) 

 

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。今の学習指導要領を理解するために戦後の数学教育の変遷から数学教育を見直すところから始め、新しい数学教育につい

て考えたい。 

 

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） 

ワープロや TEX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、2018/3/1、『中学校学習指導要領解説 数学編』、日本文教出版大阪 (ISBN:4536590129) 

2. 文部科学省、2019/4/5、『高等学校学習指導要領解説 理数編』、東京書籍 (ISBN:4487286344) 

 

参考文献（Readings） 

1. 松山嘉男、2015、『数学科教育法』、学術図書出版社 (ISBN:4780605822) 

2. 遠山啓、1959、『数学入門(上)』、岩波新書 (ISBN:4004160049) 

3. 遠山啓、1972、『数学の学び方・教え方』、岩波新書 (ISBN:4004160073) 

4. 遠山啓、1960、『数学入門（下）』、岩波新書 (ISBN:4004160057) 
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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)） 

文部科学省新学習指導要領解説 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1407074.htm 

 

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） 
砂井 博光(SAI HIROMITSU) 

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） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

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を学び、実践できるように体験を踏まえて

理解する。  

 

授業の内容（Course Contents） 

以下の４つの視点を大切にしながら、具体的な数学の授業例を紹介し、より実践的な教育法や授業の組み立てを身につけること

ができるようにしていく。 

①到達目標をはっきり決め、そこに至る道を探す。 

②教具を用いる。工作・実験を取り入れる。 

③発展させることを考えさせる。 

④生徒に作問させる。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーションと授業の組み立てについて 

2. 論証について 

3. 関数の意味について  

4. 式の計算方法について  

5. 三角関数の定義について 

6. 三角関数の定理について 

7. 三角関数のグラフについて 

8. 数列の和について 

9. 数列の公式について 

10. 数列の漸化式について 

11. ベクトルの意味について 

12. 確率の意味について 

13. 平均・標準偏差について 

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） 

授業で扱った内容をよく復習し、独自に発展できないかを考え、次回発表できるようにレポートにまとめておくこと。また、授業で扱

った内容とテキストの関係個所を適宜指示するので熟読すること。  

 

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. 黒田俊郎・西三数学サークル、2010、『たのしくわかる数学 100 時間[新装版] 上』、日本評論社 (ISBN:978-4-535-78559-5) 

2. 黒田俊郎・西三数学サークル、2010、『たのしくわかる数学 100 時間[新装版] 下』、日本評論社 (ISBN:978-4-535-78560-1) 

 

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 

2. 文部科学省、2009、『高等学校学習指導要領解説 数学編・理数編』、実教出版 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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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) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
数学を教えるという立場から数学教育を見直す 

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） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

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） 

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①。 

・正負の数 

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②。 

・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③。 

・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④。 

・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⑤。 

・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⑥。 

・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①。 

8. 春学期の課題に従って模擬授業を原則行う②。 

9. 春学期の課題に従って模擬授業を原則行う③。 

10. 春学期の課題に従って模擬授業を原則行う④。 

11. 春学期の課題に従って模擬授業を原則行う⑤。 

12. 春学期の課題に従って模擬授業を原則行う⑥。 

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が，TEX等の記述言語を覚えておくことが望ましい。 

模擬授業の回数は，履修者の人数によって変動する。 

 

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、2018/3/1、『中学校学習指導要領解説  数学編』』、日本文教出版大阪 (ISBN:4536590129) 

2. 文部科学省、2019/4/5、『高等学校学習指導要領解説  理数編』、東京書籍 (ISBN:4487286344) 

次期学習指導要領（高等学校数学）を PDFで用意しておく。 
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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。 

数学科教育法２の同時履修も望ましい。 

文部科学省 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1407074.htm 

 

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) 

下地 秀樹(SHIMOJI HIDEKI) 

逸見 敏郎(HEMMI TOSHIRO) 

森田 満夫(MORITA MITSUO) 

岩瀧 大樹(IWATAKI DAIJU) 

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 11 日（月） 18:10～    池袋 7101 教室 

 5 月 15 日（金） 18:10～    新座 N214 教室 

 5 月 16 日（土） 13:25～    池袋 7102 教室 

 

○授業案講義編： 

 6 月 13 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 14 日（土） 14:00～16:00［予定］ 

 2021年 1月 16 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) 
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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。 

テキストにあげたのは現行の学習指導要領である。新学習指導要領（2021 年度～中学校、2022 年度～高等学校で実施）につい

ては文科省 HPを参照のこと。  

 

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） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

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. 次の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。 
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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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■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） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

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) 

下地 秀樹(SHIMOJI HIDEKI) 

逸見 敏郎(HEMMI TOSHIRO) 

森田 満夫(MORITA MITSUO) 

岩瀧 大樹(IWATAKI DAIJU) 

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 11 日（月） 18:10～    池袋 7101 教室 

 5 月 15 日（金） 18:10～    新座 N214 教室 

 5 月 16 日（土） 13:25～    池袋 7102 教室 

 

○授業案講義編： 

 6 月 13 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 14 日（土） 14:00～16:00［予定］ 

 2021年 1月 16 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) 
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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。 

テキストにあげたのは現行の学習指導要領である。新学習指導要領（2021 年度～中学校、2022 年度～高等学校で実施）につい

ては文科省 HPを参照のこと。  

 

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 Language 1(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） 
2019 年度以降異文化コミュニケーション学部入学者履修不可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１．最新の知見を踏まえつつ，英語教育学の基本的理念と基本的指導技術を学び，効果的な英語授業を実践する基礎力を身に

つける。 

２．生徒の学びのプロセスを理解し，対話的で深い学びを実現する方法を理解する。 

 

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取り，学生

の発言に基づいて進行する。また, 理論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。授業の終わりには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. 英語教育の現状と課題，英語教育の目的論 

2. コミュニケーション能力(1) コミュニケーション能力の４つの構成要素 

3. コミュニケーション能力(2) 各構成要素を伸ばす指導 

4. 英語教授法と言語教育観の変遷(1) Grammar Translation Method 

5. 英語教授法と言語教育観の変遷(2) Oral Approach 

6. Communicative Language Teaching の概要(1) 『学習指導要領』との関連から 

7. Communicative Language Teaching の概要(2) ある教師の実践から学ぶ 

8. 『学習指導要領』と Communicative Language Teaching 

9. 指導案の作成，学習評価観点の作成 

10. 検定教科書を使った Reading 指導の計画(1) 自己表現を促す発問とその意義 

11. 検定教科書を使った Reading 指導の計画(2) 自己表現を促す発問の課題確認 

12. 検定教科書を使った Reading 指導の計画(3) 文脈を伴う文法指導とその意義 

13. 検定教科書を使った Reading 指導の計画(4) 文脈を伴う文法指導の課題確認 

14. 文法定着のためのアクティビティ：各種の実演と創作 

 

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 10 回と第 12 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、2018、『中学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4827815580) 

2. 文部科学省、2018、『高等学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4827815672) 

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 

英語で行う授業 

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） 

2019 年度以降異文化コミュニケーション学部入学者履修不可 

 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

実際の授業を想定した指導案の作成、英語で行う模擬授業を通して、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） 

中学校で使用されている文科省検定教科書に基づいて指導案を作成し、読解指導を中心に英語で模擬授業を行う。それを通し

て、語彙や文法の指導のみに終わらない深い理解を促す指導を英語でどう実践できるかを考える。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。模擬授業の際に指導案の提出を求める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 扱う単元の選定と教材研究 

2. 深い理解を促す発問 

3. 授業の構成（１） 導入～本文読解 

4. 授業の構成（２） 本文読解 

5. 授業の構成（３） 本文読解～まとめ 

6. 指導案作成と模擬授業準備（１） 

7. 指導案作成と模擬授業準備（２） 

8. 指導案作成と模擬授業準備（３） 

9. 模擬授業（１）・振り返り 

10. 模擬授業（２）・振り返り 

11. 模擬授業（３）・振り返り 

12. 模擬授業（４）・振り返り 

13. 模擬授業（５）・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） 

毎回ハンドアウトを配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 文部科学省、2018、『中学校学習指導要領』、東山書房 

2. 文部科学省、2018、『高等学校学習指導要領』、東山書房 

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） 

2019 年度以降異文化コミュニケーション学部入学者履修不可 

 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「英語科教育法１（Ａ）」での学習に基づき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２人１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プラクティス, ③アクティビティの 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，ピア・フィードバックの機会を持つ。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プラクティス 

4. 模擬授業の準備と指導案作成（3） アクティビティ 

5. 模擬授業その 1（ペアで 2 組。1組の授業は 30 分。その後，ピア・フィードバック） 

6. 模擬授業その 2（ペアで 2 組。1組の授業は 30 分。その後，ピア・フィードバック） 

7. 模擬授業その 3（ペアで 2 組。1組の授業は 30 分。その後，ピア・フィードバック） 

8. 模擬授業その 4（ペアで 2 組。1組の授業は 30 分。その後，ピア・フィードバック） 

9. 模擬授業その 5（ペアで 2 組。1組の授業は 30 分。その後，ピア・フィードバック） 

10. 模擬授業その 6（ペアで 2 組。1組の授業は 30 分。その後，ピア・フィードバック） 

11. 英語教育上の重要トピック（1）持続可能な発展のための教育，市民性の教育 

12. 英語教育上の重要トピック（2）英語科における説得力の育成方法 

13. 英語教育上の重要トピック（3）英語科における異文化コミュニケーション能力育成の必要性 

14. 教育実習の心がまえ，教育実習までに準備すべきこと 

 

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，教材作成，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、2018、『中学校学習指導要領解説・外国語編』、開隆堂 (ISBN:978-4827815580) 

2. 文部科学省、2018、『高等学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4827815672) 

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
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ない。 

 

注意事項（Notice） 

春学期「英語科教育法１（Ａ）」を修得済の者対象。 
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■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) 

下地 秀樹(SHIMOJI HIDEKI) 

逸見 敏郎(HEMMI TOSHIRO) 

森田 満夫(MORITA MITSUO) 

岩瀧 大樹(IWATAKI DAIJU) 

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） 
2019 年度以降異文化コミュニケーション学部入学者履修不可 

 

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 11 日（月） 18:10～    池袋 7101 教室 

 5 月 15 日（金） 18:10～    新座 N214 教室 

 5 月 16 日（土） 13:25～    池袋 7102 教室 

 

○授業案講義編： 

 6 月 13 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 14 日（土） 14:00～16:00［予定］ 

 2021年 1月 16 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) 
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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。 

テキストにあげたのは現行の学習指導要領である。新学習指導要領（2021 年度～中学校、2022 年度～高等学校で実施）につい

ては文科省 HPを参照のこと。  

 

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 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習得をめざして 

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） 
2019 年度以降異文化コミュニケーション学部入学者履修不可 

 

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 英語教育の課題   ＊課題の指示 

2. 学習指導要領と高校英語指導    ＊課題の提出 

3. Lesson design：授業設計と技能統合，および教材研究 

モデル授業研究   ＊課題の指示 

4. Pre -reading 段階の指導 1) Oral introduction   ＊課題の提出 

学習指導案の書き方 1) 指導内容と手順 

5. Teacher talk と interaction，および授業のスキル   ＊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. 模擬授業の振り返りとまとめ， 

Pre-reading 段階の指導 2) Review 他 

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） ： 発問の工夫，および言語材料の扱い方   ＊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，および秋学期に向けて 

学習指導案の書き方 2)   ＊課題の提出、および春学期最終課題 

 

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

授業時間外に，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） 

授業参加度（発言、意欲・態度を含む）(15%)/模擬授業(30%)/学習指導案(20%)/課題・レポートほか提出物(35%) 

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。随時テーマに沿って必要な情報を提供し，関連するハンドアウトを配付する。 

 

参考文献（Readings） 

小・中・高の新旧学習指導要領，及び解説。検定教科書。 

テーマに関連する参考文献（専門誌や学会論文を含む）を，授業時に随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回は重要連絡と第 2 回授業時に提出する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
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認めないことがある。提出物の期限を厳守すること。 

 

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。   

 

  



 - 95 - 

■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） 

2019 年度以降異文化コミュニケーション学部入学者履修不可 

 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

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応用力・実践力を身に付けることを通

して，総合的な授業力の向上を図る。また，教育実習を視野に入れ，新学習指導要領を踏まえ，さらに次年度の教育実習を視野

に入れながら，自律的な英語教師に成るための素地を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自が立案した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につ

いて学ぶ。さらに現代，およびこれからの英語教育に必要な視点や理論，現場が抱える諸問題の研究，分析，考察を通して，成

長し学び続ける英語教師の課題について考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

学習指導案細案の検討 1）   ＊課題の提出 

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. 技能別言語活動と技能統合 2)   ＊課題の提出 

授業指導に必要な視点と技術 ：ICTの活用他  

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 

Team-teaching を含む様々な授業指導について   ＊課題の提出 

14. 年間の振り返り，および今後の課題   ＊秋学期最終課題 

教育実習に向けて 

 

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くの時間を要する。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

のために，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） 
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授業参加度（発言、意欲、態度を含む）(15%)/模擬授業(30%)/学習指導案(20%)/課題（発表含む）・レポート等の提出物(35%) 

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。随時，テーマに関連する資料やハンドアウトを配付する。 

 

参考文献（Readings） 

小・中・高の新・旧「学習指導要領解説」，および検定教科書。 

またテーマに関連する参考文献（雑誌や学会論文を含む），および現職教員等を対象とする研究会や学会を授業時に随時紹介

する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回は重要連絡と課題の提出と指示があるので，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） 
「ことばの教育」について考えることでドイツ語授業のあり方を模索する 

担当者名 

（Instructor） 
保阪 良子(HOSAKA 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） 

母語、国語、外国語の学習や教育に関する見解にはどのようなものがあるのかを見ていきます。その後、日本で英語やドイツ語

を学習する動機などを、自分自身の学習体験を振り返りながら議論し言語化できるようになることを目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

テキストをともに読解しながら、担当者が要旨・疑問点を発表しクラス内で議論するきっかけを提示します。議論では、自身の国

語・外国語学習について内省し言語化すること、他の参加者のことばに真摯に耳を傾けることを意識的に行っていただきます。な

お、ドイツ語の文法や語彙についての質疑応答など、参加者の要望には柔軟に対応しますので、積極的に希望を述べてくださ

い。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション。テキストおよび授業内容の紹介と提案 

2. ことばの教育にはどんな意味があるのか 

3. 「国語力」とは何か 

4. 母語と国語と外国語 

5. 高コンテクスト文化の中の日本語 

6. 言語教育における理論 

7. 国語と外国語（英語）の連携 

8. 求められる言語能力 

9. 和訳と翻訳することの相違 

10. 文法の位置づけ 

11. 大学入試と高校までの英語・国語教育との関連 

12. ことばの力の鍛え方 

13. 従来の外国語教育法概要 

14. まとめ 

 

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

テキストは必ず事前に読み、疑問点、批判すべき点、質問等ができるよう準備して授業に臨んでください。発表者は必要に応じて

授業用ハンドアウトを作成し、参加者用にコピー・配付の準備をしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(70%)/プレゼンテーション(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 鳥飼久美子／刈谷夏子／刈谷剛彦、2019、『ことばの教育を問いなおすー国語・英語の現在と未来』、ちくま新書 (ISBN:978-

4-480-07274-0) 

 

参考文献（Readings） 

1. 文部科学省、『中学校学習指導要領解説 外国語編』 

2. 文部科学省、『高等学校学習指導要領解説 外国語編』 

後半の教授法の歴史についてはこちらで資料（ドイツ語）を用意します。 

 

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「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） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

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） 

1. 文部科学省、『中学校学習指導要領』 

2. 文部科学省、『高等学校学習指導要領』 

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） 
保阪 良子(HOSAKA 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） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

外国語の学習指導要領に即しつつ、実際に指導する場面を想定して、学習指導案の作成や教材研究、模擬授業を行い、実践的

な指導力を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ドイツ語の教授法の歴史を簡単におさえてから、授業参観のポイント、教案の作り方、授業構成および時間配分、教科書選択の

際の留意点などについて学習する。実際に教案を作成し問題点等について意見交換したのち、受講者全員が模擬授業をする。

実際の教育実習では英語を対象とすることに鑑み、原則的には英語の模擬授業をしていただくが、希望者にはドイツ語の模擬授

業をしていただくことも可能。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の進め方に関するガイダンス、ドイツ語教授法の歴史 

2. ドイツ語教授法の歴史 

3. 教案作成、授業構成、時間配分 

4. 教科書選択の際の留意点 

5. 授業参観のポイント 

6. 授業で使うプリント作成の重要性とポイント 

7. 文法授業 

8. コミュニケーション授業 

9. 模擬授業の準備（教案作成と意見交換） 

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） 

母校ではどのような英語教科書を使っているのかを調べておき、なるべく入手しておくように。教案およびプリント作成などその都

度の課題は必ず期日を守って行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/授業での積極的な発言と議論(25%)/模擬授業内容(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教授法に関するテキスト、教案等に関するプリントは授業中に配付します。 

 

参考文献（Readings） 

ドイツ語で模擬授業をする受講者に対しては、高校で扱うレベルのものを貸与します。その他、授業準備に必要な辞書等は授業

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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■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) 

下地 秀樹(SHIMOJI HIDEKI) 

逸見 敏郎(HEMMI TOSHIRO) 

森田 満夫(MORITA MITSUO) 

岩瀧 大樹(IWATAKI DAIJU) 

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 11 日（月） 18:10～    池袋 7101 教室 

 5 月 15 日（金） 18:10～    新座 N214 教室 

 5 月 16 日（土） 13:25～    池袋 7102 教室 

 

○授業案講義編： 

 6 月 13 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 14 日（土） 14:00～16:00［予定］ 

 2021年 1月 16 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) 
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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。 

テキストにあげたのは現行の学習指導要領である。新学習指導要領（2021 年度～中学校、2022 年度～高等学校で実施）につい

ては文科省 HPを参照のこと。  

 

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、2018、『中学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説 外国語編』、文部科学省 

5. 文部科学省、2019、『高等学校学習指導要領（平成 30 年告示）解説 外国語編』、文部科学省 

文部科学省 中学校学習指導要領 https://www.mext.go.jp/content/1413522_002.pdf 

文部科学省 高等学校学習指導要領 https://www.mext.go.jp/content/1384661_6_1_3.pdf 

 

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。 
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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) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

教授法のためのフランス語に触れる、フランス語の振興に関する知識を養う。Cultivate 

knowledge of the promotion of French, exposed to French for teaching. 

担当者名 

（Instructor） 
明石 伸子(AKASHI NOBUKO) 

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） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教授法のためのフランス語について関心を高め、フランス語の振興のため必要な情報を吸収する。Increase interest in French 

for teaching and absorb the information needed to promote French. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業の前半はフランス語を教えるためのフランス語について学ぶ（教材はプリントで配布される）。後半は世界あるいは日本にお

いて、フランス語を振興するために存在する組織、行事、研修などの知識を養う。In the first half of the class, students learn 

French to teach French (materials are distributed in print). In the second half, students will develop knowledge of organizations, 

events, and training that exist to promote French in the world or in Japan. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 前半：ガイダンス / 後半：フランコフォニー（１）First half: Guidance / 2nd half: Francophony （１） 

2. 前半：フランス語を教えるためのフランス語 （１）/ 後半：フランコフォニー（２）First half: French for teaching French / 2nd 

half: Francophony （２） 

3. 前半：フランス語を教えるためのフランス語 （２）/ 後半： フランコフォニー（３） First half: French for teaching French / 2nd 

half Francophony （３） 

4. 前半：フランス語を教えるためのフランス語 （３）/ 後半： Organisation International de la Francophonie First half: French 

for teaching French / 2nd half International Organisation of Francophony 

5. 前半：フランス語を教えるためのフランス語 （４）/ 後半： 世界フランス語教授連合 First half: French for teaching French 

/ 2nd half FIPF 

6. 前半：フランス語を教えるためのフランス語 （５）/ 後半： Le Francais dans le Monde First half: French for teaching French 

/ 2nd half Le French in the World 

7. 前半：フランス語を教えるためのフランス語 （６）/ 後半： 各種学会（１）First half: French for teaching French / 2nd half 

Various academic societies （１） 

8. 前半：フランス語を教えるためのフランス語 （７）/ 後半： 各種学会（２） First half: French for teaching French / 2nd half 

Various academic societies （２） 

9. 前半：フランス語を教えるためのフランス語 （８）/ 後半： 各種教育イベント（１） First half: French for teaching French / 

2nd half Various educational events（１） 

10. 前半：フランス語を教えるためのフランス語 （10）/ 後半： 各種教育イベント（２） First half: French for teaching French / 

2nd half Various educational events（２） 

11. 前半：フランス語を教えるためのフランス語 （11）/ 後半：各種研修（１）First half: French for teaching French / 2nd half 

Various types of educational training（１） 

12. 前半：フランス語を教えるためのフランス語 （12）/ 後半：各種研修（２）First half: French for teaching French / 2nd half 

Various types of educational training（２） 

13. 前半：フランス語を教えるためのフランス語 （13）/ 後半：各種研修（３）First half: French for teaching French / 2nd half 

Various types of educational training（３） 

14. 授業の総括 

 

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

教材はわからない単語などを調べて内容を理解してから授業に参加すること。知識の定着のために復習をかかさないこと。

Students must study words that they do not understand and understand the contents before participating in the class. Do not 

review to establish knowledge. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/最終レポート(Final Report)(20%)/授業内の取り組み姿勢(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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テキストはプリントで配布される。Text is distributed in print. 

 

参考文献（Readings） 

辞書は必ず持参すること。Be sure to bring your own dictionary. 

 

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） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

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、2018、『中学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説 外国語編』、文部科学省 

5. 文部科学省、2019、『高等学校学習指導要領（平成 30 年告示）解説 外国語編』、文部科学省 

文部科学省 中学校学習指導要領 https://www.mext.go.jp/content/1413522_002.pdf 

文部科学省 高等学校学習指導要領 https://www.mext.go.jp/content/1384661_6_1_3.pdf 

 

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） 
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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) 

下地 秀樹(SHIMOJI HIDEKI) 

逸見 敏郎(HEMMI TOSHIRO) 

森田 満夫(MORITA MITSUO) 

岩瀧 大樹(IWATAKI DAIJU) 

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 11 日（月） 18:10～    池袋 7101 教室 

 5 月 15 日（金） 18:10～    新座 N214 教室 

 5 月 16 日（土） 13:25～    池袋 7102 教室 

 

○授業案講義編： 

 6 月 13 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 14 日（土） 14:00～16:00［予定］ 

 2021年 1月 16 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) 
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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。 

テキストにあげたのは現行の学習指導要領である。新学習指導要領（2021 年度～中学校、2022 年度～高等学校で実施）につい

ては文科省 HPを参照のこと。  

 

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，

および批判的視点に立ってそれらを考察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

に，具体的に，客観的に考える。その上で気づいたことを受講生同士で議論をする。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紹介する。 

 

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） 

新聞に目を通し，宗教，教育，人権に関する記事を読み，自分の意見をまとめる。 

 

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、2018、『中学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:9784827815405) 

4. 文部科学省、2018、『高等学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:9784827815412) 

5. 高橋源一郎、2018、『憲法がかわるかもしれない社会』、文藝春秋 (ISBN:9784163908786) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業は講義形式ではあるが，理解を深めるために質問を活発に行うので，積極的な参加が期待される。 

 

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） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

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

いての基本的知識および諸宗教に関する知識を確認し，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やキリスト教以外の宗教を取り上

げる模擬授業を行い，更に生徒への課題やテストの作成も行う。 

 

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）における宗教教育およびキリスト教教育の実践と課題その１ 

12. 思春期（中学生）における宗教教育およびキリスト教教育の実践と課題その２ 

13. 思春期（高校生）における宗教教育およびキリスト教教育の実践と課題その１ 

14. 思春期（高校生）における宗教教育およびキリスト教教育の実践と課題その２ 

 

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，映画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)） 

参考文献であげた『学習指導要領』は現行のものであるため，新学習指導要領（中学校 2021 年度から，高等学校 2022 年度か

ら実施）に関しては，文科省ホームページを参照することとします。 

 

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） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

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。更に宗教間対話がテー

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. 模擬授業（イエスの死とご復活） 

12. 模擬授業（諸宗教に学ぶ） 

13. 模擬授業（諸宗教に学ぶ） 

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。諸宗教に学ぶ模擬授業に関しては，キリス

ト教以外の宗教について授業ができるようにテーマを絞り，自分の関心と理解を深めておく。 

 

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） 

1. 日本聖書協会、2018、『聖書 聖書協会共同訳旧約聖書続編付き 引照・注付き』、日本聖書協会 (ISBN:987-4-8202-

1342−0) 

テキストにあげた聖書は最新のものですが，これ以外に日本聖書協会から出版されているものはどれでも，また日本聖書協会以

外の出版のもので，可。 

 

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)） 

参考文献にあげた学習指導要領は現行のもののため，2021 年度から実施される中学校学習指導要領及び 2022 年度から実施
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される高等学校学習指導要領に関しては，文科省のホームページを参照。 

 

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) 

下地 秀樹(SHIMOJI HIDEKI) 

逸見 敏郎(HEMMI TOSHIRO) 

森田 満夫(MORITA MITSUO) 

岩瀧 大樹(IWATAKI DAIJU) 

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 11 日（月） 18:10～    池袋 7101 教室 

 5 月 15 日（金） 18:10～    新座 N214 教室 

 5 月 16 日（土） 13:25～    池袋 7102 教室 

 

○授業案講義編： 

 6 月 13 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 14 日（土） 14:00～16:00［予定］ 

 2021年 1月 16 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) 



 - 115 - 

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。 

テキストにあげたのは現行の学習指導要領である。新学習指導要領（2021 年度～中学校、2022 年度～高等学校で実施）につい

ては文科省 HPを参照のこと。  

 

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・ビジネス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・ビジネス教育について 

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・ビジネス教育のあゆみ 

「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・ビジネス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・ビジネス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・ビジネス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. 都立高校の授業見学（授業の進め方や授業法を学ぶ） 

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① 

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② 

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 

 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

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・ビジネス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簿記会計の検証 

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） 
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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） 

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明らかにする。（２）教科「情報」において扱う内

容を、専門書等を参考にして吟味する支援を行う。（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支援を行

う。 

 

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. 模擬授業および相互評価（１） 

11. 模擬授業および相互評価（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、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%)/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） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

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、授業に起こす力を支援する。（２）現場の教師の工夫から学び、自らの授業に活

かせるよう紹介する。（３）年間計画の作成を支援する。（４）教科指導における評定および評価の方法について講義する。 

 

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。 

 

  



 - 122 - 

■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 TeachingPractice (N)) 

担当者名 

（Instructor） 

森田 満夫(MORITA MITSUO) 

下地 秀樹(SHIMOJI HIDEKI) 

奈須 恵子(NASU KEIKO) 

逸見 敏郎(HEMMI TOSHIRO) 

岩瀧 大樹(IWATAKI DAIJU) 

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） 

2021 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 8 日（金）18:10～ 新座キャンパス N214 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 8 日（木）18:10～ 新座キャンパス  N311 教室 

 10月 10 日（土）13:25～ 池袋キャンパス  7101 教室 

 10月 12 日（月）18:10～ 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 2020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，2021 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） 
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・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） 

森田 満夫(MORITA MITSUO) 

下地 秀樹(SHIMOJI HIDEKI) 

奈須 恵子(NASU KEIKO) 

逸見 敏郎(HEMMI TOSHIRO) 

岩瀧 大樹(IWATAKI DAIJU) 

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 18(土)13:25～   

  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大学が自動登録する。 
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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） 

森田 満夫(MORITA MITSUO) 

下地 秀樹(SHIMOJI HIDEKI) 

奈須 恵子(NASU KEIKO) 

逸見 敏郎(HEMMI TOSHIRO) 

岩瀧 大樹(IWATAKI DAIJU) 

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 18 日(土)13:25～   

  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大学が自動登録する。 
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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 TeachingPractice (N)) 

担当者名 

（Instructor） 

森田 満夫(MORITA MITSUO) 

下地 秀樹(SHIMOJI HIDEKI) 

奈須 恵子(NASU KEIKO) 

逸見 敏郎(HEMMI TOSHIRO) 

岩瀧 大樹(IWATAKI DAIJU) 

青木 猛正(AOKI TAKEMASA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall 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 

2019 年度以降入学者履修不可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

2021 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 8 日（金）18:10～ 新座キャンパス N214 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 8 日（木）18:10～ 新座キャンパス  N311 教室 

 10月 10 日（土）13:25～ 池袋キャンパス  7101 教室 

 10月 12 日（月）18:10～ 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 2020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，2021 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） 
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・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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■GA720 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA720／特別支援教育の理論と方法（Ｍ） 

(Theories and Methods of Special Needs Education (M)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解を深め、教育職員としての

知識を獲得する。 

担当者名 

（Instructor） 
武田 瑞穂(TAKEDA MIZUHO) 

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） 
CET2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2018 年度以前入学者履修不可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

通常の学級にも在籍している特別な支援を必要とする生徒への対応のために、必要となる知識や支援方法について理解を図る

とともに、高等学校においても導入される「通級における指導」のあり方等の理解を図る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

インクルーシブ教育の実現に向けて、障害者権利条約や関係する制度等に関する理解、障害や配慮するべき事項などの知識、

学校としての実施するべき対応等、今後の教員として必要な資質を高めるとともに、障害の状況に応じて「自立活動」の視点をも

とにした具体的な対応についての考察を行う。また、障害はないが特別な配慮等が必要な生徒への対応についても考察を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標、概要、進め方）、特別支援教育の理念 

2. 障害とは（ＩＣＦの理解） 

3. 障害者権利条約と障害者差別解消法 

4. 特別支援学校の教育課程 

5. 特別支援学級と通級における指導 

6. 学校における合理的配慮とは 

7. 学校組織としての特別支援教育の体制整備 

8. 障害種別における対応（１） 

9. 障害種別における対応（２） 

10. 個別の教育支援計画と個別の指導計画 

11. 障害はないが特別の教育的ニーズのある児童・生徒への対応 

12. 関係機関との連携のあり方 

13. 特別支援教育の視点による生徒指導と進路指導のあり方 

14. 今後のインクルーシブ教育の実現に向けて今後求められる教員像 

 

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

参考文献に書かれた内容について予習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業参加度(20%)/課題レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

文部科学省『特別支援学校学習指導要領解説 自立活動編』文部科学省ホームページより参照する。 

 

参考文献（Readings） 

授業単元毎に参考文献を 1 冊〜2 冊程度紹介する予定。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■GA721 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA721／特別支援教育の理論と方法（Ｎ） 

(Theories and Methods of Special Needs Education (N)) 

担当者名 

（Instructor） 
山下 洋児(YAMASHITA YOJI) 

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） 
CET2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2018 年度以前入学者履修不可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

通常の学級にも在籍している特別な支援を必要とする生徒への対応のために、必要となる知識や支援方法について理解を図る

とともに、高等学校においても導入される「通級における指導」のあり方等の理解を図る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

インクルーシブ教育の実現に向けて、障害者権利条約や関係する制度等に関する理解、障害や配慮するべき事項などの知識、

学校としての実施するべき対応等、今後の教員として必要な資質を高めるとともに、障害の状況に応じて「自立活動」の視点をも

とにした具体的な対応についての考察を行う。また、障害はないが特別な配慮等が必要な生徒への対応についても考察を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標、概要、進め方）、特別支援教育の理念 

2. 障害とは（ＩＣＦの理解） 

3. 障害者権利条約と障害者差別解消法 

4. 特別支援学校の教育課程 

5. 特別支援学級と通級における指導 

6. 学校における合理的配慮とは 

7. 学校組織としての特別支援教育の体制整備 

8. 障害種別における対応（１） 

9. 障害種別における対応（２） 

10. 個別の教育支援計画と個別の指導計画 

11. 障害はないが特別の教育的ニーズのある児童・生徒への対応 

12. 関係機関との連携のあり方 

13. 特別支援教育の視点による生徒指導と進路指導のあり方 

14. 今後のインクルーシブ教育の実現に向けて今後求められる教員像 

 

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

授業は、１回ずつが単独で終わるのでなく、他の回とも関連し合っているので、授業で配布された資料をていねいに読み返すこ

と。また、日常的に、特別支援教育に関わるニュースやテレビ番組等に意識を向けておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回のリアクションペーパーなど、授業への積極的な取り組み(70%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特定の教科書は使用しない。毎回資料を配布する予定。配布資料は、その回の授業だけでなく、他の回の授業、テスト等に参考

になるので、整理して保存すること。 

 

参考文献（Readings） 

  文部科学省『中学校学習指導要領』『特別支援学校学習指導要領』文部科学省ホームページより参照する。 

 その他適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 授業は講義形式を中心とし、映像資料も適宜活用する。毎回の授業では、出欠確認を兼ねたリアクションペーパーを配付し、受

講生の理解や疑問点について確認する。それら疑問点については、次回の授業において説明するなどのフィードバックを行って

いく。 

 

注意事項（Notice） 
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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） 

現代社会における教職の重要性の高まりを、自らが教職に就き、実践者となることを想定して理解する。そのため、教職の意義、

教員の役割・資質能力・職務内容等についての基本的な知識を身に付け、教職への意欲を高め、教職への適性を判断し、進路

選択に資する教職の在り方を理解し、自ら学び続ける基礎的力量を養成する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

教職の意義、教員の役割、教員の職務内容について、社会的意義や社会的要請、法制上の規定、歴史的過程から学習する。ま

た、教職と他の職業との相違を理解した上での、教職に就くまでのプロセスや教職に就いた後の研修の在り方を理解するととも

に、「チーム学校」の具体的な事例の学習を通して、「チーム学校」において教職員が学校内外の専門家等と連携・分担して働く

重要性やその在り方への理解を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方）／現代日本における公教育と教員の役割 

2. 教職の職業的特徴 

3. 教員養成の歴史（中等教育機関の教員養成について） 

4. 教員の役割（１）教職観の変遷 

5. 教員の役割（２）教員の求められる基礎的資質能力 

6. 教員の職務内容（１）仕事の実際（職務の全体像） 

7. 教員の職務内容（２）教員の服務上・身分上の義務及び身分保障（法制上の規定） 

8. 教員の職務内容（３）教員研修の意義及び制度上の位置づけ・専門職としての力量形成 

9. 教員になるまで（１）進路選択としての教員 

10. 教員になるまで（２）教員採用選考 

11. チーム学校（１）学校の役割の多様化と学校内外の専門家との連携・分担／連携・協働 

12. チーム学校（２）チーム学校運営の事例紹介①（中学校） 

13. チーム学校（３）チーム学校運営の事例紹介②（高等学校） 

14. まとめ。これからの学校と教員の役割 

 

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

何故自分は教員を目指すのか、自分自身の言葉で確認しておくこと。 

日頃から新聞などに目を通し、教育問題に関心を持つように努めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業参加態度(20%)/リアクションペーパー(20%)/課題(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 奈須恵子・逸見敏郎 編、2012、『学校・教師の時空間』、三元社 (ISBN:978-4-8830-3307-2) 

授業の中で適宜紹介、資料を配付する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

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り、毎回指示する検討課題に取り組むこと。 

 

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） 
鵜殿 篤(UDONO ATSUSHI) 

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） 

現代社会における教職の重要性の高まりを、自らが教職に就き、実践者となることを想定して理解する。そのため、教職の意義、

教員の役割・資質能力・職務内容等についての基本的な知識を身に付け、教職への意欲を高め、教職への適性を判断し、進路

選択に資する教職の在り方を理解し、自ら学び続ける基礎的力量を養成する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

教職の意義、教員の役割、教員の職務内容について、社会的意義や社会的要請、法制上の規定、歴史的過程から学習する。ま

た、教職と他の職業との相違を理解した上での、教職に就くまでのプロセスや教職に就いた後の研修の在り方を理解するととも

に、「チーム学校」の具体的な事例の学習を通して、「チーム学校」において教職員が学校内外の専門家等と連携・分担して働く

重要性やその在り方への理解を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方）／現代日本における公教育と教員の役割 

2. 教職の職業的特徴 

3. 教員養成の歴史（中等教育機関の教員養成について） 

4. 教員の役割（１）教職観の変遷 

5. 教員の役割（２）教員の求められる基礎的資質能力 

6. 教員の職務内容（１）仕事の実際（職務の全体像） 

7. 教員の職務内容（２）教員の服務上・身分上の義務及び身分保障（法制上の規定） 

8. 教員の職務内容（３）教員研修の意義及び制度上の位置づけ・専門職としての力量形成 

9. 教員になるまで（１）進路選択としての教員 

10. 教員になるまで（２）教員採用選考 

11. チーム学校（１）学校の役割の多様化と学校内外の専門家との連携・分担／連携・協働 

12. チーム学校（２）チーム学校運営の事例紹介①（中学校） 

13. チーム学校（３）チーム学校運営の事例紹介②（高等学校） 

14. まとめ。これからの学校と教員の役割 

 

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

何故自分は教員を目指すのか、自分自身の言葉で確認しておくこと。 

日頃から新聞などに目を通し、教育問題に関心を持つように努めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小レポート(60%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、『学習指導要領』、webサイト 

2. 内閣府、『教育推進基本計画』、webサイト 

授業の中で適宜紹介、資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 文部科学省、『チーム学校に関する答申やパンフ』、webサイト 

 

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） 
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） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

これからの社会を担う子供たちに求められる資質・能力を育成するために必要な、教育の方法、教育の技術、情報機器及び教材

の活用に関する基礎的な知識・技能を身に付ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代社会に求められる資質・能力を育成するために必要な教育の方法、指導技術について講義する。さらに情報機器を活用した

効果的な授業や適切な教材の作成・活用について講じる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 教育方法とは何か 

2. 教育方法の基礎理論 

3. 教育方法のあり方 

4. 学習意欲：生徒を学習に向かわせる 

5. 学習の多様性：生徒の自らの学ぶ力を引き出す 

6. 学習を通じての自己形成：自分を見つめ直す 

7. 授業を構成する基礎的要件 

8. 学習評価 

9. 授業を行うための技術 

10. アクティブ・ラーニングの活用 

11. 学習指導案の作成 

12. 情報機器の活用 

13. 教材の活用 

14. 情報倫理とリテラシー／まとめ 

 

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

既習または同時履修の「教育心理学」「教育原論」の授業内容を復習しておくこと。また授業見学や「授業案作成」などに際して

は、授業で学んだ内容を活用することを意識化すること。 

 

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、2020、『実践に活かす教育課程論・教育の方法技術論』(3 月刊行予定）、学事出版 

 

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） 
田中 里佳(TANAKA RIKA) 

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） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

これからの社会を担う子供たちに求められる資質・能力を育成するために必要な、教育の方法、教育の技術、情報機器及び教材

の活用に関する基礎的な知識・技能を身に付ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代社会に求められる資質・能力を育成するために必要な教育の方法、指導技術について講義する。さらに情報機器を活用した

効果的な授業や適切な教材の作成・活用について講じる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 教育方法とは何か 

2. 教育方法の基礎理論 

3. 教育方法のあり方 

4. 学習意欲：生徒を学習に向かわせる 

5. 学習の多様性：生徒の自らの学ぶ力を引き出す 

6. 学習を通じての自己形成：自分を見つめ直す 

7. 授業を構成する基礎的要件 

8. 学習評価 

9. 授業を行うための技術 

10. アクティブ・ラーニングの活用 

11. 学習指導案の作成 

12. 情報機器の活用 

13. 教材の活用 

14. 情報倫理とリテラシー／まとめ 

 

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

既習または同時履修の「教育心理学」「教育原論」の授業内容を復習しておくこと。また授業見学や「授業案作成」などに際して

は、授業で学んだ内容を活用することを意識化すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/中間レポート(35%)/リフレクション・ペーパーや授業内課題(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 柴田義松・山﨑準二、2019、『教育の方法と技術 第三版』、学文社 (ISBN:9784762028694) 

文部科学省『中学校学習指導要領』『同 解説』および『高等学校学習指導要領』『同 解説』文部科学省ホームページより参照す

る。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業は講義形式を中心とするが、グループでのディスカッションや協働で行う課題も並行して取り入れる。 

 

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)) 

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） 

道徳の意義や原理、道徳教育の歴史的変遷、今日の道徳的状況を踏まえ、教育活動全体を通じて行う道徳教育及び「特別の教

科・道徳」の目標や内容、指導計画を理解する。教材研究を踏まえ、学習指導案を作成し模擬授業を行ない指導力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

課題ごとに目標に即して講義し、それぞれの資料に基づき学修する。実際の教材や指導案、授業記録をグループワークで検討

する。協同で指導案を作成し模擬授業を行ない検討する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（本授業の見通し、概要、道徳教育を取り巻く現状） 

2. 道徳とは何か（人間と道徳の本質、道徳の意義や原理） 

3. 道徳教育の歴史的変遷（戦前編―封建的道徳観、教育勅語・修身科） 

4. 道徳教育の歴史的変遷（戦後編―学習指導要領の特設道徳、「特別の教科・道徳」） 

5. 学校の教育活動全体の道徳教育と「要」としての道徳の授業 

6. 「特別の教科・道徳」の目的と内容及び今日の道徳的課題 

7. 子どもの成長と道徳性の発達（道徳性の発達諸理論） 

8. 道徳の授業方法１（問題解決型の授業等） 

9. 道徳の授業方法２（ロールプレイ等） 

10. 実際の道徳の授業に学ぶ（授業ビデオによる授業解説及び検討） 

11. 道徳教材の価値と教材研究の方法 

12. 授業案の作成（指導のねらい、授業構想、１時間の展開、評価の方法） 

13. 模擬授業と授業検討１（代表による問題解決型の授業とその検討） 

14. 模擬授業と授業検討２（代表による情報モラル教材の授業とその検討） 

 

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

毎回のトピックについて関心を持ち、テキストや参考文献を一読すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/授業内の課題(30%)/リアクションペーパーの提出状況(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 文部科学省、2018、『中学校学習指導要領』（平成 29年 3 月告示）、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1558-0) 

2. 文部科学省、2018、『中学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説 特別の教科 道徳編』、教育出版 (ISBN:978-4-316-

30084-9) 

 

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)) 

担当者名 

（Instructor） 
鵜殿 篤(UDONO ATSUSHI) 

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） 

道徳の意義や原理、道徳教育の歴史的変遷、今日の道徳的状況を踏まえ、教育活動全体を通じて行う道徳教育及び「特別の教

科・道徳」の目標や内容、指導計画を理解する。教材研究を踏まえ、学習指導案を作成し模擬授業を行ない指導力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

課題ごとに目標に即して講義し、それぞれの資料に基づき学修する。実際の教材や指導案、授業記録をグループワークで検討

する。協同で指導案を作成し模擬授業を行ない検討する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（本授業の見通し、概要、道徳教育を取り巻く現状） 

2. 道徳とは何か（人間と道徳の本質、道徳の意義や原理） 

3. 道徳教育の歴史的変遷（戦前編―封建的道徳観、教育勅語・修身科） 

4. 道徳教育の歴史的変遷（戦後編―学習指導要領の特設道徳、「特別の教科・道徳」） 

5. 学校の教育活動全体の道徳教育と「要」としての道徳の授業 

6. 「特別の教科・道徳」の目的と内容及び今日の道徳的課題 

7. 子どもの成長と道徳性の発達（道徳性の発達諸理論） 

8. 道徳の授業方法１（問題解決型の授業等） 

9. 道徳の授業方法２（ロールプレイ等） 

10. 実際の道徳の授業に学ぶ（授業ビデオによる授業解説及び検討） 

11. 道徳教材の価値と教材研究の方法 

12. 授業案の作成（指導のねらい、授業構想、１時間の展開、評価の方法） 

13. 模擬授業と授業検討１（代表による問題解決型の授業とその検討） 

14. 模擬授業と授業検討２（代表による情報モラル教材の授業とその検討） 

 

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

毎回のトピックについて関心を持ち、テキストや参考文献を一読すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

模擬授業(30%)/指導案(30%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 文部科学省、2018、『中学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1558-0) 

2. 文部科学省、2018、『中学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説 特別の教科 道徳編』、教育出版 (ISBN:978-4-316-

30084-9) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■GA760 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA760／特別活動及び総合的な学習の時間の理論と方法（Ｎ） 

(Theories and Methods of Special Activities and the Period for Integrated Studies (N)) 

担当者名 

（Instructor） 

逸見 敏郎(HEMMI TOSHIRO) 

下地 秀樹(SHIMOJI HIDEKI) 

奈須 恵子(NASU KEIKO) 

森田 満夫(MORITA MITSUO) 

岩瀧 大樹(IWATAKI DAIJU) 

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） 
CET2220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

新座キャンパス所属学生対象 

2018 年度以前入学者履修不可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教育課程における「総合的な学習の時間」，「総合的な探求の時間」及び「特別活動」の目的や意義，その特質等を理解するとと

もに，各教科との関連や展開方法，評価方法についての理解を図る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「総合的な学習（探究）の時間」や「特別活動」によって育まれる資質や能力について実践事例をもとに考察し，各教科の学習との

関連性を踏まえて，生徒の主体性の育成やキャリア発達に資する展開等について計画的・継続的な指導の工夫について議論を

深める。 

詳細については，下記日程でおこなわれる初回オリエンテーション時に説明するので，いずれか 1 回に必ず出席すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の目標、概要、進め方、教育課程の構造と教科以外の活動の役割 

2. 「総合的な学習（探究）の時間」の目標と展開 

3. 「総合的な学習（探究）の時間」の学習展開 

4. 探究的視点を育む展開 

5. 各教科の学習と「総合的な学習（探究）の時間」の相互作用 

6. 学校生活において「総合的な学習（探究）の時間」が及ぼす影響 

7. 「特別活動」の歴史的な背景と現在の役割 

8. 学校教育における学級活動・ホームルーム活動の役割 

9. 学校行事の展開方法と配慮事項 

10. 生徒の主体性を促すための生徒会活動の役割 

11. 学校生活において「特別活動」が及ぼす影響 

12. キャリア教育の視点から、「総合的な学習（探究）の時間」、「特別活動」を考える 

13. 「総合的な学習（探究）の時間」、「特別活動」における評価の在り方 

14. 「総合的な学習（探究）の時間」、「特別活動」を通した主体性と集団性の育成 

 

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

参考文献に書かれた内容について予習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席状況と授業内レポート(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2018、『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、2018、『高等学校学習指導要領』、教育図書 (ISBN:978-4-8278-1541-2) 

 

参考文献（Readings） 

文部科学省『中学校学習指導要領解説 総合的な学習の時間編』 文部科学省『高等学校学習指導要領解説 総合的な探求の

時間編』 文部科学省『中学校学習指導要領解説 特別活動編』 文部科学省『高等学校学習指導要領解説 特別活動編』など

は文科省 HPを参照。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

<重要>履修登録後，以下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。 

 

第１回 4 月 15 日(水)18:10～20:00  池袋 D301 教室  

第２回 4 月 17 日(金)18:10～20:00  新座 N214 教室  
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第３回 4 月 20 日(月)18:10～20:00  池袋 D301 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。 

なお，卒業要件に必要な正課科目と重複する場合は，正課科目を優先し，その上で上記 3 回のうち，いずれかの回に出席するこ

と。 

 

＊欠席・遅刻は履修放棄とみなす｡ 

＊オリエンテーションの出席が認められない場合は，履修取り消しとなるので十分に注意すること。 

＊授業期間を通じて，掲示による指示を見落とさないこと。 

 

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） 

(1) 中学校社会科，高等学校地理歴史科の目標及び内容 

1) 学習指導要領における中学校社会科，高等学校地理歴史科の目標及び主な内容並びに全体構造を理解する。 

2) 個別の学習内容について指導上の留意点を理解する。 

3) 中学校社会科，高等学校地理歴史科の学習評価の考え方を理解する。 

4) 中学校社会科，高等学校地理歴史科の背景となる学問領域との関係を理解し，教材研究に活用する。 

5) 発展的な学習内容について探究し，学習指導への位置付けを考察する。 

(2) 中学校社会科，高等学校地理歴史科の指導方法と授業設計 

1) 子供の認識や思考，学力などの実態を視野に入れた授業設計の重要性を理解する。 

2) 中学校社会科，高等学校地理歴史科の特性に応じた情報機器及び教材の効果的な活用法を理解し，授業設計に活用する。 

3) 学習指導案の構成を理解し，具体的な授業を想定した授業設計と学習指導案を作成する。 

4) 模擬授業の実施とその振り返りを通して，授業改善の視点を身に付ける。 

5) 中学校社会科，高等学校地理歴史科における実践研究の動向を知り，授業設計の向上に取り組む。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学習指導要領に示された中学校社会科，高等学校地理歴史科における目標，内容，内容の取扱いを理解する。学習内容につい

て背景となる学問領域，様々な学習指導理論を踏まえ，中学校社会科，高等学校地理歴史科の具体的な授業場面を想定した授

業設計を行う方法を身に付ける。 

 

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. 授業とはどのようなものか 

3. 学習指導案とはどのようなものか 

4. 社会科はどのようにして成立したのか 

5. 地理教育とは何か 

6. 地理教育はどうあるべきか(中学校社会科・地理的分野) 

7. 地理教育はどうあるべきか(高等学校地理歴史科・地理) 

8. 地理の一般的授業を克服するにはどうすべきか 

9. 歴史教育とは何か 

10. 歴史教育はどうあるべきか（中学校社会科・歴史的分野） 

11. 歴史教育はどうあるべきか(高等学校地理歴史科・日本史) 

12. 歴史教育はどうあるべきか(高等学校地理歴史科・世界史) 

13. 歴史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、2019、『日本の教育を捉える』、学文社 

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

3. 文部科学省、2019、『高等学校学習指導要領解説 地理歴史編』、東洋館出版社 

 

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)） 
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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 

 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

(1) 中学校社会科，高等学校地理歴史科の目標及び内容 

1) 学習指導要領における中学校社会科，高等学校地理歴史科の目標及び主な内容並びに全体構造を理解する。 

2) 個別の学習内容について指導上の留意点を理解する。 

3) 中学校社会科，高等学校地理歴史科の学習評価の考え方を理解する。 

4) 中学校社会科，高等学校地理歴史科の背景となる学問領域との関係を理解し，教材研究に活用する。 

5) 発展的な学習内容について探究し，学習指導への位置付けを考察する。 

(2) 中学校社会科，高等学校地理歴史科の指導方法と授業設計 

1) 子供の認識や思考，学力などの実態を視野に入れた授業設計の重要性を理解する。 

2) 中学校社会科，高等学校地理歴史科の特性に応じた情報機器及び教材の効果的な活用法を理解し，授業設計に活用する。 

3) 学習指導案の構成を理解し，具体的な授業を想定した授業設計と学習指導案を作成する。 

4) 模擬授業の実施とその振り返りを通して，授業改善の視点を身に付ける。 

5) 中学校社会科，高等学校地理歴史科における実践研究の動向を知り，授業設計の向上に取り組む。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学習指導要領に示された中学校社会科，高等学校地理歴史科における目標，内容，内容の取扱いを理解する。学習内容につい

て背景となる学問領域，様々な学習指導理論を踏まえ，中学校社会科，高等学校地理歴史科の具体的な授業場面を想定した授

業設計を行う方法を身に付ける。 

 

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） 

［準備学習］①課題(出た場合)を完了する。②前回の授業を思い出す。 

［復習］①授業中に取ったメモを整理する。②配付資料をファイリングする。③メモ，配付資料を読み，授業の振り返りをする。④テ

キスト，参考文献，インターネットなどを用い，さらに理解を深める。 

 

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、2019、『日本の教育を捉える』、学文社 

2. 文部科学省、2018、『中学校学習指導要領解説 社会編』、東洋館出版社 
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3. 文部科学省、2019、『高等学校学習指導要領解説 地理歴史編』、東洋館出版社 

 

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） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

授業の到達目標及びテーマ 

(1) 中学校社会科，高等学校地理歴史科の目標及び内容 

1) 学習指導要領における中学校社会科，高等学校地理歴史科の目標及び主な内容並びに全体構造を理解する。 

2) 個別の学習内容について指導上の留意点を理解する。 

3) 中学校社会科，高等学校地理歴史科の学習評価の考え方を理解する。 

4) 中学校社会科，高等学校地理歴史科の背景となる学問領域との関係を理解し，教材研究に活用する。 

5) 発展的な学習内容について探究し，学習指導への位置付けを考察する。 

(2) 中学校社会科，高等学校地理歴史科の指導方法と授業設計 

1) 子供の認識や思考，学力などの実態を視野に入れた授業設計の重要性を理解する。 

2) 中学校社会科，高等学校地理歴史科の特性に応じた情報機器及び教材の効果的な活用法を理解し，授業設計に活用する。 

3) 学習指導案の構成を理解し，具体的な授業を想定した授業設計と学習指導案を作成する。 

4) 模擬授業の実施とその振り返りを通して，授業改善の視点を身に付ける。 

5) 中学校社会科，高等学校地理歴史科における実践研究の動向を知り，授業設計の向上に取り組む。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学習指導要領に示された中学校社会科，高等学校地理歴史科における目標，内容，内容の取扱いを理解する。学習内容につい

て背景となる学問領域，様々な学習指導理論を踏まえ，中学校社会科，高等学校地理歴史科の具体的な授業場面を想定した授

業設計を行う方法を身に付ける。 

 

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・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) 

4. 社会科・地理的分野の授業を設計しよう(指導案の作成) 

5. 社会科・地理的分野の模擬授業と反省会  

6. 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) 

7. 地理歴史科・地理の授業を設計しよう(指導案の作成)   

8. 地理歴史科・地理の模擬授業と反省会 

9. 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) 

10. 社会科・歴史的分野の授業を設計しよう(指導案の作成)  

11. 社会科・歴史的分野の模擬授業と反省会  

12. 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) 

13. 地理歴史科・歴史の授業を設計しよう(指導案の作成)  

14. 地理歴史科・歴史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） 

［準備学習］①課題(出た場合)を完了する。②前回の授業を思い出す。 

［復習］①授業中に取ったメモを整理する。②配付資料をファイリングする。③メモ，配付資料を読み，授業の振り返りをする。④テ

キスト，参考文献，インターネットなどを用い，さらに理解を深める。 

 

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、2019、『日本の教育を捉える』、学文社 

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

3. 文部科学省、2019、『高等学校学習指導要領解説 地理歴史編』、東洋館出版社 
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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) 

下地 秀樹(SHIMOJI HIDEKI) 

逸見 敏郎(HEMMI TOSHIRO) 

森田 満夫(MORITA MITSUO) 

岩瀧 大樹(IWATAKI DAIJU) 

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 11 日（月） 18:10～    池袋 7101 教室 

 5 月 15 日（金） 18:10～    新座 N214 教室 

 5 月 16 日（土） 13:25～    池袋 7102 教室 

 

○授業案講義編： 

 6 月 13 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 14 日（土） 14:00～16:00［予定］ 

 2021年 1月 16 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) 
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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。 

テキストにあげたのは現行の学習指導要領である。新学習指導要領（2021 年度～中学校、2022 年度～高等学校で実施）につい

ては文科省 HPを参照のこと。  

 

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） 
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%) 

初回か第二回目には必ず出席すること。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2018、『中学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1558-0) 

2. 文部科学省、2018、『高等学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1567-2) 

 

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)） 

テキストにあげたのは次期の学習指導要領である。現行学習指導要領については文科省 HPを参照のこと。 

 

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） 
高橋 実奈(TAKAHASHI MINA) 

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 

 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中学社会科、高等学校公民科の教科教育の実践で、必要な理論や技術を身に付けます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

教材研究の方法の模索と実践、指導案の作成、作成した授業案や模擬授業へのフィードバック、教授法に関する発表とデスカッ

ションなどの活動を通して、実践力を鍛えるとともに、社会科・公民科教育の可能性について考えます。 

 

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/授業の設計について 

3. 模擬授業（１）社会科授業の教材研究について① 

4. 模擬授業(２)社会科授業の教材研究について② 

5. 模擬授業（３）公民科授業の教材研究について① 

6. 模擬授業（４）公民科授業の教材研究について② 

7. 模擬授業（５）社会科科授業の発問について① 

8. 模擬授業（６）社会科授業の発問について② 

9. 模擬授業（７）公民科授業の発問について① 

10. 模擬授業（８）公民科授業の発問について② 

11. 模擬授業（９）社会科授業の板書について 

12. 模擬授業（10）公民科授業の板書について① 

13. 模擬授業（11）公民科授業の板書について② 

14. まとめ 

 

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

指導案や課題（教授法の調査など）の提出があります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

講義への出席及びコメントシート(40%)/課題(30%)/授業案の提出と模擬授業(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 『中学社会公民 ともに生きる』、教育出版 

2. 『高等学校 新現代社会 新訂版』、清水書院 

模擬授業用のテキストとして、使用します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 文部科学省、2018、『中学校 学習指導要領 平成 29 年 3月告示』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1558-0) 

2. 文部科学省、2018、『高等学校 学習指導要領 平成 30 年度 3 月告示』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1567-2) 

文部科学省ホームページでも公開されているので、適宜参照して下さい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

各テーマに応じて、課題が課されます。 

 

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） 
名取 克也(NATORI KATSUYA) 

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） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ディベートや模擬授業の実施を通じて、「誰にとって、何が最良の授業なのか」を追求する機会を設け、社会科・公民科の授業を

実施するために必要なスキル等を養成します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各受講者が模擬授業を実施し、それを参加者同士で相互に検討することを通じて、「最良の授業」とは何かを追求する場としま

す。 

ただし、どのような授業が「最良」なのか、それを行うために何が必要なのかを検討せず、いきなり模擬授業を行っても、その成果

はあがらないと考えます。そこで、講義の前半では、授業を行うために必要なスキルや態度がどのようなものであるのかを、場面

別に考察する時間を設けます。 

受講者の皆さんは、これまで多くの教師に巡り合い、様々なスタイルの授業を受けてきたはずです。それらの経験を持ち寄り、そ

こに「社会・公民科教育法１」で学んだことなどを加えて、受講者がそれぞれ目指すべき「授業のスタイル」の確立を目指します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 自らの経験から考える「最良の授業」 ～印象に残っている教師とは～ 

3. 授業に必要なスキルを考える 

4. 授業に必要なスキルの検討（１）：話し方 

5. 授業に必要なスキルの検討（２）：伝え方 

6. 授業の構成要素（１）：教材 

7. 授業の構成要素（２）：板書 

8. 模擬授業 

9. 模擬授業 

10. 模擬授業 

11. 模擬授業 

12. 模擬授業 

13. 模擬授業 

14. 模擬授業の総括・本講義全体のまとめ 

 

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

前半のディベートセクションでは、事前の準備よりも、受講者間で協力してその場で課題に答えようとすることが求められます。 

後半の模擬授業セクションでは、その担当する範囲について真剣かつ十分に教材研究と授業準備を行うことを求めます。また、

模擬授業において生徒役を務める受講者には、その授業と真摯に向き合い、授業担当者がより良い学びを得られるように積極

性を発揮することが求められます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/模擬授業の実施内容(30%)/各講義におけるリアクションペーパー・批評内容等(40%) 

第１回・第２回のどちらかには、必ず出席すること。また、講義を３回以上欠席した場合は、評価対象外とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2018、『中学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1558-0) 

2. 文部科学省、2018、『高等学校学習指導要領』、東山書房 (ISBN:978-4-8278-1567-2) 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

模擬授業の回数は、受講者の人数などによって変更する場合があります。 
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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) 

下地 秀樹(SHIMOJI HIDEKI) 

逸見 敏郎(HEMMI TOSHIRO) 

森田 満夫(MORITA MITSUO) 

岩瀧 大樹(IWATAKI DAIJU) 

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 11 日（月） 18:10～    池袋 7101 教室 

 5 月 15 日（金） 18:10～    新座 N214 教室 

 5 月 16 日（土） 13:25～    池袋 7102 教室 

 

○授業案講義編： 

 6 月 13 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 14 日（土） 14:00～16:00［予定］ 

 2021年 1月 16 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) 
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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。 

テキストにあげたのは現行の学習指導要領である。新学習指導要領（2021 年度～中学校、2022 年度～高等学校で実施）につい

ては文科省 HPを参照のこと。  

 

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・ビジネス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・ビジネス教育について 

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・ビジネス教育のあゆみ 

「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・ビジネス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・ビジネス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・ビジネス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. 都立高校の授業見学（授業の進め方や授業法を学ぶ） 

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① 

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② 

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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■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 

 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

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・ビジネス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簿記会計の検証 

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） 
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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） 

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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■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、2019、『高等学校学習指導要領解説 福祉編』、海文堂出版 (ISBN:978-4303125110) 

2. 村川浩一・上野谷加代子ほか、2020、『社会福祉基礎』、実教出版 (ISBN:978-4-407-20264-9) 

3. 田中由紀子・川井太加子ほか、2020、『介護福祉基礎』、実教出版 (ISBN:978-4-407-20265-6) 

このほかにも，学習指導要領改訂にともなう書籍が出版された場合には，随時購入を指示する。 

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) 
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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) 

6. 保住芳美、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) 

7. 藤田久美、2017、『アクティブラーニングで学ぶ福祉科教育法』、一藝社 (ISBN:978-4-86359-122-6) 

 

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） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１．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」 

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、2019、『高等学校学習指導要領解説 福祉編 平成 30年 7 月―平成 30 年告示』、海文堂出版 (ISBN:978-

4303125103) 

2. 村川浩一・上野谷加代子ほか、2013、『社会福祉基礎』（令和 2 年度用）、実教出版 (ISBN:978-4-407-20264-9) 

3. 田中由紀子、川井太加子ほか、2013、『介護福祉基礎』（令和 2 年度用）、実教出版 (ISBN:978-4-407-20265-6) 

検定教科書『社会福祉基礎』『介護福祉基礎』については，令和 2 年度用（2020 年度用）を購入すること。 

 

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、2013、『教科書『生活支援技術』』、実教出版 (ISBN:978-4-407-20315-8) 
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3. 川井太加子他、2013、『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、2013、『教科書『介護過程』』、実教出版 (ISBN:978-4-407-20334-9) 

6. 保住芳美、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) 

7. 藤田久美、2017、『アクティブラーニングで学ぶ福祉科教育法』、一藝社 (ISBN:978-4-86359-122-6) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義の一環として，外部セミナー等の学外授業に参加する場合がある。 

 

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、2018、『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、2019、『高等学校学習指導要領解説 保健体育編・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） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

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、2018、『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、2019、『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） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

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、2018、『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、2019、『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) 

下地 秀樹(SHIMOJI HIDEKI) 

逸見 敏郎(HEMMI TOSHIRO) 

森田 満夫(MORITA MITSUO) 

岩瀧 大樹(IWATAKI DAIJU) 

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 11 日（月） 18:10～    池袋 7101 教室 

 5 月 15 日（金） 18:10～    新座 N214 教室 

 5 月 16 日（土） 13:25～    池袋 7102 教室 

 

○授業案講義編： 

 6 月 13 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 14 日（土） 14:00～16:00［予定］ 

 2021年 1月 16 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) 
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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。 

テキストにあげたのは現行の学習指導要領である。新学習指導要領（2021 年度～中学校、2022 年度～高等学校で実施）につい

ては文科省 HPを参照のこと。  

 

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） 

生徒への対応のために必要な教育相談の理論およびそれを支えるカウンセリングの基礎知識とスキルを習得する。加えてスク

ールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーと連携しながら、生徒理解と学校への適応を高める方法について理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

生徒が自己理解を深め、クラス内外での人間関係を構築し、集団のなかで適応的に活動するための教育相談の理論を取り扱

う。また、生徒の心理的発達に応じた関わりに必要なカウンセリングの基礎理論、メタカウンセリング理論および技法について、ロ

ールプレイやグループワークを取り入れながら学習する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 本授業の構成と目標／中等教育段階における教育相談の理念 

2. 青年期の心理的発達とその特徴(１)学童期から青年期前期 

3. 青年期の心理的発達とその特徴(２)青年期中期から青年期後期 

4. 教育相談に関わる臨床心理学的基礎概念(１)自我の構造と機能 

5. 教育相談に関わる臨床心理学的基礎概念(２)グループダイナミクス 

6. 教育相談に関わる臨床心理学的基礎概念(３)家族心理学とシステム論 

7. 生徒の不適応行動の種類と心理社会的意味(１)反社会的行動 

8. 生徒の不適応行動の種類と心理社会的意味(２)非社会的行動 

9. 教育相談の技法(１)対象生徒に対する見立てと方針の方法 

10. 教育相談の技法(２)「きく」こと「つたえる」こと 

11. 教育相談の技法(３)構成的エンカウンターグループの技法 

12. 養護教諭、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーとの連携の方法 

13. 校内における教育相談体制の構築および校内研修のあり方 

14. 教育相談に関わる地域の社会的資源と連携の方法／まとめ 

 

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

既習または同時履修の「教育心理学」「生徒・進路指導の理論と方法」などの授業の復習をしておくこと。またメディアで取り上げ

られる中学生高校生の「問題」行動に関わる報道に積極的に触れ、その背景などを授業内容などをもとにして調べておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席および授業態度(30%)/中間レポート(30%) 

欠席が 5 回以上の場合は、単位を認めません。授業の最後に、web 上でのリアクションペーパーの作成・提出を求めます。これ

により出席確認を行いますので、必ず提出してください。<BR>【変更前】平常点 100％（最終テスト(Final Test)40%, 中間テスト

30%, 小テスト 15%, 平常点 15%）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。 

文部科学省『中学校学習指導要領』『同 解説』および『高等学校学習指導要領』『同 解説』文部科学省ホームページより参照す

る。 

 

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) 

授業中に適宜指示する。 

 

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） 
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） 

生徒への対応のために必要な教育相談の理論およびそれを支えるカウンセリングの基礎知識とスキルを習得する。加えてスク

ールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーと連携しながら、生徒理解と学校への適応を高める方法について理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

生徒が自己理解を深め、クラス内外での人間関係を構築し、集団のなかで適応的に活動するための教育相談の理論を取り扱

う。また、生徒の心理的発達に応じた関わりに必要なカウンセリングの基礎理論、メタカウンセリング理論および技法について、ロ

ールプレイやグループワークを取り入れながら学習する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 本授業の構成と目標／中等教育段階における教育相談の理念 

2. 青年期の心理的発達とその特徴(１)学童期から青年期前期 

3. 青年期の心理的発達とその特徴(２)青年期中期から青年期後期 

4. 教育相談に関わる臨床心理学的基礎概念(１)自我の構造と機能 

5. 教育相談に関わる臨床心理学的基礎概念(２)グループダイナミクス 

6. 教育相談に関わる臨床心理学的基礎概念(３)家族心理学とシステム論 

7. 生徒の不適応行動の種類と心理社会的意味(１)反社会的行動 

8. 生徒の不適応行動の種類と心理社会的意味(２)非社会的行動 

9. 教育相談の技法(１)対象生徒に対する見立てと方針の方法 

10. 教育相談の技法(２)「きく」こと「つたえる」こと 

11. 教育相談の技法(３)構成的エンカウンターグループの技法 

12. 養護教諭、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーとの連携の方法 

13. 校内における教育相談体制の構築および校内研修のあり方 

14. 教育相談に関わる地域の社会的資源と連携の方法／まとめ 

 

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

既習または同時履修の「教育心理学」「生徒・進路指導の理論と方法」などの授業の復習をしておくこと。またメディアで取り上げ

られる中学生高校生の「問題」行動に関わる報道に積極的に触れ、その背景などを授業内容などをもとにして調べておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/リアクションペーパー(30%)/グループワーク、講義参加への姿勢(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

文部科学省『中学校学習指導要領』『同 解説』および『高等学校学習指導要領』『同 解説』文部科学省ホームページより参照す

る。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

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） 
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） 
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 

 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

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・高の現職教員や地域と学校に関わる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，以下の日程でおこなわれる第１回合同クラス，「オリエンテーション 趣旨説明」にて説明する予定である。下記

日程で開催される第 1 回合同クラスの「いずれか１回」に必ず出席すること。 

 

9 月 23 日(水)18:10～20:30 池袋キャンパス 4342 教室 

9 月 24 日(木)18:10～20:30 新座キャンパス N321 教室 

9 月 26 日(土)13:25～16:45 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，各自確認すること。 

また，卒業要件に必要な正課科目と重複する場合は，正課科目の授業を優先し，そのうえで上記日程のいずれかの回に出席す

ること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 趣旨説明 

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，教育実習先修科目を復習，および教育実習の振り返りを行っておくこと。 

・『履修の記録』の必要事項を記入しておくこと。 

 

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。 
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参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・下記注意事項を厳守すること。 

・掲示による指示を見落とさないようにすること。 

 

注意事項（Notice） 

・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，4/20（月）～4/24（金） の間に提出すること。結果は，7/6（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 

 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

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・高の現職教員や地域と学校に関わる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，以下の日程でおこなわれる第１回合同クラス，「オリエンテーション 趣旨説明」にて説明する予定である。下記

日程で開催される第 1 回合同クラスの「いずれか１回」に必ず出席すること。 

 

9 月 23 日(水)18:10～20:30 池袋キャンパス 4342 教室 

9 月 24 日(木)18:10～20:30 新座キャンパス N321 教室 

9 月 26 日(土)13:25～16:45 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，各自確認すること。 

また，卒業要件に必要な正課科目と重複する場合は，正課科目の授業を優先し，そのうえで上記日程のいずれかの回に出席す

ること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 趣旨説明 

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，教育実習先修科目を復習，および教育実習の振り返りを行っておくこと。 

・『履修の記録』の必要事項を記入しておくこと。 

 

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。 
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参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・下記注意事項を厳守すること。 

・掲示による指示を見落とさないようにすること。 

 

注意事項（Notice） 

・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，4/20（月）～4/24（金） の間に提出すること。結果は，7/6（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） 
滝口 正哉(TAKIGUCHI MASAYA) 

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. 博物館経営の意義と社会的使命 

2. 博物館運営方法の制度的な変化 

3. ミュージアム・マーケティングと博物館評価 

4. 博物館の法と制度 

5. 国・地方自治体の博物館行政 

6. 博物館の運営組織 

7. 博物館の建築と設備 

8. 博物館の管理体制 

9. 博物館の広報活動 

10. 博物館の学習支援 

11. 博物館のネットワーク活動 

12. 博物館のホスピタリティー・サービス 

13. 博物館経営の実際と課題 

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） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/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(20%) 

2020.9.8 付変更【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (授業への参画度 30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 大堀哲・水嶋英治、2012、『博物館学Ⅲ』、学文社 (ISBN:978-4-7620-2286-9) 

その他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) 

担当者名 

（Instructor） 
内呂 博之(UCHIRO 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） 
CEM1400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

博物館学芸員の活動において必要となる「資料保存」について学習する。博物館の資料を展示公開して一般公衆の利用に供す

るため、それらを適切に保存管理できる能力を身につけ、将来へ継承していくことに対する意識の向上をめざす。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業では、まず資料を構成する素材とその劣化要因について学ぶ。次に、資料を適切に保存するための環境管理の方法を習得

する。最後に伝統的な保存方法や修復方法に関する知識を身につける。計 14 回の授業によって、各資料の特性に応じた取り扱

いができるようなることが目標である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 博物館における資料保存の意義 

2. 資料保存の制度 

3. 資料の構成要素 

4. 資料の劣化要因と対策①（光環境） 

5. 資料の劣化要因と対策②（温湿度環境） 

6. 資料の劣化要因と対策③（空気環境） 

7. 資料の劣化要因と対策④（生物および微生物） 

8. 災害と保全対策 

9. 伝統的な保存方法 

10. 歴史的建造物の保存 

11. 状態調査と科学調査 

12. 資料の修復・保存処理 

13. 梱包と輸送 

14. まとめ（博物館の役割） 

 

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

様々な美術館・博物館に足を運び、資料保存の観点から展覧会を鑑賞する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業中の態度(30%)/リアクションペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 石﨑武志（編著）、2012、『博物館資料保存論』、講談社 (ISBN:978-4-06-156503-6) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

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） 

展示をミュージアムに限定せずに幅広く捉え直して，展示の歴史的意味と多様性，またその方法について考え，基本的な知識を

修得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

さまざまな展示について，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―アートというかたり 

8. 近代美術館の展示―ホワイトキューブの戦略 

9. 展示作業の実際―なにをどう展示するか 

10. 足元のオリエンタリズム―展示という暴力 

11. 負の記憶をどう展示するか 

12. 見せることと隠すこと 

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捉え直す姿勢を身につけてほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間レポート(40%)/最終レポート(40%)/出席（リアクション・ペーパー）(20%) 

2020.9.8 付変更【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点 (In-class Points)30% (授業への参画度とリアクション・ペーパー

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） 

展示をミュージアムに限定せずに幅広く捉え直して，展示の歴史的意味と多様性，またその方法について考え，基本的な知識を

修得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

さまざまな展示について，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―アートというかたり 

8. 近代美術館の展示―ホワイトキューブの戦略 

9. 展示作業の実際―なにをどう展示するか 

10. 足元のオリエンタリズム―展示という暴力 

11. 負の記憶をどう展示するか 

12. 見せることと隠すこと 

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捉え直す姿勢を身につけてほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間レポート(40%)/最終レポート(40%)/出席（リアクション・ペーパー）(20%) 

2020.9.8 付変更【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点 (In-class Points)30% (授業への参画度とリアクション・ペーパー

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） 
滝口 正哉(TAKIGUCHI MASAYA) 

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)(60%)/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(20%) 

 

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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■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） 
滝口 正哉(TAKIGUCHI MASAYA) 

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)(60%)/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(20%) 

 

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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■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） 

最終レポート(Final Report)(40%)/複数回の授業内課題(30%)/出席と参加姿勢、リアクションペーパー(30%) 

2020.9.8 付変更【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点 (In-class Points)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） 
滝口 正哉(TAKIGUCHI MASAYA) 

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（Ｂ）」と同一科目 

 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

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。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス―博物館における教育活動と目的 

2. 利用者のミュージアム体験 

3. 博物館教育史 

4. 生涯学習施設としての博物館の役割 

5. 学芸員の教育的役割（１） 学びの場における学芸員・エデュケーター 

6. 学芸員の教育的役割（２） 効果的なアンケート 

7. 博物館教育の方法（１） 展示解説の方法・効果 

8. 博物館教育の方法（２） 博物館と学校を結ぶ活動 

9. 博物館教育の方法（３） ワークショップとハンズオン 

10. 博物館教育の方法（４） 地域回想法 

11. 「ユニバーサルミュージアム」とは何か 

12. 地域博物館における博物館教育 

13. ミュージアムグッズと博物館教育 

14. ワークシートの作成 

 

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

具体例を知るために、美術館、博物館、ギャラリーなど、様々な展示施設を積極的に訪れ、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)(60%)/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(20%) 

2020.9.8 付変更【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (期中レポート 20%,出席状況（遅刻を含む）な

らびに授業態度 20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

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) 

その他の参考文献は随時指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業形態はプリントを中心に、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は、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） 

 

 



 - 182 - 

■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） 
滝口 正哉(TAKIGUCHI MASAYA) 

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 

 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

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。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス―博物館における教育活動と目的 

2. 利用者のミュージアム体験 

3. 博物館教育史 

4. 生涯学習施設としての博物館の役割 

5. 学芸員の教育的役割（１） 学びの場における学芸員・エデュケーター 

6. 学芸員の教育的役割（２） 効果的なアンケート 

7. 博物館教育の方法（１） 展示解説の方法・効果 

8. 博物館教育の方法（２） 博物館と学校を結ぶ活動 

9. 博物館教育の方法（３） ワークショップとハンズオン 

10. 博物館教育の方法（４） 地域回想法 

11. 「ユニバーサルミュージアム」とは何か 

12. 地域博物館における博物館教育 

13. ミュージアムグッズと博物館教育 

14. ワークシートの作成 

 

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

具体例を知るために、美術館、博物館、ギャラリーなど、様々な展示施設を積極的に訪れ、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)(60%)/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(20%) 

2020.9.8 付変更【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (期中レポート 20%,出席状況（遅刻を含む）な

らびに授業態度 20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

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) 

その他の参考文献は随時指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業形態はプリントを中心に、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は、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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■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) 

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 

 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

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実務の

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。また学内実習で

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） 

見学実習では，毎年 3泊 4 日の日程で博物館，美術館，記念館などを訪ね，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，学内実習では，写真撮影，

ビデオの撮影と編集，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） 

滝口 正哉(TAKIGUCHI MASAYA) 

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 

 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

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実務の

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。また学内実習で

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） 

見学実習では，毎年 3泊 4 日の日程で博物館，美術館，記念館などを訪ね，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，学内実習では，写真撮影，

ビデオの撮影と編集，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） 
滝口 正哉(TAKIGUCHI MASAYA) 

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・絵巻など） 

3. 日本絵画の画家と流派（狩野派，長谷川派，琳派など） 

4. 日本絵画にみる宴のイメージ（遊楽図の概観①） 

5. 日本絵画にみる祭礼のイメージ（遊楽図の概観②） 

6. 日本絵画にみる舞踊・ファッションのイメージ（遊楽図の概観③） 

7. 日本絵画にみる象のイメージ（仏教絵画の概観） 

8. 日本絵画にみる鳳凰のイメージ（花鳥画の変遷） 

9. 日本絵画にみる和歌のイメージ（花鳥風月の表現①） 

10. 日本絵画にみる和歌のイメージ（花鳥風月の表現②） 

11. 日本絵画にみる和歌のイメージ（花鳥風月の表現③） 

12. 雪舟の画業（水墨画の概観） 

13. 与謝蕪村の画業（文人画の概観） 

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. 実習：縄文土器の拓本と実測 

9. 日本考古学概説（４）弥生時代（稲作の開始と社会） 

10. 日本考古学概説（５）弥生時代（金属器と戦争の始まり） 

11. 日本考古学概説（６）古墳時代（巨大古墳の発展と社会） 

12. 日本考古学概説（７）古墳時代（一般庶民の生活） 

13. 世界の考古学（１）ギリシア考古学概説 

14. 世界の考古学（２）ミケーネ時代の社会と交易 

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業中の提出物(30%) 

出席は取りませんが、レポートの課題は毎週出席していないと書けない内容です。そのことを心した上で、登録して下さい。 

 

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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■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：美術史学とは？ ディスクリプションとは？  

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，リアクションペーパー，ディスクリプション課題(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） 
滝口 正哉(TAKIGUCHI MASAYA) 

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） 

かつて日本の日常生活に当然のように存在していた習慣や事象に注目し、それらを通して私たちに受け継がれてきた生活文化

の意味や社会的役割を考察する。さらに博物館における民俗学の実態を資料収集と展示などの実例を示しながら、現在の博物

館における民俗学の役割、可能性、有効な民俗資料の活用について考えていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 民俗学とは何か 

2. 年中行事（１） 暦と季節感 

3. 年中行事（２） 春の行事 

4. 年中行事（３） 夏・秋の行事 

5. 年中行事（４） 冬の行事 

6. 信仰の民俗（１） 願掛けとパワースポット 

7. 信仰の民俗（２） 絵馬 

8. 信仰の民俗（３） 富士講 

9. 信仰の民俗（４） 千社札 

10. 人生儀礼と民俗 

11. 職人調査の方法 

12. 民具調査の方法 

13. 祭礼調査の方法 

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） 

参考文献は随時指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業形態はプリントを中心に、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は、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） 
髙木 真喜子(TAKAGI MAKIKO) 

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、美術館をはじめとする様々なミュージアムを対象に、成立と展開の歴史、時代背景、社会の中での位置付けなどをふま

えつつ多様な視点から検討し、その意義や可能性について考察を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

・ 指定したテキストに基づく参加者の発表とディスカッションを行う。 

・ 発表者は、担当テキストの内容についてレジュメ等を準備し、テキスト内で提起されている問題や提案について、自分の考察

や見解を発表する。 

・ その後、参加者全員で議論する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. テキストに基づく参加者の発表、討論 

3. テキストに基づく参加者の発表、討論 

4. テキストに基づく参加者の発表、討論 

5. テキストに基づく参加者の発表、討論 

6. テキストに基づく参加者の発表、討論 

7. テキストに基づく参加者の発表、討論 

8. テキストに基づく参加者の発表、討論 

9. テキストに基づく参加者の発表、討論 

10. テキストに基づく参加者の発表、討論 

11. テキストに基づく参加者の発表、討論 

12. テキストに基づく参加者の発表、討論 

13. テキストに基づく参加者の発表、討論 

14. まとめ 

 

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

・ 発表担当者は、レジュメ等の発表資料を準備する。 

・ 参加者は、発表担当者ではなくても、指定されたテキストを事前に読んでおく。 

・ また普段からミュージアムに関心を持って、美術館や博物館などの館園に足を運ぶよう心がけてください。学校・社会教育講

座の資料室に、展覧会のチラシや割引券・招待券などが置いてありますので、おおいに活用してください。 

 

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） 

1. 木下直之編、2009、『芸術の生まれる場』、東信堂 

2. 川口幸也、2009、『展示の政治学』、水声社 

3. 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 

4. スーザン・Ａ・クレイン編著（伊藤博明監訳）、2009、『ミュージアムと記憶―知識の集積／展示の構造学』、ありな書房 

上記他、使用するテキストは、講読する部分をコピーして渡しますので、購入の必要はありません。 

 

参考文献（Readings） 

随時紹介します。 

 

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，2020 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。学校図書館司書教諭コースの

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： 2019 年度中に第 1 回は実施した。事前指導第 2 回は 2020年 6月 6 日（土）13:25-16:00 を予定している。 

 図書館実習： 原則として，2020 年 8 月から 10 月の間に 2 週間 

 事後指導 1 回： 2020年 11月 7 日（土）13:25-16:00 を予定している。 

 なお，事前指導，事後指導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，2020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，2020 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。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： 2019 年度中に第 1 回は実施した。事前指導第 2 回は 2020年 6月 6 日（土）13:25-16:00 を予定している。 

 図書館実習： 原則として，2020 年 8 月から 10 月の間に 2 週間 

 事後指導 1 回： 2020年 11月 7 日（土）13:25-16:00 を予定している。 

 なお，事前指導，事後指導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，2020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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■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の意義・使命・活動を考える。また，学校図書館に関わる

基礎理論を理解する。 

 

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 名の進行役（ファシリテーター）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 8 章  日本の学校図書館の現状 

6. 第 12 章 学校図書館の担当者 

7. 第 5 章  学校の中の図書館 

8. 第 6 章  学校図書館の歴史（アメリカ） 

第 7 章  学校図書館の歴史（日本） 

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 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) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
学び方の指導をデザインする司書教諭の仕事 

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） 

教科書を用いて『学習指導と学校図書館』について解説，議論するとともに，学校図書館メディアを活用した小学生，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，授業で検討する。その活動をとおして，学校で

の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 実際の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) 評価の問題：学び始めるための評価と，学びとしての評価，学びの結果の評価 

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) 相互評価とディスカッション含む 

10. 学校図書館を使った授業の計画  レファレンス・パスファインダー・授業案作成について 

11. 学習の新しい評価方法：フォーマティブ・アセスメント（形成的評価）：学び始めるための評価 

12. 生徒としてのレポート提出とピアチェック（相互評価）：学びとしての評価 

13. 教員・授業に対する支援の実際，探究型学習の順序と効果に関するディスカッション 

14. ふりかえりとまとめ：学習指導と学校図書館・司書教諭の役割 

最終テスト 

 

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

授業中に，PC を利用したプレゼン・レポート作成を開始し，作成方法を指示，実習するが，各自が授業中におこなうシミュレーショ

ン授業のプレゼンテーションおよび，シミュレーション生徒としてのレポート作成は時間外の作業が必要。 

なお，受講生の人数によって，プレゼン発表の授業計画日程を調整する。また，見学会日程は，学生と見学先の都合を合わせて

決定する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業での積極的参加（ディスカッションでの発言、コメント）(15%)/模擬授業としてのプレゼンテーションとレポート(35%)/授業内に

指示した提出物(10%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

最終テストは，主に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. 全国学校図書館協議会編、2010、『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) 

教科書は試験のために必要。 

 

参考文献（Readings） 

1. 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) 

初回の授業でさらに示す。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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授業形態：教科書を用いた板書の講義とディスカッション，PC を用いた電子百科事典などを使ったプレゼン・レポート作成実習，

発表，相互コメントを行う。 

 

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 andthe 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. 読書指導における学校図書館の役割と読み聞かせの実際 

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学習指導要領における読みの指導 

5. 読書資料の種類と特性 フィクションとノンフィクション 

6. 特別なニーズに対応する読書活動と資料 

7. ロングセラーの作品と作家 

8. 課題読書と自由読書 

9. ブックトークの実際 

10. 読書推進運動協議会の読書調査にみる子どもの実態と生活 

11. 読書推進に関する国の計画と施策および地域連携 

12. 子どもを取り巻く読書の環境と課題  

13. 学校における読みの指導の位置づけと年間計画 

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） 

1. 桑田てるみ ほか、2012、『鍛えよう！読むチカラ』、明治書院 (ISBN:9784625580000) 

 

参考文献（Readings） 

1. 徐奈美、2010、『今日から始めるブックトーク』、少年写真新聞社 (ISBN:9784879813565) 

2. 高桑弥須子、2011、『学校ブックトーク入門』、教文館 (ISBN:9784764273214) 

3. 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) 

4. 京都家庭文庫地域文庫連絡会、2011、『きみには関係ないことか 戦争と平和を考えるブックリスト’03～’10』、かもがわ出版 

(ISBN:9784780304213) 

5. 藤嶋昭／菱沼光代、2013、『子どもと読みたい科学の本棚』、東京書籍 (ISBN:9784487807154) 

6. 東京子ども図書館、2018、『よみきかせのきほん――保育園・幼稚園・学校での実践ガイド（TCLブックレット）』、東京子ども図

書館 (ISBN:9784885692277) 

7. 児島陽子／入川加代子ほか、2019、『多様なニーズによりそう学校図書館: 特別支援学校の合理的配慮を例に 』、少年写真

新聞社 (ISBN:9784879816894) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 - 197 - 

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/ 

 

科学道 100 冊 https://kagakudo100.jp/ 

 

マルチメディアデイジー教科書 https://www.dinf.ne.jp/doc/daisy/book/daisytext.html 

 

調布デイジー https://www.chofu-daisy.org/ 

 

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。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。授業では、課題に対し学生がアクティブに意見交換をしながら考えを深めることを奨励する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション「メディアの今」 

2. 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. 国内の優れた教育コンテンツ 

7. 世界の優れた教育コンテンツ 

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利用 

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） 

リアクションペーパー(40%)/授業内レポート(40%)/積極性(20%) 

2020.9.8 付変更【変更前】筆記試験(Written Exam)45%, 平常点 (In-class Points)55% (授業への積極性 20%,コメントシート 35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

随時配布 

 

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） 
棚橋 佳子(TANAHASHI 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） 
CEL2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

図書館を制度と経営という視点から理解し、図書館や情報を扱う組織の課題を考える。また組織の経営やマーケティングについ

て基礎知識を習得し、社会環境の変化に合わせて、現代の図書館制度・運営における改革・改善の方法論を考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

対象は図書館法上の公共図書館と、館種を超えた多様な図書館や、営利企業の中の情報センターも考慮して、組織の経営やマ

ーケティングについて理解を深める。図書館に関わる諸法規や基準、図書館の使命、目標、評価の方法を学び、図書館活動の

企画運営に関する知識を深める。小グループで任意に選んだ図書館・情報センターについて、その活動の現状を SWOT分析し

発表する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要の説明 図書館を取り巻く法律や制度：図書館法の成り立ち 

2. 経営、マーケティングとは何か？ 

3. 図書館の経営 

4. 図書館サービスの設計 

5. 情報資源の経営 

6. 図書館施設の経営 

7. 人的資源の経営 

8. 図書館財務、外部資金調達 

9. 経営戦略策定のための調査・分析 

10. PR とマーケティング 

11. SWOT分析による現状分析・アクションプラン発表 

12. 図書館管理形態の多様化・外部との連携 

13. 最終テスト 

14. 最終テストの復習、解説、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とリアクションペーパー(30%)/グループワーク課題発表(20%)/最終テスト

(Final Test)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に使用しない。必要に応じてプリント配布。 

 

参考文献（Readings） 

授業において随時紹介します。 

 

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） 
小牧 龍太(KOMAKI RYUTA) 

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） 

図書館業務において日常的に遭遇する情報技術の基礎的な仕組みを理解し，情報技術が図書館の管理運営やサービス，利用

者経験の向上にどのように用いられているのかを説明できるようになることを目標とします。また，情報技術の分野における最近

の動向と，情報技術の利活用における課題を知り，それらへの対応を示せるようになることを目指します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

管理運営，利用者サービスの展開等のために図書館業務に取り入れられている基礎的な情報技術の仕組みや使用法，活用法

を修得するために，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，演習およびグループワークを行います。第１回目の授業で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，学習の進度により，授業計画および小テスト日程

は変更する可能性があります。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要の説明／情報技術と社会 

2. 図書館における情報技術利用の現状 

3. コンピュータとネットワークの基礎 

4. 情報探索行動と情報検索エンジンの仕組み 

5. 小テスト１／情報技術を使用した情報発信（１） 

6. 情報技術を使用した情報発信（２） 

7. 電子資料とデジタル化 

8. データベースの仕組み 

9. デジタル資料の利活用 

10. 小テスト２／図書館業務システム（１） 

11. 図書館業務システム（２） 

12. コンピュータシステムの管理 

13. 小テスト３／最新の情報技術と図書館（１） 

14. 最新の情報技術と図書館（２），まとめ 

 

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

次回授業時に行う演習・グループワークのための準備（小課題，リーディング等）が指示された場合は，授業開始までにそれらを

終わらせておく必要があります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ハンズオンアクティビティ・グループワークへの積極的な参加（授業中に指示した提出物の提出を含む）(40%)/リアクションペーパ

ー(20%)/グループワーク最終プロジェクト(40%) 

３分の２以上の出席がない場合は成績評価の対象としません。 2020.5.5 付変更【変更前】平常点 100％: 演習・グループワーク

への積極的な参加（授業中に指示した提出物の提出を含む）(40%) 、リアクションペーパー(20%) 、小テスト(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業形態：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等を適宜使用します。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度を確認します。理解を深めるため，必要に応じて演習・グループワークを行います。 

課題等へのフィードバック：リアクションペーパー，小テストについては、次回授業開始時にフィードバックを行います。 

 

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） 
中村 佳史(NAKAMURA YOSHIFUMI) 

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） 

図書館が担うサービスを理解し、現在取組まれている様々な事例を通して、今後図書館が果たしていくべきサービスについて考

察する。とくに「情報」をキーワードに、今後の図書館の可能性や、図書館員が担っていく役割について、自分自身の考えを深め

ることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

図書館サービスを支える理念を理解しながら、具体的かつ実践的な活動を多く紹介する。さまざまな事例について、その内容や

意義を学びつつ、公共図書館や大学図書館、専門図書館など、図書館ごとにどのようなサービスが展開できるか、またその展開

のなかで図書館員がどのような役割を果たせるかについて、各自で考えたり、グループでのディスカッションを行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

講義の概要と進め方など 

2. 図書館サービスの概要と変遷、理念について 

図書館サービスの概説を知るとともに、その役割や意義について考える 

3. 図書館サービスの種類と方法 

基本的な図書館サービスについて学ぶ 

4. 国立国会図書館におけるサービス 

国立国会図書館を事例に、情報提供サービスの現状と今後について考える。 

5. 公共図書館におけるサービス 

公共図書館を事例に、資料提供サービスや利用者特性に応じたサービスの現状と今後について考える。 

6. 大学図書館におけるサービス 

大学図書館を事例に、レファレンスサービスや情報リテラシー教育の現状と今後について考える。 

7. 専門図書館・学校図書館におけるサービス 

専門図書館や学校図書館を事例に、図書館利用に関する広報や外部機関との連携の現状と今後について考える。 

8. これからの図書館サービス (1) 

レファレンスサービスの充実について、最新事例を通して考える。 

9. これからの図書館サービス (2) 

課題解決支援機能の強化について、最新事例を通して考える。 

10. これからの図書館サービス (3) 

デジタル情報の利活用について、最新事例を通して考える。 

11. これからの図書館サービス (4) 

地域の情報拠点としての機能について、最新事例を通して考える。 

12. これからの図書館サービス (5) 

ミュージアムや地域との連携について、最新事例を通して考える。 

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） 

まずは身近な大学図書館や公共図書館等で図書館サービスを経験したり、見学したりしてください。また図書館に限らず、情報

サービスを担っているパブリックな場について、日常的に観察してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/図書館等見学レポート(40%)/授業への出席(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

各回、適宜提示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ゲストスピーカーの招聘や図書館見学により、授業計画を変更する場合があります。その場合、受講生には授業中に相談、告知

します。 

 

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基礎知識を築くのが目的である。情報サービスの意義、その歴史、日本と外国の図書館

情報サービスの動向を学びながら、実践例を把握する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

１）情報サービスの種類 

２）情報サービスとその中のレファレンスサービス 

３）情報サービスの計画、管理、そして評価 

４）各種の情報資源の特質、利用法、評価方法 

５）発信型サービスの種類 

６）図書館利用教育と情報リテラシー教育の動向 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業説明と情報サービスの概要 

2. 情報サービスの種類と情報サービスの動向 

3. 図書館、利用者の多様性と情報サービス 

4. レファレンスサービスの基本 

5. レファレンスサービスのための情報源 

6. レファレンスプロセス（１） 

7. レファレンスプロセス（２） 

8. 中間テスト 

9. 発信型サービス（１） 

10. 発信型サービス（２） 

11. 図書館利用教育と情報リテラシー教育（１） 

12. 図書館利用教育と情報リテラシー教育（２） 

13. 図書館のイベントや広報事業 

14. 最終テスト 

 

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

受講前にテキストの関連する章・節を必ず読んでおく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間テスト(40%)/最終テスト(Final Test)(40%)/授業参加   （リアクションペーパーやグループワーク）(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 山崎 久道、2019、『情報サービス論』（改訂版 現代図書館情報学シリーズ５）、樹村房 (ISBN:9784883672950) 

 

参考文献（Readings） 

追加でプリントを配付する。 

 

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「情報検索演習」及び「情報サービス演習」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） 

公共図書館が提供する子どもを対象にするサービスについての 

専門的な知識と技能を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
青栁 啓子(AOYAGI 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） 
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） 

公共図書館で提供する子ども向けの資料、各種サービスについて総合的に理解し、これからの望ましい児童サービスについて自

らの視点で意見を述べることができる。子どもと本を結ぶ技術を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

①子どもの特性について ②各種児童資料について ③子どもと本を結ぶ技術について の３点を中心に、実際の児童サービス

の事例を参考にしながら実践的に学んでいく。③の読み聞かせ、アニマシオン、ブックトーク等についてはワークショップ形式で図

書館現場に適用できる実力を養成する。 

諸外国の先進的な例にも触れ、社会における児童サービスの意義を多角的にとらえる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：講義の方針 児童サービスの意義と役割 

2. 子どもの発達段階と読書、子どもを取り巻く現代のメディア環境、海外の児童サービス 

3. 様々な読書推進の手法 /アニマシオン他について 

4. 児童資料の種類と特性①絵本 /読み聞かせ演習 

5. 児童資料の種類と特性②フィクション・ノンフィクション 

6. 児童資料の種類と特性③昔話  （ミニレポート提出） 

7. 児童資料の種類と特性④その他  /レポートによるグループ討議 

8. アニマシオン発表  /ブックトークについて 

9. ゲスト講師による講義 

10. レファレンスサービス、支援が必要な子どもへのサービスと児童資料、児童サービスのトレンド 

11. ブックトーク発表 

12. ヤングアダルトサービス、図書館の施設・設備、 

13. ビブリオバトル、読書環境と諸問題 

14. まとめ （最終レポート提出） 

 

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

・身近な公共図書館の児童サービスについて、講義の初回から 1 ヵ月以内に実際に現地を訪問して、レポートにまとめる。 

・その他の授業の準備や課題については、各回に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への出席と積極的参加(20%)/授業内での課題発表(30%)/中間レポート(20%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 堀川照代、2018、『児童サービス論』、日本図書館協会 (ISBN:9784820413158) 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. リリアン・H・スミス、2016、『児童文学論』（岩波現代文庫）、岩波書店 (ISBN:9784006022822) 

2. 菅谷明子、2003、『未来をつくる図書館』（岩波新書）、岩波書店 (ISBN:9784004308379) 

3. アントネッラ・アンニョリ、2016、『拝啓 市長さま、こんな図書館をつくりましょう』、みすず書房 (ISBN:9784622079378) 

4. マリア・モンセラット・サルト、2001、『読書へのアニマシオンー７５の作戦』、柏書房 (ISBN:9784760120307) 

5. 吉田 右子、2018、『オランダ公共図書館の挑戦』、新評論 (ISBN:9784794811028) 

6. ジャンニ・ロダーリ、1990、『ファンタジーの文法』、筑摩書房 (ISBN:9784480024817) 

その他は初回の授業で提示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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初回の授業には必ず出席すること。 

授業の発表で使う児童資料は、各自で準備すること。 

 

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） 

公共図書館が提供する子どもを対象にするサービスについての 

専門的な知識と技能を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
青栁 啓子(AOYAGI 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） 
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） 

公共図書館で提供する子ども向けの資料、各種サービスについて総合的に理解し、これからの望ましい児童サービスについて自

らの視点で意見を述べることができる。子どもと本を結ぶ技術を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

①子どもの特性について ②各種児童資料について ③子どもと本を結ぶ技術について の３点を中心に、実際の児童サービス

の事例を参考にしながら実践的に学んでいく。③の読み聞かせ、アニマシオン、ブックトーク等についてはワークショップ形式で図

書館現場に適用できる実力を養成する。 

諸外国の先進的な例にも触れ、社会における児童サービスの意義を多角的にとらえる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：講義の方針 児童サービスの意義と役割 

2. 子どもの発達段階と読書、子どもを取り巻く現代のメディア環境、海外の児童サービス 

3. 様々な読書推進の手法 /アニマシオン他について 

4. 児童資料の種類と特性①絵本 /読み聞かせ演習 

5. 児童資料の種類と特性②フィクション・ノンフィクション 

6. 児童資料の種類と特性③昔話  （ミニレポート提出） 

7. 児童資料の種類と特性④その他  /レポートによるグループ討議 

8. アニマシオン発表  /ブックトークについて 

9. ゲスト講師による講義 

10. レファレンスサービス、支援が必要な子どもへのサービスと児童資料、児童サービスのトレンド 

11. ブックトーク発表 

12. ヤングアダルトサービス、図書館の施設・設備、 

13. ビブリオバトル、読書環境と諸問題 

14. まとめ （最終レポート提出） 

 

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

・身近な公共図書館の児童サービスについて、講義の初回から 1 ヵ月以内に実際に現地を訪問して、レポートにまとめる。 

・その他の授業の準備や課題については、各回に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への出席と積極的参加(20%)/授業内での課題発表(30%)/中間レポート(20%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 堀川照代、2018、『児童サービス論』、日本図書館協会 (ISBN:9784820413158) 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. リリアン・H・スミス、2016、『児童文学論』（岩波現代文庫）、岩波書店 (ISBN:9784006022822) 

2. 菅谷明子、2003、『未来をつくる図書館』（岩波新書）、岩波書店 (ISBN:9784004308379) 

3. アントネッラ・アンニョリ、2016、『拝啓 市長さま、こんな図書館をつくりましょう』、みすず書房 (ISBN:9784622079378) 

4. マリア・モンセラット・サルト、2001、『読書へのアニマシオンー７５の作戦』、柏書房 (ISBN:9784760120307) 

5. 吉田 右子、2018、『オランダ公共図書館の挑戦』、新評論 (ISBN:9784794811028) 

6. ジャンニ・ロダーリ、1990、『ファンタジーの文法』、筑摩書房 (ISBN:9784480024817) 

その他は初回の授業で提示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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初回の授業には必ず出席すること。 

授業の発表で使う児童資料は、各自で準備すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■GC367 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GC367／情報検索演習（Ａ） 

(Training in Information Retrieval (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の探索 

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 

「情報検索演習（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，一般利用者よりも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基礎的な知識と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，与

えられた課題に沿っ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. 検索語と索引語(1)：語彙統制 

7. 検索語と索引語(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，本科目専用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） 

特に使用しない。毎回プリントを配付し，さらに本科目専用の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） 

授業中および本科目専用の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)） 

本科目専用の授業用ホームページは，次のアドレスのページからリンクを貼って公開する。 

        http://bibliognost.net/umino/ 

また課題の提出や資料の配付に 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／情報検索演習（Ｂ） 

(Training in Information Retrieval (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の探索 

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 

「情報検索演習（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，一般利用者よりも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基礎的な知識と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，与

えられた課題に沿っ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. 検索語と索引語(1)：語彙統制 

7. 検索語と索引語(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，本科目専用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） 

特に使用しない。毎回プリントを配付し，さらに本科目専用の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） 

授業中および本科目専用の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)） 

本科目専用の授業用ホームページは，次のアドレスのページからリンクを貼って公開する。 

        http://bibliognost.net/umino/ 

また課題の提出や資料の配付に 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（Ａ） 

(Training in Information Service (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（Ｂ）」と同一科目 

 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「情報サービス論」の基礎知識を元に、情報サービスの演習を行う。 

① 理論と実践を結び付けること 

② レファレンスサービスに必要なスキルを練習すること 

③ 問題解決の様々なアプローチを理解すること 

④ プレゼンテーションスキルを上達させること 

 

授業の内容（Course Contents） 

情報サービス演習を行う： 

① レファレンス・ツールの探し方と評価（小グループ） 

② レファレンス質問回答のための情報探索（小グループ） 

③ 情報リテラシーのための講習会（小グループ） 

④ パスファインダー作成（各自） 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業説明 

2. 情報サービスの動向 

3. レファレンス・ツールの種類 

レファレンス・ツールの探し方と評価 

4. レファレンス・ツール比較演習（１） 

5. レファレンス・ツール比較演習（２） 

6. レファレンスサービス 

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. 図書館利用教育と情報リテラシー教育との関係 

10. 情報リテラシー講習会演習（１） 

11. 情報リテラシー講習会演習（２） 

12. 発信型情報サービス 

13. パスファインダー作成演習（１） 

14. パスファインダー作成演習（２） 

 

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

演習のためのグループワークを授業外に行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各演習２５点(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

プリントを配付する。 
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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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■GC370 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GC370／情報サービス演習（Ｂ） 

(Training in Information Service (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（Ａ）」と同一科目 

 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「情報サービス論」の基礎知識を元に、情報サービスの演習を行う。 

① 理論と実践を結び付けること 

② レファレンスサービスに必要なスキルを練習すること 

③ 問題解決の様々なアプローチを理解すること 

④ プレゼンテーションスキルを上達させること 

 

授業の内容（Course Contents） 

情報サービス演習を行う： 

① レファレンス・ツールの探し方と評価（小グループ） 

② レファレンス質問回答のための情報探索（小グループ） 

③ 情報リテラシーのための講習会（小グループ） 

④ パスファインダー作成（各自） 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業説明 

2. 情報サービスの動向 

3. レファレンス・ツールの種類 

レファレンス・ツールの探し方と評価 

4. レファレンス・ツール比較演習（１） 

5. レファレンス・ツール比較演習（２） 

6. レファレンスサービス 

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. 図書館利用教育と情報リテラシー教育との関係 

10. 情報リテラシー講習会演習（１） 

11. 情報リテラシー講習会演習（２） 

12. 発信型情報サービス 

13. パスファインダー作成演習（１） 

14. パスファインダー作成演習（２） 

 

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

演習のためのグループワークを授業外に行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各演習２５点(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

プリントを配付する。 
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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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■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） 
橋詰 秋子(HASHIZUME 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） 
CEL1200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

① 様々な種類の図書館情報資源の特質や扱い方を理解し，説明できるようになる。 

② コレクション形成・管理の理論と方法を理解し，そこで直面する課題に対して自分の意見が述べられるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

図書館が収集・提供・保存する情報資源の種類と特性，コレクション形成・管理と図書選択の理論，出版流通などについて講義す

る。読書課題を用いたグループディスカッション，図書館コレクション分析レポート，小テストを行い，知識の定着と理解の深化を

図る。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 図書館情報資源の概要と種類，テクニカルサービス 

3. 図書館情報資源の提供の実際 

4. 図書館コレクションとコレクション形成・管理プロセス 

5. 図書選択の理論①：価値論と要求論 

6. 図書選択の理論②：選書者としての司書 

7. コレクション形成・管理と図書館の自由 

8. 出版流通システムと図書館 

9. 印刷資料と非印刷資料 

10. 電子資料とネットワーク情報資源 

11. 学生による図書館コレクション分析報告 

12. 灰色文献，政府刊行物，地域資料 

13. 学術情報資源 

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） 

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） 

毎回のリアクションペーパーの提出と授業への積極的参加(20%)/読書課題とグループディスカッション 2 回(20%)/図書館コレクシ

ョン分析レポート(40%)/小テスト(20%) 

特別な事情がなく，欠席回数が 4 回を超えた者には単位を認めない。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 馬場俊明、2004、『図書館情報資源概論（JLA図書館情報学テキストシリーズⅢ）』、日本図書館協会 (ISBN:978-

4820412175) 

上記以外の参考文献は初回授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

履修希望者は，初回の授業に必ず出席すること。 

Blackboard を利用して授業の連絡や配付資料のアーカイブを行う。 

 

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｡本講義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） 

NDC の小テスト(20%)/毎回実施する復習テスト(80%) 

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。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)80%, 平常点(In-class Points)20% (授業内に行う小テスト 20%) 

 

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) 

 

参考文献（Readings） 

授業内で随時紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

1. 授業についての質問はいつでもメールで受け付けます。   

 

2. 原則として毎回 BlackBoardを使用します。対面授業で配布する予定だったプリントに，口頭で説明する予定だった内容や，板

書予定だった内容などを加筆した「実況中継」的な文書を Bb上に置いて，教科書と併せて読んでもらい，考えてもらい，最後にテ
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ストを行います。また，随時パソコンの画面をスクリーンに投影する予定でしたが，主としてウェブサイトや関連情報の画像の参照

ですので，ウェブサイトにはファイル内からリンクを張って各自で参照してもらうこととし，画像はファイルの中に取り込んで見ても

らいます。パワーポイントは使用しません。動画配信は行う可能性があります。いずれにせよ，遠隔授業という初の試みなので，

授業を進めながら改善していこうと考えています。 

 

3. リアクションペーパーは，従来は紙で配付して書いてもらっていましたが，毎回行う復習テストの最終問として書いてもらうこと

とします。次回の授業時に原則として全員分の内容を並べ，教員のコメントをつけたプリントを配付しますが，人数が多い場合は，

コメントは一部の内容（質問優先）に対してのみ付けることとします。 

 

4. 原則として毎回，NDC の第 2次区分に関する小テストを行います。第 2 次区分とは，00（総記）～99（その他の諸言語の文学）

の 100 区分です。最初は５分間で 10 問からから開始し，だんだんスピードアップします（出題数も増えます）。各自の小テストの

結果は BlackBoardで確認できるようにします。 

 

5. この科目が理論編とすると，それに対する実践編は主に「メタデータ演習」で扱います。ただし，今日では図書館に限定されな

い幅広い視点が求められますので，その部分は「情報アーキテクチャ演習」で学びます。 

 

注意事項（Notice） 
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■GC373 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GC373／メタデータ演習（Ａ） 

(Metadata Theory and Practice (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 

「メタデータ演習（Ｂ）」と同一科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１．メタデータの作成作業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メタデータの作成および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に，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。これらの作業はメタデータを作成する作業ともいえる。授業では，メタデータの作成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）の

概要および使用法について講義する。そして，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） 

授業時間外の学習に関する指示は，必要に応じて別途指示する。また，Blackboard を利用した学習指示（事前学習も含む）およ

び連絡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） 

中間テスト(40%)/最終テスト(Final Test)(40%)/リアクションペーパー(20%) 

2020.9.8 付変更【変更前】筆記試験(Written Exam)45%, 平常点(In-class Points)55% (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添付，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／メタデータ演習（Ｂ） 

(Metadata Theory and Practice (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 

「メタデータ演習（Ａ）」と同一科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１．メタデータの作成作業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メタデータの作成および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に，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。これらの作業はメタデータを作成する作業ともいえる。授業では，メタデータの作成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）の

概要および使用法について講義する。そして，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） 

授業時間外の学習に関する指示は，必要に応じて別途指示する。また，Blackboard を利用した学習指示（事前学習も含む）およ

び連絡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） 

中間テスト(40%)/最終テスト(Final Test)(40%)/リアクションペーパー(20%) 

2020.9.8 付変更【変更前】筆記試験(Written Exam)45%, 平常点(In-class Points)55% (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添付，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／情報アーキテクチャ演習（Ａ） 

(Information Architecture Theory and Practice (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 

「情報アーキテクチャ演習（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，後半で演習を行う。 

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。 

演習では，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，実際に情報を整理し，各種手法の演習を行う。 

 

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・復習に必要な資料は Blackboard にて公開する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(25%)/レポート（4 回）(60%)/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 Blackboard を利用して資料紹介や情報提供を行う。 

 

参考文献（Readings） 

授業中および Blackboard 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／情報アーキテクチャ演習（Ｂ） 

(Information Architecture Theory and Practice (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 

「情報アーキテクチャ演習（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，後半で演習を行う。 

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。 

演習では，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，実際に情報を整理し，各種手法の演習を行う。 

 

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・復習に必要な資料は Blackboard にて公開する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(25%)/レポート（4 回）(60%)/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 Blackboard を利用して資料紹介や情報提供を行う。 

 

参考文献（Readings） 

授業中および Blackboard 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。本授業ではその機能

提供のため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）永続的な価値を持つレコード（記録）とそれを提供する仕組みであるアーカイブズについて基本的な考え方を理解する。 

 

（２）企業, 政府, 地方公共団体, 学校, その他さまざまな組織における情報専門職として, 組織の中で生み出される情報の組織

化・体系化, 管理と提供の基本を理解する。 

 

（３）アーカイブズと記録のマネジメントに関わる制度のこれまでの発展と近年の展開について, 諸外国との比較の中で理解する。 

 

（４）デジタル技術がアーカイブズにもたらした新たな可能性と基本的な課題, デジタルアーカイブの哲学・理念, 事例, 課題, 関

連領域としてデジタル・ヒューマニティーズの実践事例を学ぶ。 

 

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。講義で取り上げる機関やコレクションの

概要, 公開されている検索手段（finding aid）や目録等についての解説を行います。授業内容の理解をはかるために随時, 授業

の最初に小テストを行う予定です。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. アーカイブズと記録のマネジメント：基本的な仕組みと考え方（１） 

・行為や活動の証し（evidence, 証拠）としてのレコード（record, 記録） 

・レコードの集積としてのアーカイブズ（archives） 

・レコードの集積を管理してアクセスを提供する仕組みとしてのアーカイブズ 

・証拠（evidence）と情報（information） 

・文脈（context）と内容（content） 

3. アーカイブズと記録のマネジメント：基本的な仕組みと考え方（２）前回の続き 

4. デジタル記録の長期保存とアーカイブズ 

5. 公的機関のアーカイブズ：地方公共団体,  国,  大学,  国際機関等 

6. 企業のアーカイブズ（１）：社史とアーカイブズ 

7. 企業のアーカイブズ（２）：企業ミュージアムとアーカイブズ 

8. デジタル記録と標準（規格）：品質マネジメント規格から記録管理の標準へ 

9. アーカイブズ・記録のマネジメントとアカウンタビリティー, ISO26000,  SDGs, ESG 

10. アーカイブズ・記録のマネジメントの歴史：法制度と専門職養成・雇用を中心に 

11. 収集アーカイブズ：公共図書館における地域資料, 大学図書館における特殊コレクション, 専門図書館, 各種団体・運動体

のアーカイブズ等 

12. デジタルアーカイブ：哲学・理念, 事例, 法制上の課題 

13. デジタル・ヒューマニティーズ 

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や各種デジタルアーカイブを積極的に利用・閲覧し

てみ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%) 
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テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. エリザベス・シェパード, ジェフリー・ヨー共著, 森本祥子, 平野泉, 松崎裕子編訳, 清原和之, 齋藤柳子, 坂口貴弘, 清水善

仁, 白川栄美, 渡辺悦子訳、2016、『レコード・マネジメント・ハンドブック：記録管理・アーカイブズ管理のための』、日外アソシエー

ツ (ISBN:9784816926112) 

2. 小川千代子, 高橋実, 大西愛編著、2003、『アーカイブ事典』、大阪大学出版会 (ISBN:9784872591743) 

3. 小川千代子, 菅真城編著、2015、『アーカイブ基礎資料集』、大阪大学出版会 (ISBN:9784872594959) 

4. 松岡資明、2018、『公文書問題と日本の病理』、平凡社 (ISBN:9784582858952) 

5. 公益財団法人渋沢栄一記念財団実業史研究情報センター編、2012、『世界のビジネス・アーカイブズ: 企業価値の源泉』、日

外アソシエーツ (ISBN:9784816923531) 

6. 奥村弘, 村井良介, 木村修二編、2018、『地域歴史遺産と現代社会』、神戸大学出版会 (ISBN:9784909364012) 

7. 柳与志夫責任編集、2017、『入門 デジタルアーカイブ：まなぶ・つくる・つかう』、勉誠出版 (ISBN:9784585200604) 

◎参考文献続き 

 

企業史料協議会編『企業アーカイブズの理論と実践』丸善プラネット, 2013 年,  ISBN: 9784863451766 

 

高山正也監修, 壺阪龍哉, 齋藤柳子, 清水惠枝, 渡邉佳子著『文書と記録：日本のレコード・マネジメントとアーカイブズへの道』

樹村房, 2018 年, ISBN: 9784883673056 

 

小谷允志『今、なぜ記録管理なのか=記録管理のパラダイムシフト : コンプライアンスと説明責任のために』日外アソシエーツ, 

2008 年, ISBN: 9784816921377 

 

大西愛編『アーカイブ・ボランティア: 国内の被災地で, そして海外の難民資料を』大阪大学出版会, 2014 年, ISBN: 

9784872594300 

 

白井哲哉『災害アーカイブ：資料の救出から地域への還元まで』東京堂出版, 2019 年, ISBN: 9784490210040 

 

福井健策監修,  数藤雅彦責任編集『デジタルアーカイブ・ベーシックス 1：権利処理と法の実務』勉誠出版, 2019 年, ISBN: 

9784585202813 

 

永崎研宣『日本の文化をデジタル世界に伝える』樹村房, 2019年, ISBN: 9784883673278 

 

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。 

 

◎参考ウェブリソース 

・担当者ブログ  

https://archiveskoubou.wordpress.com/ 

 

・国立公文書館 

「公文書館ニュース」 

http://www.archives.go.jp/naj_news/index.html 

「アーカイブズ」 

http://www.archives.go.jp/publication/archives/ 

 

・公益財団法人渋沢栄一記念財団情報資源センター 

「ビジネス・アーカイブズ通信」バックナンバー 

https://www.shibusawa.or.jp/center/ba/bn/index.html 

「世界と日本のビジネス・アーカイブズ」 

https://www.shibusawa.or.jp/center/ba/bunken/index.html 

 

・帝国データバンク史料館 

「史料館だより Muse」 

http://www.tdb-muse.jp/report/ 

 

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） 
春学期(Spring 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） 

This class will explore recent approaches to library services in an international context focusing especially on public and 

academic libraries.  Through readings, research, and class discussion, students will deepen their understanding of service 

planning and assessment.  Through library visits and exploration of contemporary examples, students will better understand the 

changing nature of library services in the digital age.  Classwork will be in English, with the occasional reading in Japanese. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The class will focus broadly on public services.   A different theme will be discussed in class each week.   Students will take 

responsibility for presenting on one theme during the semester.  They will also present their individual research project findings 

at the end of the semester.  There will be two field trips, one to the Tokyo Metropolitan Central Library and one to Musashino 

Place.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Class orientation   

Thinking about library services 

2. New visions of public library services 

3. New visions of academic library services  

Research basics:  The craft of research 

4. Field trip to the Tokyo Metropolitan Central Library 

5. Review of field trip  

Introduction of individual research topics 

6. Field trip to Musashino Place 

7. Review of field trip  

Presentation of research strategy and progress to date 

8. Approaches to Information Literacy  

9. Approaches to pathfinders 

10. Collections as a service 

11. Web-scale discovery services 

12. Digital Humanities and library services 

13. Presentation of final papers 

14. Presentation of final papers 

 

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

There will be two field trips on class days.  Students will need to travel during the lunch hour but will return to campus in time 

for 4th period. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/Class Presentation(40%)/Class Participation(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

Readings will be provided in class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Field trips will require train fare between Ikebukuro and Hiroo stations and Ikebukuro and Musashi Sakai stations. 

 

注意事項（Notice） 

 



 - 228 - 

■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） 
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） 

「図書館情報資源概論」の基礎知識を深めながら、以下の項目を目指す。 

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）ネットワーク情報資源の増加による図書館の変化。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ネットワーク情報資源、そして、国立図書館、大学図書館、文書館、公共図書館、専門図書館、学校図書館の蔵書の特質を考え

る。図書館のコレクションについて、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。国立国会図書館、文書館、専門

図書館を見学する。授業テーマに関する図書館情報学関係論文の紹介・発表の他に、専門図書館コレクションの分析レポートを

作成・発表する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 図書館の多様性と情報資源の諸問題 

2. 国会図書館・国立図書館とその蔵書 

3. 国立国会図書館見学 

4. 国立国会図書館の情報資源 

5. 学術情報の動向 

6. 大学図書館の情報資源 

7. 文書館と図書館のコレクション比較 

8. 文書館見学 

9. 図書館と特別コレクション 

10. 公共図書館、学校図書館の情報資源の特徴 

11. 専門図書館の情報資源 

12. 専門図書館見学 

13. 専門図書館：学生発表 

14. 専門図書館：学生発表 

 

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

グループワークを授業外に行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業テーマに関するレポートと発表(40%)/授業参加(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業毎にプリントを配付する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

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，欧米も視野に入れて，

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） 

リアク ションペーパー(10%)/授業内レポート(70%)/平常の授業参加度等(20%) 

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。<BR>2020.9.8 付変更【変更前】筆記試験(Written 

Exam)70%, 平常点 (In-class Points)30% (授業への出席と積極的参加 30%) 

 

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)） 

パワーポイントを使用した講義形式で，画像・関連ウェブサイトを極力使用する。 

 

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） 
秋学期(Fall 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。 

 

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日本語もしくは英語で執筆す

る。 

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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■GD401 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GD401／生涯学習支援論１ 

(Study of Policy and Practice for Lifelong Learning 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） 
CED2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2019 年度以前入学者履修不可（2019 年度以前入学者は科目コード GD451 の「生涯学

習支援論 1」を履修すること） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「人生 100 年時代」と言われる現代は、今までのライフスタイルは通用しない時代でもある。変化の激しい現代社会にあって、多

様な課題に直面する学習者の特性や必要性に応じた学習支援が求められている。 

専門的教育職員として社会教育行政の推進の中核を担う社会教育主事には、優れた学習支援者であることが求められる。同様

に、多様な分野・組織での活躍が期待される「社会教育士」（2020 年度からの新課程修了者に付与される称号）も、優れた学習

支援者であることが求められている。 

「生涯学習支援論」においては、社会教育・生涯学習の本質に関する、生涯学習の理念と施策、社会教育の意義と展開、家庭・

学校・地域の協働、等の基本について理解を深めるとともに、生涯学習支援に不可欠な理論的背景や具体的な展開・方法につ

いて学んでいく。 

以上を踏まえ、本科目においては、ねらい・到達目標を次の通りとする。 

・成人の教育・学習支援に関する考え方・理論を理解する 

・生涯学習者を育む学習支援の方法を学ぶ 

・生涯学習社会を志向した学びを考える 

・学習支援者の役割と求められる力量とその形成を考える 

 

授業の内容（Course Contents） 

①現代社会における生涯学習・社会教育の意味 

②生涯学習者を育む学習支援のあり方 

③学習支援者に期待される役割と力 

④学習支援者の力量形成の在り方 

等を柱に授業を展開していく。 

なお、社会教育は実践的な取り組みであることから、授業においてもワークショップやグループ討議など、参加型による学習を適

宜行う。 

「生涯学習支援論」を学ぶことは、多くの人々の学習を支援する力量を形成することをめざすとともに、自らを一人の生涯学習者

に育んでいく教育的営みであることを踏まえて、授業を展開していくものである。将来、教職や子どもと関わる仕事を希望する学

生、また、卒業後の進路として公務員を検討している学生、多様な分野で活動する NPOに関心ある学生の皆さんには、とくに履

修を勧めたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 春学期オリエンテーション 

（本講義の目的と講義計画の説明、履修者自己紹介） 

2. 生涯学習支援の理念と構造 

（1）現代社会とはどのような社会なのか 

3. 生涯学習支援の理念と構造 

（2）社会とつながる主体的な学びの支援 

4. 生涯学習支援の理念と構造 

（3）生涯学習を支える学習支援者と関連法令 

5. 生涯学習者を育む学習支援 

（1）主体性が育つ学習支援 

6. 生涯学習者を育む学習支援 

（2）子ども・若者の学習支援 

7. 生涯学習者を育む学習支援 

（3）私にとっての学習支援 

8. 成人の学習を支える考え方 

（1）成人教育研究の蓄積から学ぶ 

9. 成人の学習を支える考え方 

（2）社会教育に見る成人の学習 

10. 成人の学習を支える考え方 

（3）生涯学習社会を志向した学びと高齢者の学び 
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11. 学習支援者の役割と力量形成 

（1）学習支援者の種類と役割 

12. 学習支援者の役割と力量形成 

（2）ファシリテーション、コーディネート、プレゼンテーション能力とは 

13. 学習支援者の役割と力量形成 

（3）学び合いのコミュニティとネットワーク 

14. 「生涯学習支援論１」のふり返りと「生涯学習支援論２」に向けて 

 

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

居住する、もしくは郷里の地方自治体における社会教育・生涯学習関連施策の概要や、社会教育施設が実施する学習支援や事

業について、ホームページや広報紙等から調べる。居住地にて定例的に発行される自治体の広報紙には目を通すこと。 

指定したテキストの関連ページを読むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加態度、貢献度(50%)/授業内に課す小レポート･コメントメモ(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 高井正、中村香、2019、『生涯学習支援のデザイン』、玉川大学出版部 (ISBN:9784472405877) 

 

参考文献（Readings） 

1. 東京社会教育史編集委員会編、2016、『大都市・東京の社会教育－歴史と現在－』、エイデル研究所 (ISBN:9784871685894) 

 

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／生涯学習支援論２ 

(Study of Policy and Practice for Lifelong Learning 2) 

担当者名 

（Instructor） 
髙井 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） 
CED2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2019 年度以前入学者履修不可（2019 年度以前入学者は科目コード GD452 の「生涯学

習支援論 2」を履修すること） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「人生 100 年時代」と言われる現代は、今までのライフスタイルは通用しない時代でもある。変化の激しい現代社会にあって、多

様な課題に直面する学習者の特性や必要性に応じた学習支援が求められている。 

専門的教育職員として社会教育行政の推進の中核を担う社会教育主事には、優れた学習支援者であることが求められる。同様

に、多様な分野・組織での活躍が期待される「社会教育士」（2020 年度からの新課程修了者に付与される称号）も、優れた学習

支援者であることが求められている。 

「生涯学習支援論」においては、社会教育・生涯学習の本質に関する、生涯学習の理念と施策、社会教育の意義と展開、家庭・

学校・地域の協働、等の基本について理解を深めるとともに、生涯学習支援に不可欠な理論的背景や具体的な展開・方法につ

いて学んでいく。とりわけ「生涯学習支援論２」では、社会教育主事や社会教育士に求められる専門性の中核をなす企画力の獲

得とその向上をねらいとしていく。 

以上を踏まえ、本科目においては、ねらい・到達目標を次の通りとする。 

・学習プログラムの企画の基本を学ぶ 

・学習プログラムの展開を理解する 

・学習プログラムの評価の基本を理解する 

・学習プログラムを作成しプレゼンテーションする 

・ワークショップを企画し実践する 

 

授業の内容（Course Contents） 

①学習プログラムの企画～実施～評価までのトータルプロセスデザインを実践的に学ぶ 

②ワークショップを企画し実践する 

③学習プログラムを企画しプレゼンテーションする 

等を柱に授業を展開していく。 

なお、社会教育は実践的な取り組みであることから、授業においてもワークショップやグループ討議など、参加型による学習を適

宜行う。 

「生涯学習支援論」を学ぶことは、多くの人々の学習を支援する力量を形成することをめざすとともに、自らを一人の生涯学習者

に育んでいく教育的営みであることを踏まえて、授業を展開していくものである。将来、教職や子どもと関わる仕事を希望する学

生、また、卒業後の進路として公務員を検討している学生、多様な分野で活動する NPOに関心ある学生の皆さんには、とくに履

修を勧めたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 秋学期オリエンテーション 

（本講義の目的と講義計画の説明、履修者自己紹介） 

2. 学習プログラムの企画 

（1）学習プログラムをどのように捉えるか 

3. 学習プログラムの企画 

（2）企画のプロセスデザイン 

4. 学習プログラムの展開 

（1）導入からクロージングまでの展開 

5. 学習プログラムの展開 

（2）多様な学習方法の活用と学びの空間デザイン 

6. ワークショップの企画 

（1）グループでワークショップを企画する 

7. ワークショップの企画 

（2）ワークショップの実践とふり返り 

8. 学習プログラムの評価 

（1）評価の意味と生涯学習事業の評価 

9. 学習プログラムの評価 

（2）学習としての記録について考える 

10. 学習プログラムの作成 
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（1）講座プログラムの検討 

11. 学習プログラムの作成 

（2）講座プログラムの検討 

12. 学習プログラムの作成 

（3）講座プログラムのプレゼンテーションと評価 

13. 学習プログラムの作成 

（4）講座プログラムのプレゼンテーションと評価 

14. 「生涯学習支援論１・２」のふり返り 

 

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

居住する、もしくは郷里の地方自治体における社会教育・生涯学習関連施策の概要や、社会教育施設が実施する学習支援や事

業について、ホームページや広報紙等から調べる。居住地にて定例的に発行される自治体の広報紙には目を通すこと。 

指定したテキストの関連ページを読むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加態度、貢献度(50%)/授業内に課す小レポート･コメントメモ(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 高井正、中村香、2019、『生涯学習支援のデザイン』、玉川大学出版部 (ISBN:9784472405877) 

 

参考文献（Readings） 

1. 東京社会教育史編集委員会編、2016、『大都市・東京の社会教育－歴史と現在－』、エイデル研究所 (ISBN:9784871685894) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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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） 
髙井 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 

池袋・新座両キャンパス所属学生対象 

2020 年度以降入学者履修不可（2020 年度以降入学者は科目コード GD404 の「社会教

育実践演習」を履修すること） 

 

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深めることをねらいとする。また，社会教育施設や多様

な団体・組織で活動する職員や市民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，社会教育関係職員や社会教育活動に参画する市民に必須のプレゼンテーション力の向上を図る。なお，実

習先については，自らの興味・関心を基に探し，体験したいことが可能かどうかについて調査・研究するとともに，自らの力で実習

先との調整を行うことでコミュニケーション能力を高めていくこともねらいとする。 

 

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実習先確認会，希望者を対象とした相談会を行う。春学期では各自で実習先研究

を行いつつ，実習先を確定していく。実習は夏休みの期間，もしくはそれ以降に 1 週間～10 日間程度行う。秋学期にそれぞれの

実習に関する報告会を実施する。他の学生の実習報告を聴くことは，社会教育現場の多様な実態を理解する上で非常に有意義

であり,報告会における意見交換を重視するものである。 

「社会教育演習」を学ぶことは，大学における社会教育・生涯学習に関わる学びの全体を統合していく営みでもある。学生にとっ

て重要な意味を持つとともに,実習の受入先にとっても有意義なものとなるような実習となることをめざし,個別指導にも力を注いで

いく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

詳しい内容，実習の進め方，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 11 日（土）13時 25 分～15 時 25 分 

   場所：7201 教室 

２） 日時：4 月 18 日（土）13時 25 分～15 時 25 分 

   場所：7201 教室 

 

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。 

 

実習先確認会 7 月 11 日（土）13 時 25 分～15時 25 分 

   場所：7201 教室 

 

なお，実習先の確保や依頼等，実習全般についての相談に対応するために，以下の通り，相談日を設定する。 

4 月 25 日，5 月 9 日，30 日，6月 13 日，27 日 

いずれも土曜日，13 時 25 分～15 時 5 分 

場所：7201 教室 

 

秋学期の報告会の日程は以下を予定している。 

日時：9 月 26 日，10 月 3 日，10日，17 日，11 月 28 日，12 月 5日，19 日，1月 9 日，16 日（予備日を含む） 

いずれも土曜日，13 時 25 分～17 時 

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，実習先の確保に向けて,希望する実習先の状況を研究するとともに,実習を通して

学びたいと考えるテーマを設定すること。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，報告，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%) 
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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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■GD404 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GD404／社会教育実践演習 

(Adult and Community Education Practice Exercises) 

担当者名 

（Instructor） 
髙井 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） 
CED3310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「その他」登録科目 

池袋・新座両キャンパス所属学生対象 

2019 年度以前入学者履修不可（2019 年度以前入学者は科目コード GD403 の「社会教

育演習」を履修すること） 

 

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深めることをねらいとする。また，社会教育施設や多様

な団体・組織で活動する職員や市民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，社会教育関係職員や社会教育活動に参画する市民に必須のプレゼンテーション力の向上を図る。なお，実

習先については，自らの興味・関心を基に探し，体験したいことが可能かどうかについて調査・研究するとともに，自らの力で実習

先との調整を行うことでコミュニケーション能力を高めていくこともねらいとする。 

 

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実習先確認会，希望者を対象とした相談会を行う。春学期では各自で実習先研究

を行いつつ，実習先を確定していく。実習は夏休みの期間，もしくはそれ以降に 1 週間～10 日間程度行う。秋学期にそれぞれの

実習に関する報告会を実施する。他の学生の実習報告を聴くことは，社会教育現場の多様な実態を理解する上で非常に有意義

であり,報告会における意見交換を重視するものである。 

「社会教育実践演習」を学ぶことは，大学における社会教育・生涯学習に関わる学びの全体を統合していく営みでもある。学生に

とって重要な意味を持つとともに,実習の受入先にとっても有意義なものとなるような実習となることをめざし,個別指導にも力を注

いでいく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

詳しい内容，実習の進め方，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 11 日（土）13時 25 分～15 時 25 分 

   場所：7201 教室 

２） 日時：4 月 18 日（土）13時 25 分～15 時 25 分 

   場所：7201 教室 

 

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。 

 

実習先確認会 7 月 11 日（土）13 時 25 分～15時 25 分 

   場所：7201 教室 

 

なお，実習先の確保や依頼等，実習全般についての相談に対応するために，以下の通り，相談日を設定する。 

4 月 25 日，5 月 9 日，30，6月 13 日，27 日 

いずれも土曜日，13 時 25 分～15 時 5 分 

場所：7201 教室 

 

秋学期の報告会の日程は以下を予定している。 

日時：9 月 26 日，10 月 3 日，10日，17 日，11 月 28 日，12 月 5日，19 日，1月 9 日，16 日（予備日を含む） 

いずれも土曜日，13 時 25 分～17 時 

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，実習先の確保に向けて,希望する実習先の状況を研究するとともに,実習を通して

学びたいと考えるテーマを設定すること。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，報告，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%) 
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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） 

2020 年度に入学した大学院学生および 3 年次編入学生のうち，新座キャンパス所属学生についても，2020 年度・2021 年度に

限り池袋キャンパス開講の「社会教育実践演習」を履修すること。 
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■GD405 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GD405／社会教育経営論１ 

(Adult and Community Education Management 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） 
CED3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2019 年度以前入学者履修不可（2019 年度以前入学者は科目コード GD455 の「社会教

育経営論 1」を履修すること） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

課題が多様化、複雑化する現代社会において、人々の暮らしにいきがいをもたらし、生活の拠点である地域をより豊かにしていく

可能性を持つ社会教育。その可能性を現実のものとしていくためには、戦略的経営の視点から社会教育行政のあり様を再検討

することが不可欠である。 

専門的教育職員として社会教育行政の推進の中核を担う社会教育主事には、さらには、2020 年度からの新課程修了者に付与さ

れる称号である「社会教育士」には、「学び」の成果を行政、市民・NPO、企業等の多様な主体との連携・協働を図りながら、地域

課題の解決、まちづくり・地域振興、福祉、防災、地域学校協働等、様々な活動をつなげていく役割が求められてきている。このよ

うな多様な領域は、新たに生まれた「社会教育士」の活躍が期待されている領域であることを学生が理解していくことも、重要な

ねらいである。 

以上を踏まえ、本科目においては、ねらい・到達目標を次の通りとする。 

・経営の視点から社会教育行政のあり方と地域活性化に果たす可能性を理解する 

・社会教育計画の構造と計画策定の基本を理解する 

・地域課題や学習課題の把握・分析の手法を体得する 

・居住する、もしくは郷里の地方自治体における社会教育行政への関心を高める 

 

授業の内容（Course Contents） 

①社会教育行政とは何か、地域活性化との関係 

②行政施策の基盤である「計画」の構造 

③地域実態の分析と学習課題の把握 

④戦略的な立場からの広報 

等を柱に授業を展開していく。 

なお、社会教育は実践的な取り組みであることから、授業においてもワークショップやグループ討議など、参加型による学習を適

宜行う。 

「社会教育経営論」を学ぶことは、行政のあり方を考えることでもあることから、卒業後の進路として公務員を検討している学生の

皆さんには、とくに履修を勧めるものである。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 春学期オリエンテーション 

（本授業の目的と講義計画の説明、履修者自己紹介） 

2. 地方自治体・教育委員会の仕組み 

3. 社会教育行政と地域活性化 

（1）社会の変化と社会教育行政に求められる役割 

4. 社会教育行政と地域活性化 

（2）多様な主体との協働と新しい公共 

5. 社会教育行政と地域活性化 

（3）学びを基盤とした地域活性化事例から学ぶ① 

6. 社会教育行政と地域活性化 

（4）学びを基盤とした地域活性化事例から学ぶ② 

7. 社会教育行政の経営戦略 

（1）改めて「経営」と「戦略」を考える 

8. 社会教育行政の経営戦略 

（2）社会教育計画の意義と構造 

9. 社会教育行政の経営戦略 

（3）社会教育計画の策定から評価までのプロセス 

10. 社会教育行政の経営戦略 

（4）PDCAの視点から社会教育事業を捉える 

11. 学習課題の把握と広報戦略 

（1）地域課題の把握と分析 
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12. 学習課題の把握と広報戦略 

（2）地域課題を学習課題に変換する 

13. 学習課題の把握と広報戦略 

（3）広報の意義と求められる可視化 

14. 「社会教育経営論１」のふり返りと「社会教育経営論２」に向けて 

 

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

居住する、もしくは郷里の地方自治体における社会教育・生涯学習関連計画の策定状況や、社会教育施設の設置状況、さらに

その施設が実施する事業をホームページや広報紙等から調べる。居住地にて定例的に発行される自治体の広報紙には目を通

すこと。 

指定したテキストの関連ページを読むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加態度、貢献度(50%)/授業内に課す小レポート･コメントメモ(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 田中雅文、中村香、2019、『社会教育経営のフロンティア』、玉川大学出版部 (ISBN:9784472405884) 

 

参考文献（Readings） 

1. 東京社会教育史編集委員会編、2016、『大都市・東京の社会教育－歴史と現在－』、エイデル研究所 (ISBN:9784871685894) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■GD406 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GD406／社会教育経営論２ 

(Adult and Community Education Management 2) 

担当者名 

（Instructor） 
髙井 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） 
CED3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2019 年度以前入学者履修不可（2019 年度以前入学者は科目コード GD456 の「社会教

育経営論 2」を履修すること） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

課題が多様化、複雑化する現代社会において、人々の暮らしにいきがいをもたらし、生活の拠点である地域をより豊かにしていく

可能性を持つ社会教育。その可能性を現実のものとしていくためには、戦略的経営の視点から社会教育行政のあり様を再検討

することが不可欠である。 

専門的教育職員として社会教育行政の推進の中核を担う社会教育主事には、さらには、2020 年度からの新課程修了者に付与さ

れる称号である「社会教育士」には、「学び」の成果を行政、市民・NPO、企業等の多様な主体との連携・協働を図りながら、地域

課題の解決、まちづくり・地域振興、福祉、防災、地域学校協働等、様々な活動をつなげていく役割が求められてきている。このよ

うな多様な領域は、新たに生まれた「社会教育士」の活躍が期待されている領域であることを学生が理解していくことも、重要な

ねらいである。 

以上を踏まえ、本科目においては、ねらい・到達目標を次の通りとする。 

・社会教育推進のための地域人材の重要性を理解する 

・学習成果の評価及び活用とその支援方策について理解する 

・地域におけるネットワークの形について理解する 

・地域の活動支援のための知識及び技術を身につける 

・居住する、もしくは郷里の地方自治体における社会教育行政への関心を高める 

 

授業の内容（Course Contents） 

①地域人材に求められる力とは何か、社会教育でどのように育むか 

②学習成果としての地域ネットワーク形成 

③地域と学校の協働を柱とした地域ネットワーク形成 

④社会教育施設経営の様々な形態・仕組み 

⑤事業経費を生みだす仕組み 

等を柱に授業を展開していく。 

なお、社会教育は実践的な取り組みであることから、授業においてもワークショップやグループ討議など、参加型による学習を適

宜行う。 

「社会教育経営論」を学ぶことは、行政のあり方を考えることでもあることから、卒業後の進路として公務員を検討している学生の

皆さんには、とくに履修を勧めるものである。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 秋学期オリエンテーション 

（本授業の目的と講義計画の説明、履修者自己紹介） 

2. 社会教育における地域人材育成 

（1）人材育成と地域活動支援をつなぐ 

3. 社会教育における地域人材育成 

（2）コーディネーターの必要性と役割 

4. 社会教育における地域人材育成 

（3）実践事例から学ぶ 

5. 学習成果の評価 

（1）評価の意義と評価・認証の仕組み 

6. 学習成果の評価 

（2）成果の活用としてのボランティア活動や市民事業 

7. 地域ネットワークの形成 

（1）今なぜ連携・協働が求められるのか 

8. 地域ネットワークの形成 

（2）地域学校協働の実践事例から学ぶ 

9. 地域ネットワークの形成 

（3）多様な主体による協働の実践事例から学ぶ 

10. 社会教育施設の経営 

（1）社会教育施設経営とその目標達成 
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11. 社会教育施設の経営 

（2）指定管理者制度と評価 

12. 社会教育施設の経営 

（3）社会教育事業とクラウドファンディング 

13. 「社会教育士」として私ができることを考える 

14. 「社会教育経営論１・２」のふり返り 

 

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

居住する、もしくは郷里の地方自治体における社会教育・生涯学習関連計画の策定状況や、社会教育施設の設置状況、さらに

その施設が実施する事業をホームページや広報紙等から調べる。居住地にて定例的に発行される自治体の広報紙には目を通

すこと。 

指定したテキストの関連ページを読むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加態度、貢献度(50%)/授業内に課す小レポート･コメントメモ(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 田中雅文、中村香、2019、『社会教育経営のフロンティア』、玉川大学出版部 (ISBN:9784472405884) 

 

参考文献（Readings） 

1. 9784472405884、2016、『大都市・東京の社会教育－歴史と現在－』、エイデル研究所 (ISBN:9784871685894) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■GD407 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GD407／現代社会と社会教育 

(Modern Society and Social Education) 

担当者名 

（Instructor） 
越村 康英(KOSHIMURA YASUHIDE) 

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） 

2019 年度以前入学者履修不可（2019 年度以前入学者は科目コード GD457 の「現代社

会と社会教育」を履修すること） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業のねらいは、現代社会において求められる社会教育の在り方について、実践的な視点を持ちながら、主体的に考察できる

ようになることである。そこで、次の 3 点を具体的な到達目標として設定する。 

⑴ 「社会を創る学び」という視点から、社会教育についての理解を深めること。 

⑵ 現代社会の特徴や課題について、人々の暮らしとの関わりをふまえつつ多角的に理解すること。 

⑶ 現代社会が直面する諸課題の解決に向けた社会教育実践を知り、その意義や課題について理解すること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、「社会と人間の持続可能性」という観点から現代社会をとらえる必要性を確認・共有するとともに、「社会を創る学

び」に焦点を当てながら社会教育の基本理念について概説する。その上で、現代社会の特徴や課題を多角的にとらえ、それらの

課題解決に向けた社会教育実践の在り方について掘り下げていく。 

なお、第 1 回～第 4 回は、到達目標の⑴に対応する回であり、講義形式で授業を進める。第 5回～第 7 回は、到達目標の⑵に

対応する回であり、グループワーク等を取り入れた演習形式で授業を進める。第 8 回～第 13回は、受講者によるレポートを教材

（議論の素材）として演習形式で授業を進める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（授業の目標・内容・方法・評価／自己紹介） 

SDGｓとは何か ― 社会と人間の持続可能性 

2. SDGｓと日本における課題 

3. 社会教育とは何か⑴ ― 「社会を創る学び」の理論 

4. 社会教育とは何か⑵ ― 「社会を創る学び」の実践 

5. 私たちが生きる社会とは ― 現代社会の特徴・課題を探る⑴ 

※私たちの生活と関連づけながら、現代社会の特徴・課題を把握するためのグループワークを行う。 

6. 私たちが生きる社会とは ― 現代社会の特徴・課題を探る⑵ 

※第 5 回に行ったグループワークの成果を発表し、受講者全員で共有する。 

7. 私たちが生きる社会とは ― 現代社会の特徴・課題を探る⑶ 

※第 5 回・第 6 回の内容をふり返り、現代社会の特徴・課題について掘り下げるための議論を行う。 

8. 現代社会の課題とその解決に向けた社会教育実践⑴ ― 現代の貧困 

9. 現代社会の課題とその解決に向けた社会教育実践⑵ ― 超高齢社会と認知症 

10. 現代社会の課題とその解決に向けた社会教育実践⑶ ― 人口減少と持続可能な地域づくり 

11. 現代社会の課題とその解決に向けた社会教育実践⑷ ― ジェンダーの平等と性の多様性 

12. 現代社会の課題とその解決に向けた社会教育実践⑸ ― 教育・学習の機会均等 

13. 「社会を創る学び」を支援する ― 社会教育主事に求められる役割・専門性 

14. 最終テスト 

「学び」が拓く持続可能な社会 ― 授業のふり返りとまとめ 

 

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

紹介した参考文献を読むとよい。 

その他、授業時間外の学習については、必要に応じて別途連絡する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題レポートと発表(40%)/小課題(30%)/授業への参加姿勢（リフレクションペーパー等から評価する）(30%) 

【変更前】平常点 100％（最終テスト(Final Test)30%, 課題レポート 30%, リフレクションペーパー20%, 授業への参加姿勢 20%） 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 



 - 245 - 

 

参考文献（Readings） 

1. 日本環境教育学会ほか編、2019 年、『事典 持続可能な社会と教育』、教育出版 (ISBN:978-4316804842) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■GD408 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GD408／人権と社会教育 

(Human rights and social education) 

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） 
CED2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2019 年度以前入学者履修不可（2019 年度以前入学者は科目コード GD458 の「人権と

社会教育」を履修すること） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業のねらいは、社会教育における人権教育実践を構想・展開する上で必要となる基礎的な知識・スキルを獲得することであ

る。そこで、次の 2 点を具体的な到達目標として設定する。 

⑴ 人権の概念、人権・人権教育をめぐる動向について理解すること。 

⑵ 社会教育における人権教育実践の課題と方法について理解すること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、人権の概念や人権・人権教育をめぐる国内外の動向について概説する。また、社会教育の基軸に人権教育が位置

づくことを確認し、社会同和教育の取り組みなど、優れた実践に学びながら、社会教育における人権教育実践の課題と方法につ

いて掘り下げていく。また、実際に社会教育における人権教育プログラムを計画してみることを通じて、差別・人権問題に対する

理解を深めるとともに、人権教育を推進していくための実践的な力量を身に付けられるようにする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（授業の目標・内容・方法・評価／自己紹介） 

人権とは何か ― 権利獲得の歴史と思想 

2. 人権・人権教育をめぐる国際的動向と日本国内の取り組み 

3. 社会教育の基本理念 ― 社会教育の基軸としての人権教育 

4. 社会教育における人権教育実践⑴ ― 社会同和教育の蓄積 

5. 社会教育における人権教育実践⑵ ― 人間的自立をめざす実践の展開 

6. 社会教育における人権教育実践の現状・課題 

7. 社会教育における人権教育実践を構想・展開するために⑴ ― 現代社会における差別・人権問題 

8. 社会教育における人権教育実践を構想・展開するために⑵ ― 参加体験型の人権学習 

9. 社会教育における人権教育実践を構想・展開するために⑶ ― 計画上の留意点 

10. 人権教育プログラムを計画する⑴ ― 学習テーマ（取り上げる差別・人権問題）の設定 

11. 人権教育プログラムを計画する⑵ ― 学習プログラムの構成 

12. 人権教育プログラムを計画する⑶ ― 計画書の作成 

13. プレゼンテーション・合評 ― よりよい人権教育プログラムをつくるために 

14. 最終テスト 

人権尊重社会の構築と社会教育 ― 授業のふり返りとまとめ 

 

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

紹介した参考文献を読むとよい。 

その他、授業時間外の学習については、必要に応じて別途連絡する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/課題（人権教育プログラム計画書の作成）(30%)/リフレクションペーパー(20%)/授業への参加姿勢

(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. アジア・太平洋人権情報センター編、2018 年、『人権ってなんだろう？』、解放出版社 (ISBN:978-4-7592-6420-3) 

2. 日本社会教育学会編、2004年、『現代的人権と社会教育の価値（講座 現代社会教育の理論Ⅱ）』、東洋館出版社 (ISBN:4-

491-02030-2) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■GD451 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GD451／生涯学習支援論１ 

(Study of Policy and Practice for Lifelong Learning 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） 
CED2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2020 年度以降入学者履修不可（2020 年度以降入学者は科目コード GD401 の「生涯学

習支援論 1」を履修すること） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「人生 100 年時代」と言われる現代は、今までのライフスタイルは通用しない時代でもある。変化の激しい現代社会にあって、多

様な課題に直面する学習者の特性や必要性に応じた学習支援が求められている。 

専門的教育職員として社会教育行政の推進の中核を担う社会教育主事には、優れた学習支援者であることが求められる。同様

に、多様な分野・組織での活躍が期待される「社会教育士」（2020 年度からの新課程修了者に付与される称号）も、優れた学習

支援者であることが求められている。 

「生涯学習支援論」においては、社会教育・生涯学習の本質に関する、生涯学習の理念と施策、社会教育の意義と展開、家庭・

学校・地域の協働、等の基本について理解を深めるとともに、生涯学習支援に不可欠な理論的背景や具体的な展開・方法につ

いて学んでいく。 

以上を踏まえ、本科目においては、ねらい・到達目標を次の通りとする。 

・成人の教育・学習支援に関する考え方・理論を理解する 

・生涯学習者を育む学習支援の方法を学ぶ 

・生涯学習社会を志向した学びを考える 

・学習支援者の役割と求められる力量とその形成を考える 

 

授業の内容（Course Contents） 

①現代社会における生涯学習・社会教育の意味 

②生涯学習者を育む学習支援のあり方 

③学習支援者に期待される役割と力 

④学習支援者の力量形成の在り方 

等を柱に授業を展開していく。 

なお、社会教育は実践的な取り組みであることから、授業においてもワークショップやグループ討議など、参加型による学習を適

宜行う。 

「生涯学習支援論」を学ぶことは、多くの人々の学習を支援する力量を形成することをめざすとともに、自らを一人の生涯学習者

に育んでいく教育的営みであることを踏まえて、授業を展開していくものである。将来、教職や子どもと関わる仕事を希望する学

生、また、卒業後の進路として公務員を検討している学生、多様な分野で活動する NPOに関心ある学生の皆さんには、とくに履

修を勧めたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 春学期オリエンテーション 

（本講義の目的と講義計画の説明、履修者自己紹介） 

2. 生涯学習支援の理念と構造 

（1）現代社会とはどのような社会なのか 

3. 生涯学習支援の理念と構造 

（2）社会とつながる主体的な学びの支援 

4. 生涯学習支援の理念と構造 

（3）生涯学習を支える学習支援者と関連法令 

5. 生涯学習者を育む学習支援 

（1）主体性が育つ学習支援 

6. 生涯学習者を育む学習支援 

（2）子ども・若者の学習支援 

7. 生涯学習者を育む学習支援 

（3）私にとっての学習支援 

8. 成人の学習を支える考え方 

（1）成人教育研究の蓄積から学ぶ 

9. 成人の学習を支える考え方 

（2）社会教育に見る成人の学習 

10. 成人の学習を支える考え方 

（3）生涯学習社会を志向した学びと高齢者の学び 
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11. 学習支援者の役割と力量形成 

（1）学習支援者の種類と役割 

12. 学習支援者の役割と力量形成 

（2）ファシリテーション、コーディネート、プレゼンテーション能力とは 

13. 学習支援者の役割と力量形成 

（3）学び合いのコミュニティとネットワーク 

14. 「生涯学習支援論１」のふり返りと「生涯学習支援論２」に向けて 

 

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

居住する、もしくは郷里の地方自治体における社会教育・生涯学習関連施策の概要や、社会教育施設が実施する学習支援や事

業について、ホームページや広報紙等から調べる。居住地にて定例的に発行される自治体の広報紙には目を通すこと。 

指定したテキストの関連ページを読むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加態度、貢献度(50%)/授業内に課す小レポート･コメントメモ(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 高井正、中村香、2019、『生涯学習支援のデザイン』、玉川大学出版部 (ISBN:9784472405877) 

 

参考文献（Readings） 

1. 東京社会教育史編集委員会編、2016、『大都市・東京の社会教育－歴史と現在－』、エイデル研究所 (ISBN:9784871685894) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 250 - 

■GD452 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GD452／生涯学習支援論２ 

(Study of Policy and Practice for Lifelong Learning 2) 

担当者名 

（Instructor） 
髙井 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） 

2020 年度以降入学者履修不可（2020 年度以降入学者は科目コード GD402 の「生涯学

習支援論 2」を履修すること） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「人生 100 年時代」と言われる現代は、今までのライフスタイルは通用しない時代でもある。変化の激しい現代社会にあって、多

様な課題に直面する学習者の特性や必要性に応じた学習支援が求められている。 

専門的教育職員として社会教育行政の推進の中核を担う社会教育主事には、優れた学習支援者であることが求められる。同様

に、多様な分野・組織での活躍が期待される「社会教育士」（2020 年度からの新課程修了者に付与される称号）も、優れた学習

支援者であることが求められている。 

「生涯学習支援論」においては、社会教育・生涯学習の本質に関する、生涯学習の理念と施策、社会教育の意義と展開、家庭・

学校・地域の協働、等の基本について理解を深めるとともに、生涯学習支援に不可欠な理論的背景や具体的な展開・方法につ

いて学んでいく。とりわけ「生涯学習支援論２」では、社会教育主事や社会教育士に求められる専門性の中核をなす企画力の獲

得とその向上をねらいとしていく。 

以上を踏まえ、本科目においては、ねらい・到達目標を次の通りとする。 

・学習プログラムの企画の基本を学ぶ 

・学習プログラムの展開を理解する 

・学習プログラムの評価の基本を理解する 

・学習プログラムを作成しプレゼンテーションする 

・ワークショップを企画し実践する 

 

授業の内容（Course Contents） 

①学習プログラムの企画～実施～評価までのトータルプロセスデザインを実践的に学ぶ 

②ワークショップを企画し実践する 

③学習プログラムを企画しプレゼンテーションする 

等を柱に授業を展開していく。 

なお、社会教育は実践的な取り組みであることから、授業においてもワークショップやグループ討議など、参加型による学習を適

宜行う。 

「生涯学習支援論」を学ぶことは、多くの人々の学習を支援する力量を形成することをめざすとともに、自らを一人の生涯学習者

に育んでいく教育的営みであることを踏まえて、授業を展開していくものである。将来、教職や子どもと関わる仕事を希望する学

生、また、卒業後の進路として公務員を検討している学生、多様な分野で活動する NPOに関心ある学生の皆さんには、とくに履

修を勧めたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 秋学期オリエンテーション 

（本講義の目的と講義計画の説明、履修者自己紹介） 

2. 学習プログラムの企画 

（1）学習プログラムをどのように捉えるか 

3. 学習プログラムの企画 

（2）企画のプロセスデザイン 

4. 学習プログラムの展開 

（1）導入からクロージングまでの展開 

5. 学習プログラムの展開 

（2）多様な学習方法の活用と学びの空間デザイン 

6. ワークショップの企画 

（1）グループでワークショップを企画する 

7. ワークショップの企画 

（2）ワークショップの実践とふり返り 

8. 学習プログラムの評価 

（1）評価の意味と生涯学習事業の評価 

9. 学習プログラムの評価 

（2）学習としての記録について考える 

10. 学習プログラムの作成 



 - 251 - 

（1）講座プログラムの検討 

11. 学習プログラムの作成 

（2）講座プログラムの検討 

12. 学習プログラムの作成 

（3）講座プログラムのプレゼンテーションと評価 

13. 学習プログラムの作成 

（4）講座プログラムのプレゼンテーションと評価 

14. 「生涯学習支援論１・２」のふり返り 

 

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

居住する、もしくは郷里の地方自治体における社会教育・生涯学習関連施策の概要や、社会教育施設が実施する学習支援や事

業について、ホームページや広報紙等から調べる。居住地にて定例的に発行される自治体の広報紙には目を通すこと。 

指定したテキストの関連ページを読むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加態度、貢献度(50%)/授業内に課す小レポート･コメントメモ(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 高井正、中村香、2019、『生涯学習支援のデザイン』、玉川大学出版部 (ISBN:9784472405877) 

 

参考文献（Readings） 

1. 東京社会教育史編集委員会編、2016、『大都市・東京の社会教育－歴史と現在－』、エイデル研究所 (ISBN:9784871685894) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■GD455 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GD455／社会教育経営論１ 

(Adult and Community Education Management 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） 
CED3100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2020 年度以降入学者履修不可（2020 年度以降入学者は科目コード GD406 の「社会教

育経営論 1」を履修すること） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

課題が多様化、複雑化する現代社会において、人々の暮らしにいきがいをもたらし、生活の拠点である地域をより豊かにしていく

可能性を持つ社会教育。その可能性を現実のものとしていくためには、戦略的経営の視点から社会教育行政のあり様を再検討

することが不可欠である。 

専門的教育職員として社会教育行政の推進の中核を担う社会教育主事には、さらには、2020 年度からの新課程修了者に付与さ

れる称号である「社会教育士」には、「学び」の成果を行政、市民・NPO、企業等の多様な主体との連携・協働を図りながら、地域

課題の解決、まちづくり・地域振興、福祉、防災、地域学校協働等、様々な活動をつなげていく役割が求められてきている。このよ

うな多様な領域は、新たに生まれた「社会教育士」の活躍が期待されている領域であることを学生が理解していくことも、重要な

ねらいである。 

以上を踏まえ、本科目においては、ねらい・到達目標を次の通りとする。 

・経営の視点から社会教育行政のあり方と地域活性化に果たす可能性を理解する 

・社会教育計画の構造と計画策定の基本を理解する 

・地域課題や学習課題の把握・分析の手法を体得する 

・居住する、もしくは郷里の地方自治体における社会教育行政への関心を高める 

 

授業の内容（Course Contents） 

①社会教育行政とは何か、地域活性化との関係 

②行政施策の基盤である「計画」の構造 

③地域実態の分析と学習課題の把握 

④戦略的な立場からの広報 

等を柱に授業を展開していく。 

なお、社会教育は実践的な取り組みであることから、授業においてもワークショップやグループ討議など、参加型による学習を適

宜行う。 

「社会教育経営論」を学ぶことは、行政のあり方を考えることでもあることから、卒業後の進路として公務員を検討している学生の

皆さんには、とくに履修を勧めるものである。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 春学期オリエンテーション 

（本授業の目的と講義計画の説明、履修者自己紹介） 

2. 地方自治体・教育委員会の仕組み 

3. 社会教育行政と地域活性化 

（1）社会の変化と社会教育行政に求められる役割 

4. 社会教育行政と地域活性化 

（2）多様な主体との協働と新しい公共 

5. 社会教育行政と地域活性化 

（3）学びを基盤とした地域活性化事例から学ぶ① 

6. 社会教育行政と地域活性化 

（4）学びを基盤とした地域活性化事例から学ぶ② 

7. 社会教育行政の経営戦略 

（1）改めて「経営」と「戦略」を考える 

8. 社会教育行政の経営戦略 

（2）社会教育計画の意義と構造 

9. 社会教育行政の経営戦略 

（3）社会教育計画の策定から評価までのプロセス 

10. 社会教育行政の経営戦略 

（4）PDCAの視点から社会教育事業を捉える 

11. 学習課題の把握と広報戦略 

（1）地域課題の把握と分析 
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12. 学習課題の把握と広報戦略 

（2）地域課題を学習課題に変換する 

13. 学習課題の把握と広報戦略 

（3）広報の意義と求められる可視化 

14. 「社会教育経営論１」のふり返りと「社会教育経営論２」に向けて 

 

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

居住する、もしくは郷里の地方自治体における社会教育・生涯学習関連計画の策定状況や、社会教育施設の設置状況、さらに

その施設が実施する事業をホームページや広報紙等から調べる。居住地にて定例的に発行される自治体の広報紙には目を通

すこと。 

指定したテキストの関連ページを読むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加態度、貢献度(50%)/授業内に課す小レポート･コメントメモ(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 田中雅文、中村香、2019、『社会教育経営のフロンティア』、玉川大学出版部 (ISBN:9784472405884) 

 

参考文献（Readings） 

1. 東京社会教育史編集委員会編、2016、『大都市・東京の社会教育－歴史と現在－』、エイデル研究所 (ISBN:9784871685894) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■GD456 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GD456／社会教育経営論２ 

(Adult and Community Education Management 2) 

担当者名 

（Instructor） 
髙井 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） 

2020 年度以降入学者履修不可（2020 年度以降入学者は科目コード GD405 の「社会教

育経営論 2」を履修すること） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

課題が多様化、複雑化する現代社会において、人々の暮らしにいきがいをもたらし、生活の拠点である地域をより豊かにしていく

可能性を持つ社会教育。その可能性を現実のものとしていくためには、戦略的経営の視点から社会教育行政のあり様を再検討

することが不可欠である。 

専門的教育職員として社会教育行政の推進の中核を担う社会教育主事には、さらには、2020 年度からの新課程修了者に付与さ

れる称号である「社会教育士」には、「学び」の成果を行政、市民・NPO、企業等の多様な主体との連携・協働を図りながら、地域

課題の解決、まちづくり・地域振興、福祉、防災、地域学校協働等、様々な活動をつなげていく役割が求められてきている。このよ

うな多様な領域は、新たに生まれた「社会教育士」の活躍が期待されている領域であることを学生が理解していくことも、重要な

ねらいである。 

以上を踏まえ、本科目においては、ねらい・到達目標を次の通りとする。 

・社会教育推進のための地域人材の重要性を理解する 

・学習成果の評価及び活用とその支援方策について理解する 

・地域におけるネットワークの形について理解する 

・地域の活動支援のための知識及び技術を身につける 

・居住する、もしくは郷里の地方自治体における社会教育行政への関心を高める 

 

授業の内容（Course Contents） 

①地域人材に求められる力とは何か、社会教育でどのように育むか 

②学習成果としての地域ネットワーク形成 

③地域と学校の協働を柱とした地域ネットワーク形成 

④社会教育施設経営の様々な形態・仕組み 

⑤事業経費を生みだす仕組み 

等を柱に授業を展開していく。 

なお、社会教育は実践的な取り組みであることから、授業においてもワークショップやグループ討議など、参加型による学習を適

宜行う。 

「社会教育経営論」を学ぶことは、行政のあり方を考えることでもあることから、卒業後の進路として公務員を検討している学生の

皆さんには、とくに履修を勧めるものである。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 秋学期オリエンテーション 

（本授業の目的と講義計画の説明、履修者自己紹介） 

2. 社会教育における地域人材育成 

（1）人材育成と地域活動支援をつなぐ 

3. 社会教育における地域人材育成 

（2）コーディネーターの必要性と役割 

4. 社会教育における地域人材育成 

（3）実践事例から学ぶ 

5. 学習成果の評価 

（1）評価の意義と評価・認証の仕組み 

6. 学習成果の評価 

（2）成果の活用としてのボランティア活動や市民事業 

7. 地域ネットワークの形成 

（1）今なぜ連携・協働が求められるのか 

8. 地域ネットワークの形成 

（2）地域学校協働の実践事例から学ぶ 

9. 地域ネットワークの形成 

（3）多様な主体による協働の実践事例から学ぶ 

10. 社会教育施設の経営 

（1）社会教育施設経営とその目標達成 
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11. 社会教育施設の経営 

（2）指定管理者制度と評価 

12. 社会教育施設の経営 

（3）社会教育事業とクラウドファンディング 

13. 「社会教育士」として私ができることを考える 

14. 「社会教育経営論１・２」のふり返り 

 

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

居住する、もしくは郷里の地方自治体における社会教育・生涯学習関連計画の策定状況や、社会教育施設の設置状況、さらに

その施設が実施する事業をホームページや広報紙等から調べる。居住地にて定例的に発行される自治体の広報紙には目を通

すこと。 

指定したテキストの関連ページを読むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加態度、貢献度(50%)/授業内に課す小レポート･コメントメモ(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 田中雅文、中村香、2019、『社会教育経営のフロンティア』、玉川大学出版部 (ISBN:9784472405884) 

 

参考文献（Readings） 

1. 9784472405884、2016、『大都市・東京の社会教育－歴史と現在－』、エイデル研究所 (ISBN:9784871685894) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■GD457 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GD457／現代社会と社会教育 

(Modern Society and Social Education) 

担当者名 

（Instructor） 
越村 康英(KOSHIMURA YASUHIDE) 

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） 

2020 年度以降入学者履修不可（2020 年度以降入学者は科目コード GD407 の「現代社

会と社会教育」を履修すること） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業のねらいは、現代社会において求められる社会教育の在り方について、実践的な視点を持ちながら、主体的に考察できる

ようになることである。そこで、次の 3 点を具体的な到達目標として設定する。 

⑴ 「社会を創る学び」という視点から、社会教育についての理解を深めること。 

⑵ 現代社会の特徴や課題について、人々の暮らしとの関わりをふまえつつ多角的に理解すること。 

⑶ 現代社会が直面する諸課題の解決に向けた社会教育実践を知り、その意義や課題について理解すること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、「社会と人間の持続可能性」という観点から現代社会をとらえる必要性を確認・共有するとともに、「社会を創る学

び」に焦点を当てながら社会教育の基本理念について概説する。その上で、現代社会の特徴や課題を多角的にとらえ、それらの

課題解決に向けた社会教育実践の在り方について掘り下げていく。 

なお、第 1 回～第 4 回は、到達目標の⑴に対応する回であり、講義形式で授業を進める。第 5回～第 7 回は、到達目標の⑵に

対応する回であり、グループワーク等を取り入れた演習形式で授業を進める。第 8 回～第 13回は、受講者によるレポートを教材

（議論の素材）として演習形式で授業を進める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（授業の目標・内容・方法・評価／自己紹介） 

SDGｓとは何か ― 社会と人間の持続可能性 

2. SDGｓと日本における課題 

3. 社会教育とは何か⑴ ― 「社会を創る学び」の理論 

4. 社会教育とは何か⑵ ― 「社会を創る学び」の実践 

5. 私たちが生きる社会とは ― 現代社会の特徴・課題を探る⑴ 

※私たちの生活と関連づけながら、現代社会の特徴・課題を把握するためのグループワークを行う。 

6. 私たちが生きる社会とは ― 現代社会の特徴・課題を探る⑵ 

※第 5 回に行ったグループワークの成果を発表し、受講者全員で共有する。 

7. 私たちが生きる社会とは ― 現代社会の特徴・課題を探る⑶ 

※第 5 回・第 6 回の内容をふり返り、現代社会の特徴・課題について掘り下げるための議論を行う。 

8. 現代社会の課題とその解決に向けた社会教育実践⑴ ― 現代の貧困 

9. 現代社会の課題とその解決に向けた社会教育実践⑵ ― 超高齢社会と認知症 

10. 現代社会の課題とその解決に向けた社会教育実践⑶ ― 人口減少と持続可能な地域づくり 

11. 現代社会の課題とその解決に向けた社会教育実践⑷ ― ジェンダーの平等と性の多様性 

12. 現代社会の課題とその解決に向けた社会教育実践⑸ ― 教育・学習の機会均等 

13. 「社会を創る学び」を支援する ― 社会教育主事に求められる役割・専門性 

14. 最終テスト 

「学び」が拓く持続可能な社会 ― 授業のふり返りとまとめ 

 

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

紹介した参考文献を読むとよい。 

その他、授業時間外の学習については、必要に応じて別途連絡する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題レポートと発表(40%)/小課題(30%)/授業への参加姿勢（リフレクションペーパー等から評価する）(30%) 

【変更前】平常点 100％（最終テスト(Final Test) 30%, 課題レポート 30%, リフレクションペーパー 20%, 授業への参加姿勢 20%） 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

1. 日本環境教育学会ほか編、2019 年、『事典 持続可能な社会と教育』、教育出版 (ISBN:978-4316804842) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■GD458 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GD458／人権と社会教育 

(Human rights and social education) 

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） 

2020 年度以降入学者履修不可（2020 年度以降入学者は科目コード GD408 の「人権と

社会教育」を履修すること） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業のねらいは、社会教育における人権教育実践を構想・展開する上で必要となる基礎的な知識・スキルを獲得することであ

る。そこで、次の 2 点を具体的な到達目標として設定する。 

⑴ 人権の概念、人権・人権教育をめぐる動向について理解すること。 

⑵ 社会教育における人権教育実践の課題と方法について理解すること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、人権の概念や人権・人権教育をめぐる国内外の動向について概説する。また、社会教育の基軸に人権教育が位置

づくことを確認し、社会同和教育の取り組みなど、優れた実践に学びながら、社会教育における人権教育実践の課題と方法につ

いて掘り下げていく。また、実際に社会教育における人権教育プログラムを計画してみることを通じて、差別・人権問題に対する

理解を深めるとともに、人権教育を推進していくための実践的な力量を身に付けられるようにする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（授業の目標・内容・方法・評価／自己紹介） 

人権とは何か ― 権利獲得の歴史と思想 

2. 人権・人権教育をめぐる国際的動向と日本国内の取り組み 

3. 社会教育の基本理念 ― 社会教育の基軸としての人権教育 

4. 社会教育における人権教育実践⑴ ― 社会同和教育の蓄積 

5. 社会教育における人権教育実践⑵ ― 人間的自立をめざす実践の展開 

6. 社会教育における人権教育実践の現状・課題 

7. 社会教育における人権教育実践を構想・展開するために⑴ ― 現代社会における差別・人権問題 

8. 社会教育における人権教育実践を構想・展開するために⑵ ― 参加体験型の人権学習 

9. 社会教育における人権教育実践を構想・展開するために⑶ ― 計画上の留意点 

10. 人権教育プログラムを計画する⑴ ― 学習テーマ（取り上げる差別・人権問題）の設定 

11. 人権教育プログラムを計画する⑵ ― 学習プログラムの構成 

12. 人権教育プログラムを計画する⑶ ― 計画書の作成 

13. プレゼンテーション・合評 ― よりよい人権教育プログラムをつくるために 

14. 最終テスト 

人権尊重社会の構築と社会教育 ― 授業のふり返りとまとめ 

 

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

紹介した参考文献を読むとよい。 

その他、授業時間外の学習については、必要に応じて別途連絡する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/課題（人権教育プログラム計画書の作成）(30%)/リフレクションペーパー(20%)/授業への参加姿勢

(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. アジア・太平洋人権情報センター編、2018 年、『人権ってなんだろう？』、解放出版社 (ISBN:978-4-7592-6420-3) 

2. 日本社会教育学会編、2004年、『現代的人権と社会教育の価値（講座 現代社会教育の理論Ⅱ）』、東洋館出版社 (ISBN:4-

491-02030-2) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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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)) 

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） 

果たして人間はどうしても教育されねばならない存在なのだろうか。このテーマをめぐり，参加者各人が自己の（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。このことが「教育を根本から考える」第一歩である。迂遠なようだが，参加者間

の討議により，教育の実践知の基盤となる反省知が獲得されていくはずである。 

また，上記のテーマと並行して，人間のメルクマールと教育の理念について考察し，近現代の教育史におけるそれぞれの時代の

教育思想とその教育理念についての理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業の目標に近づくべく，教育学および隣接諸科学の成果を援用しながら，主な柱として次のような問題を検討する。参加者間

で相互に討議する機会をなるべく多く設けたい。 

・人間のメルクマールと教育の理念 

・子どもと大人の関係の歴史的変遷 

・近代学校を導いた思想とその教育理念 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：「教育とは何か」，人間のメルクマールと教育の理念をどのように考えるか 

2. 人間の発達と教育（１）＝発達におよぼす素質の影響 

3. 人間の発達と教育（２）＝発達におよぼす環境の影響 

4. 人間発達における教育の必要性（１）＝人間発達の可塑性 

5. 人間発達における教育の必要性（２）＝人間発達と教育との関係 

6. 子どもと大人の関係の歴史的変遷（１）＝近代以前の子ども観と教育観（西洋） 

7. 子どもと大人の関係の歴史的変遷（２）＝近代以前の子ども観と教育観（日本） 

8. 子どもと大人の関係の歴史的変遷（３）＝近代における子ども観と教育観 

9. 子どもと大人の関係の歴史的変遷（４）＝現代の子ども観と教育観 

10. 近現代教育史（１）＝近代的教育システムの胎動 

11. 近現代教育史（２）＝戦前期の教育思想とその教育理念 

12. 近現代教育史（３）＝戦後改革の教育思想とその教育理念 

13. 近現代教育史（４）＝現代教育制度改革の教育思想とその教育理念概観 

14. まとめ＝人間と教育と教育の理念を再考する 

 

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

毎回のテーマについて関心を持ち，テキストや参考文献を一読すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の小レポート(100%) 

【変更前】平常点 100%（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） 

主たるテキストは、授業時に配付するプリント教材資料とする。 

 

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)) 

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） 

果たして人間はどうしても教育されねばならない存在なのだろうか。このテーマをめぐり，参加者各人が自己の（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。このことが「教育を根本から考える」第一歩である。迂遠なようだが，参加者間

の討議により，教育の実践知の基盤となる反省知が獲得されていくはずである。 

また，上記のテーマと並行して，人間のメルクマールと教育の理念について考察し，近現代の教育史におけるそれぞれの時代の

教育思想とその教育理念についての理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業の目標に近づくべく，教育学および隣接諸科学の成果を援用しながら，主な柱として次のような問題を検討する。参加者間

で相互に討議する機会をなるべく多く設けたい。 

・人間のメルクマールと教育の理念 

・子どもと大人の関係の歴史的変遷 

・近代学校を導いた思想とその教育理念 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：「教育とは何か」，人間のメルクマールと教育の理念をどのように考えるか 

2. 人間の発達と教育（１）＝発達におよぼす素質の影響 

3. 人間の発達と教育（２）＝発達におよぼす環境の影響 

4. 人間発達における教育の必要性（１）＝人間発達の可塑性 

5. 人間発達における教育の必要性（２）＝人間発達と教育との関係 

6. 子どもと大人の関係の歴史的変遷（１）＝近代以前の子ども観と教育観（西洋） 

7. 子どもと大人の関係の歴史的変遷（２）＝近代以前の子ども観と教育観（日本） 

8. 子どもと大人の関係の歴史的変遷（３）＝近代における子ども観と教育観 

9. 子どもと大人の関係の歴史的変遷（４）＝現代の子ども観と教育観 

10. 近現代教育史（１）＝近代的教育システムの胎動 

11. 近現代教育史（２）＝戦前期の教育思想とその教育理念 

12. 近現代教育史（３）＝戦後改革の教育思想とその教育理念 

13. 近現代教育史（４）＝現代教育制度改革の教育思想とその教育理念概観 

14. まとめ＝人間と教育と教育の理念を再考する 

 

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

毎回のテーマについて関心を持ち，テキストや参考文献を一読すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/授業内の課題(30%)/リアクションペーパーの提出状況(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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■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） 
篠原 康正(SHINOHARA YASUMASA) 

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） 

果たして人間はどうしても教育されねばならない存在なのだろうか。このテーマをめぐり，参加者各人が自己の（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。このことが「教育を根本から考える」第一歩である。迂遠なようだが，参加者間

の討議により，教育の実践知の基盤となる反省知が獲得されていくはずである。 

また，上記のテーマと並行して，人間のメルクマールと教育の理念について考察し，近現代の教育史におけるそれぞれの時代の

教育思想とその教育理念についての理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業の目標に近づくべく，教育学および隣接諸科学の成果を援用しながら，主な柱として次のような問題を検討する。参加者間

で相互に討議する機会をなるべく多く設けたい。 

・人間のメルクマールと教育の理念 

・子どもと大人の関係の歴史的変遷 

・近代学校を導いた思想とその教育理念 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：「教育とは何か」，人間のメルクマールと教育の理念をどのように考えるか 

2. 人間の発達と教育（１）＝発達におよぼす素質の影響 

3. 人間の発達と教育（２）＝発達におよぼす環境の影響 

4. 人間発達における教育の必要性（１）＝人間発達の可塑性 

5. 人間発達における教育の必要性（２）＝人間発達と教育との関係 

6. 子どもと大人の関係の歴史的変遷（１）＝近代以前の子ども観と教育観（西洋） 

7. 子どもと大人の関係の歴史的変遷（２）＝近代以前の子ども観と教育観（日本） 

8. 子どもと大人の関係の歴史的変遷（３）＝近代における子ども観と教育観 

9. 子どもと大人の関係の歴史的変遷（４）＝現代の子ども観と教育観 

10. 近現代教育史（１）＝近代的教育システムの胎動 

11. 近現代教育史（２）＝戦前期の教育思想とその教育理念 

12. 近現代教育史（３）＝戦後改革の教育思想とその教育理念 

13. 近現代教育史（４）＝現代教育制度改革の教育思想とその教育理念概観 

14. まとめ＝人間と教育と教育の理念を再考する 

 

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

毎回のテーマについて関心を持ち，テキストや参考文献を一読すること。 

 

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） 

テーマにそって、その都度取り上げる。 

 

参考文献（Readings） 

1. 堀尾輝久他編、2016、『地球時代の教育原理』、三恵社 (ISBN:978-4-86487-476-2) 

2. 岡田昭人編著、2015、『教育学入門』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4-623-07298-9) 

 

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)) 

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） 

果たして人間はどうしても教育されねばならない存在なのだろうか。このテーマをめぐり，参加者各人が自己の（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。このことが「教育を根本から考える」第一歩である。迂遠なようだが，参加者間

の討議により，教育の実践知の基盤となる反省知が獲得されていくはずである。 

また，上記のテーマと並行して，人間のメルクマールと教育の理念について考察し，近現代の教育史におけるそれぞれの時代の

教育思想とその教育理念についての理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業の目標に近づくべく，教育学および隣接諸科学の成果を援用しながら，主な柱として次のような問題を検討する。参加者間

で相互に討議する機会をなるべく多く設けたい。 

・人間のメルクマールと教育の理念 

・子どもと大人の関係の歴史的変遷 

・近代学校を導いた思想とその教育理念 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：「教育とは何か」，人間のメルクマールと教育の理念をどのように考えるか 

2. 人間の発達と教育（１）＝発達におよぼす素質の影響 

3. 人間の発達と教育（２）＝発達におよぼす環境の影響 

4. 人間発達における教育の必要性（１）＝人間発達の可塑性 

5. 人間発達における教育の必要性（２）＝人間発達と教育との関係 

6. 子どもと大人の関係の歴史的変遷（１）＝近代以前の子ども観と教育観（西洋） 

7. 子どもと大人の関係の歴史的変遷（２）＝近代以前の子ども観と教育観（日本） 

8. 子どもと大人の関係の歴史的変遷（３）＝近代における子ども観と教育観 

9. 子どもと大人の関係の歴史的変遷（４）＝現代の子ども観と教育観 

10. 近現代教育史（１）＝近代的教育システムの胎動 

11. 近現代教育史（２）＝戦前期の教育思想とその教育理念 

12. 近現代教育史（３）＝戦後改革の教育思想とその教育理念 

13. 近現代教育史（４）＝現代教育制度改革の教育思想とその教育理念概観 

14. まとめ＝人間と教育と教育の理念を再考する 

 

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

毎回のテーマについて関心を持ち，テキストや参考文献を一読すること。 

授業終了時に次回の内容を予告し課題を提示するのでそれに従って学習すること。 

 

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%) 

【変更前】最終テスト(Final Test)(40%) 、授業中の小レポート(60%) 

 

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 年、『教育入門』、岩波書店 (ISBN:4004300541) 

2. 堀尾輝久、1997 年、『現代社会と教育』、岩波書店 (ISBN:4004305217) 

3. 勝田守一、1990 年、『能力と発達と学習』、国土社 (ISBN:4337659269) 

4. ルソー、1994 年、『エミール（上・中・下）』、岩波書店 (9784003362211、9784003362228、9784003362235) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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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） 
坂本 保宏(SAKAMOTO YASUHIRO) 

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. 導入：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. キャリア・カウンセリングの方法、ポートフォリオの活用 

14. まとめ 

 

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

毎回のテーマについて関心を持ち、参考文献を一読すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(70%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 文部科学省、2010、『生徒指導提要』、教育図書 (ISBN:978-4-87730-274-0) 

 

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） 

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. 導入：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. キャリア・カウンセリングの方法、ポートフォリオの活用 

14. まとめ 

 

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

毎回のテーマについて関心を持ち、参考文献を一読すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業参加態度(20%)/リアクションペーパー(30%)/課題(10%) 

科目の特性上、講義への遅刻や授業中の飲食を含む基本的態度も評価のマイナス要因となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 文部科学省、2010、『生徒指導提要』、教育図書 (ISBN:978-4-87730-274-0) 

2. 児美川孝一郎、2013、『キャリア教育のウソ』、ちくまプリマー新書 (ISBN:978-4-480-68899-6) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

基本的に毎回提示する課題について、自分の考えや経験をまとめてもらう。 

 

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） 

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. 導入：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. キャリア・カウンセリングの方法、ポートフォリオの活用 

14. まとめ 

 

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

毎回のテーマについて関心を持ち、参考文献を一読すること。 

『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） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/中間テスト(10%)/中間レポート(30%) 

２／３以上の出席をもって成績評価の対象とする。 

 

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、2010、『生徒指導提要』、教育図書 (ISBN:978-4-87730-274-0) 

2. 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) 

3. 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) 

 

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、中間レポートには 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） 
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） 
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. 導入：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. キャリア・カウンセリングの方法、ポートフォリオの活用 

14. まとめ 

 

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

毎回のテーマについて関心を持ち、参考文献を一読すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2011、『生徒指導提要』、教育図書 (ISBN:4877302743) 

 

参考文献（Readings） 

1. 土井隆義、2010、『友だち地獄』、ちくま新書 (ISBN:9784480064165) 

2. 逸見･山中編著、2015、『大学生が出会うリスクとセルフマネジメント』、学苑社 (ISBN:4761407719) 

3. 山田ズーニー、2012、『おとなの進路教室』、河出書房新社 (97843009411439) 

授業内で適宜紹介し，ブックレポートを課します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・文部科学省『生徒指導提要』ダウンロードサイト https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1404008.htm 

 

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)) 

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） 

教育は、子どもが接する教育課程・教育内容を通して社会的・制度的に現象する作用である。それゆえに、教育を社会現象であ

る「制度としての教育」として理解することが重要である。本講義では、そのような理解に必要な教育法学・教育行政学の基本的

知識修得を目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義は、教育に関する制度及び教育課程に関する教育の基礎的事項を学修する科目である。教育制度及び教育課程は、そ

の規範が日本国憲法(憲法、1946 年)及び旧教育基本法（旧教基法、1947 年）の精神－〈人権としての教育〉－にあることはいう

までもない。旧教基法を全面改正し成立した新教育基本法（新教基法、2006 年）以降に具体化する現代日本の教育改革が、私

たち国民の教育をどこに導くのかについて、現憲法の精神を拠り所にリアルに考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業ガイダンス(授業内容及び進め方)・教育制度とはなにか 

2. 戦後教育改革の歴史的意義 

3. 憲法・教育基本法制 

4. 現代学校制度の原理と機能 

5. 教育行政の原理と組織 

6. 教育課程の法と行政 

7. 学習指導要領の歴史と今日的特徴 

8. 教科書裁判の展開 

9. 教職員法制の原理と展開 

10. 教育条件整備と教育財政 

11. 学校経営とカリキュラム・マネジメント 

12. 教育参加と地域連携 

13. 学校安全 

14. 人権としての教育をめぐる現代的課題・授業のまとめ 

 

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

毎回のテーマについて関心を持ち、テキストや参考文献を一読すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の小レポート(100%) 

2020.9.8 付変更【変更前】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） 

なし 

 

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) 

2. 市川須美子・小野田正利他編、2020、『教育省六法 2020』、学陽書房 (ISBN:ISBN978-4313-01195-3) 

3. 姉崎洋一・荒牧重人他編、2020、『解説教育六法 2020』、三省堂 (ISBN:ISBN978-4385-15948-5) 

4. 土屋基規編、2011、『現代教育制度論』、ミネルヴァ書房 (ISBN:ISBN9784623058358) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

『新学習指導要領（本文、解説、資料等）』www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/index.htm 

 

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)) 

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） 

教育は、子どもが接する教育課程・教育内容を通して社会的・制度的に現象する作用である。それゆえに、教育を社会現象であ

る「制度としての教育」として理解することが重要である。本講義では、そのような理解に必要な教育法学・教育行政学の基本的

知識修得を目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義は、教育に関する制度及び教育課程に関する教育の基礎的事項を学修する科目である。教育制度及び教育課程は、そ

の規範が日本国憲法(憲法、1946 年)及び旧教育基本法（旧教基法、1947 年）の精神－〈人権としての教育〉－にあることはいう

までもない。旧教基法を全面改正し成立した新教育基本法（新教基法、2006 年）以降に具体化する現代日本の教育改革が、私

たち国民の教育をどこに導くのかについて、現憲法の精神を拠り所にリアルに考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業ガイダンス(授業内容及び進め方)・教育制度とはなにか 

2. 戦後教育改革の歴史的意義 

3. 憲法・教育基本法制 

4. 現代学校制度の原理と機能 

5. 教育行政の原理と組織 

6. 教育課程の法と行政 

7. 学習指導要領の歴史と今日的特徴 

8. 教科書裁判の展開 

9. 教職員法制の原理と展開 

10. 教育条件整備と教育財政 

11. 学校経営とカリキュラム・マネジメント 

12. 教育参加と地域連携 

13. 学校安全 

14. 人権としての教育をめぐる現代的課題・授業のまとめ 

 

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

毎回のテーマについて関心を持ち、テキストや参考文献を一読すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/中間テスト(40%)/課題の提出と内容、リアクションペーパーの内容(20%) 

成績評価の基準内訳は上記の通りであるが、2/3 以上の出席が確認できなければ単位認定はしない。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント教材を毎々配布する 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

『新学習指導要領（本文、解説、資料等）』www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/index.htm 

 

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） 
篠原 康正(SHINOHARA YASUMASA) 

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） 

教育は、子どもが接する教育課程・教育内容を通して社会的・制度的に現象する作用である。それゆえに、教育を社会現象であ

る「制度としての教育」として理解することが重要である。本講義では、そのような理解に必要な教育法学・教育行政学の基本的

知識修得を目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義は、教育に関する制度及び教育課程に関する教育の基礎的事項を学修する科目である。教育制度及び教育課程は、そ

の規範が日本国憲法(憲法、1946 年)及び旧教育基本法（旧教基法、1947 年）の精神－〈人権としての教育〉－にあることはいう

までもない。旧教基法を全面改正し成立した新教育基本法（新教基法、2006 年）以降に具体化する現代日本の教育改革が、私

たち国民の教育をどこに導くのかについて、現憲法の精神を拠り所にリアルに考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業ガイダンス(授業内容及び進め方)・教育制度とはなにか 

2. 戦後教育改革の歴史的意義 

3. 憲法・教育基本法制 

4. 現代学校制度の原理と機能 

5. 教育行政の原理と組織 

6. 教育課程の法と行政 

7. 学習指導要領の歴史と今日的特徴 

8. 教科書裁判の展開 

9. 教職員法制の原理と展開 

10. 教育条件整備と教育財政 

11. 学校経営とカリキュラム・マネジメント 

12. 教育参加と地域連携 

13. 学校安全 

14. 人権としての教育をめぐる現代的課題・授業のまとめ 

 

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

毎回のテーマについて関心を持ち、テキストや参考文献を一読すること。 

 

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） 

テーマにそって、その都度取り上げる。 

 

参考文献（Readings） 

1. 堀尾輝久他編、2016、『地球時代の教育原理』、三恵社 (ISBN:978-4-86487-476-2) 

2. 岡田昭人編著、2015、『教育学入門』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4-623-07298-9) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

『新学習指導要領（本文、解説、資料等）』www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/index.htm 

 

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)) 

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） 

教育は、子どもが接する教育課程・教育内容を通して社会的・制度的に現象する作用である。それゆえに、教育を社会現象であ

る「制度としての教育」として理解することが重要である。本講義では、そのような理解に必要な教育法学・教育行政学の基本的

知識修得を目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義は、教育に関する制度及び教育課程に関する教育の基礎的事項を学修する科目である。教育制度及び教育課程は、そ

の規範が日本国憲法(憲法、1946 年)及び旧教育基本法（旧教基法、1947 年）の精神－〈人権としての教育〉－にあることはいう

までもない。旧教基法を全面改正し成立した新教育基本法（新教基法、2006 年）以降に具体化する現代日本の教育改革が、私

たち国民の教育をどこに導くのかについて、現憲法の精神を拠り所にリアルに考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業ガイダンス(授業内容及び進め方)・教育制度とはなにか 

2. 戦後教育改革の歴史的意義 

3. 憲法・教育基本法制 

4. 現代学校制度の原理と機能 

5. 教育行政の原理と組織 

6. 教育課程の法と行政 

7. 学習指導要領の歴史と今日的特徴 

8. 教科書裁判の展開 

9. 教職員法制の原理と展開 

10. 教育条件整備と教育財政 

11. 学校経営とカリキュラム・マネジメント 

12. 教育参加と地域連携 

13. 学校安全 

14. 人権としての教育をめぐる現代的課題・授業のまとめ 

 

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

毎回のテーマについて関心を持ち、テキストや参考文献を一読すること。 

授業終了時に次回の内容を予告するので、指示に従って学習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業中の小レポート(60%) 

 

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） 

授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

『新学習指導要領（本文、解説、資料等）』www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/index.htm 

 

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） 
川口 幸也(KAWAGUCHI YUKIYA) 

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） 

博物館についての基本的で広範囲な知識を，活動の実際や法制度面も含めて学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博物館および博物館学の意義と歴史，および現状について，具体的な事例を踏まえながら振り返り，今後の可能性について考察

する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 博物学とミュージアム 

2. ミュージアムの歴史―その起源 

3. ミュージアムの歴史―珍品陳列室の時代 

4. ミュージアムの歴史―王侯貴族のギャラリー 

5. ミュージアムの歴史―大英博物館の誕生 

6. ミュージアムの歴史―ルーヴル美術館の誕生 

7. ミュージアムの歴史―動物園，植物園，水族館 

8. ミュージアムの歴史―民族学博物館 

9. ミュージアムの現在―近代美術館と現代美術館 

10. ミュージアムの現在―参加と居場所 

11. ミュージアムの現在―中国，韓国，インド，シンガポールから 

12. ミュージアムの現在―イスラム圏から 

13. ミュージアムの現在―アフリカから 

14. 結びーミュージアムの未来，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） 

日ごろから博物館，美術館などに積極的に足を運んで，自分なりの当事者意識，問題意識を培っておくことが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

複数回の授業内レポート(70%)/リアクション・ペーパーの提出回数と内容(30%) 

【再変更前】複数回の授業内レポート(70%) ，出席回数(30%)【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% 

(授業への参画度とリアクション・ペーパー30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

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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■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） 
川口 幸也(KAWAGUCHI YUKIYA) 

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） 

博物館についての基本的で広範囲な知識を，活動の実際や法制度面も含めて学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博物館および博物館学の意義と歴史，および現状について，具体的な事例を踏まえながら振り返り，今後の可能性について考察

する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 博物学とミュージアム 

2. ミュージアムの歴史―その起源 

3. ミュージアムの歴史―珍品陳列室の時代 

4. ミュージアムの歴史―王侯貴族のギャラリー 

5. ミュージアムの歴史―大英博物館の誕生 

6. ミュージアムの歴史―ルーヴル美術館の誕生 

7. ミュージアムの歴史―動物園，植物園，水族館 

8. ミュージアムの歴史―民族学博物館 

9. ミュージアムの現在―近代美術館と現代美術館 

10. ミュージアムの現在―参加と居場所 

11. ミュージアムの現在―中国，韓国，インド，シンガポールから 

12. ミュージアムの現在―イスラム圏から 

13. ミュージアムの現在―アフリカから 

14. 結びーミュージアムの未来，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） 

日ごろから博物館，美術館などに積極的に足を運んで，自分なりの当事者意識，問題意識を培っておくことが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

複数回の授業内レポート(70%)/リアクション・ペーパーの提出回数と内容(30%) 

【再変更前】複数回の授業内レポート(70%) ，出席回数(30%)【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% 

(授業への参画度とリアクション・ペーパー30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

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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■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 

情報共有（information sharing）という理念 

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. 図書館の種類 

図書館関連の法規 

4. 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 

情報共有（information sharing）という理念 

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. 図書館の種類 

図書館関連の法規 

4. 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・社会教育の機会 

6. 生涯学習・社会教育の内容・形態・方法 

7. 生涯学習の振興施策の動向 

8. 社会教育法と社会教育行政 

9. 生涯学習・社会教育のための施設 1 

10. 生涯学習・社会教育のための施設 2 

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） 
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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） 
中村 由香(NAKAMURA YUKA) 

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，成人学習の理論と

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，成人教育学の考え方や，成人学習の代表的な理論について，講義やグループワークを行いま

す。施設見学に関するレポート発表の機会も設けます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 生涯学習関連施設の種類と役割 

3. 生涯学習論の国際的展開（1）：ユネスコの動向 

4. 生涯学習論の国際的展開（2）：OECD の動向 

5. 日本における生涯学習政策の流れ（1）：「学歴社会」とは何か 

6. 日本における生涯学習政策の流れ（2）：「学歴社会」と「生涯学習社会」との違い 

7. 学校，家庭，地域の連携・協働 

8. 学校外教育に関わる NPO の活動 

9. 地域の活性化に関わる組織や団体の活動 

10. 社会教育施設・生涯学習関連施設の見学レポートの発表 

11. 成人教育学（アンドラゴジー）の考え方 

12. 成人学習の理論（1）：経験学習論と変容学習論 

13. 成人学習の理論（2）：状況的学習論 

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） 

授業時間外の学習に関する指示は，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） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/リアクションペーパー(40%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は，単位修得不可とします。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)45%, 平常点(In-class Points)55% (リアクションペーパー40%,中間レポート提出と発表 15%) 

 

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，それ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)） 

パワーポイントを用いた講義形式を基本としますが、映像資料も適宜活用します。また授業の中で、グループワークを実施するこ



 - 281 - 

とがあります。 

授業の冒頭にパワーポイントのハンドアウトを配付します。その中に，各授業の参考文献や、授業時間外の学習に関する指示、

中間レポートの内容、筆記試験に関する注意事項を記載します。ハンドアウトは，翌週までに Blackboard 上で参照できるようにし

ます。 

中間レポートでは，社会教育施設・生涯学習関連施設を見学し，その要点をまとめることを求めます。レポートの内容について

は，授業の中でグループ内発表を求めます。 

各授業の終了後、リアクションペーパーの提出を求めます。リアクションペーパーで出された意見については、次回授業開始時に

フィードバックを行います。 

 

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） 
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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） 
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） 
CET1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程について、基礎的な知識を身につけ、各発達段階における心理的特性を踏

まえた学習活動を支える指導の基礎となる教育心理的観点からの生徒理解や授業方法についての考え方を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

幼児、児童及び生徒の心身の発達の過程及び特徴を理解するとともに、学習に関する基礎的知識を身に付け、また発達を踏ま

えた学習を支える指導についての基礎的な考え方を理解する。さらに、心身のしょうがい、発達しょうがいを持つ生徒の心理、学

習過程と指導について学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業ガイダンス(授業内容および進め方)・乳幼児期の人格発達 

2. 児童期・青年期の人格発達 

3. 乳幼児期から青年期の認知発達 

4. 乳幼児期から青年期の言語発達 

5. 乳幼児期から青年期の運動発達 

6. 心身のしょうがいの基礎理解と指導法 

7. 発達しょうがいの特性と指導法 

8. 学習理論 

9. 動機づけ 

10. 集団と学習 

11. 教育評価 

12. 主体的学習とは 

13. 主体的学習の指導 

14. 学校教育に活かす教育心理学とは・授業のまとめ 

 

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

毎回のテーマについて関心を持ち、テキストや参考文献を一読すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/講義への取り組み、リアクションシート、出席等(60%) 

【変更前】平常点 100％（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%） 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 岩瀧大樹、2012、『教育臨床と心理学』、学文社 (ISBN:9784762022791) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・文部科学省、2017、発達障害を含む障害のある幼児児童生徒に対する教育支援体制整備ガイドライン（平成 29 年 3 月、本文） 

http://s.rikkyo.ac.jp/edupsy 

 

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） 
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） 

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程について、基礎的な知識を身につけ、各発達段階における心理的特性を踏

まえた学習活動を支える指導の基礎となる教育心理的観点からの生徒理解や授業方法についての考え方を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

幼児、児童及び生徒の心身の発達の過程及び特徴を理解するとともに、学習に関する基礎的知識を身に付け、また発達を踏ま

えた学習を支える指導についての基礎的な考え方を理解する。さらに、心身のしょうがい、発達しょうがいを持つ生徒の心理、学

習過程と指導について学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業ガイダンス(授業内容および進め方)・乳幼児期の人格発達 

2. 児童期・青年期の人格発達 

3. 乳幼児期から青年期の認知発達 

4. 乳幼児期から青年期の言語発達 

5. 乳幼児期から青年期の運動発達 

6. 心身のしょうがいの基礎理解と指導法 

7. 発達しょうがいの特性と指導法 

8. 学習理論 

9. 動機づけ 

10. 集団と学習 

11. 教育評価 

12. 主体的学習とは 

13. 主体的学習の指導 

14. 学校教育に活かす教育心理学とは・授業のまとめ 

 

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

毎回のテーマについて関心を持ち、テキストや参考文献を一読すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への積極的な参加・リアクションペーパーの内容(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

指定はありません。毎回の授業でレジュメを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・文部科学省、2017、発達障害を含む障害のある幼児児童生徒に対する教育支援体制整備ガイドライン（平成 29 年 3 月、本文） 

http://s.rikkyo.ac.jp/edupsy 

 

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） 
岸 竜馬(KISHI TATSUMA) 

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） 

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程について、基礎的な知識を身につけ、各発達段階における心理的特性を踏

まえた学習活動を支える指導の基礎となる教育心理的観点からの生徒理解や授業方法についての考え方を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

幼児、児童及び生徒の心身の発達の過程及び特徴を理解するとともに、学習に関する基礎的知識を身に付け、また発達を踏ま

えた学習を支える指導についての基礎的な考え方を理解する。さらに、心身のしょうがい、発達しょうがいを持つ生徒の心理、学

習過程と指導について学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業ガイダンス(授業内容および進め方)・乳幼児期の人格発達 

2. 児童期・青年期の人格発達 

3. 乳幼児期から青年期の認知発達 

4. 乳幼児期から青年期の言語発達 

5. 乳幼児期から青年期の運動発達 

6. 心身のしょうがいの基礎理解と指導法 

7. 発達しょうがいの特性と指導法 

8. 学習理論 

9. 動機づけ 

10. 集団と学習 

11. 教育評価 

12. 主体的学習とは 

13. 主体的学習の指導 

14. 学校教育に活かす教育心理学とは・授業のまとめ 

 

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

毎回のテーマについて関心を持ち、テキストや参考文献を一読すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/毎回の講義後のリアクションペーパー提出(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・文部科学省、2017、発達障害を含む障害のある幼児児童生徒に対する教育支援体制整備ガイドライン（平成 29 年 3 月、本文） 

http://s.rikkyo.ac.jp/edupsy 

 

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)) 

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） 

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程について、基礎的な知識を身につけ、各発達段階における心理的特性を踏

まえた学習活動を支える指導の基礎となる教育心理的観点からの生徒理解や授業方法についての考え方を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

幼児、児童及び生徒の心身の発達の過程及び特徴を理解するとともに、学習に関する基礎的知識を身に付け、また発達を踏ま

えた学習を支える指導についての基礎的な考え方を理解する。さらに、心身のしょうがい、発達しょうがいを持つ生徒の心理、学

習過程と指導について学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業ガイダンス(授業内容および進め方)・乳幼児期の人格発達 

2. 児童期・青年期の人格発達 

3. 乳幼児期から青年期の認知発達 

4. 乳幼児期から青年期の言語発達 

5. 乳幼児期から青年期の運動発達 

6. 心身のしょうがいの基礎理解と指導法 

7. 発達しょうがいの特性と指導法 

8. 学習理論 

9. 動機づけ 

10. 集団と学習 

11. 教育評価 

12. 主体的学習とは 

13. 主体的学習の指導 

14. 学校教育に活かす教育心理学とは・授業のまとめ 

 

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

毎回のテーマについて関心を持ち、テキストや参考文献を一読すること。 

 

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や授業内課題の提出など、授業への積極的取り組み(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 子安増夫・田中俊也・南風原朝和・伊東裕司(著）、2015、『教育心理学 第 3 版（ベーシック現代心理学 6）』、有斐閣 

(ISBN:4641072450) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・文部科学省、2017、発達障害を含む障害のある幼児児童生徒に対する教育支援体制整備ガイドライン（平成 29 年 3 月、本文） 

http://s.rikkyo.ac.jp/edupsy 

 

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） 
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） 

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程について、基礎的な知識を身につけ、各発達段階における心理的特性を踏

まえた学習活動を支える指導の基礎となる教育心理的観点からの生徒理解や授業方法についての考え方を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

幼児、児童及び生徒の心身の発達の過程及び特徴を理解するとともに、学習に関する基礎的知識を身に付け、また発達を踏ま

えた学習を支える指導についての基礎的な考え方を理解する。さらに、心身のしょうがい、発達しょうがいを持つ生徒の心理、学

習過程と指導について学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業ガイダンス(授業内容および進め方)・乳幼児期の人格発達 

2. 児童期・青年期の人格発達 

3. 乳幼児期から青年期の認知発達 

4. 乳幼児期から青年期の言語発達 

5. 乳幼児期から青年期の運動発達 

6. 心身のしょうがいの基礎理解と指導法 

7. 発達しょうがいの特性と指導法 

8. 学習理論 

9. 動機づけ 

10. 集団と学習 

11. 教育評価 

12. 主体的学習とは 

13. 主体的学習の指導 

14. 学校教育に活かす教育心理学とは・授業のまとめ 

 

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

毎回のテーマについて関心を持ち、テキストや参考文献を一読すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/リアクションペーパー(30%)/グループワーク、講義参加への姿勢(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・文部科学省、2017、発達障害を含む障害のある幼児児童生徒に対する教育支援体制整備ガイドライン（平成 29 年 3 月、本文） 

http://s.rikkyo.ac.jp/edupsy 

 

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） 

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程について、基礎的な知識を身につけ、各発達段階における心理的特性を踏

まえた学習活動を支える指導の基礎となる教育心理的観点からの生徒理解や授業方法についての考え方を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

幼児、児童及び生徒の心身の発達の過程及び特徴を理解するとともに、学習に関する基礎的知識を身に付け、また発達を踏ま

えた学習を支える指導についての基礎的な考え方を理解する。さらに、心身のしょうがい、発達しょうがいを持つ生徒の心理、学

習過程と指導について学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業ガイダンス(授業内容および進め方)・乳幼児期の人格発達 

2. 児童期・青年期の人格発達 

3. 乳幼児期から青年期の認知発達 

4. 乳幼児期から青年期の言語発達 

5. 乳幼児期から青年期の運動発達 

6. 心身のしょうがいの基礎理解と指導法 

7. 発達しょうがいの特性と指導法 

8. 学習理論 

9. 動機づけ 

10. 集団と学習 

11. 教育評価 

12. 主体的学習とは 

13. 主体的学習の指導 

14. 学校教育に活かす教育心理学とは・授業のまとめ 

 

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

毎回のテーマについて関心を持ち、テキストや参考文献を一読すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/コメント作成(GoogleForm)および掲示板への参加による平常点(40%)/中間課題(20%) 

【変更前】平常点 100％（最終テスト(Final Test)40%, 中間課題 40%, 出席・リアクションペーパーへの回答などによる平常点 20%） 

 

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)） 

・文部科学省、2017、発達障害を含む障害のある幼児児童生徒に対する教育支援体制整備ガイドライン（平成 29 年 3 月、本文） 

http://s.rikkyo.ac.jp/edupsy 

 

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） 
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） 

果たして人間はどうしても教育されねばならない存在なのだろうか。このテーマをめぐり，参加者各人が自己の（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。このことが「教育を根本から考える」第一歩である。迂遠なようだが，参加者間

の討議により，教育の実践知の基盤となる反省知が獲得されていくはずである。 

また，上記のテーマと並行して，人間のメルクマールと教育の理念について考察し，近現代の教育史におけるそれぞれの時代の

教育思想とその教育理念についての理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業の目標に近づくべく，教育学および隣接諸科学の成果を援用しながら，主な柱として次のような問題を検討する。参加者間

で相互に討議する機会をなるべく多く設けたい。 

・人間のメルクマールと教育の理念 

・子どもと大人の関係の歴史的変遷 

・近代学校を導いた思想とその教育理念 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：「教育とは何か」，人間のメルクマールと教育の理念をどのように考えるか 

2. 人間の発達と教育（１）＝発達におよぼす素質の影響 

3. 人間の発達と教育（２）＝発達におよぼす環境の影響 

4. 人間発達における教育の必要性（１）＝人間発達の可塑性 

5. 人間発達における教育の必要性（２）＝人間発達と教育との関係 

6. 子どもと大人の関係の歴史的変遷（１）＝近代以前の子ども観と教育観（西洋） 

7. 子どもと大人の関係の歴史的変遷（２）＝近代以前の子ども観と教育観（日本） 

8. 子どもと大人の関係の歴史的変遷（３）＝近代における子ども観と教育観 

9. 子どもと大人の関係の歴史的変遷（４）＝現代の子ども観と教育観 

10. 近現代教育史（１）＝近代的教育システムの胎動 

11. 近現代教育史（２）＝戦前期の教育思想とその教育理念 

12. 近現代教育史（３）＝戦後改革の教育思想とその教育理念 

13. 近現代教育史（４）＝現代教育制度改革の教育思想とその教育理念概観 

14. まとめ＝人間と教育と教育の理念を再考する 

 

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

毎回のテーマについて関心を持ち，テキストや参考文献を一読すること。 

 

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. 堀尾輝久他編、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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■GX851 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GX851／教育原論（Ｎ） 

(Principles of Education (N)) 

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） 

果たして人間はどうしても教育されねばならない存在なのだろうか。このテーマをめぐり，参加者各人が自己の（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。このことが「教育を根本から考える」第一歩である。迂遠なようだが，参加者間

の討議により，教育の実践知の基盤となる反省知が獲得されていくはずである。 

また，上記のテーマと並行して，人間のメルクマールと教育の理念について考察し，近現代の教育史におけるそれぞれの時代の

教育思想とその教育理念についての理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業の目標に近づくべく，教育学および隣接諸科学の成果を援用しながら，主な柱として次のような問題を検討する。参加者間

で相互に討議する機会をなるべく多く設けたい。 

・人間のメルクマールと教育の理念 

・子どもと大人の関係の歴史的変遷 

・近代学校を導いた思想とその教育理念 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：「教育とは何か」，人間のメルクマールと教育の理念をどのように考えるか 

2. 人間の発達と教育（１）＝発達におよぼす素質の影響 

3. 人間の発達と教育（２）＝発達におよぼす環境の影響 

4. 人間発達における教育の必要性（１）＝人間発達の可塑性 

5. 人間発達における教育の必要性（２）＝人間発達と教育との関係 

6. 子どもと大人の関係の歴史的変遷（１）＝近代以前の子ども観と教育観（西洋） 

7. 子どもと大人の関係の歴史的変遷（２）＝近代以前の子ども観と教育観（日本） 

8. 子どもと大人の関係の歴史的変遷（３）＝近代における子ども観と教育観 

9. 子どもと大人の関係の歴史的変遷（４）＝現代の子ども観と教育観 

10. 近現代教育史（１）＝近代的教育システムの胎動 

11. 近現代教育史（２）＝戦前期の教育思想とその教育理念 

12. 近現代教育史（３）＝戦後改革の教育思想とその教育理念 

13. 近現代教育史（４）＝現代教育制度改革の教育思想とその教育理念概観 

14. まとめ＝人間と教育と教育の理念を再考する 

 

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

毎回のテーマについて関心を持ち，テキストや参考文献を一読すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/授業内小レポート(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回資料を配付します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 汐見稔幸他、2011、『よくわかる教育原理』、ミネルヴァ書房 (ISBN:ISBN：462305926X) 

 

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ホームページ 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） 
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） 

教育は、子どもが接する教育課程・教育内容を通して社会的・制度的に現象する作用である。それゆえに、教育を社会現象であ

る「制度としての教育」として理解することが重要である。本講義では、そのような理解に必要な教育法学・教育行政学の基本的

知識修得を目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義は、教育に関する制度及び教育課程に関する教育の基礎的事項を学修する科目である。教育制度及び教育課程は、そ

の規範が日本国憲法(憲法、1946 年)及び旧教育基本法（旧教基法、1947 年）の精神－〈人権としての教育〉－にあることはいう

までもない。旧教基法を全面改正し成立した新教育基本法（新教基法、2006 年）以降に具体化する現代日本の教育改革が、私

たち国民の教育をどこに導くのかについて、現憲法の精神を拠り所にリアルに考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業ガイダンス(授業内容及び進め方)・教育制度とはなにか 

2. 戦後教育改革の歴史的意義 

3. 憲法・教育基本法制 

4. 現代学校制度の原理と機能 

5. 教育行政の原理と組織 

6. 教育課程の法と行政 

7. 学習指導要領の歴史と今日的特徴 

8. 教科書裁判の展開 

9. 教職員法制の原理と展開 

10. 教育条件整備と教育財政 

11. 学校経営とカリキュラム・マネジメント 

12. 教育参加と地域連携 

13. 学校安全 

14. 人権としての教育をめぐる現代的課題・授業のまとめ 

 

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

毎回のテーマについて関心を持ち、テキストや参考文献を一読すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/中間テスト(40%)/課題の提出と内容、リアクションペーパーの内容(20%) 

成績評価の基準内訳は上記の通りであるが、2/3 以上の出席が確認できなければ単位認定はしない。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント教材を毎々配布する 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

『新学習指導要領（本文、解説、資料等）』www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/index.htm 

 

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)) 

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） 

教育は、子どもが接する教育課程・教育内容を通して社会的・制度的に現象する作用である。それゆえに、教育を社会現象であ

る「制度としての教育」として理解することが重要である。本講義では、そのような理解に必要な教育法学・教育行政学の基本的

知識修得を目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義は、教育に関する制度及び教育課程に関する教育の基礎的事項を学修する科目である。教育制度及び教育課程は、そ

の規範が日本国憲法(憲法、1946 年)及び旧教育基本法（旧教基法、1947 年）の精神－〈人権としての教育〉－にあることはいう

までもない。旧教基法を全面改正し成立した新教育基本法（新教基法、2006 年）以降に具体化する現代日本の教育改革が、私

たち国民の教育をどこに導くのかについて、現憲法の精神を拠り所にリアルに考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業ガイダンス(授業内容及び進め方)・教育制度とはなにか 

2. 戦後教育改革の歴史的意義 

3. 憲法・教育基本法制 

4. 現代学校制度の原理と機能 

5. 教育行政の原理と組織 

6. 教育課程の法と行政 

7. 学習指導要領の歴史と今日的特徴 

8. 教科書裁判の展開 

9. 教職員法制の原理と展開 

10. 教育条件整備と教育財政 

11. 学校経営とカリキュラム・マネジメント 

12. 教育参加と地域連携 

13. 学校安全 

14. 人権としての教育をめぐる現代的課題・授業のまとめ 

 

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

毎回のテーマについて関心を持ち、テキストや参考文献を一読すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/授業内小レポート(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回資料を配付します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 汐見稔幸他、2011、『よくわかる教育原理』、ミネルヴァ書房 (ISBN:ISBN：462305926X) 

2. 解説教育六法編修委員会 編、2019、『解説教育六法』、三省堂 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

『新学習指導要領（本文、解説、資料等）』www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/index.htm 

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ホームページ 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)) 

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） 

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. 導入：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. キャリア・カウンセリングの方法、ポートフォリオの活用 

14. まとめ 

 

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

毎回のテーマについて関心を持ち、参考文献を一読すること。 

 

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%)/授業で示した課題(20%) 

2/3 以上出席していないと単位修得は不可 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 文部科学省、2010、『生徒指導提要』、教育図書 (ISBN:978-4-87730-274-0) 

2. 平野和弘編著、2008、『オレたちの学校浦商定時制－居場所から「学び」の場へ－』、草土文化 (ISBN:978-4-7945-0984-0) 

授業の進行に合わせて適宜資料配布する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

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)) 

担当者名 

（Instructor） 
原 美香(HARA MIKA) 

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. 導入：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. キャリア・カウンセリングの方法、ポートフォリオの活用 

14. まとめ 

 

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

毎回のテーマについて関心を持ち、参考文献を一読すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/リアクションペーパー(30%)/グループワーク、講義参加への姿勢(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 文部科学省、2010、『生徒指導提要』、教育図書 (ISBN:978-4-87730-274-0) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 



 

  



 

 

 

 


