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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） 
森田 満夫(MORITA MITSUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET4510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「その他」登録科目 

池袋キャンパス所属学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

少人数クラスを編成し，演習形式で講義とディスカッションを中心に展開する。 

 

また中・高の現職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。 

 

授業は，「クラス別授業」と「クラス合同授業」によって構成される。 

「クラス合同授業」は，「教職実践演習(中･高)」履修の全学生が一同に介して受講する形態をとる。 

「クラス別授業」は，各クラス担当者により授業計画に沿って授業が進行する。 

 

履修希望クラスは，下記「注意事項」にしたがって，各自の秋学期履修計画に基づき手続きをおこなうこと。クラス確定後のクラス

変更は原則，認めない。 

 

なお「クラス合同授業」の日程など授業実施の詳細は，7 月初旬に発表される受講クラスと同時に連絡する。各自確認すること。 

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，履修計画等を検討すること。 

 

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(ICT活用事例を含む)実践研究（１） 

5. 教科指導(ICT活用事例を含む)実践研究（２） 

6. 教科指導(ICT活用事例を含む)実践研究（３） 

7. 教科外指導(ICT活用事例を含む)実践研究（１） 

8. 教科外指導(ICT活用事例を含む)実践研究（２） 

9. 教科外指導(ICT活用事例を含む)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。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・下記注意事項を厳守すること。 

・WEB 上の教務部掲示板（学校・社会教育講座「教職課程」）・クラス担当教員の指示に従い「立教時間」または「Blackboard」によ

る連絡等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，４月に掲示等にて指示する「『教職実践演習（中・高） 』履修希望届」入力フォームより希望科目を４月末まで

の指定された期日に入力することになる。各自，秋学期の履修計画をもとに第３希望まで検討しておくこと。 

・配当クラスについては，7 月上旬に教務部掲示板（学校・社会教育講座 「教職課程」）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） 
下地 秀樹(SHIMOJI HIDEKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET4510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「その他」登録科目 

池袋キャンパス所属学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

少人数クラスを編成し，演習形式で講義とディスカッションを中心に展開する。 

 

また中・高の現職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。 

 

授業は，「クラス別授業」と「クラス合同授業」によって構成される。 

「クラス合同授業」は，「教職実践演習(中･高)」履修の全学生が一同に介して受講する形態をとる。 

「クラス別授業」は，各クラス担当者により授業計画に沿って授業が進行する。 

 

履修希望クラスは，下記「注意事項」にしたがって，各自の秋学期履修計画に基づき手続きをおこなうこと。クラス確定後のクラス

変更は原則，認めない。 

 

なお「クラス合同授業」の日程など授業実施の詳細は，7 月初旬に発表される受講クラスと同時に連絡する。各自確認すること。 

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，履修計画等を検討すること。 

 

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(ICT活用事例を含む)実践研究（１） 

5. 教科指導(ICT活用事例を含む)実践研究（２） 

6. 教科指導(ICT活用事例を含む)実践研究（３） 

7. 教科外指導(ICT活用事例を含む)実践研究（１） 

8. 教科外指導(ICT活用事例を含む)実践研究（２） 

9. 教科外指導(ICT活用事例を含む)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。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・下記注意事項を厳守すること。 

・WEB 上の教務部掲示板（学校・社会教育講座「教職課程」）・クラス担当教員の指示に従い「立教時間」または「Blackboard」によ

る連絡等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，４月に掲示等にて指示する「『教職実践演習（中・高） 』履修希望届」入力フォームより希望科目を４月末まで

の指定された期日に入力することになる。各自，秋学期の履修計画をもとに第３希望まで検討しておくこと。 

・配当クラスについては，7 月上旬に教務部掲示板（学校・社会教育講座 「教職課程」）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） 
奈須 恵子(NASU KEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET4510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「その他」登録科目 

池袋キャンパス所属学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

少人数クラスを編成し，演習形式で講義とディスカッションを中心に展開する。 

 

また中・高の現職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。 

 

授業は，「クラス別授業」と「クラス合同授業」によって構成される。 

「クラス合同授業」は，「教職実践演習(中･高)」履修の全学生が一同に介して受講する形態をとる。 

「クラス別授業」は，各クラス担当者により授業計画に沿って授業が進行する。 

 

履修希望クラスは，下記「注意事項」にしたがって，各自の秋学期履修計画に基づき手続きをおこなうこと。クラス確定後のクラス

変更は原則，認めない。 

 

なお「クラス合同授業」の日程など授業実施の詳細は，7 月初旬に発表される受講クラスと同時に連絡する。各自確認すること。 

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，履修計画等を検討すること。 

 

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(ICT活用事例を含む)実践研究（１） 

5. 教科指導(ICT活用事例を含む)実践研究（２） 

6. 教科指導(ICT活用事例を含む)実践研究（３） 

7. 教科外指導(ICT活用事例を含む)実践研究（１） 

8. 教科外指導(ICT活用事例を含む)実践研究（２） 

9. 教科外指導(ICT活用事例を含む)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。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・下記注意事項を厳守すること。 

・WEB 上の教務部掲示板（学校・社会教育講座「教職課程」）・クラス担当教員の指示に従い「立教時間」または「Blackboard」によ

る連絡等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，４月に掲示等にて指示する「『教職実践演習（中・高） 』履修希望届」入力フォームより希望科目を４月末まで

の指定された期日に入力することになる。各自，秋学期の履修計画をもとに第３希望まで検討しておくこと。 

・配当クラスについては，7 月上旬に教務部掲示板（学校・社会教育講座 「教職課程」）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） 
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 

池袋キャンパス所属学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

少人数クラスを編成し，演習形式で講義とディスカッションを中心に展開する。 

 

また中・高の現職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。 

 

授業は，「クラス別授業」と「クラス合同授業」によって構成される。 

「クラス合同授業」は，「教職実践演習(中･高)」履修の全学生が一同に介して受講する形態をとる。 

「クラス別授業」は，各クラス担当者により授業計画に沿って授業が進行する。 

 

履修希望クラスは，下記「注意事項」にしたがって，各自の秋学期履修計画に基づき手続きをおこなうこと。クラス確定後のクラス

変更は原則，認めない。 

 

なお「クラス合同授業」の日程など授業実施の詳細は，7 月初旬に発表される受講クラスと同時に連絡する。各自確認すること。 

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，履修計画等を検討すること。 

 

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(ICT活用事例を含む)実践研究（１） 

5. 教科指導(ICT活用事例を含む)実践研究（２） 

6. 教科指導(ICT活用事例を含む)実践研究（３） 

7. 教科外指導(ICT活用事例を含む)実践研究（１） 

8. 教科外指導(ICT活用事例を含む)実践研究（２） 

9. 教科外指導(ICT活用事例を含む)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。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・下記注意事項を厳守すること。 

・WEB 上の教務部掲示板（学校・社会教育講座「教職課程」）・クラス担当教員の指示に従い「立教時間」または「Blackboard」によ

る連絡等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，４月に掲示等にて指示する「『教職実践演習（中・高） 』履修希望届」入力フォームより希望科目を４月末まで

の指定された期日に入力することになる。各自，秋学期の履修計画をもとに第３希望まで検討しておくこと。 

・配当クラスについては，7 月上旬に教務部掲示板（学校・社会教育講座 「教職課程」）に掲示する。 
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■GA005 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA005／教職実践演習（中・高）（Ｅ） 

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

担当者名 

（Instructor） 
青木 猛正(AOKI TAKEMASA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET4510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「その他」登録科目 

池袋キャンパス所属学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

少人数クラスを編成し，演習形式で講義とディスカッションを中心に展開する。 

 

また中・高の現職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。 

 

授業は，「クラス別授業」と「クラス合同授業」によって構成される。 

「クラス合同授業」は，「教職実践演習(中･高)」履修の全学生が一同に介して受講する形態をとる。 

「クラス別授業」は，各クラス担当者により授業計画に沿って授業が進行する。 

 

履修希望クラスは，下記「注意事項」にしたがって，各自の秋学期履修計画に基づき手続きをおこなうこと。クラス確定後のクラス

変更は原則，認めない。 

 

なお「クラス合同授業」の日程など授業実施の詳細は，7 月初旬に発表される受講クラスと同時に連絡する。各自確認すること。 

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，履修計画等を検討すること。 

 

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(ICT活用事例を含む)実践研究（１） 

5. 教科指導(ICT活用事例を含む)実践研究（２） 

6. 教科指導(ICT活用事例を含む)実践研究（３） 

7. 教科外指導(ICT活用事例を含む)実践研究（１） 

8. 教科外指導(ICT活用事例を含む)実践研究（２） 

9. 教科外指導(ICT活用事例を含む)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。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・下記注意事項を厳守すること。 

・WEB 上の教務部掲示板（学校・社会教育講座「教職課程」）・クラス担当教員の指示に従い「立教時間」または「Blackboard」によ

る連絡等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，４月に掲示等にて指示する「『教職実践演習（中・高） 』履修希望届」入力フォームより希望科目を４月末まで

の指定された期日に入力することになる。各自，秋学期の履修計画をもとに第３希望まで検討しておくこと。 

・配当クラスについては，7 月上旬に教務部掲示板（学校・社会教育講座 「教職課程」）に掲示する。 
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■GA006 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA006／教職実践演習（中・高）（Ｆ） 

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

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 竜太(SASAKI RYUTA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET4510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「その他」登録科目 

池袋キャンパス所属学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

少人数クラスを編成し，演習形式で講義とディスカッションを中心に展開する。 

 

また中・高の現職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。 

 

授業は，「クラス別授業」と「クラス合同授業」によって構成される。 

「クラス合同授業」は，「教職実践演習(中･高)」履修の全学生が一同に介して受講する形態をとる。 

「クラス別授業」は，各クラス担当者により授業計画に沿って授業が進行する。 

 

履修希望クラスは，下記「注意事項」にしたがって，各自の秋学期履修計画に基づき手続きをおこなうこと。クラス確定後のクラス

変更は原則，認めない。 

 

なお「クラス合同授業」の日程など授業実施の詳細は，7 月初旬に発表される受講クラスと同時に連絡する。各自確認すること。 

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，履修計画等を検討すること。 

 

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(ICT活用事例を含む)実践研究（１） 

5. 教科指導(ICT活用事例を含む)実践研究（２） 

6. 教科指導(ICT活用事例を含む)実践研究（３） 

7. 教科外指導(ICT活用事例を含む)実践研究（１） 

8. 教科外指導(ICT活用事例を含む)実践研究（２） 

9. 教科外指導(ICT活用事例を含む)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。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 

 



 - 12 - 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・下記注意事項を厳守すること。 

・WEB 上の教務部掲示板（学校・社会教育講座「教職課程」）・クラス担当教員の指示に従い「立教時間」または「Blackboard」によ

る連絡等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，４月に掲示等にて指示する「『教職実践演習（中・高） 』履修希望届」入力フォームより希望科目を４月末まで

の指定された期日に入力することになる。各自，秋学期の履修計画をもとに第３希望まで検討しておくこと。 

・配当クラスについては，7 月上旬に教務部掲示板（学校・社会教育講座 「教職課程」）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） 
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） 
CET4510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「その他」登録科目 

池袋キャンパス所属学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

少人数クラスを編成し，演習形式で講義とディスカッションを中心に展開する。 

 

また中・高の現職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。 

 

授業は，「クラス別授業」と「クラス合同授業」によって構成される。 

「クラス合同授業」は，「教職実践演習(中･高)」履修の全学生が一同に介して受講する形態をとる。 

「クラス別授業」は，各クラス担当者により授業計画に沿って授業が進行する。 

 

履修希望クラスは，下記「注意事項」にしたがって，各自の秋学期履修計画に基づき手続きをおこなうこと。クラス確定後のクラス

変更は原則，認めない。 

 

なお「クラス合同授業」の日程など授業実施の詳細は，7 月初旬に発表される受講クラスと同時に連絡する。各自確認すること。 

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，履修計画等を検討すること。 

 

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(ICT活用事例を含む)実践研究（１） 

5. 教科指導(ICT活用事例を含む)実践研究（２） 

6. 教科指導(ICT活用事例を含む)実践研究（３） 

7. 教科外指導(ICT活用事例を含む)実践研究（１） 

8. 教科外指導(ICT活用事例を含む)実践研究（２） 

9. 教科外指導(ICT活用事例を含む)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。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・下記注意事項を厳守すること。 

・WEB 上の教務部掲示板（学校・社会教育講座「教職課程」）・クラス担当教員の指示に従い「立教時間」または「Blackboard」によ

る連絡等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，４月に掲示等にて指示する「『教職実践演習（中・高） 』履修希望届」入力フォームより希望科目を４月末まで

の指定された期日に入力することになる。各自，秋学期の履修計画をもとに第３希望まで検討しておくこと。 

・配当クラスについては，7 月上旬に教務部掲示板（学校・社会教育講座 「教職課程」）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%)/毎時の課題(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。 

 

文部科学省「特別支援教育の推進について（通知）」（2007） 

（https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11402417/www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/07050101.htm ）については、ダウンロード

して常に閲覧できるようにすること。 

 

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「特別支援教育の推進について（通知）」および『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

てください。 

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います。 

 

注意事項（Notice） 

新法適用科目であり、この授業の履修対象となる学生は、2019年度以降の入学生（大学院含む）、2019 年度以降の科目等履修
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生である。 
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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)) 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 克俊(SUZUKI 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） 
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%) 

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。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 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。 

中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領、及び各教科の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

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） 

新法適用科目であり、この授業の履修対象となる学生は、2019年度以降の入学生（大学院含む）、2019 年度以降の科目等履修

生である。 
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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） 
町田 美佳(MACHIDA 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） 
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%)/リアクションペーパー(30%)/授業内に指示した提出物(10%) 

 

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） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

新法適用科目であり、この授業の履修対象となる学生は、2019年度以降の入学生（大学院含む）、2019 年度以降の科目等履修

生である。 
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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） 
鈴木 克俊(SUZUKI 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） 
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%) 

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。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 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。 

中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領、及び各教科の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

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） 

新法適用科目であり、この授業の履修対象となる学生は、2019年度以降の入学生（大学院含む）、2019 年度以降の科目等履修

生である。 
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■GA151 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA151／道徳教育の理論と方法（Ａ） 

(Theories and Methods of Moral Education (A)) 

担当者名 

（Instructor） 
走井 洋一(HASHIRII YOICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET1200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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(25%)/確認テスト(25%)/課題（指導案）(25%)/授業への取り組み状況（フィードバック）(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 走井洋一（編）、2020、『道徳教育の理論と方法』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623089126) 

 

参考文献（Readings） 

1. 文部科学省、『中学校学習指導要領』（平成 29年 3 月告示） 

2. 文部科学省、『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』 

中学校学習指導要領及び各教科等の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

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%) 

 

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) 

中学校学習指導要領及び各教科等の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

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%)/各回のリアクションシート(30%)/講義への取り組み(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2018 年、『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』、東山書房 (ISBN:978-4-316-

30084-9) 

中学校学習指導要領及び各教科等の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

参考文献（Readings） 

1. 文部科学省、2018 年、『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) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

第 1 回にて、講義におけるルール等について説明し、履修者の同意を得る機会を設定します。履修希望者は必ずご出席くださ

い。 

 

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、『中学校学習指導要領』（平成 29年 3 月告示） 

2. 文部科学省、『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』 

中学校学習指導要領及び各教科等の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

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） 

岩瀧 大樹(IWATAKI DAIJU) 

下地 秀樹(SHIMOJI HIDEKI) 

奈須 恵子(NASU KEIKO) 

逸見 敏郎(HEMMI TOSHIRO) 

森田 満夫(MORITA MITSUO) 

青木 猛正(AOKI TAKEMASA) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
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） 

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。 

 

詳細は４月のオリエンテーション時に説明する。 

 

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） 

テキスト，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) 

中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領、及び各教科の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

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> 
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1．履修登録を忘れずにおこなうこと 

2．全体オリエンテーションは次の日程でオンラインにておこなうので，いずれか 1 回に必ず出席すること。 

オンライン受講の参加 URLは，履修登録者に「立教時間」を通して告知する。 

履修登録をおこなってもオリエンテーションに欠席の場合は，履修放棄とみなす。 

 

 2022年 4月 19 日（火） 18:10～19:50 オンライン 

 2022年 4月 22 日（金） 18:10～19;50 オンライン 

 

 

＊欠席・遅刻は履修放棄とみなす｡ 

＊授業期間を通じて、「立教時間」および「教務部掲示板（学校・社会教育講座「教職課程」）などに掲出する指示を見落とさないこ

と。 

 

注意事項（Notice） 

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／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） 

岩瀧 大樹(IWATAKI DAIJU) 

下地 秀樹(SHIMOJI HIDEKI) 

奈須 恵子(NASU KEIKO) 

逸見 敏郎(HEMMI TOSHIRO) 

森田 満夫(MORITA MITSUO) 

青木 猛正(AOKI TAKEMASA) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
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。 

 

詳細は４月のオリエンテーション時に説明する。 

 

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） 

テキスト，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) 

中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領、及び各教科の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

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> 
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1．履修登録を忘れずにおこなうこと 

2．全体オリエンテーションは次の日程でオンラインにておこなうので，いずれか 1 回に必ず出席すること。 

オンライン受講の参加 URLは，履修登録者に「立教時間」を通して告知する。 

履修登録をおこなってもオリエンテーションに欠席の場合は，履修放棄とみなす。 

 

 2022年 4月 19 日（火） 18:10～19:50 オンライン 

 2022年 4月 22 日（金） 18:10～19;50 オンライン 

 

 

＊欠席・遅刻は履修放棄とみなす｡ 

＊授業期間を通じて、「立教時間」および「教務部掲示板（学校・社会教育講座「教職課程」）などに掲出する指示を見落とさないこ

と。 

 

注意事項（Notice） 

新法適用科目であり、この授業の履修対象となる学生は、2019年度以降の入学生（大学院含む）、2019 年度以降の科目等履修

生である。 

異文化コミュニケーション学科の学生で，今年度に「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，今年度から翌年度春学期にかけて，「海外留学研修 C1／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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■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(24%)/学習指導案提出(36%) 

 

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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■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） 

毎回のリアクションペーパー(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)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

ー教育方法学史と実際の学校の授業動画から受講生同士が協同的に学ぶ教育方法論

ー 

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%)/授業前レポート（一回あたり 40を 13で割ったもの）(40%)/授業後レポート（一回あたり 40 を 14

で割ったもの）(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、『中学校学習指導要領』、文部科学省ホームページより参照する。 

2. 文部科学省、『中学校学習指導要領 解説』、文部科学省ホームページより参照する。 

3. 文部科学省、『高等学校学習指導要領』、文部科学省ホームページより参照する。 

4. 文部科学省、『高等学校学習指導要領 解説』、文部科学省ホームページより参照する。 

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

中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領、及び各教科の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

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』、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. 秋田喜代美、2012、『学びの心理学』、左右社 (ISBN:4903500853) 

6. 浅井幸子、2008、『教師の語りと新教育』、東京大学出版会 (ISBN:4130562142) 

7. 石井順治、2010、『教師の話し方・聴き方』、ぎょうせい (ISBN:4324088829) 
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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)(70%)/講読資料へのリアクションペーパー、その他の課題提出状況、授業への参加状況に基づき総

合的に評価する。(30%) 

上記の割合とは別に、３回を超える欠席が見られた場合には成績評価の対象としない場合があるので注意すること。また、初回

から課題が出されるので、止むを得ず初回授業に欠席する場合には、必ず事前に担当講師宛メールで連絡すること（未連絡の

場合、受講を認めない場合がある）。その他、何か事情がある場合には、早めに担当教員に相談すること。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、『中学校学習指導要領』、文部科学省ホームページより参照する。 

2. 文部科学省、『中学校学習指導要領 解説』、文部科学省ホームページより参照する。 

3. 文部科学省、『高等学校学習指導要領』、文部科学省ホームページより参照する。 

4. 文部科学省、『高等学校学習指導要領 解説』、文部科学省ホームページより参照する。 

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か、または Blackboardを通じて配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

立教大学の授業プラットフォームである Blackboardを利用するので、使用方法を確認しておくこと。 

 

何かあれば早めに澤田稔 <5535719@rikkyo.ac.jp>宛連絡すること。 特にやむを得ない理由で初回授業に欠席する場合には、必
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ず事前に連絡すること（未連絡の場合、受講を認めない場合がある）。 

 

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） 

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) 

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） 

池袋キャンパス所属学生対象 

※2021 年度以降、科目コード登録に変更 

 

授業の目標（Course Objectives） 

2023 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，授業作り入門（講義編・添削編）について説明を

行う。 

中・高教育実習事前指導Ⅱでは，授業作り入門の講義（講義編）を行う。 

中・高教育実習事前指導Ⅲでは，先輩の教育実習経験（2022 年度）から教育実習の心構えを学ぶ。 

中・高教育実習事前指導Ⅳでは，授業作り入門の演習（添削編）を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

１）「中・高教育実習事前指導Ⅰ」：オリエンテーション 

    ※所属キャンパスで行われるオリエンテーションに必ず 1 回出席すること。 

   ５月 6 日 （金） 18:10～19:50   池袋キャンパス M201 教室 [予定] 

   ５月 10 日（火） 18:10～19:50   新座キャンパス N214 教室 [予定] 

   ５月 14 日（土）  13:25～15:05   池袋キャンパス 7102 教室 [予定] 

 

２）「中・高教育実習事前指導Ⅱ」 

  〇授業作り入門（授業案講義編）：６月 11 日（土） 15:00～16:30 [予定] 

  〇授業案課題提出：９月下旬 

  ※詳細は「事前指導Ⅰ」（オリエンテーション）にて説明する。 

 

３）「中・高教育実習事前指導Ⅲ」 

  ※所属キャンパスに関わらず，以下の「いずれか１回に」必ず出席すること。 

  〇先輩の教育実習経験から教育実習の心構えを学ぶ： 

     10 月 8 日（土） 13:25～15:05 池袋キャンパス 7102 教室 [予定] 

     10 月 13 日（木） 18:10～19:50 新座キャンパス N311 教室 [予定] 

     10 月 17 日（月） 18:10～19:50 池袋キャンパス 7102 教室 [予定] 

 

４）「中・高教育実習事前指導Ⅳ」 

  〇授業作り入門（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「事前指導Ⅰ」（オリエンテーション）にて説明する。 

   11 月 12 日（土）       14:00～16:00 [予定] 

   2023 年 1 月 14 日（土） 14:00～16:00 [予定] 

 

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，2023 年度の教育実習の参加について，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，自らの課題に取り組むこと。 

・「各教科教育法１」及び「各教科教育法演習１」で学習する内容を各自よく復習すること。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業課題(100%) 

原則として，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。 

 

テキスト（Textbooks） 

立教大学教職課程編『教育実習ハンドブック』（授業時配付） 

『中学校学習指導要領』『高等学校学習指導要領』（文科省 HPを参照のこと） 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

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

出席すること。 

 

注意事項（Notice） 

所属キャンパス開講クラスについて、４月期に、各自で科目コード登録をすること。 
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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） 

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) 

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 16 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（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「７．教育実習について（中学校・高等学校）」，および既配布の教職課程編『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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・教務部掲示板（学校・社会教育講座 「教職課程」）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。 
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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） 

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) 

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 16 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「７．教育実習について（中学校・高等学校）」，および既配布の教職課程編『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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・教務部掲示板（学校・社会教育講座 「教職課程」）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。 
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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） 

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) 

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） 

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 

※2021 年度以降、科目コード登録に変更 

 

授業の目標（Course Objectives） 

2023 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，授業作り入門（講義編・添削編）について説明を行

う。 

高校教育実習事前指導Ⅱでは，授業作り入門の講義（講義編）を行う。 

高校教育実習事前指導Ⅲでは，先輩の教育実習経験（2022 年度）から教育実習の心構えを学ぶ。 

高校教育実習事前指導Ⅳでは，授業作り入門の演習（添削編）を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

１）「高校教育実習事前指導Ⅰ」：オリエンテーション 

    ※所属キャンパスで行われるオリエンテーションに必ず 1 回出席すること。 

   ５月 6 日 （金） 18:10～19:50   池袋キャンパス M201 教室 [予定] 

   ５月 10 日（火） 18:10～19:50   新座キャンパス N214 教室 [予定] 

   ５月 14 日（土）  13:25～15:05   池袋キャンパス 7102 教室 [予定] 

 

２）「高校教育実習事前指導Ⅱ」 

  〇授業作り入門（授業案講義編）：６月 11 日（土） 15:00～16:30 [予定] 

  〇授業案課題提出：９月下旬 

  ※詳細は「事前指導Ⅰ」（オリエンテーション）にて説明する。 

 

３）「高校教育実習事前指導Ⅲ」 

  ※所属キャンパスに関わらず，以下の「いずれか１回に」必ず出席すること。 

  〇先輩の教育実習経験から教育実習の心構えを学ぶ： 

     10 月 8 日（土） 13:25～15:05 池袋キャンパス 7102 教室 [予定] 

     10 月 13 日（木） 18:10～19:50 新座キャンパス N311 教室 [予定] 

     10 月 17 日（月） 18:10～19:50 池袋キャンパス 7102 教室 [予定] 

 

４）「高校教育実習事前指導Ⅳ」 

  〇授業作り入門（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「事前指導Ⅰ」（オリエンテーション）にて説明する。 

   11 月 12 日（土）       14:00～16:00 [予定] 

   2023 年 1 月 14 日（土） 14:00～16:00 [予定] 

 

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，2023 年度の教育実習の参加について，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，自らの課題に取り組むこと。 

・「各教科教育法１」及び「各教科教育法演習１」で学習する内容を各自よく復習すること。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業課題(100%) 

原則として，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。 

 

テキスト（Textbooks） 

立教大学教職課程編『教育実習ハンドブック』（授業時配付） 

『中学校学習指導要領』『高等学校学習指導要領』（文科省 HPを参照のこと） 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

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

出席すること。 

 

注意事項（Notice） 

所属キャンパス開講クラスについて、４月期に、各自で科目コード登録をすること。 
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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%)/各回のリアクションシート(30%)/講義への取り組み(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 岩瀧大樹、2022、『教育臨床と心理学ー支える・学ぶ・教えるを科学するー』、学文社 (ISBN:9784762031359) 

 

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)） 

第 1 回にて、講義におけるルール等について説明し、履修者の同意を得る機会を設定します。履修希望者は必ずご出席くださ

い。 

 

 

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） 
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） 
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%)/授業中に提出を求める複数回の小レポートの総計(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)） 

 

 

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） 
佐々木 竜太(SASAKI 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） 
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%)/リアクションペーパー(40%)/小レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

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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■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） 

最終レポート(Final Report)(40%)/リアクションペーパー(25%)/授業内課題レポート(35%) 

 

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) 

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)） 

・授業進行については、初回授業時に詳説します。 

・教職課程の履修と並行して、立教 RSLセンター提供の全学共通科目にある「RSL科目」の履修を推奨します。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。 

・授業支援システムとして、資料配付など Google Classroom を使用します。操作に習熟しておいてください。 

・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 Google Classroom より提出方法を

指示します。  

 

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)(35%)/講義への取り組み、リアクションシート、出席等(30%)/最終テスト(Final Test)(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 岩瀧大樹、2022、『教育臨床と心理学』、学文社 (ISBN:9784762031359) 

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） 

授業後のコメントペーパー(40%)/授業内でのディスカッション(20%)/学期末での課題レポート(40%) 

 

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） 

出欠及びリアクションペーパーの内容(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。 

プリントを配布する。 

 

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） 
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） 
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%)/中間レポート(35%)/リアクションペーパー(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、『中学校学習指導要領』、文部科学省ホームページより参照する。 

2. 文部科学省、『中学校学習指導要領 解説』、文部科学省ホームページより参照する。 

3. 文部科学省、『高等学校学習指導要領』、文部科学省ホームページより参照する。 

4. 文部科学省、『高等学校学習指導要領 解説』、文部科学省ホームページより参照する。 

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)） 

＊授業の進行については、初回授業時に詳述する。 

＊授業支援システムとして Google Classroom を使用する。操作方法については習熟しておくこと。 

 

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） 
下地 秀樹(SHIMOJI HIDEKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教職（教師という職）にも影響を与えているはずの教育思想、あるいは教育学と呼ばれる学問の営みについて、古典と近年の文

献を通じて考察すること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

実際に教職に就けば、多忙でなかなか読む、触れる余裕がないと思われる文献（英文を含む）を講読し、意見交換を行う。教育実

践に役立つことを趣旨とはしない。実際のところ、触れる必要などないと思われるのが「普通」かもしれない。教育思想や教育学を

いかに考えるかは、各人次第である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：学期中の計画、対象とする予定の文献について 

2. プラトン「国家」（１） 

3. プラトン「国家」（２） 

4. プラトン「国家」（３） 

5. イタール「アヴェロンの野生児」（１） 

6. イタール「アヴェロンの野生児」（２） 

7. フォイエルバッハ「カスパー・ハウザー」 

8. 堀尾輝久「現代教育の思想と構造」（１） 

9. 堀尾輝久「現代教育の思想と構造」（２） 

10. 堀尾輝久「現代教育の思想と構造」（３） 

11. G.Biesta,Teaching for the possibility of being taught 

12. 今井康雄「世界への導入としての教育」（１） 

13. 今井康雄「世界への導入としての教育」（２） 

14. まとめ 

 

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

検討する文献は各回、必ず事前に読んで感想を整理しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内の発表(30%)/授業への参加度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

検討文献は各人探すこと。入手困難な文献についてはコピー等を検討する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 神代健彦 他、2021、『民主主義の育てかた』、かもがわ出版 (ISBN:9784780311723) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 52 - 

■GA322 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA322／教職特別演習（Ｂ） 

(Practice on TeachingProgram (B)) 

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) 

青木 猛正(AOKI TAKEMASA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

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） 
自動登録科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

COVID-19 感染拡大の影響により、2022 年度教育実習実施が困難となった学生を対象とし、「教育実習特例」科目として開講す

る。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、自らの

課題を実現していくための方法的なアプローチを習得することをめざす。各自の教職に関する課題意識をより明確にし、学校教

育の実際を体験的、総合的に理解できるように実習・演習を行う。 

 

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、

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購読(1) 

3. 子ども・教員・学校をめぐる諸問題についての文献購読(2) 

4. 子ども・教員・学校をめぐる諸問題についての文献購読(3) 

5. 子ども・教員・学校をめぐる諸問題についての文献購読(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. 参加者各自による授業実践と合評会(1) 

11. 参加者各自による授業実践と合評会(2) 

12. 参加者各自による授業実践と合評会(3) 

13. 参加者各自による授業実践と合評会(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） 

文献購読、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授業実践発表など(50%)/ディスカッションへの参加・貢献度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜、紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

COVID-19 感染拡大の影響により 2022 年度教育実習実施が困難となった者を対象とし、「教育実習特例」科目として開講する。
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対象者は大学が自動登録する。 
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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） 

国語科における教育目標、育成を目指す資質・能力を理解し、学習指導要領に示された国語科の学習内容について背景となる

学問領域と関連させた理解を深める。それとともに、国語科の様々な学習指導理論を踏まえて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つける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学習指導要領に示された中学校及び高等学校国語科の目標・内容・全体構造について理解し、対応する学問領域の特性を踏ま

えた教材研究の方法について学習する。あわせて、本科目と並行して履修する、あるいは本科目の履修の後に続く「国語科教育

法演習１」「国語科教育法２」「国語科教育法演習２」との関連性・継続性を考慮し、本科目の中で、学習指導案の作成の基礎を学

び、実際に１単元・１時間の授業設計を行い、学習指導案を各自作成して発表、振り返りを行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方） 

2. 国語科の教育目標について／現行学習指導要領に至るまでの国語科教育の歩み 

3. 学習指導要領における中学校国語科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について 

（その１・中学校第１学年） 

4. 学習指導要領における中学校国語科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について 

（その２・中学校第２学年） 

5. 学習指導要領における中学校国語科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について 

（その３・中学校第３学年） 

6. 学習指導要領における高等学校国語科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について（その１・

「現代の国語」「言語文化」） 

7. 学習指導要領における高等学校国語科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について（その２・

「論理国語」「国語表現」） 

8. 学習指導要領における高等学校国語科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について（その 3・

「文学国語」） 

9. 学習指導要領における高等学校国語科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について（その４・

「古典探究」） 

10. 国語科における教材及び ICTの活用法について 

11. 国語科における授業設計と学習指導案の作成について 

12. 国語科学習指導案の作成・発表・改善策の検討（その１・中学校国語） 

13. 国語科学習指導案の作成・発表・改善策の検討（その２・高等学校国語科目（１）） 

14. 国語科学習指導案の作成・発表・改善策の検討（その３・高等学校国語科目（２）） 

／まとめ。学習指導案の作成と発表についての全体での振り返り。 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み、新聞などに目を通すように努めること。 

また、授業の後半で実施する学習指導案作成課題発表に向けた準備を各自進めること。 

 

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、2021、『あたらしい国語科指導法（六訂版）』、学文社 (ISBN:978-4-7620-3044-4) 

『中学校学習指導要領』『中学校学習指導要領解説－国語編－』 

『高等学校学習指導要領』『高等学校学習指導要領－国語編－』 

 

中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領、及び各教科の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

参考文献（Readings） 
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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:978-4-18-226024-7) 

3. 阿部昇、2021、『読解力を鍛える古典の「読み」の授業』、明治図書 (ISBN:978-4-18-382416-5) 

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） 

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） 
秋学期他(Fall Others) 

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 年度以降入学者履修不可 

※2022 年度以降「その他」登録に変更 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教材開発，年間授業計画の作成などを通して，当該教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） 

当該教科の学習内容について，情報機器及び教材の効果的な活用法を理解した上で，履修者各自が活用法を考えた授業設計

を行う。あわせて，当該教科に関する年間指導計画の作成や，学習評価の模擬的実践（学習指導案の「生徒観」に即応した定期

試験用の試験問題の作成）などを通して，より実践的に授業設定の向上に取り組む力量を養成する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

詳細はオリエンテーションで発表するとともに，以後の諸連絡については，科目登録した履修者のみアクセス可能な「立教時間」

を通して行うので，必ず確認すること。 

 

○各教科教育法 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。 

 10 月８日 （土） 15：20～17：00  池袋キャンパス 7102 教室 [予定] 

 10月 13 日（木） 18：10～19：50  新座キャンパス N311 教室 [予定] 

 

○作成課題発表会： 

  ※以下の日程で開催することを予定している。課題と発表方式については上記オリエンテーションにて 

   発表する。 

  2023 年 1 月 21 日（土）15：20～17：00［予定］ 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み，新聞などに目を通すように努めること。 

また，オリエンテーションで指示された課題の作成について各自進めておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業課題(100%) 

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。 

 

テキスト（Textbooks） 

中学校学習指導要領，高等学校学習指導要領，及び各教科の学習指導要領解説については，文部科学省 HPを見ること。 

 

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。9 月期の「その他」登録申請期間に履修申請手続を行い，その上で，10 月のオリエンテーションに必

ず出席すること。 

 

注意事項（Notice） 

春学期「国語科教育法１」を修得済の者対象。 

「その他」登録の申請期間・申請方法等については，R Guide または教務部掲示板（学校・社会教育講座「教職課程」）を参照のこ

と。  



 - 57 - 

■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） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

国語科における教育目標、育成を目指す資質・能力を理解し、学習指導要領に示された国語科の学習内容について背景となる

学問領域と関連させた理解を深める。それとともに、国語科の様々な学習指導理論を踏まえて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つける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「国語科教育法１」で学習したことをもとに、学習指導要領に示された教科の目標及び内容を踏まえ、中学校及び高等学校国語

科の各学年・科目について、履修者各自が１単元・１時間分の範囲について教材研究を行って教材を作成し、学習指導案を準備

した上で模擬授業を行う。模擬授業の実施とその振り返りを通して、中学生・高校生の発達段階、学力状況の多様性に応じた授

業設計ができる力量を養成する。あわせて、教材及び ICTの活用法、学習評価の考え方の基礎的理解についても実践的に学

ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方）（模擬授業実施についての概略説明） 

2. 中学生・高校生の発達段階、学力状況の多様性を踏まえた授業設計について 

 （異なる「生徒観」の学級での授業設計について） 

3. 教材及び ICT活用法の概略（実践例の学習） 

4. 模擬授業（１）中学校国語第１学年 

5. 模擬授業（２）中学校国語第２学年 

6. 模擬授業（３）中学校国語第３学年 

7. 模擬授業（４）高等学校国語科目（「現代の国語」） 

8. 模擬授業（５）高等学校国語科目（「言語文化」） 

9. 模擬授業（６）高等学校国語科目（「論理国語」） 

10. 模擬授業（７）高等学校国語科目（「国語表現」） 

11. 模擬授業（８）高等学校国語科目（「文学国語」（１）） 

12. 模擬授業（９）高等学校国語科目（「文学国語」（２）） 

13. 模擬授業（10）高等学校国語科目（「古典探究」（１）） 

14.  模擬授業（11）高等学校国語科目（「古典探究」（２）） 

／まとめ。実施した模擬授業についての履修者相互の振り返りと各自の改訂案作成。 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み、新聞などに目を通すように努めること。 

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） 

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. 柴田義松 他、2021、『あたらしい国語科指導法・六訂版』、学文社 (ISBN:978-4-7620-3044-4) 

『中学校学習指導要領』『中学校学習指導要領解説－国語編－』 

『高等学校学習指導要領』『高等学校学習指導要領－国語編－』 

 

中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領、及び各教科の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

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)） 
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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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■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） 

中学校社会科及び高等学校地理歴史科における教育目標、育成を目指す資質・能力を理解し、学習指導要領に示された中学

校社会科及び高等学校地理歴史科の学習内容について背景となる学問領域と関連させた理解を深める。それとともに、中学校

社会科及び高等学校地理歴史科の様々な学習指導理論を踏まえて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つ

ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学習指導要領に示された中学校社会科及び高等学校地理歴史科の目標・内容・全体構造について理解し、対応する学問領域

の特性を踏まえた教材研究の方法について学習する。あわせて、本科目と並行して履修する、あるいは本科目の履修の後に続く

「社会・地理歴史科教育法演習１」「社会・地理歴史科教育法２」「社会・地理歴史科教育法演習２」との関連性・継続性を考慮し、

本科目の中で、学習指導案の作成の基礎を学び、実際に１単元・１時間の授業設計を行い、学習指導案を各自作成して発表、振

り返りを行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方） 

2. 社会科・地理歴史科の教育目標について／現行学習指導要領に至るまでの社会科・地理歴史科教育の歩み 

3. 学習指導要領における中学校社会科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について 

（その１・中学校社会科地理的分野） 

4. 学習指導要領における中学校社会科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について 

（その２・中学校社会科歴史的分野） 

5. 学習指導要領における中学校社会科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について 

（その３・中学校社会科公民的分野） 

6. 学習指導要領における高等学校地理歴史科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方に 

ついて（その１・地理関係科目「地理総合」「地理探究」） 

7. 学習指導要領における高等学校地理歴史科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方に 

ついて（その２・歴史関係科目「歴史総合」） 

8. 学習指導要領における高等学校地理歴史科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方に 

ついて（その３・世界史関係科目「世界史探究」） 

9. 学習指導要領における高等学校地理歴史科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方に 

ついて（その４・日本史関係科目「日本史探究」） 

10. 社会科・地理歴史科における教材及び ICTの活用法について 

11. 社会科・地理歴史科における授業設計と学習指導案の作成について 

12. 社会科・地理歴史科学習指導案の作成・発表・改善策の検討（中学校社会科） 

13. 社会科・地理歴史科学習指導案の作成・発表・改善策の検討（高等学校地理関係科目） 

14. 社会科・地理歴史科学習指導案の作成・発表・改善策の検討（高等学校歴史関係科目） 

／まとめ。学習指導案の作成と発表についての全体での振り返り。 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み、新聞などに目を通すように努めること。 

また、授業の後半で実施する学習指導案作成課題発表に向けた準備を各自進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

グループ作業への参加・貢献度(50%)/各自の課題の発表と発表の振り返りを踏まえた改訂プランの提出(50%) 

毎回の出席が大前提。無断欠席のある場合は D 評価となるので注意すること。 

 

テキスト（Textbooks） 

中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領、及び各教科の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

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) 

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） 
秋学期他(Fall Others) 

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 

2019 年度以降入学者履修不可 

※2022 年度以降「その他」登録に変更 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教材開発，年間授業計画の作成などを通して，当該教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） 

当該教科の学習内容について，情報機器及び教材の効果的な活用法を理解した上で，履修者各自が活用法を考えた授業設計

を行う。あわせて，当該教科に関する年間指導計画の作成や，学習評価の模擬的実践（学習指導案の「生徒観」に即応した定期

試験用の試験問題の作成）などを通して，より実践的に授業設定の向上に取り組む力量を養成する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

詳細はオリエンテーションで発表するとともに，以後の諸連絡については，科目登録した履修者のみアクセス可能な「立教時間」

を通して行うので，必ず確認すること。 

 

○各教科教育法 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。 

 10 月８日 （土） 15：20～17：00  池袋キャンパス 7102 教室 [予定] 

 10月 13 日（木） 18：10～19：50  新座キャンパス N311 教室 [予定] 

 

○作成課題発表会： 

  ※以下の日程で開催することを予定している。課題と発表方式については上記オリエンテーションにて 

   発表する。 

  2023 年 1 月 21 日（土）15：20～17：00［予定］ 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み，新聞などに目を通すように努めること。 

また，オリエンテーションで指示された課題の作成について各自進めておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業課題(100%) 

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。 

 

テキスト（Textbooks） 

中学校学習指導要領，高等学校学習指導要領，及び各教科の学習指導要領解説については，文部科学省 HPを見ること。 

 

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。9 月期の「その他」登録申請期間に履修申請手続を行い，その上で，10 月のオリエンテーションに必

ず出席すること。 

 

注意事項（Notice） 

春学期「社会・地理歴史科教育法１」を修得済の者対象。 

「その他」登録の申請期間・申請方法等については，R Guide または教務部掲示板（学校・社会教育講座「教職課程」）を参照のこ
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と。    
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■GA413 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA413／社会・地理歴史科教育法演習１（Ａ） 

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

担当者名 

（Instructor） 
奈須 恵子(NASU KEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中学校社会科及び高等学校地理歴史科における教育目標、育成を目指す資質・能力を理解し、学習指導要領に示された中学

校社会科及び高等学校地理歴史科の学習内容について背景となる学問領域と関連させた理解を深める。それとともに、中学校

社会科及び高等学校地理歴史科の様々な学習指導理論を踏まえて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つ

ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「社会・地理歴史科教育法１」で学習したことをもとに、学習指導要領に示された教科の目標及び内容を踏まえ、中学校社会科及

び高等学校地理歴史科の各分野・科目について、履修者各自が１単元・１時間分の範囲について教材研究を行って教材を作成

し、学習指導案を準備した上で模擬授業を行う。模擬授業の実施とその振り返りを通して、中学生・高校生の発達段階、学力状

況の多様性に応じた授業設計ができる力量を養成する。あわせて、教材及び ICTの活用法、学習評価の考え方の基礎的理解

についても実践的に学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方）（模擬授業実施についての概略説明） 

2. 中学生・高校生の発達段階、学力状況の多様性を踏まえた授業設計について 

 （異なる「生徒観」の学級での授業設計について） 

3. 教材及び ICTの活用法（実践例の学習） 

4. 模擬授業（１）中学校社会科地理的分野 

5. 模擬授業（２）中学校社会科歴史的分野 

6. 模擬授業（３）中学校社会科公民的分野 

7. 模擬授業（４）高等学校地理歴史科地理関係科目（「地理総合」） 

8. 模擬授業（５）高等学校地理歴史科地理関係科目（「地理探究」） 

9. 模擬授業（６）高等学校地理歴史科歴史関係科目（「歴史総合」その１） 

10. 模擬授業（７）高等学校地理歴史科歴史関係科目（「歴史総合」その２） 

11. 模擬授業（８）高等学校地理歴史科世界史関係科目（「世界史探究」その１） 

12. 模擬授業（９）高等学校地理歴史科世界史関係科目（「世界史探究」その２） 

13. 模擬授業（10）高等学校地理歴史科日本史関係科目（「日本史探究」その１） 

14. 模擬授業（11）高等学校地理歴史科日本史関係科目（「日本史探究」その２） 

／まとめ。実施した模擬授業についての履修者相互の振り返りと各自の改訂案作成。 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み、新聞などに目を通すように努めること。 

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） 

グループ作業や他の参加者の模擬授業へのコメントなどの参加・貢献度(50%)/各自の模擬授業の発表とその振り返りを踏まえた

改訂プランの提出(50%) 

毎回の出席が大前提。無断欠席のある場合は D 評価となるので注意すること。 

 

テキスト（Textbooks） 

中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領、及び各教科の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

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） 
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春学期「社会・地理歴史科教育法１（Ａ）」を修得済の者対象。   

 

  



 - 65 - 

■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)) 

担当者名 

（Instructor） 
大西 信行(ONISHI NOBUYUKI) 

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） 

中学校社会科及び高等学校地理歴史科における教育目標、育成を目指す資質・能力を理解し、学習指導要領に示された中学

校社会科及び高等学校地理歴史科の学習内容について背景となる学問領域と関連させた理解を深める。それとともに、中学校

社会科及び高等学校地理歴史科の様々な学習指導理論を踏まえて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つ

ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学習指導要領に示された中学校社会科及び高等学校地理歴史科の目標・内容・全体構造について理解し、対応する学問領域

の特性を踏まえた教材研究の方法について学習する。あわせて、本科目と並行して履修する、あるいは本科目の履修の後に続く

「社会・地理歴史科教育法演習１」「社会・地理歴史科教育法２」「社会・地理歴史科教育法演習２」との関連性・継続性を考慮し、

本科目の中で、学習指導案の作成の基礎を学び、実際に１単元・１時間の授業設計を行い、学習指導案を各自作成して発表、振

り返りを行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方） 

2. 社会科・地理歴史科の教育目標について／現行学習指導要領に至るまでの社会科・地理歴史科教育の歩み 

3. 学習指導要領における中学校社会科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について 

（その１・中学校社会科地理的分野） 

4. 学習指導要領における中学校社会科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について 

（その２・中学校社会科歴史的分野） 

5. 学習指導要領における中学校社会科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について 

（その３・中学校社会科公民的分野） 

6. 学習指導要領における高等学校地理歴史科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方に 

ついて（その１・地理関係科目「地理総合」「地理探究」） 

7. 学習指導要領における高等学校地理歴史科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方に 

ついて（その２・歴史関係科目「歴史総合」） 

8. 学習指導要領における高等学校地理歴史科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方に 

ついて（その３・世界史関係科目「世界史探究」） 

9. 学習指導要領における高等学校地理歴史科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方に 

ついて（その４・日本史関係科目「日本史探究」） 

10. 社会科・地理歴史科における教材及び ICTの活用法について 

11. 社会科・地理歴史科における授業設計と学習指導案の作成について 

12. 社会科・地理歴史科学習指導案の作成・発表・改善策の検討（中学校社会科） 

13. 社会科・地理歴史科学習指導案の作成・発表・改善策の検討（高等学校地理関係科目） 

14. 社会科・地理歴史科学習指導案の作成・発表・改善策の検討（高等学校歴史関係科目） 

／まとめ。学習指導案の作成と発表についての全体での振り返り。 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み、新聞などに目を通すように努めること。 

また、授業の後半で実施する学習指導案作成課題発表に向けた準備を各自進めること。 

 

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%) 

 

テキスト（Textbooks） 

中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領、及び各教科の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

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

担当者名 

（Instructor） 
大西 信行(ONISHI NOBUYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中学校社会科及び高等学校地理歴史科における教育目標、育成を目指す資質・能力を理解し、学習指導要領に示された中学

校社会科及び高等学校地理歴史科の学習内容について背景となる学問領域と関連させた理解を深める。それとともに、中学校

社会科及び高等学校地理歴史科の様々な学習指導理論を踏まえて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つ

ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「社会・地理歴史科教育法１」で学習したことをもとに、学習指導要領に示された教科の目標及び内容を踏まえ、中学校社会科及

び高等学校地理歴史科の各分野・科目について、履修者各自が１単元・１時間分の範囲について教材研究を行って教材を作成

し、学習指導案を準備した上で模擬授業を行う。模擬授業の実施とその振り返りを通して、中学生・高校生の発達段階、学力状

況の多様性に応じた授業設計ができる力量を養成する。あわせて、教材及び ICTの活用法、学習評価の考え方の基礎的理解

についても実践的に学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方）（模擬授業実施についての概略説明） 

2. 中学生・高校生の発達段階、学力状況の多様性を踏まえた授業設計について 

 （異なる「生徒観」の学級での授業設計について） 

3. 教材及び ICTの活用法（実践例の学習） 

4. 模擬授業（１）中学校社会科地理的分野 

5. 模擬授業（２）中学校社会科歴史的分野 

6. 模擬授業（３）中学校社会科公民的分野 

7. 模擬授業（４）高等学校地理歴史科地理関係科目（「地理総合」） 

8. 模擬授業（５）高等学校地理歴史科地理関係科目（「地理探究」） 

9. 模擬授業（６）高等学校地理歴史科歴史関係科目（「歴史総合」その１） 

10. 模擬授業（７）高等学校地理歴史科歴史関係科目（「歴史総合」その２） 

11. 模擬授業（８）高等学校地理歴史科世界史関係科目（「世界史探究」その１） 

12. 模擬授業（９）高等学校地理歴史科世界史関係科目（「世界史探究」その２） 

13. 模擬授業（10）高等学校地理歴史科日本史関係科目（「日本史探究」その１） 

14. 模擬授業（11）高等学校地理歴史科日本史関係科目（「日本史探究」その２） 

／まとめ。実施した模擬授業についての履修者相互の振り返りと各自の改訂案作成。 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み、新聞などに目を通すように努めること。 

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） 

模擬授業の準備・実施・総括(60%)/他の学生の模擬授業の討論への参加・貢献(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領、及び各教科の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

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

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA421／社会・公民科教育法１（Ａ） 

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

担当者名 

（Instructor） 
中間 和洋(NAKAMA KAZUHIRO) 

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） 

中学校社会科及び高等学校公民科における教育目標、育成を目指す資質・能力を理解し、学習指導要領に示された中学校社

会科及び高等学校公民科の学習内容について背景となる学問領域と関連させた理解を深める。それとともに、中学校社会科及

び高等学校公民科の様々な学習指導理論を踏まえて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つける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学習指導要領に示された中学校社会科及び高等学校公民科の目標・内容・全体構造について理解し、対応する学問領域の特

性を踏まえた教材研究の方法について学習する。あわせて、本科目と並行して履修する、あるいは本科目の履修の後に続く「社

会・公民科教育法演習１」「社会・公民科教育法２」「社会・公民科教育法演習２」との関連性・継続性を考慮し、本科目の中で、学

習指導案の作成の基礎を学び、実際に１単元・１時間の授業設計を行い、学習指導案を各自作成して発表、振り返りを行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方） 

2. 社会科・公民科の教育目標について／現行学習指導要領に至るまでの社会科・公民科教育の歩み 

3. 学習指導要領における中学校社会科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について 

（その１・中学校社会科地理的分野） 

4. 学習指導要領における中学校社会科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について 

（その２・中学校社会科歴史的分野） 

5. 学習指導要領における中学校社会科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について 

（その３・中学校社会科公民的分野） 

6. 学習指導要領における高等学校公民科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について 

（その１・「公共」） 

7. 学習指導要領における高等学校公民科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について 

（その２・「倫理」） 

8. 学習指導要領における高等学校公民科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について 

（その３・「政治・経済」（１）政治領域） 

9. 学習指導要領における高等学校公民科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について 

（その４・「政治・経済」（２）経済領域） 

10. 社会科・公民科における教材及び ICTの活用法について 

11. 社会科・公民科における授業設計と学習指導案の作成について 

12. 社会科・公民科学習指導案の作成・発表・改善策の検討（その１・中学校社会科） 

13. 社会科・公民科学習指導案の作成・発表・改善策の検討（その２・高等学校公民科科目（１）） 

14. 社会科・公民科学習指導案の作成・発表・改善策の検討（その３・高等学校公民科科目（２）） 

／まとめ。学習指導案の作成と発表についての全体での振り返り。 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み、新聞などに目を通すように努めること。 

また、授業の後半で実施する学習指導案作成課題発表に向けた準備を各自進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/最終レポート(Final Report)(21%)/学習指導案の作成・発表（中学校社会科）(10%)/学習指導案の作

成・発表（高等学校公民科科目）(10%)/毎回の授業のリアクションペーパー(39%) 

 

テキスト（Textbooks） 

学習指導要領、高等学校学習指導要領、及び各教科の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

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・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） 

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） 
秋学期他(Fall Others) 

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 

2019 年度以降入学者履修不可 

※2022 年度以降「その他」登録に変更 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教材開発，年間授業計画の作成などを通して，当該教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） 

当該教科の学習内容について，情報機器及び教材の効果的な活用法を理解した上で，履修者各自が活用法を考えた授業設計

を行う。あわせて，当該教科に関する年間指導計画の作成や，学習評価の模擬的実践（学習指導案の「生徒観」に即応した定期

試験用の試験問題の作成）などを通して，より実践的に授業設定の向上に取り組む力量を養成する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

詳細はオリエンテーションで発表するとともに，以後の諸連絡については，科目登録した履修者のみアクセス可能な「立教時間」

を通して行うので，必ず確認すること。 

 

○各教科教育法 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。 

 10 月８日 （土） 15：20～17：00  池袋キャンパス 7102 教室 [予定] 

 10月 13 日（木） 18：10～19：50  新座キャンパス N311 教室 [予定] 

 

○作成課題発表会： 

  ※以下の日程で開催することを予定している。課題と発表方式については上記オリエンテーションにて 

   発表する。 

  2023 年 1 月 21 日（土）15：20～17：00［予定］ 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み，新聞などに目を通すように努めること。 

また，オリエンテーションで指示された課題の作成について各自進めておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業課題(100%) 

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。 

 

テキスト（Textbooks） 

中学校学習指導要領，高等学校学習指導要領，及び各教科の学習指導要領解説については，文部科学省 HPを見ること。 

 

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。9 月期の「その他」登録申請期間に履修申請手続を行い，その上で，10 月のオリエンテーションに必

ず出席すること。 

 

注意事項（Notice） 

春学期「社会・公民科教育法１」を修得済の者対象。 

「その他」登録の申請期間・申請方法等については，R Guide または教務部掲示板（学校・社会教育講座「教職課程」）を参照のこ
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と。  
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■GA423 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA423／社会・公民科教育法演習１（Ａ） 

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

担当者名 

（Instructor） 
森田 満夫(MORITA MITSUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中学校社会科及び高等学校公民科における教育目標、育成を目指す資質・能力を理解し、学習指導要領に示された中学校社

会科及び高等学校公民科の学習内容について背景となる学問領域と関連させた理解を深める。それとともに、中学校社会科及

び高等学校公民科の様々な学習指導理論を踏まえて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つける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「社会・公民科教育法１」で学習したことをもとに、学習指導要領に示された教科の目標及び内容を踏まえ、中学校社会科及び高

等学校公民科の各分野・科目について、履修者各自が１単元・１時間分の範囲について教材研究を行って教材を作成し、学習指

導案を準備した上で模擬授業を行う。模擬授業の実施とその振り返りを通して、中学生・高校生の発達段階、学力状況の多様性

に応じた授業設計ができる力量を養成する。あわせて、教材及び ICTの活用法、学習評価の考え方の基礎的理解についても実

践的に学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方）（模擬授業実施についての概略説明） 

2. 中学生・高校生の発達段階、学力状況の多様性を踏まえた授業設計について 

（異なる「生徒観」の学級での授業設計について） 

3. 教材及び ICTの活用法の概略（実践例の学習） 

4. 模擬授業（１）中学校社会科地理的分野 

5. 模擬授業（２）中学校社会科歴史的分野 

6. 模擬授業（３）中学校社会科公民的分野その１ 

7. 模擬授業（４）中学校社会科公民的分野その２ 

8. 模擬授業（５）高等学校公民科科目（「公共」その１） 

9. 模擬授業（６）高等学校公民科科目（「公共」その２） 

10. 模擬授業（７）高等学校公民科科目（「公共」その３） 

11. 模擬授業（８）高等学校公民科科目（「倫理」その１） 

12. 模擬授業（９）高等学校公民科科目（「倫理」その２） 

13. 模擬授業（10）高等学校公民科科目（「政治・経済」その１） 

14. 模擬授業（11）高等学校公民科科目（「政治・経済」その２） 

／まとめ。実施した模擬授業についての履修者相互の振り返りと各自の改訂案作成。 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み、新聞などに目を通すように努めること。 

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） 

提出指導案に基づく模擬授業(50%)/他者の模擬授業への批評(50%) 

 

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 

2. 文部科学省、2017、『中学校学習指導要領－社会編－』、文部科学省 

3. 文部科学省、2018、『高等学校学習指導要領』、東山書房 

4. 文部科学省、2018、『高等学校学習指導要領－公民編－』、文部科学省 

学習指導要領、高等学校学習指導要領、及び各教科の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜、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・公民科教育法１（Ａ）」を修得済の者対象。 
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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） 

中学校社会科及び高等学校公民科における教育目標、育成を目指す資質・能力を理解し、学習指導要領に示された中学校社

会科及び高等学校公民科の学習内容について背景となる学問領域と関連させた理解を深める。それとともに、中学校社会科及

び高等学校公民科の様々な学習指導理論を踏まえて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つける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学習指導要領に示された中学校社会科及び高等学校公民科の目標・内容・全体構造について理解し、対応する学問領域の特

性を踏まえた教材研究の方法について学習する。あわせて、本科目と並行して履修する、あるいは本科目の履修の後に続く「社

会・公民科教育法演習１」「社会・公民科教育法２」「社会・公民科教育法演習２」との関連性・継続性を考慮し、本科目の中で、学

習指導案の作成の基礎を学び、実際に１単元・１時間の授業設計を行い、学習指導案を各自作成して発表、振り返りを行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方） 

2. 社会科・公民科の教育目標について／現行学習指導要領に至るまでの社会科・公民科教育の歩み 

3. 学習指導要領における中学校社会科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について（その１・中

学校社会科地理的分野） 

4. 学習指導要領における中学校社会科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について（その２・中

学校社会科歴史的分野） 

5. 学習指導要領における中学校社会科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について（その３・中

学校社会科公民的分野） 

6. 学習指導要領における高等学校公民科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について（その１・

「公共」） 

7. 学習指導要領における高等学校公民科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について（その２・

「倫理」） 

8. 学習指導要領における高等学校公民科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について（その３・

「政治・経済」（１）政治領域） 

9. 学習指導要領における高等学校公民科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について（その４・

「政治・経済」（２）経済領域） 

10. 社会科・公民科における教材及び ICTの活用法について 

11. 社会科・公民科における授業設計と学習指導案の作成について 

12. 社会科・公民科学習指導案の作成・発表・改善策の検討（その１・中学校社会科） 

13. 社会科・公民科学習指導案の作成・発表・改善策の検討（その２・高等学校公民科科目（１）） 

14. 社会科・公民科学習指導案の作成・発表・改善策の検討（その３・高等学校公民科科目（２）） 

／まとめ。学習指導案の作成と発表についての全体での振り返り。 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み、新聞などに目を通すように努めること。 

また、授業の後半で実施する学習指導案作成課題発表に向けた準備を各自進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内小課題（コメント×数回）(40%)/授業内小課題（特別課題）(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

学習指導要領、高等学校学習指導要領、及び各教科の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐藤学・和井田節子他、2013、『授業と学びの大改革「学びの共同体」で変わる！高校の授業』、明治図書 

(ISBN:4180638231) 

2. 河原和之、2020、『主体的・対話的で深い学びを創る中学校社会科モデル』、明治図書 (ISBN:4182960130) 
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※ほか、必要に応じて授業内で紹介していきます。 

 

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「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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■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） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中学校社会科及び高等学校公民科における教育目標、育成を目指す資質・能力を理解し、学習指導要領に示された中学校社

会科及び高等学校公民科の学習内容について背景となる学問領域と関連させた理解を深める。それとともに、中学校社会科及

び高等学校公民科の様々な学習指導理論を踏まえて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つける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「社会・公民科教育法１」で学習したことをもとに、学習指導要領に示された教科の目標及び内容を踏まえ、中学校社会科及び高

等学校公民科の各分野・科目について、履修者各自が１単元・１時間分の範囲について教材研究を行って教材を作成し、学習指

導案を準備した上で模擬授業を行う。模擬授業の実施とその振り返りを通して、中学生・高校生の発達段階、学力状況の多様性

に応じた授業設計ができる力量を養成する。あわせて、教材及び ICTの活用法、学習評価の考え方の基礎的理解についても実

践的に学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方）（模擬授業実施についての概略説明） 

2. 中学生・高校生の発達段階、学力状況の多様性を踏まえた授業設計について 

（異なる「生徒観」の学級での授業設計について） 

3. 教材及び ICTの活用法の概略（実践例の学習） 

4. 模擬授業（１）中学校社会科地理的分野 

5. 模擬授業（２）中学校社会科歴史的分野 

6. 模擬授業（３）中学校社会科公民的分野その１ 

7. 模擬授業（４）中学校社会科公民的分野その２ 

8. 模擬授業（５）高等学校公民科科目（「公共」その１） 

9. 模擬授業（６）高等学校公民科科目（「公共」その２） 

10. 模擬授業（７）高等学校公民科科目（「公共」その３） 

11. 模擬授業（８）高等学校公民科科目（「倫理」その１） 

12. 模擬授業（９）高等学校公民科科目（「倫理」その２） 

13. 模擬授業（10）高等学校公民科科目（「政治・経済」その１） 

14. 模擬授業（11）高等学校公民科科目（「政治・経済」その２） 

／まとめ。実施した模擬授業についての履修者相互の振り返りと各自の改訂案作成。 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み、新聞などに目を通すように努めること。 

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） 

模擬授業実践(50%)/模擬授業参観コメント(30%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

学習指導要領、高等学校学習指導要領、及び各教科の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

参考文献（Readings） 

※必要に応じて、随時授業内で紹介します。 

 

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) 

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） 

数学科における教育目標、育成を目指す資質・能力を理解し、学習指導要領に示された数学科の学習内容について背景となる

学問領域と関連させた理解を深める。それとともに、数学科の様々な学習指導理論を踏まえて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つける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学習指導要領に示された中学校及び高等学校数学科の目標・内容・全体構造について理解し、対応する学問領域の特性を踏ま

えた教材研究の方法について学習する。あわせて、本科目と並行して履修する、あるいは本科目の履修の後に続く「数学科教育

法演習１」「数学科教育法２」「数学科教育法演習２」との関連性・継続性を考慮し、本科目の中で、学習指導案の作成の基礎を学

び、実際に１単元・１時間の授業設計を行い、学習指導案を各自作成して発表、振り返りを行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方） 

2. 数学科の教育目標について／現行学習指導要領に至るまでの数学科教育の歩み 

3. 学習指導要領における中学校数学科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について 

（その１・中学校第１学年） 

4. 学習指導要領における中学校数学科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について 

（その２・中学校第２学年） 

5. 学習指導要領における中学校数学科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について 

（その３・中学校第３学年） 

6. 学習指導要領における高等学校数学科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について 

（その１・「数学Ⅰ」「数学Ⅱ」） 

7. 学習指導要領における高等学校数学科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について 

（その２・「数学Ⅲ」） 

8. 学習指導要領における高等学校数学科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について 

（その３・「数学 A」「数学 B」） 

9. 学習指導要領における高等学校数学科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について 

（その４・「数学 C」） 

10. 数学科における教材及び ICTの活用法について 

11. 数学科における授業設計と学習指導案の作成について 

12. 数学科学習指導案の作成・発表・改善策の検討（その１・中学校数学） 

13. 数学科学習指導案の作成・発表・改善策の検討（その２・高等学校数学科目（１）） 

14. 数学科学習指導案の作成・発表・改善策の検討（その３・高等学校数学科目（２）） 

／まとめ。学習指導案の作成と発表についての全体での振り返り。 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み、新聞などに目を通すように努めること。 

また、授業の後半で実施する学習指導案作成課題発表に向けた準備を各自進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回（14 回分）の授業での課題の提出状況ならびにその内容(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領、及び各教科の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

必要な資料は、その都度提示する 
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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） 

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） 
秋学期他(Fall Others) 

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 年度以降入学者履修不可 

※2022 年度以降「その他」登録に変更 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教材開発，年間授業計画の作成などを通して，当該教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） 

当該教科の学習内容について，情報機器及び教材の効果的な活用法を理解した上で，履修者各自が活用法を考えた授業設計

を行う。あわせて，当該教科に関する年間指導計画の作成や，学習評価の模擬的実践（学習指導案の「生徒観」に即応した定期

試験用の試験問題の作成）などを通して，より実践的に授業設定の向上に取り組む力量を養成する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

詳細はオリエンテーションで発表するとともに，以後の諸連絡については，科目登録した履修者のみアクセス可能な「立教時間」

を通して行うので，必ず確認すること。 

 

○各教科教育法 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。 

 10 月８日 （土） 15：20～17：00  池袋キャンパス 7102 教室 [予定] 

 10月 13 日（木） 18：10～19：50  新座キャンパス N311 教室 [予定] 

 

○作成課題発表会： 

  ※以下の日程で開催することを予定している。課題と発表方式については上記オリエンテーションにて 

   発表する。 

  2023 年 1 月 21 日（土）15：20～17：00［予定］ 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み，新聞などに目を通すように努めること。 

また，オリエンテーションで指示された課題の作成について各自進めておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業課題(100%) 

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。 

 

テキスト（Textbooks） 

中学校学習指導要領，高等学校学習指導要領，及び各教科の学習指導要領解説については，文部科学省 HPを見ること。 

 

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。9 月期の「その他」登録申請期間に履修申請手続を行い，その上で，10 月のオリエンテーションに必

ず出席すること。 

 

注意事項（Notice） 

春学期「数学科教育法１」を修得済の者対象。 

「その他」登録の申請期間・申請方法等については，R Guide または教務部掲示板（学校・社会教育講座「教職課程」）を参照のこ

と。    
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■GA433 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA433／数学科教育法演習１ 

(Seminar of Methods in Teaching Mathmatics 1) 

担当者名 

（Instructor） 

砂井 博光(SAI HIROMITSU)  

【変更前】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） 

※科目担当者変更のため、担当者名、成績・評価方法・基準、その他（HP等）の変更を

行いました。（2022/7/23） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

数学科における教育目標、育成を目指す資質・能力を理解し、学習指導要領に示された数学科の学習内容について背景となる

学問領域と関連させた理解を深める。それとともに、数学科の様々な学習指導理論を踏まえて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つける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「数学科教育法１」で学習したことをもとに、学習指導要領に示された教科の目標及び内容を踏まえ、中学校及び高等学校数学

科の各学年・科目について、履修者各自が１単元・１時間分の範囲について教材研究を行って教材を作成し、学習指導案を準備

した上で模擬授業を行う。模擬授業の実施とその振り返りを通して、中学生・高校生の発達段階、学力状況の多様性に応じた授

業設計ができる力量を養成する。あわせて、教材及び ICTの活用法、学習評価の考え方の基礎的理解についても実践的に学

ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方）（模擬授業実施についての概略説明） 

2. 中学生・高校生の発達段階、学力状況の多様性を踏まえた授業設計について 

 （異なる「生徒観」の学級での授業設計について） 

3. 教材及び ICTの活用法の概略（実践例の学習） 

4. 模擬授業（１）中学校数学（「数と式」領域） 

5. 模擬授業（２）中学校数学（「図形」領域） 

6. 模擬授業（３）中学校数学（「関数」領域） 

7. 模擬授業（４）中学校数学（「資料の活用」領域） 

8. 模擬授業（５）高等学校数学科目（「数学Ⅰ」（１）） 

9. 模擬授業（６）高等学校数学科目（「数学Ⅰ」（２）） 

10. 模擬授業（７）高等学校数学科目（「数学Ⅱ」） 

11. 模擬授業（８）高等学校数学科目（「数学Ⅲ」） 

12. 模擬授業（９）高等学校数学科目（「数学 A」） 

13. 模擬授業（10）高等学校数学科目（「数学 B」） 

14. 模擬授業（11）高等学校数学科目（「数学 C」） 

／まとめ。実施した模擬授業についての履修者相互の振り返りと各自の改訂案作成。 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み、新聞などに目を通すように努めること。 

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） 

平常課題点(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

2022 年 7 月 23 日付変更（変更理由：科目担当者変更のため）【変更前】毎回（14 回分）の授業での課題の提出状況ならびにそ

の内容(60%) 、最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領、及び各教科の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

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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■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） 

理科における教育目標、育成を目指す資質・能力を理解し、学習指導要領に示された理科の学習内容について背景となる学問

領域と関連させた理解を深める。それとともに、理科の様々な学習指導理論を踏まえて具体的な授業場面を想定した授業設計を

行う方法を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学習指導要領に示された中学校及び高等学校理科の目標・内容・全体構造について理解し、対応する学問領域の特性を踏まえ

た教材研究の方法について学習する。あわせて、本科目と並行して履修する、あるいは本科目の履修の後に続く「理科教育法演

習１」「理科教育法２」「理科教育法演習２」との関連性・継続性を考慮し、本科目の中で、学習指導案の作成の基礎を学び、実際

に１単元・１時間の授業設計を行い、学習指導案を各自作成して発表、振り返りを行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方） 

2. 理科の教育目標について／現行学習指導要領に至るまでの理科教育の歩み 

3. 学習指導要領における中学校理科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について（その１・第１分

野） 

4. 学習指導要領における中学校理科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について（その２・第２分

野） 

5. 学習指導要領における高等学校理科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について（その１・「科

学と人間生活」） 

6. 学習指導要領における高等学校理科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について（その２・「物

理基礎」「物理」） 

7. 学習指導要領における高等学校理科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について（その３・「化

学基礎」「化学」） 

8. 学習指導要領における高等学校理科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について（その４・「生

物基礎」「生物」） 

9. 学習指導要領における高等学校理科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について（その５・「地

学基礎」「地学」） 

10. 理科における教材及び ICT の活用法について 

11. 理科における授業設計と学習指導案の作成について 

12. 理科学習指導案の作成・発表・改善策の検討（その１・中学校理科） 

13. 理科学習指導案の作成・発表・改善策の検討（その２・高等学校理科科目（１）） 

14. 理科学習指導案の作成・発表・改善策の検討（その３・高等学校理科科目（２）） 

／まとめ。学習指導案の作成と発表についての全体での振り返り。 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み、新聞などに目を通すように努めること。 

また、授業の後半で実施する学習指導案作成課題発表に向けた準備を各自進めること。 

 

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。 

中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領、及び各教科の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

参考文献（Readings） 
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必要に応じて授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

この科目の単位修得が秋学期「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） 

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） 
秋学期他(Fall Others) 

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 年度以降入学者履修不可 

※2022 年度以降「その他」登録に変更 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教材開発，年間授業計画の作成などを通して，当該教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） 

当該教科の学習内容について，情報機器及び教材の効果的な活用法を理解した上で，履修者各自が活用法を考えた授業設計

を行う。あわせて，当該教科に関する年間指導計画の作成や，学習評価の模擬的実践（学習指導案の「生徒観」に即応した定期

試験用の試験問題の作成）などを通して，より実践的に授業設定の向上に取り組む力量を養成する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

詳細はオリエンテーションで発表するとともに，以後の諸連絡については，科目登録した履修者のみアクセス可能な「立教時間」

を通して行うので，必ず確認すること。 

 

○各教科教育法 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。 

 10 月８日 （土） 15：20～17：00  池袋キャンパス 7102 教室 [予定] 

 10月 13 日（木） 18：10～19：50  新座キャンパス N311 教室 [予定] 

 

○作成課題発表会： 

  ※以下の日程で開催することを予定している。課題と発表方式については上記オリエンテーションにて 

   発表する。 

  2023 年 1 月 21 日（土）15：20～17：00［予定］ 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み，新聞などに目を通すように努めること。 

また，オリエンテーションで指示された課題の作成について各自進めておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業課題(100%) 

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。 

 

テキスト（Textbooks） 

中学校学習指導要領，高等学校学習指導要領，及び各教科の学習指導要領解説については，文部科学省 HPを見ること。 

 

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。9 月期の「その他」登録申請期間に履修申請手続を行い，その上で，10 月のオリエンテーションに必

ず出席すること。 

 

注意事項（Notice） 

春学期「理科教育法１」を修得済の者対象。 

「その他」登録の申請期間・申請方法等については，R Guide または教務部掲示板（学校・社会教育講座「教職課程」）を参照のこ

と。   
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■GA443 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA443／理科教育法演習１ 

(Seminar of Methods in Teaching Science 1) 

担当者名 

（Instructor） 
渡部 智博(WATANABE TOMOHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

理科における教育目標、育成を目指す資質・能力を理解し、学習指導要領に示された理科の学習内容について背景となる学問

領域と関連させた理解を深める。それとともに、理科の様々な学習指導理論を踏まえて具体的な授業場面を想定した授業設計を

行う方法を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「理科教育法１」で学習したことをもとに、学習指導要領に示された教科の目標及び内容を踏まえ、中学校及び高等学校理科の

各分野・科目について、履修者各自が１単元・１時間分の範囲について教材研究を行って教材を作成し、学習指導案を準備した

上で模擬授業を行う。模擬授業の実施とその振り返りを通して、中学生・高校生の発達段階、学力状況の多様性に応じた授業設

計ができる力量を養成する。あわせて、教材及び ICTの活用法、学習評価の考え方の基礎的理解についても実践的に学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方）（模擬授業実施についての概略説明） 

2. 中学生・高校生の発達段階、学力状況の多様性を踏まえた授業設計について 

 （異なる「生徒観」の学級での授業設計について） 

3. 教材及び ICT活用法の概略（実践例の学習） 

4. 模擬授業（１）中学校理科（第１分野（１）物理領域） 

5. 模擬授業（２）中学校理科（第１分野（２）化学領域） 

6. 模擬授業（３）中学校理科（第２分野（１）生物領域） 

7. 模擬授業（４）中学校理科（第２分野（２）地学領域） 

8. 模擬授業（５）高等学校理科科目（「科学と人間生活」） 

9. 擬授業（６）高等学校理科科目（「物理基礎」「物理」） 

10. 模擬授業（７）高等学校理科科目（「化学基礎」） 

11. 模擬授業（８）高等学校理科科目（「化学」） 

12. 模擬授業（９）高等学校理科科目（「生物基礎」） 

13. 模擬授業（10）高等学校理科科目（「生物」） 

14. 模擬授業（11）高等学校理科科目（「地学基礎」「地学」） 

／まとめ。実施した模擬授業についての履修者相互の振り返りと各自の改訂案作成。 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み、新聞などに目を通すように努めること。 

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） 

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』『中学校学習指導要領解説－理科編－』 

『高等学校学習指導要領』『高等学校学習指導要領－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。 

中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領、及び各教科の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

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)） 
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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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■GA451 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA451／英語科教育法１（Ａ） 

(Methods in Teaching English Language1(A)) 

担当者名 

（Instructor） 
渡邊 万里子(WATANABE MARIKO) 

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） 
異文化コミュニケーション学科学生履修不可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中学校及び高等学校における外国語（英語）の学習・指導に関する知識と授業指導及び学習評価の基礎を身に付ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

中学校及び高等学校の外国語（英語）の学習指導要領及び教科書について理解し、学習指導要領の３つの資質・能力とともに、

領域別の学習到達目標の設定、年間指導計画、単元計画、各授業時間の指導計画について理解する。教材及び ICTの活用の

基礎を学び、また、小学校の外国語活動・外国語科の学習指導要領並びに教科、教科書について知るとともに、小・中・高等学

校の連携の在り方について理解する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方） 

2. 中学校及び高等学校英語科の教育目標について／現行学習指導要領に至るまでの英語科教育の歩み 

3. 学習指導要領における中学校外国語（英語）の目標・内容・全体構造について 

4. 学習指導要領における高等学校外国語（英語）の目標・内容・全体構造について 

5. 中学校外国語（英語）の教科書について 

6. 高等学校外国語（英語）の教科書について 

7. 学習指導要領における中学校外国語（英語）の「３つの資質・能力」と領域別の学習到達目標の設定、 

年間指導計画、単元計画、各授業時間の指導計画について 

8. 学習指導要領における高等学校外国語（英語）の「３つの資質・能力」と領域別の学習到達目標の設定、 

年間指導計画、単元計画、各授業時間の指導計画について 

9. 小学校の外国語活動・外国語科の学習指導要領と教科書等の教材について 

／小・中・高等学校の連携の在り方について 

10. 中学校及び高等学校英語科における学年・科目に対応する授業設計・学習指導案の作成について 

／教材及び ICTの活用について／ALT等とのティーム・ティーチングについて 

11. 中学校及び高等学校英語科における観点別学習状況の評価、言語能力の測定と評価の方法について 

12. 第二言語習得理論とその活用について 

13. 英語科学習指導案の作成・発表・改善策の検討（その１・中学校英語科） 

14. 英語科学習指導案の作成・発表・改善策の検討（その２・高等学校英語科） 

／まとめ。学習指導案の作成と発表についての全体での振り返り。 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み、新聞などに目を通すように努めること。 

また、授業の後半で実施する学習指導案作成課題発表に向けた準備を各自進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加と課題提出(70%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領、及び各教科の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

参考文献（Readings） 

適宜ハンドアウトを配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

教職への理解と熱意を有していることを、履修の前提とする。 

 

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) 

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） 
秋学期他(Fall Others) 

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 年度以降入学者履修不可 

※2022 年度以降「その他」登録に変更 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教材開発，年間授業計画の作成などを通して，当該教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） 

当該教科の学習内容について，情報機器及び教材の効果的な活用法を理解した上で，履修者各自が活用法を考えた授業設計

を行う。あわせて，当該教科に関する年間指導計画の作成や，学習評価の模擬的実践（学習指導案の「生徒観」に即応した定期

試験用の試験問題の作成）などを通して，より実践的に授業設定の向上に取り組む力量を養成する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

詳細はオリエンテーションで発表するとともに，以後の諸連絡については，科目登録した履修者のみアクセス可能な「立教時間」

を通して行うので，必ず確認すること。 

 

○各教科教育法 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。 

 10 月８日 （土） 15：20～17：00  池袋キャンパス 7102 教室 [予定] 

 10月 13 日（木） 18：10～19：50  新座キャンパス N311 教室 [予定] 

 

○作成課題発表会： 

  ※以下の日程で開催することを予定している。課題と発表方式については上記オリエンテーションにて 

   発表する。 

  2023 年 1 月 21 日（土）15：20～17：00［予定］ 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み，新聞などに目を通すように努めること。 

また，オリエンテーションで指示された課題の作成について各自進めておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業課題(100%) 

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。 

 

テキスト（Textbooks） 

中学校学習指導要領，高等学校学習指導要領，及び各教科の学習指導要領解説については，文部科学省 HPを見ること。 

 

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。9 月期の「その他」登録申請期間に履修申請手続を行い，その上で，10 月のオリエンテーションに必

ず出席すること。 

 

注意事項（Notice） 

春学期「英語科教育法１」を修得済の者対象。 

「その他」登録の申請期間・申請方法等については，R Guide または教務部掲示板（学校・社会教育講座「教職課程」）を参照のこ

と。    
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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)) 

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） 
CET3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
異文化コミュニケーション学科学生履修不可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中学校及び高等学校における外国語（英語）の学習・指導に関する知識と授業指導及び学習評価の基礎を身に付ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「英語科教育法１」「英語科教育法２」で学習したことをもとに、学習指導要領に示された教科の目標及び内容を踏まえ、履修者各

自が１単元・１時間分の範囲について教材研究を行って授業を組み立て、学習指導案を準備した上で模擬授業を行う。教材及び

ICTの活用も含めて模擬授業を実施し、その振り返りを通して、生徒の特性や習熟度に応じた授業設計ができ、生徒の資質・能

力を高める指導ができる力量を養成する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方） 

2. 生徒の特性や習熟度に応じた授業設計と求められる工夫について／教材及び ICTを活用した授業実践例について 

／ALT等とのティーム・ティーチングについて 

3. 模擬授業（１）中学校英語第１学年その１ 

4. 模擬授業（２）中学校英語第１学年その２ 

5. 模擬授業（３）中学校英語第２学年その１ 

6. 模擬授業（４）中学校英語第２学年その２ 

7. 模擬授業（５）中学校英語第３学年その１ 

8. 模擬授業（６）中学校英語第３学年その２ 

9. 模擬授業（７）高等学校英語科目（「英語コミュニケーションⅠ」） 

10. 模擬授業（８）高等学校英語科目（「英語コミュニケーションⅡ」） 

11. 模擬授業（９）高等学校英語科目（「英語コミュニケーションⅢ」） 

12. 模擬授業（10）高等学校英語科目（「論理・表現Ⅰ」） 

13. 模擬授業（11）高等学校英語科目（「論理・表現Ⅱ」） 

14. 模擬授業（12）高等学校英語科目（「論理・表現Ⅲ」） 

／まとめ。実施した模擬授業についての履修者相互の振り返りと各自の改訂案作成。 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み、新聞などに目を通すように努めること。 

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） 

模擬授業(50%)/授業参加（課題提出含む）(20%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領、及び各教科の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

参考文献（Readings） 

適宜ハンドアウトを配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

教職への理解と熱意を有していることを、履修の前提とする。 

 

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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■GA455 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA455／英語科教育法１（Ｂ） 

(Methods in Teaching English Language1(B)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中学・ 高等学校における英語授業とその指導 

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） 
異文化コミュニケーション学科学生履修不可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中学校及び高等学校における外国語（英語）の学習・指導に関する知識と授業指導及び学習評価の基礎を身に付ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

中学校及び高等学校の外国語（英語）の学習指導要領及び教科書について理解し、学習指導要領の３つの資質・能力とともに、

領域別の学習到達目標の設定、年間指導計画、単元計画、各授業時間の指導計画について理解する。教材及び ICTの活用の

基礎を学び、また、小学校の外国語活動・外国語科の学習指導要領並びに教科、教科書について知るとともに、小・中・高等学

校の連携の在り方について理解する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方） 

2. 中学校及び高等学校英語科の教育目標について／現行学習指導要領に至るまでの英語科教育の歩み 

3. 学習指導要領における中学校外国語（英語）の目標・内容・全体構造について 

4. 学習指導要領における高等学校外国語（英語）の目標・内容・全体構造について 

5. 中学校外国語（英語）の教科書について 

6. 高等学校外国語（英語）の教科書について 

7. 学習指導要領における中学校外国語（英語）の「３つの資質・能力」と領域別の学習到達目標の設定、 

年間指導計画、単元計画、各授業時間の指導計画について 

8. 学習指導要領における高等学校外国語（英語）の「３つの資質・能力」と領域別の学習到達目標の設定、 

年間指導計画、単元計画、各授業時間の指導計画について 

9. 小学校の外国語活動・外国語科の学習指導要領と教科書等の教材について 

／小・中・高等学校の連携の在り方について 

10. 中学校及び高等学校英語科における学年・科目に対応する授業設計・学習指導案の作成について 

／教材及び ICTの活用について／ALT等とのティーム・ティーチングについて 

11. 中学校及び高等学校英語科における観点別学習状況の評価、言語能力の測定と評価の方法について 

12. 第二言語習得理論とその活用について 

13. 英語科学習指導案の作成・発表・改善策の検討（その１・中学校英語科） 

14. 英語科学習指導案の作成・発表・改善策の検討（その２・高等学校英語科） 

／まとめ。学習指導案の作成と発表についての全体での振り返り。 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み、新聞などに目を通すように努めること。 

また、授業の後半で実施する学習指導案作成課題発表に向けた準備を各自進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発言、意欲、貢献度を含む授業参加度(15%)/演習および発表(30%)/学習指導案(20%)/課題やレポートほか提出物(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領、及び各教科の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

参考文献（Readings） 

それぞれの授業テーマに関連する参考文献（専門誌や学会論文を含む）や資料を、授業時に随時使用する予定。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・初回は重要な連絡と第 2 回授業に提出してもらう課題の指示があります。必ず出席してください。 

・立教時間や Google classroomを通して大学から届く授業に関する通知や情報に十分注意して授業準備をし 

 てください。 
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注意事項（Notice） 

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

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA457／英語科教育法演習１（Ｂ） 

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

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中学・高等学校の 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） 
異文化コミュニケーション学科学生履修不可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中学校及び高等学校における外国語（英語）の学習・指導に関する知識と授業指導及び学習評価の基礎を身に付ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「英語科教育法１」「英語科教育法２」で学習したことをもとに、学習指導要領に示された教科の目標及び内容を踏まえ、履修者各

自が１単元・１時間分の範囲について教材研究を行って授業を組み立て、学習指導案を準備した上で模擬授業を行う。教材及び

ICTの活用も含めて模擬授業を実施し、その振り返りを通して、生徒の特性や習熟度に応じた授業設計ができ、生徒の資質・能

力を高める指導ができる力量を養成する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方） 

2. 生徒の特性や習熟度に応じた授業設計と求められる工夫について／教材及び ICTを活用した授業実践例について 

／ALT等とのティーム・ティーチングについて 

3. 模擬授業（１）中学校英語第１学年その１ 

4. 模擬授業（２）中学校英語第１学年その２ 

5. 模擬授業（３）中学校英語第２学年その１ 

6. 模擬授業（４）中学校英語第２学年その２ 

7. 模擬授業（５）中学校英語第３学年その１ 

8. 模擬授業（６）中学校英語第３学年その２ 

9. 模擬授業（７）高等学校英語科目（「英語コミュニケーションⅠ」） 

10. 模擬授業（８）高等学校英語科目（「英語コミュニケーションⅡ」） 

11. 模擬授業（９）高等学校英語科目（「英語コミュニケーションⅢ」） 

12. 模擬授業（10）高等学校英語科目（「論理・表現Ⅰ」） 

13. 模擬授業（11）高等学校英語科目（「論理・表現Ⅱ」） 

14. 模擬授業（12）高等学校英語科目（「論理・表現Ⅲ」） 

／まとめ。実施した模擬授業についての履修者相互の振り返りと各自の改訂案作成。 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み、新聞などに目を通すように努めること。 

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） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領、及び各教科の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

参考文献（Readings） 

各テーマに関連する参考文献（専門誌や学会論文を含む）や資料を、授業時に随時使用する予定。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・初回は重要な連絡と第 2 回授業に提出してもらう課題の指示があります。必ず出席してください。 

・立教時間や Google classroomを通して大学から届く授業に関する通知や情報に十分注意して授業準備をし 

 てください。 

・現職教員等を対象とする研究会や学会の内容を紹介する予定。 

 

注意事項（Notice） 
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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） 
ことばを教えるうえで身に着けたい言語学的思考法 

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） 

中学校及び高等学校における外国語（ドイツ語）の学習・指導に関する知識と授業指導及び学習評価の基礎を身に付ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

中学校及び高等学校の外国語の学習指導要領及び外国語（ドイツ語）教科書について理解し、学習指導要領の３つの資質・能

力とともに、領域別の学習到達目標の設定、年間指導計画、単元計画、各授業時間の指導計画について理解する。教材及び

ICTの活用の基礎を学び、また、小学校の外国語活動・外国語科の学習指導要領並びに教科、教科書について知るとともに、

小・中・高等学校の連携の在り方について理解する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方） 

2. 中学校及び高等学校外国語科（ドイツ語科）の教育目標について／現行学習指導要領に至るまでのドイツ語科教育 

の歩み 

3. 学習指導要領における中学校外国語（ドイツ語）の目標・内容・全体構造について 

4. 学習指導要領における高等学校外国語（ドイツ語）の目標・内容・全体構造について 

5. 中学校外国語（ドイツ語）の教科書について 

6. 高等学校外国語（ドイツ語）の教科書について 

7. 学習指導要領における中学校外国語の「３つの資質・能力」と領域別の学習到達目標の設定、年間指導計画、 

単元計画、各授業時間の指導計画について 

8. 学習指導要領における高等学校外国語の「３つの資質・能力」と領域別の学習到達目標の設定、年間指導計画、 

単元計画、各授業時間の指導計画について 

9. 小学校の外国語活動・外国語科の学習指導要領と教科書等の教材について 

／小・中・高等学校の連携の在り方について 

10. 中学校及び高等学校ドイツ語科における学年・科目に対応する授業設計・学習指導案の作成について 

／教材及び ICTの活用について 

11. 中学校及び高等学校ドイツ語科における観点別学習状況の評価、言語能力の測定と評価の方法について 

12. 第二言語習得理論とその活用について 

13. ドイツ語科学習指導案の作成・発表・改善策の検討（その１・中学校ドイツ語科） 

14. ドイツ語科学習指導案の作成・発表・改善策の検討（その２・高等学校ドイツ語科） 

  ／まとめ。学習指導案の作成と発表についての全体での振り返り。 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み、新聞などに目を通すよう努めること。 

また、授業の後半で実施する学習指導案作成課題発表に向けた準備を各自進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および積極的な発言と質問(50%)/課題の内容およびプレゼンテーション(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 『中学校学習指導要領』、文部科学省 

2. 『中学校学習指導要領解説－外国語編－』、文部科学省 

3. 『高等学校学習指導要領』、文部科学省 

4. 『高等学校学習指導用老－外国語編－』、文部科学省 

5. 川添愛、2020、『ヒトの言葉 機械の言葉 「人工知能と話す」以前の言語学』、角川書店（角川新書） (ISBN:9784040823485) 

中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領、及び各教科の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

この科目の単位修得が秋学期「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） 

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） 
秋学期他(Fall Others) 

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 年度以降入学者履修不可 

※2022 年度以降「その他」登録に変更 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教材開発，年間授業計画の作成などを通して，当該教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） 

当該教科の学習内容について，情報機器及び教材の効果的な活用法を理解した上で，履修者各自が活用法を考えた授業設計

を行う。あわせて，当該教科に関する年間指導計画の作成や，学習評価の模擬的実践（学習指導案の「生徒観」に即応した定期

試験用の試験問題の作成）などを通して，より実践的に授業設定の向上に取り組む力量を養成する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

詳細はオリエンテーションで発表するとともに，以後の諸連絡については，科目登録した履修者のみアクセス可能な「立教時間」

を通して行うので，必ず確認すること。 

 

○各教科教育法 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。 

 10 月８日 （土） 15：20～17：00  池袋キャンパス 7102 教室 [予定] 

 10月 13 日（木） 18：10～19：50  新座キャンパス N311 教室 [予定] 

 

○作成課題発表会： 

  ※以下の日程で開催することを予定している。課題と発表方式については上記オリエンテーションにて 

   発表する。 

  2023 年 1 月 21 日（土）15：20～17：00［予定］ 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み，新聞などに目を通すように努めること。 

また，オリエンテーションで指示された課題の作成について各自進めておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業課題(100%) 

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。 

 

テキスト（Textbooks） 

中学校学習指導要領，高等学校学習指導要領，及び各教科の学習指導要領解説については，文部科学省 HPを見ること。 

 

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。9 月期の「その他」登録申請期間に履修申請手続を行い，その上で，10 月のオリエンテーションに必

ず出席すること。 

 

注意事項（Notice） 

春学期「ドイツ語科教育法１」を修得済の者対象。  

「その他」登録の申請期間・申請方法等については，R Guide または教務部掲示板（学校・社会教育講座「教職課程」）を参照のこ

と。   
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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） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中学校及び高等学校における外国語（ドイツ語）の学習・指導に関する知識と授業指導及び学習評価の基礎を身に付ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「ドイツ語科教育法１」「ドイツ語科教育法２」で学習したことをもとに、学習指導要領に示された教科の目標及び内容を踏まえ、履

修者各自が１単元・１時間分の範囲について教材研究を行って授業を組み立て、学習指導案を準備した上で模擬授業を行う。教

材及び ICTの活用も含めて模擬授業を実施し、その振り返りを通して、生徒の特性や習熟度に応じた授業設計ができ、生徒の

資質・能力を高める指導ができる力量を養成する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方） 

2. 生徒の特性や習熟度に応じた授業設計と求められる工夫について／教材及び ICTを活用した授業実践例について 

3. 模擬授業（１）中学校ドイツ語第１学年その１ 

4. 模擬授業（２）中学校ドイツ語第１学年その２ 

5. 模擬授業（３）中学校ドイツ語第２学年その１ 

6. 模擬授業（４）中学校ドイツ語第２学年その２ 

7. 模擬授業（５）中学校ドイツ語第３学年その１ 

8. 模擬授業（６）中学校ドイツ語第３学年その２ 

9. 模擬授業（７）高等学校ドイツ語第１学年その１ 

10. 模擬授業（８）高等学校ドイツ語第１学年その２ 

11. 模擬授業（９）高等学校ドイツ語第２学年その１ 

12. 模擬授業（10）高等学校ドイツ語第２学年その２ 

13. 模擬授業（11）高等学校ドイツ語第３学年その１ 

14. 模擬授業（12）高等学校ドイツ語第３学年その２ 

／まとめ。実施した模擬授業についての履修者相互の振り返りと各自の改訂案作成。 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み、新聞などに目を通すように努めること。 

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） 

出席および積極的な発言と質問(40%)/模擬授業の準備と実施(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 『中学校学習指導要領』、文部科学省 

2. 『中学校学習指導要領解説－外国語編－』、文部科学省 

3. 『高等学校学習指導要領』、文部科学省 

4. 『高等学校学習指導要領－外国語編－』、文部科学省 

授業参観、教案作り等に関する資料は適宜配布します。 

中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領、及び各教科の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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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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■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） 

中学校及び高等学校における外国語（フランス語）の学習・指導に関する知識と授業指導及び学習評価の基礎を身に付ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

中学校及び高等学校の外国語の学習指導要領及び外国語（フランス語）教科書について理解し、学習指導要領の３つの資質・

能力とともに、領域別の学習到達目標の設定、年間指導計画、単元計画、各授業時間の指導計画について理解する。教材及び

ICTの活用の基礎を学び、また、小学校の外国語活動・外国語科の学習指導要領並びに教科、教科書について知るとともに、

小・中・高等学校の連携の在り方について理解する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方） 

2. 中学校及び高等学校外国語科（フランス語科）の教育目標について／現行学習指導要領に至るまでのフランス語科 

教育の歩み 

3. 学習指導要領における中学校外国語（フランス語）の目標・内容・全体構造について 

4. 学習指導要領における高等学校外国語（フランス語）の目標・内容・全体構造について 

5. 中学校外国語（フランス語）の教科書について 

6. 高等学校外国語（フランス語）の教科書について 

7. 学習指導要領における中学校外国語の「３つの資質・能力」と領域別の学習到達目標の設定、年間指導計画、 

単元計画、各授業時間の指導計画について 

8. 学習指導要領における高等学校外国語の「３つの資質・能力」と領域別の学習到達目標の設定、年間指導計画、 

単元計画、各授業時間の指導計画について 

9. 小学校の外国語活動・外国語科の学習指導要領と教科書等の教材について 

／小・中・高等学校の連携の在り方について 

10. 中学校及び高等学校フランス語科における学年・科目に対応する授業設計・学習指導案の作成について 

／教材及び ICTの活用について 

11. 中学校及び高等学校フランス語科における観点別学習状況の評価、言語能力の測定と評価の方法について 

12. 第二言語習得理論とその活用について 

13. フランス語科学習指導案の作成・発表・改善策の検討（その１・中学校フランス語科） 

14. フランス語科学習指導案の作成・発表・改善策の検討（その２・高等学校フランス語科） 

／まとめ。学習指導案の作成と発表についての全体での振り返り。 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み、新聞などに目を通すように努めること。 

また、授業の後半で実施する学習指導案作成課題発表に向けた準備を各自進めること。 

 

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） 

1. 『中学校学習指導要領』、文部科学省 

2. 『中学校学習指導要領解説-外国語編－』、文部科学省 

3. 『高等学校学習指導要領』、文部科学省 

4. 『高等学校学習指導要領－外国語編－』、文部科学省 

中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領、及び各教科の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

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. Christine TAGLIANTE. 1994. La classe de langue. CLE International 
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3. Jean-Pierre CUQ. 2003. Dictionnaire de didactique du français; langue étrangère et seconde. CLE International 

 

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「フランス語科教育法演習 1」履修の必須条件となる。  
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■GA472 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA472／フランス語科教育法２ 

(Methods in Teaching French Language 2) 

担当者名 

（Instructor） 

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） 
秋学期他(Fall Others) 

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 年度以降入学者履修不可 

※2022 年度以降「その他」登録に変更 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教材開発，年間授業計画の作成などを通して，当該教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） 

当該教科の学習内容について，情報機器及び教材の効果的な活用法を理解した上で，履修者各自が活用法を考えた授業設計

を行う。あわせて，当該教科に関する年間指導計画の作成や，学習評価の模擬的実践（学習指導案の「生徒観」に即応した定期

試験用の試験問題の作成）などを通して，より実践的に授業設定の向上に取り組む力量を養成する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

詳細はオリエンテーションで発表するとともに，以後の諸連絡については，科目登録した履修者のみアクセス可能な「立教時間」

を通して行うので，必ず確認すること。 

 

○各教科教育法 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。 

 10 月８日 （土） 15：20～17：00  池袋キャンパス 7102 教室 [予定] 

 10月 13 日（木） 18：10～19：50  新座キャンパス N311 教室 [予定] 

 

○作成課題発表会： 

  ※以下の日程で開催することを予定している。課題と発表方式については上記オリエンテーションにて 

   発表する。 

  2023 年 1 月 21 日（土）15：20～17：00［予定］ 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み，新聞などに目を通すように努めること。 

また，オリエンテーションで指示された課題の作成について各自進めておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業課題(100%) 

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。 

 

テキスト（Textbooks） 

中学校学習指導要領，高等学校学習指導要領，及び各教科の学習指導要領解説については，文部科学省 HPを見ること。 

 

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。9 月期の「その他」登録申請期間に履修申請手続を行い，その上で，10 月のオリエンテーションに必

ず出席すること。 

 

注意事項（Notice） 

春学期「フランス語科教育法１」を修得済の者対象。 

「その他」登録の申請期間・申請方法等については，R Guide または教務部掲示板（学校・社会教育講座「教職課程」）を参照のこ

と。  
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■GA473 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA473／フランス語科教育法演習１ 

(Seminar of Methods in Teaching French Language 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語の教え方を具体例から考える 

担当者名 

（Instructor） 
土屋 良二(TSUCHIYA RYOJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中学校及び高等学校における外国語（フランス語）の学習・指導に関する知識と授業指導及び学習評価の基礎を身に付ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「フランス語科教育法１」「フランス語科教育法２」で学習したことをもとに、学習指導要領に示された教科の目標及び内容を踏ま

え、履修者各自が１単元・１時間分の範囲について教材研究を行って授業を組み立て、学習指導案を準備した上で模擬授業を行

う。教材及び ICTの活用も含めて模擬授業を実施し、その振り返りを通して、生徒の特性や習熟度に応じた授業設計ができ、生

徒の資質・能力を高める指導ができる力量を養成する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方） 

2. 生徒の特性や習熟度に応じた授業設計と求められる工夫について／教材及び ICTを活用した授業実践例について 

3. 模擬授業（１）中学校フランス語第１学年その１ 

4. 模擬授業（２）中学校フランス語第１学年その２ 

5. 模擬授業（３）中学校フランス語第２学年その１ 

6. 模擬授業（４）中学校フランス語第２学年その２ 

7. 模擬授業（５）中学校フランス語第３学年その１ 

8. 模擬授業（６）中学校フランス語第３学年その２ 

9. 模擬授業（７）高等学校フランス語第１学年その１ 

10. 模擬授業（８）高等学校フランス語第１学年その２ 

11. 模擬授業（９）高等学校フランス語第２学年その１ 

12. 模擬授業（10）高等学校フランス語第２学年その２ 

13. 模擬授業（11）高等学校フランス語第３学年その１ 

14. 模擬授業（12）高等学校フランス語第３学年その２ 

／まとめ。実施した模擬授業についての履修者相互の振り返りと各自の改訂案作成。 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み、新聞などに目を通すように努めること。 

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） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内で行う模擬授業の発表(40%)/学習テーマに関するディスカッション(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 『中学校学習指導要領』、文部科学省 

2. 『中学校学習指導要領解説－外国語編－』、文部科学省 

3. 『高等学校学習指導要領』、文部科学省 

4. 『高等学校学習指導要領－外国語編－、文部科学省 

中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領、及び各教科の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

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 InternationalLE International  

3. Jean-Pierre CUQ. 2003. Dictionnaire de didactique du français; langue étrangère et seconde. CLE International 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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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。   

 

  



 - 104 - 

■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） 

宗教科における教育目標、育成を目指す資質・能力を理解し、宗教科の学習内容について背景となる学問領域と関連させた理

解を深める。それとともに、宗教科の様々な学習指導理論を踏まえて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つ

ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

中学校及び高等学校宗教科教育の目標・内容・全体構造について理解し、対応する学問領域の特性を踏まえた教材研究の方法

について学習する。あわせて、本科目と並行して履修する、あるいは本科目の履修の後に続く「宗教科教育法演習１」「宗教科教

育法２」「宗教科教育法演習２」との関連性・継続性を考慮し、本科目の中で、学習指導案の作成の基礎を学び、実際に１単元・１

時間の授業設計を行い、学習指導案を各自作成して発表、振り返りを行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方） 

2. 宗教科の教育目標について／宗教科教育の歩み 

3. 中学校宗教科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について（その１） 

4. 中学校宗教科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について（その２） 

5. 中学校宗教科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について（その３） 

6. 高等学校宗教科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について（その１） 

7. 高等学校宗教科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について（その２） 

8. 高等学校宗教科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について（その３） 

9. 高等学校宗教科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について（その４） 

10. 宗教科における教材及び ICTの活用法について 

11. 宗教科における授業設計と学習指導案の作成について 

12. 宗教科学習指導案の作成・発表・改善策の検討（その１・中学校宗教科） 

13. 宗教科学習指導案の作成・発表・改善策の検討（その２・高等学校宗教科（１）） 

14. 宗教科学習指導案の作成・発表・改善策の検討（その３・高等学校宗教科（２）） 

／まとめ。学習指導案の作成と発表についての全体での振り返り。 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み、新聞などに目を通すように努めること。 

また、授業の後半で実施する学習指導案作成課題発表に向けた準備を各自進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/授業における質疑応答(70%)/授業における積極的取り組み(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 『中学校学習指導要領』、東山書房 

2. 『高等学校学習指導要領』、東山書房 

中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領については、文部科学省 HPを見ること。 

 

参考文献（Readings） 

1. 『中学校学習指導要領解説－特別の教科 道徳編－』、教育出版 

2. 『高等学校学習指導要領－公民編－』、東京書籍 

3. 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) 

4. 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) 

5. 堀田善衛、2013、『時代の風音』、朝日文庫 (ISBN:9784022641397) 

6. 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) 

7. 佐々木幸寿、2009、『改正教育基本法 制定過程と政府解釈の論点』、日本文教出版 (ISBN:9784536600255) 

 

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「宗教科教育法演習 1」履修の必須条件となる。 

 

  



 - 106 - 

■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） 

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） 
秋学期他(Fall Others) 

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 年度以降入学者履修不可 

※2022 年度以降「その他」登録に変更 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教材開発，年間授業計画の作成などを通して，当該教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） 

当該教科の学習内容について，情報機器及び教材の効果的な活用法を理解した上で，履修者各自が活用法を考えた授業設計

を行う。あわせて，当該教科に関する年間指導計画の作成や，学習評価の模擬的実践（学習指導案の「生徒観」に即応した定期

試験用の試験問題の作成）などを通して，より実践的に授業設定の向上に取り組む力量を養成する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

詳細はオリエンテーションで発表するとともに，以後の諸連絡については，科目登録した履修者のみアクセス可能な「立教時間」

を通して行うので，必ず確認すること。 

 

○各教科教育法 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。 

 10 月８日 （土） 15：20～17：00  池袋キャンパス 7102 教室 [予定] 

 10月 13 日（木） 18：10～19：50  新座キャンパス N311 教室 [予定] 

 

○作成課題発表会： 

  ※以下の日程で開催することを予定している。課題と発表方式については上記オリエンテーションにて 

   発表する。 

  2023 年 1 月 21 日（土）15：20～17：00［予定］ 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み，新聞などに目を通すように努めること。 

また，オリエンテーションで指示された課題の作成について各自進めておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業課題(100%) 

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。 

 

テキスト（Textbooks） 

中学校学習指導要領，高等学校学習指導要領，及び各教科の学習指導要領解説については，文部科学省 HPを見ること。 

 

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。9 月期の「その他」登録申請期間に履修申請手続を行い，その上で，10 月のオリエンテーションに必

ず出席すること。 

 

注意事項（Notice） 

春学期「宗教科教育法１」を修得済の者対象。 

「その他」登録の申請期間・申請方法等については，R Guide または教務部掲示板（学校・社会教育講座「教職課程」）を参照のこ

と。  
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■GA483 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA483／宗教科教育法演習１ 

(Seminar of Methods in Teaching Religion 1) 

担当者名 

（Instructor） 
新井 美穂(ARAI MIHO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

宗教科における教育目標、育成を目指す資質・能力を理解し、宗教科の学習内容について背景となる学問領域と関連させた理

解を深める。それとともに宗教科の様々な学習指導理論を踏まえて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つ

ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「宗教科教育法１」で学習したことをもとに、中学校及び高等学校宗教科の学習内容について、履修者各自が１単元・１時間分の

範囲について教材研究を行って教材を作成し、学習指導案を準備した上で模擬授業を行う。模擬授業の実施とその振り返りを通

して、中学生・高校生の発達段階、学力状況の多様性に応じた授業設計ができる力量を養成する。あわせて、教材及び ICTの

活用法、学習評価の考え方の基礎的理解についても実践的に学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方）（模擬授業実施についての概略説明） 

2. 中学生・高校生の発達段階、学力状況の多様性を踏まえた授業設計について 

（異なる「生徒観」の学級での授業設計について） 

3. 教材及び ICTの活用法の概略（実践例の学習） 

4. 模擬授業（１）中学校宗教科その１ 

5. 模擬授業（２）中学校宗教科その２ 

6. 模擬授業（３）中学校宗教科その３ 

7. 模擬授業（４）中学校宗教科その４ 

8. 模擬授業（５）中学校宗教科その５ 

9. 模擬授業（６）高等学校宗教科その１ 

10. 模擬授業（７）高等学校宗教科その２ 

11. 模擬授業（８）高等学校宗教科その３ 

12. 模擬授業（９）高等学校宗教科その４ 

13. 模擬授業（10）高等学校宗教科その５ 

14. 模擬授業（11）高等学校宗教科その６ 

／まとめ。実施した模擬授業についての履修者相互の振り返りと各自の改訂案作成。 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み、新聞などに目を通すように努めること。 

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） 

授業の教案(40%)/模擬授業の実践(40%)/授業における質疑応答(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 『中学校学習指導要領』、東山書房 

2. 『高等学校学習指導要領』、東山書房 

中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領については、文部科学省 HPを見ること。 

 

参考文献（Readings） 

1. 『中学校学習指導要領解説－特別の教科 道徳編－』、教育出版 

2. 『高等学校学習指導要領－公民編－』、東京書籍 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

春学期「宗教科教育法１」を修得済の者対象。 
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■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） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教科「商業」における教育目標、育成を目指す資質・能力を理解し、学習指導要領に示された商業科の学習内容について背景と

なる学問領域と関連させた理解を深める。それとともに、教科「商業」の様々な学習指導理論を踏まえて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つける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学習指導要領に示された高等学校教科「商業」の目標・内容・全体構造について理解し、対応する学問領域の特性を踏まえた教

材研究の方法について学習する。あわせて、本科目の履修の後に続く「商業科教育法演習１」との継続性を考慮し、本科目の中

で、学習指導案の作成の基礎を学び、実際に１単元・１時間の授業設計を行い、学習指導案を各自作成して発表、振り返りを行

う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方） 

2. 教科「商業」の教育目標について／現行学習指導要領に至るまでの教科「商業」教育の歩み 

3. 学習指導要領における教科「商業」の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について 

（その１・流通ビジネス（商業経済）科目群について） 

4. 学習指導要領における教科「商業」の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について 

（その２・グローバル経済科目群について） 

5. 学習指導要領における教科「商業」の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について 

（その３・簿記会計科目群について） 

6. 学習指導要領における教科「商業」の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について 

（その４・経営情報（情報処理）科目群について） 

7. 学習指導要領における教科「商業」の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について 

（その５・総合的科目群について） 

8. 教科「商業」における教材及び ICTの活用法について 

9. 教科「商業」における授業設計と学習指導案の作成について 

10. 高校生の発達段階、学力状況の多様性を踏まえた授業設計について 

 （異なる「生徒観」の学級での授業設計について） 

11. 教科「商業」の学習指導案の作成・発表・改善策の検討 

（その１・流通ビジネス（商業経済）科目群） 

12. 教科「商業」の学習指導案の作成・発表・改善策の検討（その２・グローバル経済科目群） 

13. 教科「商業」の学習指導案の作成・発表・改善策の検討（その３・簿記会計科目群） 

14. 教科「商業」の学習指導案の作成・発表・改善策の検討（その４・経営情報（情報処理）科目群） 

／まとめ（学習指導案の作成と発表を踏まえた全体での振り返り） 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み、新聞などに目を通すように努めること。 

また、授業の後半で実施する学習指導案作成課題発表に向けた準備を各自進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期中のレポート（報告レポート）(40%)/最終レポート(Final Report)(40%)/口頭試問（講義内容確認試問）(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

高等学校学習指導要領、及び各教科の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

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「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） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教科「商業」における教育目標、育成を目指す資質・能力を理解し、学習指導要領に示された教科「商業」の学習内容について背

景となる学問領域と関連させた理解を深める。それとともに、教科「商業」の様々な学習指導理論を踏まえて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つける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「商業科教育法１」で学習したことをもとに、学習指導要領に示された教科の目標及び内容を踏まえ、教科「商業」とその科目群に

ついて、履修者各自が１単元・１時間分の範囲について教材研究を行って教材を作成し、学習指導案を準備した上で模擬授業を

行う。模擬授業の実施とその振り返りを通して、高校生の発達段階、学力状況の多様性に応じた授業設計ができる力量を養成す

る。あわせて、教材及び ICTの活用法についての実践的な理解を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方） 

2. 模擬授業（１）（流通ビジネス（商業経済）科目群） 

3. 模擬授業（２）（グローバル経済科目群） 

4. 模擬授業（３）（簿記会計科目群） 

5. 模擬授業（４）（経営情報（情報処理）科目群） 

6. 模擬授業（５）（総合的科目群） 

7. 発展的な学習内容についての探究と実践例紹介 

8. グループワークを採り入れた授業設計の実践例紹介 

9. 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の実践例紹介 

10. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表（１）（流通ビジネス（商業経済）科目群） 

11. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表（２）（グローバル経済科目群） 

12. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表（３）（簿記会計科目群） 

13. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表（４）（経営情報（情報処理）科目群） 

14. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表（５）（総合的科目群） 

／まとめ。実施した模擬授業、模擬授業形式の発表について履修者相互の振り返りと各自の改訂案作成 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み、新聞などに目を通すように努めること。 

模擬授業や発表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） 

学期中のレポート（報告レポート）(40%)/最終レポート(Final Report)(40%)/口頭試問（講義内容確認試問）(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

高等学校学習指導要領、及び各教科の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

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） 

高等学校教科「情報」における教育目標、育成を目指す資質・能力を理解し、学習指導要領に示された教科「情報」の学習内容に

ついて背景となる学問領域と関連させた理解を深める。それとともに、教科「情報」の様々な学習指導理論を踏まえて具体的な授

業場面を想定した授業設計を行う方法を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学習指導要領に示された高等学校教科「情報」の目標・内容・全体構造について理解し、対応する学問領域の特性を踏まえた教

材研究の方法について学習する。あわせて、本科目の履修の後に続く「情報科教育法演習１」との継続性を考慮し、本科目の中

で、学習指導案の作成の基礎を学び、実際に１単元・１時間の授業設計を行い、学習指導案を各自作成して発表、振り返りを行

う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方） 

2. 教科「情報」の教育目標について／現行学習指導要領に至るまでの教科「情報」教育の歩み 

3. 学習指導要領における教科「情報」の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について 

（その１・「情報Ⅰ」について） 

4. 学習指導要領における教科「情報」の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について 

（その２・「情報Ⅱ」について） 

5. 学習指導要領における教科「情報」の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について 

（その３・専門教科「情報」の基礎的科目群について） 

6. 学習指導要領における教科「情報」の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について 

（その４・専門教科「情報」のシステム設計・管理分野の科目群について） 

7. 学習指導要領における教科「情報」の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について 

（その５・専門教科「情報」の情報コンテンツの制作・発信分野の科目群について） 

8. 教科「情報」における教材及び ICTの活用法について 

9. 教科「情報」における授業設計と学習指導案の作成について 

10. 高校生の発達段階、学力状況の多様性を踏まえた授業設計について 

（異なる「生徒観」の学級での授業設計について） 

11. 教科「情報」の学習指導案の作成・発表・改善策の検討（その１・「情報Ⅰ」） 

12. 教科「情報」の学習指導案の作成・発表・改善策の検討（その２・「情報Ⅱ」） 

13. 教科「情報」の学習指導案の作成・発表・改善策の検討（その３・専門教科「情報」の基礎的科目群） 

14. 教科「情報」の学習指導案の作成・発表・改善策の検討（その４・専門教科「情報」の発展的科目群） 

／まとめ（学習指導案の作成と発表を踏まえた全体での振り返り） 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み、新聞などに目を通すように努めること。 

また、授業の後半で実施する学習指導案作成課題発表に向けた準備を各自進めること。 

 

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） 

高等学校学習指導要領、及び各教科の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 



 - 112 - 

注意事項（Notice） 

この科目の単位修得が秋学期「情報科教育法演習 1」履修の必須条件となる。   
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■GA502 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA502／情報科教育法演習１ 

(Seminar of Methods in Infomation and Technology Education 1) 

担当者名 

（Instructor） 
鍋島 尚子(NABESHIMA TAKAKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

高等学校教科「情報」における教育目標、育成を目指す資質・能力を理解し、学習指導要領に示された教科「情報」の学習内容に

ついて背景となる学問領域と関連させた理解を深める。それとともに、教科「情報」の様々な学習指導理論を踏まえて具体的な授

業場面を想定した授業設計を行う方法を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「情報科教育法１」で学習したことをもとに、学習指導要領に示された教科の目標及び内容を踏まえ、教科「情報」の科目につい

て、履修者各自が１単元・１時間分の範囲について教材研究を行って教材を作成し、学習指導案を準備した上で模擬授業を行

う。模擬授業の実施とその振り返りを通して、高校生の発達段階、学力状況の多様性に応じた授業設計ができる力量を養成す

る。あわせて、教材及び ICTの活用法についての実践的な理解を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方） 

2. 模擬授業（１）（「情報Ⅰ」） 

3. 模擬授業（２）（「情報Ⅱ」） 

4. 模擬授業（３）（専門教科「情報」の基礎的科目群） 

5. 模擬授業（４）（専門教科「情報」のシステム設計・管理分野の科目群） 

6. 模擬授業（５）（専門教科「情報」の情報コンテンツの制作・発信分野の科目群） 

7. 発展的な学習内容についての探究と実践例紹介 

8. グループワークを採り入れた授業設計の実践例紹介 

9. 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の実践例紹介 

10. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表（１）（「情報Ⅰ」） 

11. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表（２）（「情報Ⅱ」） 

12. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表（３）（専門教科「情報」の基礎的科目群） 

13. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表（４） 

（「専門教科「情報」のシステム設計・管理分野の科目群」） 

14. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表（５） 

（「専門教科「情報」の情報コンテンツの制作・発信分野の科目群」） 

／まとめ。実施した模擬授業、模擬授業形式の発表について履修者相互の振り返りと各自の改訂案作成 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み、新聞などに目を通すように努めること。 

模擬授業や発表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） 

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） 

高等学校学習指導要領、及び各教科の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

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。 
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■GA551 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA551／英語科教育法１（Ａ）（異文化） 

(Methods in Teaching English Language1(A)) 

担当者名 

（Instructor） 
渡邊 万里子(WATANABE MARIKO) 

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 年度以降入学異文化コミュニケーション学科学生および文学科英米文学専修学生

履修不可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中学校及び高等学校における外国語（英語）の学習・指導に関する知識と授業指導及び学習評価の基礎を身に付ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

中学校及び高等学校の外国語（英語）の学習指導要領及び教科書について理解し、学習指導要領の３つの資質・能力とともに、

領域別の学習到達目標の設定、年間指導計画、単元計画、各授業時間の指導計画について理解する。教材及び ICTの活用の

基礎を学び、また、小学校の外国語活動・外国語科の学習指導要領並びに教科、教科書について知るとともに、小・中・高等学

校の連携の在り方について理解する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方） 

2. 中学校及び高等学校英語科の教育目標について／現行学習指導要領に至るまでの英語科教育の歩み 

3. 学習指導要領における中学校外国語（英語）の目標・内容・全体構造について 

4. 学習指導要領における高等学校外国語（英語）の目標・内容・全体構造について 

5. 中学校外国語（英語）の教科書について 

6. 高等学校外国語（英語）の教科書について 

7. 学習指導要領における中学校外国語（英語）の「３つの資質・能力」と領域別の学習到達目標の設定、 

年間指導計画、単元計画、各授業時間の指導計画について 

8. 学習指導要領における高等学校外国語（英語）の「３つの資質・能力」と領域別の学習到達目標の設定、 

年間指導計画、単元計画、各授業時間の指導計画について 

9. 小学校の外国語活動・外国語科の学習指導要領と教科書等の教材について 

／小・中・高等学校の連携の在り方について 

10. 中学校及び高等学校英語科における学年・科目に対応する授業設計・学習指導案の作成について 

／教材及び ICTの活用について／ALT等とのティーム・ティーチングについて 

11. 中学校及び高等学校英語科における観点別学習状況の評価、言語能力の測定と評価の方法について 

12. 第二言語習得理論とその活用について 

13. 英語科学習指導案の作成・発表・改善策の検討（その１・中学校英語科） 

14. 英語科学習指導案の作成・発表・改善策の検討（その２・高等学校英語科） 

／まとめ。学習指導案の作成と発表についての全体での振り返り。 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み、新聞などに目を通すように努めること。 

また、授業の後半で実施する学習指導案作成課題発表に向けた準備を各自進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加と課題提出(70%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領、及び各教科の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

参考文献（Readings） 

適宜ハンドアウトを配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

教職への理解と熱意を有していることを、履修の前提とする。 

 

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）（異文化）」履修の必須条件となる。 
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■GA553 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA553／英語科教育法演習１（Ａ）（異文化） 

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

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） 
CET3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2019 年度以降入学異文化コミュニケーション学科学生および文学科英米文学専修学生

履修不可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中学校及び高等学校における外国語（英語）の学習・指導に関する知識と授業指導及び学習評価の基礎を身に付ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「英語科教育法１」「英語科教育法２」で学習したことをもとに、学習指導要領に示された教科の目標及び内容を踏まえ、履修者各

自が１単元・１時間分の範囲について教材研究を行って授業を組み立て、学習指導案を準備した上で模擬授業を行う。教材及び

ICTの活用も含めて模擬授業を実施し、その振り返りを通して、生徒の特性や習熟度に応じた授業設計ができ、生徒の資質・能

力を高める指導ができる力量を養成する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方） 

2. 生徒の特性や習熟度に応じた授業設計と求められる工夫について／教材及び ICTを活用した授業実践例について 

／ALT等とのティーム・ティーチングについて 

3. 模擬授業（１）中学校英語第１学年その１ 

4. 模擬授業（２）中学校英語第１学年その２ 

5. 模擬授業（３）中学校英語第２学年その１ 

6. 模擬授業（４）中学校英語第２学年その２ 

7. 模擬授業（５）中学校英語第３学年その１ 

8. 模擬授業（６）中学校英語第３学年その２ 

9. 模擬授業（７）高等学校英語科目（「英語コミュニケーションⅠ」） 

10. 模擬授業（８）高等学校英語科目（「英語コミュニケーションⅡ」） 

11. 模擬授業（９）高等学校英語科目（「英語コミュニケーションⅢ」） 

12. 模擬授業（10）高等学校英語科目（「論理・表現Ⅰ」） 

13. 模擬授業（11）高等学校英語科目（「論理・表現Ⅱ」） 

14. 模擬授業（12）高等学校英語科目（「論理・表現Ⅲ」） 

／まとめ。実施した模擬授業についての履修者相互の振り返りと各自の改訂案作成。 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み、新聞などに目を通すように努めること。 

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） 

模擬授業(50%)/授業参加（課題提出含む）(20%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領、及び各教科の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

参考文献（Readings） 

適宜ハンドアウトを配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

教職への理解と熱意を有していることを、履修の前提とする。 

 

注意事項（Notice） 

春学期「英語科教育法１（Ａ）（異文化）」を修得済の者対象。 
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■GA555 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA555／英語科教育法１（Ｂ）（異文化） 

(Methods in Teaching English Language1(B)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中学・ 高等学校における英語授業とその指導 

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 年度以降入学異文化コミュニケーション学科学生および文学科英米文学専修学生

履修不可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中学校及び高等学校における外国語（英語）の学習・指導に関する知識と授業指導及び学習評価の基礎を身に付ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

中学校及び高等学校の外国語（英語）の学習指導要領及び教科書について理解し、学習指導要領の３つの資質・能力とともに、

領域別の学習到達目標の設定、年間指導計画、単元計画、各授業時間の指導計画について理解する。教材及び ICTの活用の

基礎を学び、また、小学校の外国語活動・外国語科の学習指導要領並びに教科、教科書について知るとともに、小・中・高等学

校の連携の在り方について理解する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方） 

2. 中学校及び高等学校英語科の教育目標について／現行学習指導要領に至るまでの英語科教育の歩み 

3. 学習指導要領における中学校外国語（英語）の目標・内容・全体構造について 

4. 学習指導要領における高等学校外国語（英語）の目標・内容・全体構造について 

5. 中学校外国語（英語）の教科書について 

6. 高等学校外国語（英語）の教科書について 

7. 学習指導要領における中学校外国語（英語）の「３つの資質・能力」と領域別の学習到達目標の設定、 

年間指導計画、単元計画、各授業時間の指導計画について 

8. 学習指導要領における高等学校外国語（英語）の「３つの資質・能力」と領域別の学習到達目標の設定、 

年間指導計画、単元計画、各授業時間の指導計画について 

9. 小学校の外国語活動・外国語科の学習指導要領と教科書等の教材について 

／小・中・高等学校の連携の在り方について 

10. 中学校及び高等学校英語科における学年・科目に対応する授業設計・学習指導案の作成について 

／教材及び ICTの活用について／ALT等とのティーム・ティーチングについて 

11. 中学校及び高等学校英語科における観点別学習状況の評価、言語能力の測定と評価の方法について 

12. 第二言語習得理論とその活用について 

13. 英語科学習指導案の作成・発表・改善策の検討（その１・中学校英語科） 

14. 英語科学習指導案の作成・発表・改善策の検討（その２・高等学校英語科） 

／まとめ。学習指導案の作成と発表についての全体での振り返り。 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み、新聞などに目を通すように努めること。 

また、授業の後半で実施する学習指導案作成課題発表に向けた準備を各自進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発言、意欲、貢献度を含む授業参加度(15%)/演習および発表(30%)/学習指導案(20%)/課題やレポートほか提出物(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領、及び各教科の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

参考文献（Readings） 

それぞれの授業テーマに関連する参考文献（専門誌や学会論文を含む）や資料を、授業時に随時使用する予定。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・初回は重要な連絡と第 2 回授業に提出してもらう課題の指示があります。必ず出席してください。 

・立教時間や Google classroomを通して大学から届く授業に関する通知や情報に十分注意して授業準備をし 

 てください。 
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注意事項（Notice） 

この科目の単位修得が秋学期「英語科教育法演習 1（Ｂ）（異文化）」履修の必須条件となる。 
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■GA557 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA557／英語科教育法演習１（Ｂ）（異文化） 

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

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中学・高等学校の 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 年度以降入学異文化コミュニケーション学科学生および文学科英米文学専修学生

履修不可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中学校及び高等学校における外国語（英語）の学習・指導に関する知識と授業指導及び学習評価の基礎を身に付ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「英語科教育法１」「英語科教育法２」で学習したことをもとに、学習指導要領に示された教科の目標及び内容を踏まえ、履修者各

自が１単元・１時間分の範囲について教材研究を行って授業を組み立て、学習指導案を準備した上で模擬授業を行う。教材及び

ICTの活用も含めて模擬授業を実施し、その振り返りを通して、生徒の特性や習熟度に応じた授業設計ができ、生徒の資質・能

力を高める指導ができる力量を養成する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方） 

2. 生徒の特性や習熟度に応じた授業設計と求められる工夫について／教材及び ICTを活用した授業実践例について 

／ALT等とのティーム・ティーチングについて 

3. 模擬授業（１）中学校英語第１学年その１ 

4. 模擬授業（２）中学校英語第１学年その２ 

5. 模擬授業（３）中学校英語第２学年その１ 

6. 模擬授業（４）中学校英語第２学年その２ 

7. 模擬授業（５）中学校英語第３学年その１ 

8. 模擬授業（６）中学校英語第３学年その２ 

9. 模擬授業（７）高等学校英語科目（「英語コミュニケーションⅠ」） 

10. 模擬授業（８）高等学校英語科目（「英語コミュニケーションⅡ」） 

11. 模擬授業（９）高等学校英語科目（「英語コミュニケーションⅢ」） 

12. 模擬授業（10）高等学校英語科目（「論理・表現Ⅰ」） 

13. 模擬授業（11）高等学校英語科目（「論理・表現Ⅱ」） 

14. 模擬授業（12）高等学校英語科目（「論理・表現Ⅲ」） 

／まとめ。実施した模擬授業についての履修者相互の振り返りと各自の改訂案作成。 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み、新聞などに目を通すように努めること。 

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） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領、及び各教科の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

参考文献（Readings） 

各テーマに関連する参考文献（専門誌や学会論文を含む）や資料を、授業時に随時使用する予定。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・初回は重要な連絡と第 2 回授業に提出してもらう課題の指示があります。必ず出席してください。 

・立教時間や Google classroomを通して大学から届く授業に関する通知や情報に十分注意して授業準備をし 

 てください。 

・現職教員等を対象とする研究会や学会の内容を紹介する予定。 

 

注意事項（Notice） 
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春学期「英語科教育法１（Ｂ）（異文化）」を修得済の者対象。 
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■GA602 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA602／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） 
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） 
2018 年度以前入学者履修不可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

国語科における教育目標、育成を目指す資質・能力を理解し、学習指導要領に示された国語科の学習内容について背景となる

学問領域と関連させた理解を深める。それとともに、国語科の様々な学習指導理論を踏まえて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つける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

中学校及び高等学校国語科の学習内容について、教材及び ICTの効果的な活用法を理解した上で、履修者各自が活用法を考

えた授業設計を行い、その授業計画を発表、振り返りを行う。あわせて、国語科の学年・科目に即した年間指導計画の作成・発

表、学習評価の模擬的実践（学習指導案の「生徒観」に即応した定期試験用の試験問題の作成・発表）などを通して、より実践的

に授業設計の向上に取り組む力量を養成する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方） 

2. 教材及び ICT活用法の実践例紹介（中学校国語科の具体例） 

3. 教材及び ICT活用法の実践例紹介（高等学校国語科の具体例） 

4. 発展的な学習内容についての探究と実践例紹介（中学校国語科の具体例） 

5. 発展的な学習内容についての探究と実践例紹介（高等学校国語科の具体例） 

6. グループワークを採り入れた授業設計の実践例紹介（中学校国語科の具体例） 

7. グループワークを採り入れた授業設計の実践例紹介（高等学校国語科の具体例） 

8. 年間指導計画の作成・発表（１）中学校国語科その１ 

9. 年間指導計画の作成・発表（２）中学校国語科その２ 

10. 年間指導計画の作成・発表（３）高等学校国語科科目その１ 

11. 年間指導計画の作成・発表（４）高等学校国語科科目その２ 

12. 年間指導計画の作成・発表（５）高等学校国語科科目その３ 

13. 学習評価の模擬的実践（その１・中学校国語科） 

14. 学習評価の模擬的実践（その２・高等学校国語科） 

／まとめ。実施した年間指導計画の発表についての履修者相互の振り返りと各自の改訂プラン作成。 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み、新聞などに目を通すように努めること。 

また、授業の後半で実施する年間指導計画作成の課題発表に向けた準備を各自進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(45%)/授業への出席と質疑応答や討論への積極的な参加・発言(35%)/授業内で指示する提出物等

(20%) 

欠席日数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） 

中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領、及び各教科の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

参考文献（Readings） 

授業内に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

春学期「国語科教育法１」を修得済または同時履修の者対象。  
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■GA604 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA604／国語科教育法演習２ 

(Seminar of Teaching Methods in 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） 
CET3210 

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） 

国語科における教育目標、育成を目指す資質・能力を理解し、学習指導要領に示された国語科の学習内容について背景となる

学問領域と関連させた理解を深める。それとともに、国語科の様々な学習指導理論を踏まえて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つける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「国語科教育法２」で学習したことをもとに、学習指導要領に示された教科の目標及び内容を踏まえ、中学校及び高等学校国語

科の各学年・科目について、履修者各自が作成した教材及び ICTの効果的な活用を考えた授業設計に基づき、模擬授業を実施

する。実施後に履修者相互の振り返りを行い、改善点を見出し、改訂プランを作成することを通して、教材及び ICTの活用に実

践的かつ発展的に取り組むことのできる力量を養成する。あわせて実践研究の動向を学び、中学生・高校生の実態に即した授

業設計とその実践に取り組み続けることのできる教科の授業実践者としての資質を高める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方） 

2. 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の実践例（中学校国語科１） 

3. 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の実践例（中学校国語科２） 

4. 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の実践例（高等学校国語科１） 

5. 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の実践例（高等学校国語科２） 

6. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表 

   （教材及び ICTの活用法・その１－中学校第１学年） 

7. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表 

   （教材及び ICTの活用法・その２－中学校第２学年） 

8. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表 

   （教材及び ICTの活用法・その３－中学校第３学年） 

9. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表 

   （教材及び ICTの活用法・その４－「現代の国語」） 

10. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表 

   （教材及び ICTの活用法・その５－「言語文化」） 

11. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表 

   （教材及び ICTの活用法・その６－「論理国語」） 

12. 履修者各自による模擬授業の活用法発表 

   （教材及び ICTの活用法・その７－「文学国語」） 

13. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表 

   （教材及び ICTの活用法・その８－「国語表現」） 

14.  履修者各自による模擬授業形式の活用法発表 

   （教材及び ICTの活用法・その９－「古典探究」） 

／まとめ。実施した模擬授業形式の活用法発表についての履修者相互の振り返りと各自の改訂プラン作成。 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み、新聞などに目を通すように努めること。 

模擬授業形式の発表のための教材研究、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） 

レポート試験(Report Exam)(45%)/演習における報告・発表(30%)/授業への出席及び質疑応答や討論への積極的な参加・発言

(25%) 

欠席日数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） 

中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領、及び各教科の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 
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参考文献（Readings） 

授業内に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

春学期「国語科教育法１」および「国語科教育法２」を修得済の者対象。 
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■GA612 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA612／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） 
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） 
2018 年度以前入学者履修不可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中学校社会科及び高等学校地理歴史科における教育目標、育成を目指す資質・能力を理解し、学習指導要領に示された中学

校社会科及び高等学校地理歴史科の学習内容について背景となる学問領域と関連させた理解を深める。それとともに、中学校

社会科及び高等学校地理歴史科の様々な学習指導理論を踏まえて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つ

ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

中学校社会科及び高等学校地理歴史科の学習内容について、教材及び ICTの効果的な活用法を理解した上で、履修者各自が

活用法を考えた授業設計を行い、その授業計画を発表、振り返りを行う。あわせて、中学校社会科及び高等学校地理歴史科の

分野・科目に即した年間指導計画の作成・発表、学習評価の模擬的実践（学習指導案の「生徒観」に即応した定期試験用の試験

問題の作成・発表）などを通して、より実践的に授業設計の向上に取り組む力量を養成する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方） 

2. 教材及び ICT活用法の実践例紹介（中学校社会科の具体例） 

3. 教材及び ICT活用法の実践例紹介（高等学校地理歴史科の具体例） 

4. 発展的な学習内容についての探究と実践例紹介（中学校社会科の具体例） 

5. 発展的な学習内容についての探究と実践例紹介（高等学校地理歴史科の具体例） 

6. グループワークを採り入れた授業設計の実践例紹介（中学校社会科の具体例） 

7. グループワークを採り入れた授業設計の実践例紹介（高等学校地理歴史科の具体例） 

8. 年間指導計画の作成・発表（１）中学校社会科地理的分野 

9. 年間指導計画の作成・発表（２）中学校社会科歴史的分野 

10. 年間指導計画の作成・発表（３）中学校社会科公民的分野 

11. 年間指導計画の作成・発表（４）高等学校地理歴史科地理関係科目（「地理総合」「地理探究」） 

12. 年間指導計画の作成・発表（５）高等学校地理歴史科歴史関係科目 

（「歴史総合」「世界史探究」「日本史探究」） 

13. 学習評価の模擬的実践（その１・中学校社会科） 

14. 学習評価の模擬的実践（その２・高等学校地理歴史科） 

／まとめ。実施した年間指導計画の発表についての履修者相互の振り返りと各自の改訂プラン作成。 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み、新聞などに目を通すように努めること。 

また、授業の後半で実施する年間指導計画作成の課題発表に向けた準備を各自進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

グループ作業への参加・貢献度(50%)/各自の課題の発表と発表の振り返りを踏まえた改訂プランの提出(50%) 

毎回の出席が大前提。無断欠席のある場合は D 評価となるので注意すること。 

 

テキスト（Textbooks） 

中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領、及び各教科の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

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・地理歴史科教育法１」を修得済または同時履修の者対象。  
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■GA614 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA614／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) 

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） 
2018 年度以前入学者履修不可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中学校社会科及び高等学校地理歴史科における教育目標、育成を目指す資質・能力を理解し、学習指導要領に示された中学

校社会科及び高等学校地理歴史科の学習内容について背景となる学問領域と関連させた理解を深める。それとともに、中学校

社会科及び高等学校地理歴史科の様々な学習指導理論を踏まえて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つ

ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「社会・地理歴史科教育法２」で学習したことをもとに、学習指導要領に示された教科の目標及び内容を踏まえ、中学校社会科及

び高等学校地理歴史科の各分野・科目について、履修者各自が作成した教材及び ICTの効果的な活用を考えた授業設計に基

づき模擬授業を実施する。実施後に履修者相互の振り返りを行い、改善点を見出し、改訂プランを作成することを通して、教材及

び ICTの活用に実践的かつ発展的に取り組むことのできる力量を養成する。あわせて実践研究の動向を学び、中学生・高校生

の実態に即した授業設計とその実践に取り組み続けることのできる教科の授業実践者としての資質を高める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方） 

2. 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の実践例（中学校社会科１） 

3. 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の実践例（中学校社会科２） 

4. 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の実践例（高等学校地理歴史科１） 

5. 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の実践例（高等学校地理歴史科２） 

6. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表（教材及び ICTの活用法・その１－社会科地理的分野） 

7. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表（教材及び ICTの活用法・その２－社会科歴史的分野） 

8. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表（教材及び ICTの活用法・その３－社会科公民的分野） 

9. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表（教材及び ICTの活用法・その４－地理歴史科「地理総合」） 

10. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表 

（教材及び ICTの活用法・その５－地理歴史科「地理探究」） 

11. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表 

（教材及び ICTの活用法・その６－地理歴史科「歴史総合」（１）） 

12. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表 

（教材及び ICTの活用法・その７－地理歴史科「歴史総合」（２）） 

13. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表 

（教材及び ICTの活用法・その８－地理歴史科「世界史探究」） 

14. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表 

（教材及び ICTの活用法・その９－地理歴史科「日本史探究」） 

／まとめ。実施した模擬授業形式の活用法発表についての履修者相互の振り返りと各自の改訂プラン作成。 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み、新聞などに目を通すように努めること。 

模擬授業形式の発表のための教材研究、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） 

グループ作業や他の参加者の発表へのコメントなどの参加・貢献度(50%)/各自の課題の発表と発表の振り返りを踏まえた改訂プ

ランの提出(50%) 

毎回の出席が大前提。無断欠席のある場合は D 評価となるので注意すること。 

 

テキスト（Textbooks） 

中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領、及び各教科の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

春学期「社会・地理歴史科教育法１」および「社会・地理歴史科教育法２（Ａ）」を修得済の者対象。 
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■GA616 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA616／社会・地理歴史科教育法２（Ｂ） 

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

担当者名 

（Instructor） 
大西 信行(ONISHI NOBUYUKI) 

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） 
2018 年度以前入学者履修不可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中学校社会科及び高等学校地理歴史科における教育目標、育成を目指す資質・能力を理解し、学習指導要領に示された中学

校社会科及び高等学校地理歴史科の学習内容について背景となる学問領域と関連させた理解を深める。それとともに、中学校

社会科及び高等学校地理歴史科の様々な学習指導理論を踏まえて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つ

ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

中学校社会科及び高等学校地理歴史科の学習内容について、教材及び ICTの効果的な活用法を理解した上で、履修者各自が

活用法を考えた授業設計を行い、その授業計画を発表、振り返りを行う。あわせて、中学校社会科及び高等学校地理歴史科の

分野・科目に即した年間指導計画の作成・発表、学習評価の模擬的実践（学習指導案の「生徒観」に即応した定期試験用の試験

問題の作成・発表）などを通して、より実践的に授業設計の向上に取り組む力量を養成する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方） 

2. 教材及び ICT活用法の実践例紹介（中学校社会科の具体例） 

3. 教材及び ICT活用法の実践例紹介（高等学校地理歴史科の具体例） 

4. 発展的な学習内容についての探究と実践例紹介（中学校社会科の具体例） 

5. 発展的な学習内容についての探究と実践例紹介（高等学校地理歴史科の具体例） 

6. グループワークを採り入れた授業設計の実践例紹介（中学校社会科の具体例） 

7. グループワークを採り入れた授業設計の実践例紹介（高等学校地理歴史科の具体例） 

8. 年間指導計画の作成・発表（１）中学校社会科地理的分野 

9. 年間指導計画の作成・発表（２）中学校社会科歴史的分野 

10. 年間指導計画の作成・発表（３）中学校社会科公民的分野 

11. 年間指導計画の作成・発表（４）高等学校地理歴史科地理関係科目（「地理総合」「地理探究」） 

12. 年間指導計画の作成・発表（５）高等学校地理歴史科歴史関係科目 

（「歴史総合」「世界史探究」「日本史探究」） 

13. 学習評価の模擬的実践（その１・中学校社会科） 

14. 学習評価の模擬的実践（その２・高等学校地理歴史科） 

／まとめ。実施した年間指導計画の発表についての履修者相互の振り返りと各自の改訂プラン作成。 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み、新聞などに目を通すように努めること。 

また、授業の後半で実施する年間指導計画作成の課題発表に向けた準備を各自進めること。 

 

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%) 

 

テキスト（Textbooks） 

中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領、及び各教科の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

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」を修得済または同時履修の者対象。  
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■GA618 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA618／社会・地理歴史科教育法演習２（Ｂ） 

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

担当者名 

（Instructor） 
大西 信行(ONISHI NOBUYUKI) 

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） 
2018 年度以前入学者履修不可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中学校社会科及び高等学校地理歴史科における教育目標、育成を目指す資質・能力を理解し、学習指導要領に示された中学

校社会科及び高等学校地理歴史科の学習内容について背景となる学問領域と関連させた理解を深める。それとともに、中学校

社会科及び高等学校地理歴史科の様々な学習指導理論を踏まえて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つ

ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「社会・地理歴史科教育法２」で学習したことをもとに、学習指導要領に示された教科の目標及び内容を踏まえ、中学校社会科及

び高等学校地理歴史科の各分野・科目について、履修者各自が作成した教材及び ICTの効果的な活用を考えた授業設計に基

づき模擬授業を実施する。実施後に履修者相互の振り返りを行い、改善点を見出し、改訂プランを作成することを通して、教材及

び ICTの活用に実践的かつ発展的に取り組むことのできる力量を養成する。あわせて実践研究の動向を学び、中学生・高校生

の実態に即した授業設計とその実践に取り組み続けることのできる教科の授業実践者としての資質を高める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方） 

2. 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の実践例（中学校社会科１） 

3. 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の実践例（中学校社会科２） 

4. 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の実践例（高等学校地理歴史科１） 

5. 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の実践例（高等学校地理歴史科２） 

6. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表（教材及び ICTの活用法・その１－社会科地理的分野） 

7. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表（教材及び ICTの活用法・その２－社会科歴史的分野） 

8. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表（教材及び ICTの活用法・その３－社会科公民的分野） 

9. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表（教材及び ICTの活用法・その４－地理歴史科「地理総合」） 

10. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表 

（教材及び ICTの活用法・その５－地理歴史科「地理探究」） 

11. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表 

（教材及び ICTの活用法・その６－地理歴史科「歴史総合」（１）） 

12. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表 

（教材及び ICTの活用法・その７－地理歴史科「歴史総合」（２）） 

13. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表 

（教材及び ICTの活用法・その８－地理歴史科「世界史探究」） 

14. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表 

（教材及び ICTの活用法・その９－地理歴史科「日本史探究」） 

／まとめ。実施した模擬授業形式の活用法発表についての履修者相互の振り返りと各自の改訂プラン作成。 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み、新聞などに目を通すように努めること。 

模擬授業形式の発表のための教材研究、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） 

模擬授業の準備・実施・総括(60%)/他の学生の模擬授業についての討論への参加・貢献(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領、及び各教科の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

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」および「社会・地理歴史科教育法２（Ｂ）」を修得済の者対象。 
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■GA622 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA622／社会・公民科教育法２（Ａ） 

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

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） 
2018 年度以前入学者履修不可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中学校社会科及び高等学校公民科における教育目標、育成を目指す資質・能力を理解し、学習指導要領に示された中学校社

会科及び高等学校公民科の学習内容について背景となる学問領域と関連させた理解を深める。それとともに、中学校社会科及

び高等学校公民科の様々な学習指導理論を踏まえて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つける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

中学校社会科及び高等学校公民科の学習内容について、教材及び ICTの効果的な活用法を理解した上で、履修者各自が活用

法を考えた授業設計を行い、その授業計画を発表、振り返りを行う。あわせて、中学校社会科及び高等学校公民科の分野・科目

に即した年間指導計画の作成・発表、学習評価の模擬的実践（学習指導案の「生徒観」に即応した定期試験用の試験問題の作

成・発表）などを通して、より実践的に授業設計の向上に取り組む力量を養成する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方） 

2. 教材及び ICT活用法の実践例紹介（中学校社会科の具体例） 

3. 教材及び ICT活用法の実践例紹介（高等学校公民科の具体例） 

4. 発展的な学習内容についての探究と実践例紹介（中学校社会科の具体例） 

5. 発展的な学習内容についての探究と実践例紹介（高等学校公民科の具体例） 

6. グループワークを採り入れた授業設計の実践例紹介（中学校社会科の具体例） 

7. グループワークを採り入れた授業設計の実践例紹介（高等学校公民科の具体例） 

8. 年間指導計画の作成・発表（１）中学校社会科地理的分野 

9. 年間指導計画の作成・発表（２）中学校社会科歴史的分野 

10. 年間指導計画の作成・発表（３）中学校社会科公民的分野 

11. 年間指導計画の作成・発表（４）高等学校公民科その１（「公共」） 

12. 年間指導計画の作成・発表（５）高等学校公民科その２（「倫理」「政治・経済」） 

13. 学習評価の模擬的実践（その１・中学校社会科） 

14. 学習評価の模擬的実践（その２・高等学校公民科） 

／まとめ。実施した年間指導計画の発表についての履修者相互の振り返りと各自の改訂プラン作成。 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み、新聞などに目を通すように努めること。 

また、授業の後半で実施する年間指導計画作成の課題発表に向けた準備を各自進めること。 

 

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%) 

グループワーク等の計画を立てるので、初回か第 2 回目には必ず出席すること。 

 

テキスト（Textbooks） 

学習指導要領、高等学校学習指導要領、及び各教科の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

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」を修得済または同時履修の者対象。  
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■GA624 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA624／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） 
下地 秀樹(SHIMOJI HIDEKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2018 年度以前入学者履修不可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中学校社会科及び高等学校公民科における教育目標、育成を目指す資質・能力を理解し、学習指導要領に示された中学校社

会科及び高等学校公民科の学習内容について背景となる学問領域と関連させた理解を深める。それとともに、中学校社会科及

び高等学校公民科の様々な学習指導理論を踏まえて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つける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「社会・公民科教育法２」で学習したことをもとに、学習指導要領に示された教科の目標及び内容を踏まえ、中学校社会科及び高

等学校公民科の各分野・科目について、履修者各自が作成した教材及び ICTの効果的な活用を考えた授業設計に基づき、模擬

授業を実施する。実施後に履修者相互の振り返りを行い、改善点を見出し、改訂プランを作成することを通して、教材及び ICTの

活用に実践的かつ発展的に取り組むことのできる力量を養成する。あわせて実践研究の動向を学び、中学生・高校生の実態に

即した授業設計とその実践に取り組み続けることのできる教科の授業実践者としての資質を高める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方） 

2. 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の実践例（中学校社会科１） 

3. 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の実践例（中学校社会科２） 

4. 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の実践例（高等学校公民科１） 

5. 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の実践例（高等学校公民科２） 

6. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表（教材及び ICTの活用法・その１－社会科地理的分野） 

7. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表（教材及び ICTの活用法・その２－社会科歴史的分野） 

8. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表（教材及び ICTの活用法・その３－社会科公民的分野（１）） 

9. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表（教材及び ICTの活用法・その４－社会科公民的分野（２）） 

10. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表（教材及び ICTの活用法・その５－公民科「公共」（１）） 

11. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表（教材及び ICTの活用法・その６－公民科「公共」（２）） 

12. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表（教材及び ICTの活用法・その７－公民科「倫理」） 

13. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表 

（教材及び ICTの活用法・その８－公民科「政治・経済」（１）） 

14. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表 

（教材及び ICTの活用法・その９－公民科「政治・経済」（２）） 

／まとめ。実施した模擬授業形式の活用法発表についての履修者相互の振り返りと各自の改訂プラン作成。 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み、新聞などに目を通すように努めること。 

模擬授業形式の発表のための教材研究、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） 

模擬授業の実施内容(20%)/他者の模擬授業への批評(60%)/総括レポート(20%) 

模擬授業の計画を立てるので、初回か第 2 回目には必ず出席すること。 

 

テキスト（Textbooks） 

学習指導要領、高等学校学習指導要領、及び各教科の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

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」および「社会・公民科教育法２（Ａ）」を修得済の者対象。 
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■GA626 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA626／社会・公民科教育法２（Ｂ） 

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

担当者名 

（Instructor） 
菅間 正道（SUGAMA MASAMICHI) 

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） 
2018 年度以前入学者履修不可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中学校社会科及び高等学校公民科における教育目標、育成を目指す資質・能力を理解し、学習指導要領に示された中学校社

会科及び高等学校公民科の学習内容について背景となる学問領域と関連させた理解を深める。それとともに、中学校社会科及

び高等学校公民科の様々な学習指導理論を踏まえて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つける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

中学校社会科及び高等学校公民科の学習内容について、教材及び ICTの効果的な活用法を理解した上で、履修者各自が活用

法を考えた授業設計を行い、その授業計画を発表、振り返りを行う。あわせて、中学校社会科及び高等学校公民科の分野・科目

に即した年間指導計画の作成・発表、学習評価の模擬的実践（学習指導案の「生徒観」に即応した定期試験用の試験問題の作

成・発表）などを通して、より実践的に授業設計の向上に取り組む力量を養成する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方） 

2. 教材及び ICT活用法の実践例紹介（中学校社会科の具体例） 

3. 教材及び ICT活用法の実践例紹介（高等学校公民科の具体例） 

4. 発展的な学習内容についての探究と実践例紹介（中学校社会科の具体例） 

5. 発展的な学習内容についての探究と実践例紹介（高等学校公民科の具体例） 

6. グループワークを採り入れた授業設計の実践例紹介（中学校社会科の具体例） 

7. グループワークを採り入れた授業設計の実践例紹介（高等学校公民科の具体例） 

8. 年間指導計画の作成・発表（１）中学校社会科地理的分野 

9. 年間指導計画の作成・発表（２）中学校社会科歴史的分野 

10. 年間指導計画の作成・発表（３）中学校社会科公民的分野 

11. 年間指導計画の作成・発表（４）高等学校公民科その１（「公共」） 

12. 年間指導計画の作成・発表（５）高等学校公民科その２（「倫理」「政治・経済」） 

13. 学習評価の模擬的実践（その１・中学校社会科） 

14. 学習評価の模擬的実践（その２・高等学校公民科） 

／まとめ。実施した年間指導計画の発表についての履修者相互の振り返りと各自の改訂プラン作成。 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み、新聞などに目を通すように努めること。 

また、授業の後半で実施する年間指導計画作成の課題発表に向けた準備を各自進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への貢献(30%)/授業中の提出物(30%)/総括課題レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

学習指導要領、高等学校学習指導要領、及び各教科の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

参考文献（Readings） 

1. 菅間正道、2014～2015、『はじめて学ぶ憲法教室 全４巻』、新日本出版社 

 

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」を修得済または同時履修の者対象。  
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■GA628 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA628／社会・公民科教育法演習２（Ｂ） 

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

担当者名 

（Instructor） 
菅間 正道（SUGAMA MASAMICHI) 

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） 
2018 年度以前入学者履修不可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中学校社会科及び高等学校公民科における教育目標、育成を目指す資質・能力を理解し、学習指導要領に示された中学校社

会科及び高等学校公民科の学習内容について背景となる学問領域と関連させた理解を深める。それとともに、中学校社会科及

び高等学校公民科の様々な学習指導理論を踏まえて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つける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「社会・公民科教育法２」で学習したことをもとに、学習指導要領に示された教科の目標及び内容を踏まえ、中学校社会科及び高

等学校公民科の各分野・科目について、履修者各自が作成した教材及び ICTの効果的な活用を考えた授業設計に基づき、模擬

授業を実施する。実施後に履修者相互の振り返りを行い、改善点を見出し、改訂プランを作成することを通して、教材及び ICTの

活用に実践的かつ発展的に取り組むことのできる力量を養成する。あわせて実践研究の動向を学び、中学生・高校生の実態に

即した授業設計とその実践に取り組み続けることのできる教科の授業実践者としての資質を高める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方） 

2. 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の実践例（中学校社会科１） 

3. 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の実践例（中学校社会科２） 

4. 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の実践例（高等学校公民科１） 

5. 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の実践例（高等学校公民科２） 

6. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表（教材及び ICTの活用法・その１－社会科地理的分野） 

7. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表（教材及び ICTの活用法・その２－社会科歴史的分野） 

8. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表（教材及び ICTの活用法・その３－社会科公民的分野（１）） 

9. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表（教材及び ICTの活用法・その４－社会科公民的分野（２）） 

10. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表（教材及び ICTの活用法・その５－公民科「公共」（１）） 

11. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表（教材及び ICTの活用法・その６－公民科「公共」（２）） 

12. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表（教材及び ICTの活用法・その７－公民科「倫理」） 

13. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表 

（教材及び ICTの活用法・その８－公民科「政治・経済」（１）） 

14. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表 

（教材及び ICTの活用法・その９－公民科「政治・経済」（２）） 

／まとめ。実施した模擬授業形式の活用法発表についての履修者相互の振り返りと各自の改訂プラン作成。 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み、新聞などに目を通すように努めること。 

模擬授業形式の発表のための教材研究、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） 

授業への貢献(30%)/授業中の提出物(30%)/総括課題レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

学習指導要領、高等学校学習指導要領、及び各教科の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

参考文献（Readings） 

1. 菅間正道、2014～2015、『はじめて学ぶ憲法教室 全４巻』、新日本出版社 

 

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」および「社会・公民科教育法２（Ｂ）」を修得済の者対象。 

 



 - 137 - 

■GA632 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA632／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） 
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） 
2018 年度以前入学者履修不可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

数学科における教育目標、育成を目指す資質・能力を理解し、学習指導要領に示された数学科の学習内容について背景となる

学問領域と関連させた理解を深める。それとともに、数学科の様々な学習指導理論を踏まえて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つける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

中学校及び高等学校数学科の学習内容について、教材及び ICTの効果的な活用法を理解した上で、履修者各自が活用法を考

えた授業設計を行い、その授業計画を発表、振り返りを行う。あわせて、数学科の学年・科目に即した年間指導計画の作成・発

表、学習評価の模擬的実践（学習指導案の「生徒観」に即応した定期試験用の試験問題の作成・発表）などを通して、より実践的

に授業設計の向上に取り組む力量を養成する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方） 

2. 教材及び ICT活用法の実践例紹介（中学校数学科の具体例） 

3. 教材及び ICT活用法の実践例紹介（高等学校数学科の具体例） 

4. 発展的な学習内容についての探究と実践例紹介（中学校数学科の具体例） 

5. 発展的な学習内容についての探究と実践例紹介（高等学校数学科の具体例） 

6. グループワークを採り入れた授業設計の実践例紹介（中学校数学科の具体例） 

7. グループワークを採り入れた授業設計の実践例紹介（高等学校数学科の具体例） 

8. 年間指導計画の作成・発表（１）中学校数学科その１ 

9. 年間指導計画の作成・発表（２）中学校数学科その２ 

10. 年間指導計画の作成・発表（３）高等学校数学科科目その１ 

11. 年間指導計画の作成・発表（４）高等学校数学科科目その２ 

12. 年間指導計画の作成・発表（５）高等学校数学科科目その３ 

13. 学習評価の模擬的実践（その１・中学校数学科） 

14. 学習評価の模擬的実践（その２・高等学校数学科） 

／まとめ。実施した年間指導計画の発表についての履修者相互の振り返りと各自の改訂プラン作成。 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み、新聞などに目を通すように努めること。 

また、授業の後半で実施する年間指導計画作成の課題発表に向けた準備を各自進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常課題点(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領、及び各教科の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

春学期「数学科教育法１」を修得済または同時履修の者対象。  
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■GA634 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA634／数学科教育法演習２ 

(Seminar of Methods in Teaching Mathmatics 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） 
CET3210 

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） 

数学科における教育目標、育成を目指す資質・能力を理解し、学習指導要領に示された数学科の学習内容について背景となる

学問領域と関連させた理解を深める。それとともに、数学科の様々な学習指導理論を踏まえて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つける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「数学科教育法２」で学習したことをもとに、学習指導要領に示された教科の目標及び内容を踏まえ、中学校及び高等学校数学

科の各学年・科目について、履修者各自が作成した教材及び ICTの効果的な活用を考えた授業設計に基づき模擬授業を実施

する。実施後に履修者相互の振り返りを行い、改善点を見出し、改訂プランを作成することを通して、教材及び ICTの活用に実

践的かつ発展的に取り組むことのできる力量を養成する。あわせて実践研究の動向を学び、中学生・高校生の実態に即した授

業設計とその実践に取り組み続けることのできる教科の授業実践者としての資質を高める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方） 

2. 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の実践例（中学校数学科１） 

3. 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の実践例（中学校数学科２） 

4. 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の実践例（高等学校数学科１） 

5. 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の実践例（高等学校数学科２） 

6. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表（教材及び ICTの活用法・その１－中学校第１学年） 

7. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表（教材及び ICTの活用法・その２－中学校第２学年） 

8. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表（教材及び ICTの活用法・その３－中学校第３学年） 

9. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表（教材及び ICTの活用法・その４－「数学Ⅰ」） 

10. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表（教材及び ICTの活用法・その５－「数学Ⅱ」） 

11. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表（教材及び ICTの活用法・その６－「数学Ⅲ」） 

12. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表（教材及び ICTの活用法・その７－「数学 A」） 

13. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表（教材及び ICTの活用法・その８－「数学 B」） 

14. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表（教材及び ICTの活用法・その９－「数学 C」） 

／まとめ。実施した模擬授業形式の活用法発表についての履修者相互の振り返りと各自の改訂プラン作成。 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み、新聞などに目を通すように努めること。 

模擬授業形式の発表のための教材研究、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） 

平常課題点(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領、及び各教科の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

春学期「数学科教育法１」および「数学科教育法２」を修得済の者対象。 
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■GA642 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA642／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） 
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） 
2018 年度以前入学者履修不可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

理科における教育目標、育成を目指す資質・能力を理解し、学習指導要領に示された理科の学習内容について背景となる学問

領域と関連させた理解を深める。それとともに、理科の様々な学習指導理論を踏まえて具体的な授業場面を想定した授業設計を

行う方法を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

中学校及び高等学校理科の学習内容について、教材及び ICTの効果的な活用法を理解した上で。履修者各自が活用法を考え

た授業設計を行い、その授業計画を発表、振り返りを行う。あわせて、理科の分野・科目に即した年間指導計画の作成・発表、学

習評価の模擬的実践（学習指導案の「生徒観」に即応した定期試験用の試験問題の作成・発表）などを通して、より実践的に授

業設計の向上に取り組む力量を養成する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方） 

2. 教材及び ICT活用法の実践例紹介（中学校理科の具体例） 

3. 教材及び ICT活用法の実践例紹介（高等学校理科の具体例） 

4. 発展的な学習内容についての探究と実践例紹介（中学校理科の具体例） 

5. 発展的な学習内容についての探究と実践例紹介（高等学校理科の具体例） 

6. グループワークを採り入れた授業設計の実践例紹介（中学校理科の具体例） 

7. グループワークを採り入れた授業設計の実践例紹介（高等学校理科の具体例） 

8. 年間指導計画の作成・発表（１）中学校理科第１分野 

9. 年間指導計画の作成・発表（２）中学校理科第２分野 

10. 年間指導計画の作成・発表（３）高等学校理科「科学と人間生活」 

11. 年間指導計画の作成・発表（４）高等学校理科物理・化学関係科目 

12. 年間指導計画の作成・発表（５）高等学校理科生物・地学関係科目 

13. 習評価の模擬的実践（その１・中学校理科） 

14. 学習評価の模擬的実践（その２・高等学校理科） 

／まとめ。実施した年間指導計画の発表についての履修者相互の振り返りと各自の改訂プラン作成。 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み、新聞などに目を通すように努めること。 

また、授業の後半で実施する年間指導計画作成の課題発表に向けた準備を各自進めること。 

 

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』『中学校学習指導要領解説－理科編－』 

『高等学校学習指導要領』『高等学校学習指導要領－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。 

中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領、及び各教科の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

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)） 
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注意事項（Notice） 

春学期「理科教育法１」を修得済または同時履修の者対象。  
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■GA644 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA644／理科教育法演習２ 

(Seminar of 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） 
CET3210 

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） 

理科における教育目標、育成を目指す資質・能力を理解し、学習指導要領に示された理科の学習内容について背景となる学問

領域と関連させた理解を深める。それとともに、理科の様々な学習指導理論を踏まえて具体的な授業場面を想定した授業設計を

行う方法を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「理科教育法２」で学習したことをもとに、学習指導要領に示された教科の目標及び内容を踏まえ、中学校及び高等学校理科の

各分野・科目について、履修者各自が作成した教材及び ICT の活用法を考えた授業設計に基づき模擬授業を実施する。実施後

に履修者相互の振り返りを行い、改善点を見出し、改訂プランを作成することを通して、教材及び ICT の活用に実践的かつ発展

的に取り組むことのできる力量を養成する。あわせて実践研究の動向を学び、中学生・高校生の実態に即した授業設計とその実

践に取り組み続けることのできる教科の授業実践者としての資質を高める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方） 

2. 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の実践例（中学校理科１） 

3. 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の実践例（中学校理科２） 

4. 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の実践例（高等学校理科１） 

5. 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の実践例（高等学校理科２） 

6. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表 

（教材及び ICTの活用法・その１－中学校第１分野（１）物理領域） 

7. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表 

（教材及び ICTの活用法・その２－中学校第１分野（２）化学領域） 

8. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表 

（教材及び ICTの活用法・その３－中学校第２分野（１）生物領域） 

9. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表 

（教材及び ICTの活用法・その４－中学校第２分野（２）地学領域） 

10. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表（教材及び ICTの活用法・その５－「科学と人間生活」） 

11. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表（教材及び ICTの活用法・その６－「物理基礎」「物理」） 

12. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表（教材及び ICTの活用法・その７－「化学基礎」「化学」） 

13. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表（教材及び ICTの活用法・その８－「生物基礎」「生物」） 

14. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表（教材及び ICTの活用法・その９－「地学基礎」「地学」） 

／まとめ。実施した模擬授業形式の活用法発表についての履修者相互の振り返りと各自の改訂プラン作成。 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み、新聞などに目を通すように努めること。 

模擬授業形式の発表のための教材研究、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） 

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』『中学校学習指導要領解説－理科編－』 

『高等学校学習指導要領』『高等学校学習指導要領－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。 

中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領、及び各教科の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 
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参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

春学期「理科教育法１」および「理科教育法２」を修得済の者対象。 
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■GA652 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA652／英語科教育法２（Ａ） 

(Methods in Teaching English Language 2(A)) 

担当者名 

（Instructor） 
渡邊 万里子(WATANABE MARIKO) 

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） 

異文化コミュニケーション学科学生および 2018 年度以前入学文学科英米文学専修学

生履修不可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中学校及び高等学校における外国語（英語）の学習・指導に関する知識と授業指導及び学習評価の基礎を身に付ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

中学校及び高等学校英語科における３つの資質・能力を踏まえた「５つの領域」の指導及び各領域を支える音声、文字、語彙・表

現、文法の指導についての基本的な知識と技能を身に付けるとともに、複数の領域を統合した言語活動の指導方法の基礎を学

ぶ。また、教材及び ICTの活用方法を知るとともに、英語による授業展開や ALT等とのティーム・ティーチングの方法の基礎を学

び、生徒の特性・習熟度に対応した指導について理解する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方） 

2. 聞くことの指導についてとその実践例 

3. 読むことの指導についてとその実践例 

4. 話すこと[やり取り・発表]の指導についてとその実践例 

5. 書くことの指導についてとその実践例 

6. 複数の領域を統合した言語活動の指導についてとその実践例 

7. 英語の音声的な特徴に関する指導についてとその実践例 

8. 文字の指導についてとその実践例 

9. 語彙、表現に関する指導についてとその実践例 

10. 文法に関する指導についてとその実践例 

11. 異文化理解に関する指導についてとその実践例 

12. 教材及び ICTの活用について（概略） 

13. 英語による授業展開、ALT等とのティーム・ティーチングについてとその実践例 

14. 生徒の特性・習熟度への対応について（概略）／まとめ。生徒の資質・能力を高める指導についての振り返り。 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み、新聞などに目を通すように努めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加と課題提出(70%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領、及び各教科の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

参考文献（Readings） 

適宜ハンドアウトを配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

教職への理解と熱意を有していることを、履修の前提とする。 

 

注意事項（Notice） 

春学期「英語科教育法１」を修得済または同時履修の者対象。  
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■GA654 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA654／英語科教育法演習２（Ａ） 

(Seminar of Teaching Methods in English Language 2(A)) 

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） 
CET3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

異文化コミュニケーション学科学生および 2018 年度以前入学文学科英米文学専修学

生履修不可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中学校及び高等学校における外国語（英語）の学習・指導に関する知識と授業指導及び学習評価の基礎を身に付ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「英語科教育法１」「英語科教育法２」で学習したことをもとに、中学校及び高等学校の学習指導要領に基づく英語科の各学年・科

目の年間指導計画・単元計画の作成・発表、学習評価の模擬的実践を行う。また、履修者各自の作成した教材及び ICTの活用

法を考えた授業設計について模擬授業形式で発表し、生徒の資質・能力を高める指導に取り組み続けることのできる力量を養成

する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方） 

2. 年間指導・単元計画（ALT等とのティーム・ティーチングプラン含む。）の作成・発表（１）中学校英語第１学年 

3. 年間指導・単元計画（ALT等とのティーム・ティーチングプラン含む。）についての作成・発表 

（２）中学校英語第２学年 

4. 年間指導・単元計画（ALT等とのティーム・ティーチングプラン含む。）の作成・発表（３）中学校英語第３学年 

5. 年間指導・単元計画（ALT等とのティーム・ティーチングプラン含む。）の作成・発表（４）高等学校英語科目 

（「英語コミュニケーション」Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ） 

6. 年間指導・単元計画（ALT等とのティーム・ティーチングプラン含む。）の作成・発表（５）高等学校英語科目 

（「論理・表現」Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ） 

7. 学習評価の模擬的実践（１）中学校英語その１ 

8. 学習評価の模擬的実践（２）中学校英語その２ 

9. 学習評価の模擬的実践（３）高等学校英語その１ 

10. 学習評価の模擬的実践（４）高等学校英語その２ 

11. 履修者各自による模擬授業形式の教材及び ICT活用法発表（１）中学校英語その１ 

12. 履修者各自による模擬授業形式の教材及び ICT活用法発表（２）中学校英語その２ 

13. 履修者各自による模擬授業形式の教材及び ICT活用法発表（３）高等学校英語その１ 

14. 履修者各自による模擬授業形式の教材及び ICT活用法発表（４）高等学校英語その２ 

／まとめ。年間指導・単元計画、学習評価についての全般的振り返りと、実施した模擬授業形式の教材及び 

ICT活用法発表について履修者相互の振り返り・各自の改訂プラン作成。 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み、新聞などに目を通すように努めること。 

また、年間指導・単元計画課題の発表や模擬授業形式の発表のための教材研究、授業ノート、授業案作成などを各自進めるこ

と。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

模擬授業(50%)/授業参加(課題提出含む)(20%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領、及び各教科の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

参考文献（Readings） 

適宜ハンドアウトを配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

教職への理解と熱意を有していることを、履修の前提とする。 

 

注意事項（Notice） 

春学期「英語科教育法１」および「英語科教育法２（Ａ）」を修得済の者対象。 
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■GA662 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA662／ドイツ語科教育法２ 

(Methods in Teaching German Language 2) 

担当者名 

（Instructor） 
杉山 香織(SUGIYAMA 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） 
2018 年度以前入学者履修不可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中学校及び高等学校における外国語（ドイツ語）の学習・指導に関する知識と授業指導及び学習評価の基礎を身に付ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

中学校及び高等学校外国語（ドイツ語）科における３つの資質・能力を踏まえた「５つの領域」の指導及び各領域を支える音声、

文字、語彙・表現、文法の指導についての基本的な知識と技能を身に付けるとともに、複数の領域を統合した言語活動の指導方

法の基礎を学ぶ。また、教材及び ICTの活用方法を知るとともに、ドイツ語による授業展開や ALT等とのティーム・ティーチング

の方法の基礎を学び、生徒の特性・習熟度に対応した指導について理解する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方） 

2. 聞くことの指導についてとその実践例 

3. 読むことの指導についてとその実践例 

4. 話すこと[やり取り・発表]の指導についてとその実践例 

5. 書くことの指導についてとその実践例 

6. 複数の領域を統合した言語活動の指導についてとその実践例 

7. ドイツ語の音声的な特徴に関する指導についてとその実践例 

8. 文字の指導についてとその実践例 

9. 語彙、表現に関する指導についてとその実践例 

10. 文法に関する指導についてとその実践例 

11. 異文化理解に関する指導についてとその実践例 

12. 教材及び ICTの活用について（概略） 

13. ドイツ語による授業展開、ALT等とのティーム・ティーチングについてとその実践例 

14. 生徒の特性・習熟度への対応について（概略）／まとめ。生徒の資質・能力を高める指導についての振り返り。 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み、新聞などに目を通すように努めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加（取り組み）姿勢(50%)/発表・提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 『中学校学習指導要領』 

2. 『中学校学習指導要領解説－外国語編－』 

3. 『高等学校学習指導要領』 

4. 『高等学校学習指導要領－外国語編－』 

中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領、及び各教科の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

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」を修得済または同時履修の者対象。  
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■GA664 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA664／ドイツ語科教育法演習２ 

(Seminar of Methods in Teaching German Language 2) 

担当者名 

（Instructor） 
杉山 香織(SUGIYAMA 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） 
2018 年度以前入学者履修不可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中学校及び高等学校における外国語（ドイツ語）の学習・指導に関する知識と授業指導及び学習評価の基礎を身に付ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「ドイツ語科教育法１」「ドイツ語科教育法２」で学習したことをもとに、中学校及び高等学校の学習指導要領に基づくドイツ語科の

各学年・科目の年間指導計画・単元計画の作成・発表、学習評価の模擬的実践を行う。また、履修者各自の作成した教材及び

ICTの活用法を考えた授業設計について模擬授業形式で発表し、生徒の資質・能力を高める指導に取り組み続けることのできる

力量を養成する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方） 

2. 年間指導・単元計画の作成・発表（１）中学校ドイツ語第１学年 

3. 年間指導・単元計画の作成・発表（２）中学校ドイツ語第２学年 

4. 年間指導・単元計画の作成・発表（３）中学校ドイツ語第３学年 

5. 年間指導・単元計画の作成・発表（４）高等学校ドイツ語第１学年 

6. 年間指導・単元計画の作成・発表（５）高等学校ドイツ語第２・第３学年 

7. 学習評価の模擬的実践（１）中学校ドイツ語その１ 

8. 学習評価の模擬的実践（２）中学校ドイツ語その２ 

9. 学習評価の模擬的実践（３）高等学校ドイツ語その１ 

10. 学習評価の模擬的実践（４）高等学校ドイツ語その２ 

11. 履修者各自による模擬授業形式の教材及び ICT活用法発表（１）中学校ドイツ語その１ 

12. 履修者各自による模擬授業形式の教材及び ICT活用法発表（２）中学校ドイツ語その２ 

13. 履修者各自による模擬授業形式の教材及び ICT活用法発表（３）高等学校ドイツ語その１ 

14. 履修者各自による模擬授業形式の教材及び ICT活用法発表（４）高等学校ドイツ語その２／まとめ。年間指導・単元 

計画、学習評価についての全般的振り返りと、実施した模擬授業形式の教材及び ICT活用法発表について履修者 

相互の振り返り・各自の改訂プラン作成。 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み、新聞などに目を通すように努めること。また、年間指導・単元計画課

題の発表や模擬授業形式の発表のための教材研究、授業ノート、授業案作成などを各自進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表・模擬授業(70%)/授業への参加（取り組み）姿勢(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領、及び各教科の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

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」および「ドイツ語科教育法２」を修得済の者対象。 
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■GA672 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA672／フランス語科教育法２ 

(Methods in Teaching French Language 2) 

担当者名 

（Instructor） 
明石 伸子(AKASHI NOBUKO) 

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） 
2018 年度以前入学者履修不可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中学校及び高等学校における外国語（フランス語）の学習・指導に関する知識と授業指導及び学習評価の基礎を身に付ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

中学校及び高等学校外国語（フランス語）科における３つの資質・能力を踏まえた「５つの領域」の指導及び各領域を支える音

声、文字、語彙・表現、文法の指導についての基本的な知識と技能を身に付けるとともに、複数の領域を統合した言語活動の指

導方法の基礎を学ぶ。また、教材及び ICTの活用方法を知るとともに、フランス語による授業展開や ALT等とのティーム・ティー

チングの方法の基礎を学び、生徒の特性・習熟度に対応した指導について理解する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方） 

2. 聞くことの指導についてとその実践例 

3. 読むことの指導についてとその実践例 

4. 話すこと[やり取り・発表]の指導についてとその実践例 

5. 書くことの指導についてとその実践例 

6. 複数の領域を統合した言語活動の指導についてとその実践例 

7. フランス語の音声的な特徴に関する指導についてとその実践例 

8. 文字の指導についてとその実践例 

9. 語彙、表現に関する指導についてとその実践例 

10. 文法に関する指導についてとその実践例 

11. 異文化理解に関する指導についてとその実践例 

12. 教材及び ICTの活用について（概略） 

13. フランス語による授業展開、ALT等とのティーム・ティーチングについてとその実践例 

14. 生徒の特性・習熟度への対応について（概略）／まとめ。生徒の資質・能力を高める指導についての振り返り。 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み、新聞などに目を通すように努めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業の課題(90%)/最終レポート(Final Report)(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領、及び各教科の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

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」を修得済または同時履修の者対象。  
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■GA674 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA674／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） 
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） 
CET3210 

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） 

中学校及び高等学校における外国語（フランス語）の学習・指導に関する知識と授業指導及び学習評価の基礎を身に付ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「フランス語科教育法１」「フランス語科教育法２」で学習したことをもとに、中学校及び高等学校の学習指導要領に基づくフランス

語科の各学年・科目の年間指導計画・単元計画の作成・発表、学習評価の模擬的実践を行う。また、履修者各自の作成した教

材及び ICTの活用法を考えた授業設計について模擬授業形式で発表し、生徒の資質・能力を高める指導に取り組み続けること

のできる力量を養成する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方） 

2. 年間指導・単元計画の作成・発表（１）中学校フランス語第１学年 

3. 年間指導・単元計画の作成・発表（２）中学校フランス語第２学年 

4. 年間指導・単元計画の作成・発表（３）中学校フランス語第３学年 

5. 年間指導・単元計画の作成・発表（４）高等学校フランス語第１学年 

6. 年間指導・単元計画の作成・発表（５）高等学校フランス語第２・第３学年 

7. 学習評価の模擬的実践（１）中学校フランス語その１ 

8. 学習評価の模擬的実践（２）中学校フランス語その２ 

9. 学習評価の模擬的実践（３）高等学校フランス語その１ 

10. 学習評価の模擬的実践（４）高等学校フランス語その２ 

11. 履修者各自による模擬授業形式の教材及び ICT活用法発表（１）中学校フランス語その１ 

12. 履修者各自による模擬授業形式の教材及び ICT活用法発表（２）中学校フランス語その２ 

13. 履修者各自による模擬授業形式の教材及び ICT活用法発表（３）高等学校フランス語その１ 

14. 履修者各自による模擬授業形式の教材及び ICT活用法発表（４）高等学校フランス語その２／まとめ。年間指導・ 

単元計画、学習評価についての全般的振り返りと、実施した模擬授業形式の教材及び ICT 活用法発表について履修者 

相互の振り返り・各自の改訂プラン作成。 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み、新聞などに目を通すように努めること。 

また、年間指導・単元計画課題の発表や模擬授業形式の発表のための教材研究、授業ノート、授業案作成などを各自進めるこ

と。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業の課題(90%)/最終レポート(Final Report)(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領、及び各教科の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

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」および「フランス語科教育法２」を修得済の者対象。 
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■GA682 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA682／宗教科教育法２ 

(Methods in Teaching Religion 2) 

担当者名 

（Instructor） 
久保 彩奈(KUBO AYANA) 

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） 
2018 年度以前入学者履修不可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

宗教科における教育目標、育成を目指す資質・能力を理解し、宗教科の学習内容について背景となる学問領域と関連させた理

解を深める。それとともに宗教科の様々な学習指導理論を踏まえて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つ

ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

中学校及び高等学校宗教科の学習内容について、教材及び ICTの効果的な活用法を理解した上で、履修者各自が活用法を考

えた授業設計を行い、その授業計画を発表、振り返りを行う。あわせて、学年に即した年間指導計画の作成・発表、学習評価の

模擬的実践（学習指導案の「生徒観」に即応した定期試験用の試験問題の作成・発表）などを通して、より実践的に授業設計の

向上に取り組む力量を養成する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方） 

2. 教材及び ICT活用法の実践例紹介（中学校宗教科の具体例） 

3. 教材及び ICT活用法の実践例紹介（高等学校宗教科の具体例） 

4. 発展的な学習内容についての探究と実践例紹介（中学校宗教科の具体例） 

5. 発展的な学習内容についての探究と実践例紹介（高等学校宗教科の具体例） 

6. グループワークを採り入れた授業設計の実践例紹介（中学校宗教科の具体例） 

7. グループワークを採り入れた授業設計の実践例紹介（高等学校宗教科の具体例） 

8. 年間指導計画の作成・発表（１）中学校宗教科第１学年 

9. 年間指導計画の作成・発表（２）中学校宗教科第２学年 

10. 年間指導計画の作成・発表（３）中学校宗教科第３学年 

11. 年間指導計画の作成・発表（４）高等学校宗教科第１学年 

12. 年間指導計画の作成・発表（５）高等学校宗教科第２学年及び第３学年 

13. 学習評価の模擬的実践（その１・中学校宗教科） 

14. 学習評価の模擬的実践（その２・高等学校宗教科） 

／まとめ。実施した年間指導計画の発表についての履修者相互の振り返りと各自の改訂プラン作成。 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み、新聞などに目を通すように努めること。 

また、授業の後半で実施する年間指導計画作成の課題発表に向けた準備を各自進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題提出(50%)/授業への取り組み、姿勢(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領については、文部科学省 HPを見ること。 

 

参考文献（Readings） 

1. 『中学校学習指導要領解説－特別の教科 道徳編－』 

2. 『高等学校学習指導要領－公民編－』 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

春学期「宗教科教育法１」を修得済または同時履修の者対象。  
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■GA684 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA684／宗教科教育法演習２ 

(Seminar of Methods in Teaching Religion 2) 

担当者名 

（Instructor） 
久保 彩奈(KUBO AYANA) 

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） 
2018 年度以前入学者履修不可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

宗教科における教育目標、育成を目指す資質・能力を理解し、宗教科の学習内容について背景となる学問領域と関連させた理

解を深める。それとともに、宗教科の様々な学習指導理論を踏まえて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つ

ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「宗教科教育法２」で学習したことをもとに、教科の目標及び内容を踏まえ、中学校及び高等学校宗教科の各学年の学習内容に

ついて、履修者各自が作成した教材及び ICTの効果的な活用を考えた授業設計に基づき、模擬授業を実施する。実施後に履修

者相互の振り返りを行い、改善点を見出し、改訂プランを作成することを通して、教材及び ICTの活用に実践的かつ発展的に取

り組むことのできる力量を養成する。あわせて実践研究の動向を学び、中学生・高校生の実態に即した授業設計とその実践に取

り組み続けることのできる教科の授業実践者としての資質を高める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方） 

2. 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の実践例（中学校宗教科１） 

3. 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の実践例（中学校宗教科２） 

4. 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の実践例（高等学校宗教科１） 

5. 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の実践例（高等学校宗教科２） 

6. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表（教材及び ICTの活用法・その１－中学校宗教科（１）） 

7. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表（教材及び ICTの活用法・その２－中学校宗教科（２）） 

8. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表（教材及び ICTの活用法・その３－中学校宗教科（３）） 

9. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表（教材及び ICTの活用法・その４－中学校宗教科（４）） 

10. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表（教材及び ICTの活用法・その５－高等学校宗教科（１）） 

11. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表（教材及び ICTの活用法・その６－高等学校宗教科（２）） 

12. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表（教材及び ICTの活用法・その７－高等学校宗教科（３）） 

13. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表（教材及び ICTの活用法・その８－高等学校宗教科（４）） 

14. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表（教材及び ICTの活用法・その９－高等学校宗教科（５）） 

／まとめ。実施した模擬授業形式の活用法発表についての履修者相互の振り返りと各自の改訂プラン作成。 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み、新聞などに目を通すように努めること。 

模擬授業形式の発表のための教材研究、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） 

課題提出(50%)/授業への取り組み、姿勢(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領については、文部科学省 HPを見ること。 

 

参考文献（Readings） 

1. 『中学校学習指導要領解説－特別の教科 道徳編－』 

2. 『高等学校学習指導要領－公民編－』 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

春学期「宗教科教育法１」および「宗教科教育法２」を修得済の者対象。 
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■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） 

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) 

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） 

新座キャンパス所属学生対象 

※2021 年度以降、科目コード登録に変更 

 

授業の目標（Course Objectives） 

2023 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，授業作り入門（講義編・添削編）について説明を

行う。 

中・高教育実習事前指導Ⅱでは，授業作り入門の講義（講義編）を行う。 

中・高教育実習事前指導Ⅲでは，先輩の教育実習経験（2022 年度）から教育実習の心構えを学ぶ。 

中・高教育実習事前指導Ⅳでは，授業作り入門の演習（添削編）を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

１）「中・高教育実習事前指導Ⅰ」：オリエンテーション 

    ※所属キャンパスで行われるオリエンテーションに必ず 1 回出席すること。 

   ５月 6 日 （金） 18:10～19:50   池袋キャンパス M201 教室 [予定] 

   ５月 10 日（火） 18:10～19:50   新座キャンパス N214 教室 [予定] 

   ５月 14 日（土）  13:25～15:05   池袋キャンパス 7102 教室 [予定] 

 

２）「中・高教育実習事前指導Ⅱ」 

  〇授業作り入門（授業案講義編）：６月 11 日（土） 15:00～16:30 [予定] 

  〇授業案課題提出：９月下旬 

  ※詳細は「事前指導Ⅰ」（オリエンテーション）にて説明する。 

 

３）「中・高教育実習事前指導Ⅲ」 

  ※所属キャンパスに関わらず，以下の「いずれか１回に」必ず出席すること。 

  〇先輩の教育実習経験から教育実習の心構えを学ぶ： 

     10 月 8 日（土） 13:25～15:05 池袋キャンパス 7102 教室 [予定] 

     10 月 13 日（木） 18:10～19:50 新座キャンパス N311 教室 [予定] 

     10 月 17 日（月） 18:10～19:50 池袋キャンパス 7102 教室 [予定] 

 

４）「中・高教育実習事前指導Ⅳ」 

  〇授業作り入門（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「事前指導Ⅰ」（オリエンテーション）にて説明する。 

   11 月 12 日（土）       14:00～16:00 [予定] 

   2023 年 1 月 14 日（土） 14:00～16:00 [予定] 

 

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，2023 年度の教育実習の参加について，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，自らの課題に取り組むこと。 

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

 



 - 154 - 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業課題(100%) 

原則として，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。 

 

テキスト（Textbooks） 

立教大学教職課程編『教育実習ハンドブック』（授業時配付） 

『中学校学習指導要領』『高等学校学習指導要領』（文科省 HPを参照のこと） 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

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

出席すること。 

 

注意事項（Notice） 

所属キャンパス開講クラスについて、４月期に、各自で科目コード登録をすること。 
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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） 

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) 

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 16 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（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「７．教育実習について（中学校・高等学校）」，および既配布の教職課程編『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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・教務部掲示板（学校・社会教育講座 「教職課程」）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） 

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) 

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 16 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「７．教育実習について（中学校・高等学校）」，および既配布の教職課程編『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・社会教育講座教職課程掲示板（WEB）にて，連絡事項を掲示するので教育実習終了後も掲示板（WEB）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） 

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) 

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） 

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 

※2021 年度以降、科目コード登録に変更 

 

授業の目標（Course Objectives） 

2023 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，授業作り入門（講義編・添削編）について説明を行

う。 

高校教育実習事前指導Ⅱでは，授業作り入門の講義（講義編）を行う。 

高校教育実習事前指導Ⅲでは，先輩の教育実習経験（2022 年度）から教育実習の心構えを学ぶ。 

高校教育実習事前指導Ⅳでは，授業作り入門の演習（添削編）を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

１）「高校教育実習事前指導Ⅰ」：オリエンテーション 

    ※所属キャンパスで行われるオリエンテーションに必ず 1 回出席すること。 

   ５月 6 日 （金） 18:10～19:50   池袋キャンパス M201 教室 [予定] 

   ５月 10 日（火） 18:10～19:50   新座キャンパス N214 教室 [予定] 

   ５月 14 日（土）  13:25～15:05   池袋キャンパス 7102 教室 [予定] 

 

２）「高校教育実習事前指導Ⅱ」 

  〇授業作り入門（授業案講義編）：６月 11 日（土） 15:00～16:30 [予定] 

  〇授業案課題提出：９月下旬 

  ※詳細は「事前指導Ⅰ」（オリエンテーション）にて説明する。 

 

３）「高校教育実習事前指導Ⅲ」 

  ※所属キャンパスに関わらず，以下の「いずれか１回に」必ず出席すること。 

  〇先輩の教育実習経験から教育実習の心構えを学ぶ： 

     10 月 8 日（土） 13:25～15:05 池袋キャンパス 7102 教室 [予定] 

     10 月 13 日（木） 18:10～19:50 新座キャンパス N311 教室 [予定] 

     10 月 17 日（月） 18:10～19:50 池袋キャンパス 7102 教室 [予定] 

 

４）「高校教育実習事前指導Ⅳ」 

  〇授業作り入門（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「事前指導Ⅰ」（オリエンテーション）にて説明する。 

   11 月 12 日（土）       14:00～16:00 [予定] 

   2023 年 1 月 14 日（土） 14:00～16:00 [予定] 

 

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，2023 年度の教育実習の参加について，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，自らの課題に取り組むこと。 

・「各教科教育法１」及び「各教科教育法演習１」で学習する内容を各自よく復習すること。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業課題(100%) 

原則として，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。 

 

テキスト（Textbooks） 

立教大学教職課程編『教育実習ハンドブック』（授業時配付） 

『中学校学習指導要領』『高等学校学習指導要領』（文科省 HPを参照のこと） 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

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

出席すること。 

 

注意事項（Notice） 

所属キャンパス開講クラスについて、４月期に、各自で科目コード登録をすること。 
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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)) 

担当者名 

（Instructor） 
下川 和洋(SHIMOKAWA 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） 
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） 

 次の内容で、1 時限 100 分（2時間）の講義に対し、合計 200分の自学自修を課す。 

１ 事前学習 

 テキストと Blackboardにアップする講義のパワーポイントデータ（PDF）を参照して、テキスト準拠の「講義ノート」（授業の初回に

配付する印刷物）の問題で予習を行う。 

２ 事後学習 

 各授業の最後に Blackboard上でリアクションペーパー課題を出し、その回答を踏まえて次の授業の最初に復習を行う。その際

に質問等を行う場合もあるので、復習をしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー課題(50%)/授業への積極的取り組みの態度(10%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

第 14 回の授業において「最終テスト」を行う。テスト準備としては授業で取り上げるキーワードを説明できるようにしておくこと。具

体的な内容・範囲等については授業内で説明する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、2020、『特別支援教育の基礎・基本 2020』、ジアース教育新社 

(ISBN:486371548X) 

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） 

各授業回で関連内容の参考文献を紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

１．教材 

テキスト。授業の初回に配付する「講義ノート」。Blackboardにアップする講義のパワーポイントデータ（PDF）。個人で用意する演
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習教材は事前に連絡する。 

２．授業の進め方 

パワーポイントやビデオなど視聴覚教材を毎回使用し、演習等も行う。 

３．参考ホームページ 

文部科学省特別支援教育 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/main.htm 

 

注意事項（Notice） 

新法適用科目であり、この授業の履修対象となる学生は、2019年度以降の入学生（大学院含む）、2019 年度以降の科目等履修

生である。 
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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） 
森 正樹(MORI MASAKI) 

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)(50%)/授業参加度(50%) 

 

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） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

新法適用科目であり、この授業の履修対象となる学生は、2019年度以降の入学生（大学院含む）、2019 年度以降の科目等履修

生である。 
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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%)/毎時の課題(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:ISBN978-4-8830-3307-2) 

2. 多田孝志・米澤利明 編、2020、『新時代の教職入門』、北国新聞社 (ISBN:978-4-8330-2213-2) 

文部科学省『学校基本調査』 

（https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/kihon/1267995.htm） 

 

その他、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） 

毎回の課題(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

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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■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） 

最終テスト(Final Test)(40%)/コメントペーパー(20%)/中間レポート(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・教育の方法と技術論』、学事出版 (ISBN:978-4-7619-

2635-9) 

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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■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） 

坂本 保宏(SAKAMOTO YASUHIRO)（2022.07.11 変更） 

【変更前】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） 

※科目担当者変更のため、担当者名、時間割、成績・評価方法・基準、テキスト、その他

（HP等）の変更を行いました。（2022/7/11） 

 

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） 

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

2022 年 7 月 11 日付変更（変更理由：科目担当者変更のため）【変更前】平常点(In-class Points) 100％：授業内課題(30%) 、中

間レポート(35%) 、最終テスト(Final Test)(35%) 

 

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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■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） 

毎回のリアクションペーパーの提出とその内容(70%)/学習指導案の作成(20%)/授業内最終レポート(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 文部科学省、『中学校学習指導要領』（平成 29年 3 月告示） 

2. 文部科学省、『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』 

中学校学習指導要領及び各教科等の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

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） 

毎回の課題(25%)/指導案(25%)/模擬授業(25%)/中間テスト(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 文部科学省、『中学校学習指導要領』（平成 29年 3 月告示） 

2. 文部科学省、『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』 

中学校学習指導要領及び各教科等の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

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） 

岩瀧 大樹(IWATAKI DAIJU) 

下地 秀樹(SHIMOJI HIDEKI) 

奈須 恵子(NASU KEIKO) 

逸見 敏郎(HEMMI TOSHIRO) 

森田 満夫(MORITA MITSUO) 

青木 猛正(AOKI TAKEMASA) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
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。 

 

詳細は４月のオリエンテーション時に説明する。 

 

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） 

テキスト、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) 

中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領、及び各教科の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

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> 
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1．履修登録を忘れずにおこなうこと 

2．全体オリエンテーションは次の日程でオンラインにておこなうので，いずれか 1 回に必ず出席すること。 

オンライン受講の参加 URLは，履修登録者に「立教時間」を通して告知する。 

履修登録をおこなってもオリエンテーションに欠席の場合は，履修放棄とみなす。 

 

 2022年 4月 19 日（火） 18:10～19:50 オンライン 

 2022年 4月 22 日（金） 18:10～19;50 オンライン 

 

 

＊欠席・遅刻は履修放棄とみなす｡ 

＊授業期間を通じて、「立教時間」および「教務部掲示板（学校・社会教育講座「教職課程」）などに掲出する指示を見落とさないこ

と。 

 

注意事項（Notice） 

新法適用科目であり、この授業の履修対象となる学生は、2019年度以降の入学生（大学院含む）、2019 年度以降の科目等履修

生である。 

異文化コミュニケーション学科の学生で，今年度に「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，今年度から翌年度春学期にかけて，「海外留学研修 C1／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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■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） 

中学校社会科及び高等学校地理歴史科における教育目標、育成を目指す資質・能力を理解し、学習指導要領に示された中学

校社会科及び高等学校地理歴史科の学習内容について背景となる学問領域と関連させた理解を深める。それとともに、中学校

社会科及び高等学校地理歴史科の様々な学習指導理論を踏まえて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つ

ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学習指導要領に示された中学校社会科及び高等学校地理歴史科の目標・内容・全体構造について理解し、対応する学問領域

の特性を踏まえた教材研究の方法について学習する。あわせて、本科目と並行して履修する、あるいは本科目の履修の後に続く

「社会・地理歴史科教育法演習１」「社会・地理歴史科教育法２」「社会・地理歴史科教育法演習２」との関連性・継続性を考慮し、

本科目の中で、学習指導案の作成の基礎を学び、実際に１単元・１時間の授業設計を行い、学習指導案を各自作成して発表、振

り返りを行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方） 

2. 社会科・地理歴史科の教育目標について／現行学習指導要領に至るまでの社会科・地理歴史科教育の歩み 

3. 学習指導要領における中学校社会科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について 

（その１・中学校社会科地理的分野） 

4. 学習指導要領における中学校社会科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について 

（その２・中学校社会科歴史的分野） 

5. 学習指導要領における中学校社会科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について 

（その３・中学校社会科公民的分野） 

6. 学習指導要領における高等学校地理歴史科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方に 

ついて（その１・地理関係科目「地理総合」「地理探究」） 

7. 学習指導要領における高等学校地理歴史科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方に 

ついて（その２・歴史関係科目「歴史総合」） 

8. 学習指導要領における高等学校地理歴史科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方に 

ついて（その３・世界史関係科目「世界史探究」） 

9. 学習指導要領における高等学校地理歴史科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方に 

ついて（その４・日本史関係科目「日本史探究」） 

10. 社会科・地理歴史科における教材及び ICTの活用法について 

11. 社会科・地理歴史科における授業設計と学習指導案の作成について 

12. 社会科・地理歴史科学習指導案の作成・発表・改善策の検討（中学校社会科） 

13. 社会科・地理歴史科学習指導案の作成・発表・改善策の検討（高等学校地理関係科目） 

14. 社会科・地理歴史科学習指導案の作成・発表・改善策の検討（高等学校歴史関係科目） 

／まとめ。学習指導案の作成と発表についての全体での振り返り。 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み、新聞などに目を通すように努めること。 

また、授業の後半で実施する学習指導案作成課題発表に向けた準備を各自進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

複数回の小レポート(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2020、『中学校学習指導要領』、東山書房 

2. 文部科学省、2020、『高等学校学習指導要領』、東山書房 

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 

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

中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領、及び各教科の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 
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参考文献（Readings） 

1. 原田智仁、2021、『社会科教育のルネサンス』、教育情報出版 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

この科目の単位修得が秋学期「社会・地理歴史科教育法演習 1（Ｎ）」履修の必須条件となる。   
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■GA822 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA822／社会・地理歴史科教育法２（Ｎ） 

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

担当者名 

（Instructor） 

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） 
秋学期他(Fall Others) 

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 

2019 年度以降入学者履修不可 

※2022 年度以降「その他」登録に変更 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教材開発，年間授業計画の作成などを通して，当該教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） 

当該教科の学習内容について，情報機器及び教材の効果的な活用法を理解した上で，履修者各自が活用法を考えた授業設計

を行う。あわせて，当該教科に関する年間指導計画の作成や，学習評価の模擬的実践（学習指導案の「生徒観」に即応した定期

試験用の試験問題の作成）などを通して，より実践的に授業設定の向上に取り組む力量を養成する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

詳細はオリエンテーションで発表するとともに，以後の諸連絡については，科目登録した履修者のみアクセス可能な「立教時間」

を通して行うので，必ず確認すること。 

 

○各教科教育法 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。 

 10 月８日 （土） 15：20～17：00  池袋キャンパス 7102 教室 [予定] 

 10月 13 日（木） 18：10～19：50  新座キャンパス N311 教室 [予定] 

 

○作成課題発表会： 

  ※以下の日程で開催することを予定している。課題と発表方式については上記オリエンテーションにて 

   発表する。 

  2023 年 1 月 21 日（土）15：20～17：00［予定］ 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み，新聞などに目を通すように努めること。 

また，オリエンテーションで指示された課題の作成について各自進めておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業課題(100%) 

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。 

 

テキスト（Textbooks） 

中学校学習指導要領，高等学校学習指導要領，及び各教科の学習指導要領解説については，文部科学省 HPを見ること。 

 

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。9 月期の「その他」登録申請期間に履修申請手続を行い，その上で，10 月のオリエンテーションに必

ず出席すること。 

 

注意事項（Notice） 

春学期「社会・地理歴史科教育法１」を修得済の者対象。 

「その他」登録の申請期間・申請方法等については，R Guide または教務部掲示板（学校・社会教育講座「教職課程」）を参照のこ
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と。  
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■GA823 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA823／社会・地理歴史科教育法演習１（Ｎ） 

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

担当者名 

（Instructor） 
岡明 秀忠(OKAMYO HIDETADA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中学校社会科及び高等学校地理歴史科における教育目標、育成を目指す資質・能力を理解し、学習指導要領に示された中学

校社会科及び高等学校地理歴史科の学習内容について背景となる学問領域と関連させた理解を深める。それとともに、中学校

社会科及び高等学校地理歴史科の様々な学習指導理論を踏まえて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つ

ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「社会・地理歴史科教育法１」で学習したことをもとに、学習指導要領に示された教科の目標及び内容を踏まえ、中学校社会科及

び高等学校地理歴史科の各分野・科目について、履修者各自が１単元・１時間分の範囲について教材研究を行って教材を作成

し、学習指導案を準備した上で模擬授業を行う。模擬授業の実施とその振り返りを通して、中学生・高校生の発達段階、学力状

況の多様性に応じた授業設計ができる力量を養成する。あわせて、教材及び ICTの活用法、学習評価の考え方の基礎的理解

についても実践的に学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方）（模擬授業実施についての概略説明） 

2. 中学生・高校生の発達段階、学力状況の多様性を踏まえた授業設計について 

 （異なる「生徒観」の学級での授業設計について） 

3. 教材及び ICTの活用法（実践例の学習） 

4. 模擬授業（１）中学校社会科地理的分野 

5. 模擬授業（２）中学校社会科歴史的分野 

6. 模擬授業（３）中学校社会科公民的分野 

7. 模擬授業（４）高等学校地理歴史科地理関係科目（「地理総合」） 

8. 模擬授業（５）高等学校地理歴史科地理関係科目（「地理探究」） 

9. 模擬授業（６）高等学校地理歴史科歴史関係科目（「歴史総合」その１） 

10. 模擬授業（７）高等学校地理歴史科歴史関係科目（「歴史総合」その２） 

11. 模擬授業（８）高等学校地理歴史科世界史関係科目（「世界史探究」その１） 

12. 模擬授業（９）高等学校地理歴史科世界史関係科目（「世界史探究」その２） 

13. 模擬授業（10）高等学校地理歴史科日本史関係科目（「日本史探究」その１） 

14. 模擬授業（11）高等学校地理歴史科日本史関係科目（「日本史探究」その２） 

／まとめ。実施した模擬授業についての履修者相互の振り返りと各自の改訂案作成。 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み、新聞などに目を通すように努めること。 

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） 

複数回の小レポート(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2020、『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 

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 

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

中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領、及び各教科の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

参考文献（Readings） 

1. 原田智仁、2021、『社会科教育のルネサンス』、教育情報出版 

 

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（Ｎ）」を修得済の者対象。 
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■GA831 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA831／社会・公民科教育法１（Ｎ） 

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

担当者名 

（Instructor） 
竹内 久顕(TAKEUCHI HISAAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中学校社会科及び高等学校公民科における教育目標、育成を目指す資質・能力を理解し、学習指導要領に示された中学校社

会科及び高等学校公民科の学習内容について背景となる学問領域と関連させた理解を深める。それとともに、中学校社会科及

び高等学校公民科の様々な学習指導理論を踏まえて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つける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学習指導要領に示された中学校社会科及び高等学校公民科の目標・内容・全体構造について理解し、対応する学問領域の特

性を踏まえた教材研究の方法について学習する。あわせて、本科目と並行して履修する、あるいは本科目の履修の後に続く「社

会・公民科教育法演習１」「社会・公民科教育法２」「社会・公民科教育法演習２」との関連性・継続性を考慮し、本科目の中で、学

習指導案の作成の基礎を学び、実際に１単元・１時間の授業設計を行い、学習指導案を各自作成して発表、振り返りを行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方） 

2. 社会科・公民科の教育目標について／現行学習指導要領に至るまでの社会科・公民科教育の歩み 

3. 学習指導要領における中学校社会科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について 

（その１・中学校社会科地理的分野） 

4. 学習指導要領における中学校社会科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について 

（その２・中学校社会科歴史的分野） 

5. 学習指導要領における中学校社会科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について 

（その３・中学校社会科公民的分野） 

6. 学習指導要領における高等学校公民科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について 

（その１・「公共」） 

7. 学習指導要領における高等学校公民科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について 

（その２・「倫理」） 

8. 学習指導要領における高等学校公民科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について 

（その３・「政治・経済」（１）政治領域） 

9. 学習指導要領における高等学校公民科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について 

（その４・「政治・経済」（２）経済領域） 

10. 社会科・公民科における教材及び ICTの活用法について 

11. 社会科・公民科における授業設計と学習指導案の作成について 

12. 社会科・公民科学習指導案の作成・発表・改善策の検討（その１・中学校社会科） 

13. 社会科・公民科学習指導案の作成・発表・改善策の検討（その２・高等学校公民科科目（１）） 

14. 社会科・公民科学習指導案の作成・発表・改善策の検討（その３・高等学校公民科科目（２）） 

／まとめ。学習指導案の作成と発表についての全体での振り返り。 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み、新聞などに目を通すように努めること。 

また、授業の後半で実施する学習指導案作成課題発表に向けた準備を各自進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業中の提出物(30%)/小レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

学習指導要領、高等学校学習指導要領、及び各教科の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

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・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） 

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） 
秋学期他(Fall Others) 

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 

2019 年度以降入学者履修不可 

※2022 年度以降「その他」登録に変更 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教材開発，年間授業計画の作成などを通して，当該教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） 

当該教科の学習内容について，情報機器及び教材の効果的な活用法を理解した上で，履修者各自が活用法を考えた授業設計

を行う。あわせて，当該教科に関する年間指導計画の作成や，学習評価の模擬的実践（学習指導案の「生徒観」に即応した定期

試験用の試験問題の作成）などを通して，より実践的に授業設定の向上に取り組む力量を養成する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

詳細はオリエンテーションで発表するとともに，以後の諸連絡については，科目登録した履修者のみアクセス可能な「立教時間」

を通して行うので，必ず確認すること。 

 

○各教科教育法 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。 

 10 月８日 （土） 15：20～17：00  池袋キャンパス 7102 教室 [予定] 

 10月 13 日（木） 18：10～19：50  新座キャンパス N311 教室 [予定] 

 

○作成課題発表会： 

  ※以下の日程で開催することを予定している。課題と発表方式については上記オリエンテーションにて 

   発表する。 

  2023 年 1 月 21 日（土）15：20～17：00［予定］ 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み，新聞などに目を通すように努めること。 

また，オリエンテーションで指示された課題の作成について各自進めておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業課題(100%) 

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。 

 

テキスト（Textbooks） 

中学校学習指導要領，高等学校学習指導要領，及び各教科の学習指導要領解説については，文部科学省 HPを見ること。 

 

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。9 月期の「その他」登録申請期間に履修申請手続を行い，その上で，10 月のオリエンテーションに必

ず出席すること。 

 

注意事項（Notice） 

春学期「社会・公民科教育法１」を修得済の者対象。 

「その他」登録の申請期間・申請方法等については，R Guide または教務部掲示板（学校・社会教育講座「教職課程」）を参照のこ
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と。  
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■GA833 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA833／社会・公民科教育法演習１（Ｎ） 

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

担当者名 

（Instructor） 
竹内 久顕(TAKEUCHI HISAAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中学校社会科及び高等学校公民科における教育目標、育成を目指す資質・能力を理解し、学習指導要領に示された中学校社

会科及び高等学校公民科の学習内容について背景となる学問領域と関連させた理解を深める。それとともに、中学校社会科及

び高等学校公民科の様々な学習指導理論を踏まえて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つける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「社会・公民科教育法１」で学習したことをもとに、学習指導要領に示された教科の目標及び内容を踏まえ、中学校社会科及び高

等学校公民科の各分野・科目について、履修者各自が１単元・１時間分の範囲について教材研究を行って教材を作成し、学習指

導案を準備した上で模擬授業を行う。模擬授業の実施とその振り返りを通して、中学生・高校生の発達段階、学力状況の多様性

に応じた授業設計ができる力量を養成する。あわせて、教材及び ICTの活用法、学習評価の考え方の基礎的理解についても実

践的に学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方）（模擬授業実施についての概略説明） 

2. 中学生・高校生の発達段階、学力状況の多様性を踏まえた授業設計について 

（異なる「生徒観」の学級での授業設計について） 

3. 教材及び ICTの活用法の概略（実践例の学習） 

4. 模擬授業（１）中学校社会科地理的分野 

5. 模擬授業（２）中学校社会科歴史的分野 

6. 模擬授業（３）中学校社会科公民的分野その１ 

7. 模擬授業（４）中学校社会科公民的分野その２ 

8. 模擬授業（５）高等学校公民科科目（「公共」その１） 

9. 模擬授業（６）高等学校公民科科目（「公共」その２） 

10. 模擬授業（７）高等学校公民科科目（「公共」その３） 

11. 模擬授業（８）高等学校公民科科目（「倫理」その１） 

12. 模擬授業（９）高等学校公民科科目（「倫理」その２） 

13. 模擬授業（10）高等学校公民科科目（「政治・経済」その１） 

14. 模擬授業（11）高等学校公民科科目（「政治・経済」その２） 

／まとめ。実施した模擬授業についての履修者相互の振り返りと各自の改訂案作成。 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み、新聞などに目を通すように努めること。 

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） 

最終レポート(Final Report)(30%)/模擬授業・学習指導案(50%)/コメントシート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

学習指導要領、高等学校学習指導要領、及び各教科の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

春学期「社会・公民科教育法１（Ｎ）」を修得済の者対象。 
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■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） 

高等学校教科「福祉」における教育目標、育成を目指す資質・能力を理解し、学習指導要領に示された教科「福祉」の学習内容に

ついて背景となる学問領域と関連させた理解を深める。それとともに、教科「福祉」の様々な学習指導理論を踏まえて具体的な授

業場面を想定した授業設計を行う方法を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学習指導要領に示された高等学校教科「福祉」の目標・内容・全体構造について理解し、対応する学問領域の特性を踏まえた教

材研究の方法について学習する。あわせて、本科目の履修の後に続く「福祉科教育法演習１」との継続性を考慮し、本科目の中

で、学習指導案の作成の基礎を学び、実際に１単元・１時間の授業設計を行い、学習指導案を各自作成して発表、振り返りを行

う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方） 

2. 教科「福祉」の教育目標について／現行学習指導要領に至るまでの教科「福祉」教育の歩み 

3. 学習指導要領における教科「福祉」の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について 

（その１・「社会福祉基礎」について） 

4. 学習指導要領における教科「福祉」の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について 

（その２・「介護福祉基礎」「コミュニケーション技術」について） 

5. 学習指導要領における教科「福祉」の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について 

（その３・「生活支援技術」「介護過程」について） 

6. 学習指導要領における教科「福祉」の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について 

（その４「こころとからだの理解」「福祉情報」について） 

7. 学習指導要領における教科「福祉」の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について 

（その５・「介護総合演習」「介護実習」について） 

8. 教科「福祉」における教材及び ICTの活用法について 

9. 教科「福祉」における授業設計と学習指導案の作成について 

10. 高校生の発達段階、学力状況の多様性を踏まえた授業設計について 

（異なる「生徒観」の学級での授業設計について） 

11. 教科「福祉」の学習指導案の作成・発表・改善策の検討（その１・「社会福祉基礎」） 

12. 教科「福祉」の学習指導案の作成・発表・改善策の検討 

（その２・「介護福祉基礎」「コミュニケーション技術」） 

13. 教科「福祉」の学習指導案の作成・発表・改善策の検討（その３・「生活支援技術」「介護過程」） 

14. 教科「福祉」の学習指導案の作成・発表・改善策の検討（その４・「こころとからだの理解」「福祉情報」） 

／まとめ（学習指導案の作成と発表を踏まえた全体での振り返り） 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み、新聞などに目を通すように努めること。 

また、授業の後半で実施する学習指導案作成課題発表に向けた準備を各自進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内に指示した提出物(30%)/リアクションペーパー(20%)/授業への積極的取り組みの態度(20%)/最終レポート(Final 

Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

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

2. 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) 

3. 文部科学省、2021、『「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料【高等学校専門教科】』、東洋館出版社 

(ISBN:978-4491047157) 
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『高等学校学習指導要領』『各教科の学習指導要領解説』『「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料【高等学

校 専門教科】』については、文部科学省 HPを見ること。 

※その他については、授業内にて資料配布もしくは購入指示を行う。 

 

参考文献（Readings） 

※授業内にて資料配布もしくは購入指示を行う。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

この科目の単位修得が秋学期「福祉科教育法演習 1」履修の必須条件となる。   
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■GA852 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA852／福祉科教育法演習１ 

(Seminar of Human Care Teaching Program 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
高等学校における教科「福祉」の指導法 

担当者名 

（Instructor） 
藤井 佳子(FUJII YOSHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

高等学校教科「福祉」における教育目標、育成を目指す資質・能力を理解し、学習指導要領に示された教科「福祉」の学習内容に

ついて背景となる学問領域と関連させた理解を深める。それとともに、教科「福祉」の様々な学習指導理論を踏まえて具体的な授

業場面を想定した授業設計を行う方法を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「福祉科教育法１」で学習したことをもとに、学習指導要領に示された教科の目標及び内容を踏まえ、教科「福祉」の科目につい

て、履修者各自が１単元・１時間分の範囲について教材研究を行って教材を作成し、学習指導案を準備した上で模擬授業を行

う。模擬授業の実施とその振り返りを通して、高校生の発達段階、学力状況の多様性に応じた授業設計ができる力量を養成す

る。あわせて、教材及び ICTの活用法についての実践的な理解を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方） 

2. 模擬授業（１）（「社会福祉基礎」） 

3. 模擬授業（２）（「介護福祉基礎」） 

4. 模擬授業（３）（「コミュニケーション技術」） 

5. 模擬授業（４）（「介護過程」） 

6. 模擬授業（５）（「生活支援技術」） 

7. 発展的な学習内容についての探究と実践例紹介 

8. グループワークを採り入れた授業設計の実践例紹介 

9. 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の実践例紹介 

10. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表（１）（「社会福祉基礎」） 

11. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表（２）（「介護福祉基礎」） 

12. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表（３）（「コミュニケーション技術」） 

13. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表（４）（「介護過程」） 

14. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表（５）（「生活支援技術」） 

／まとめ。実施した模擬授業、模擬授業形式の発表について履修者相互の振り返りと各自の改訂案作成 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み、新聞などに目を通すように努めること。 

模擬授業や発表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） 

模擬授業実施(60%)/模擬授業参観におけるコメントペーパー(20%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

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

2. 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) 

3. 文部科学省、2021、『「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料』【高等学校専門教科】、東洋館出版社 

(ISBN:978-4491047157) 

『高等学校学習指導要領』『各教科の学習指導要領解説』『「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料【高等学

校 専門教科】』については、文部科学省 HPを見ること。 

※その他については、授業内にて資料配布もしくは購入指示を行う。 

 

参考文献（Readings） 

※必要に応じて、随時講義内で紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

春学期「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） 

保健体育科における教育目標、育成を目指す資質・能力を理解し、学習指導要領に示された保健体育科の学習内容について背

景となる学問領域と関連させた理解を深める。それとともに、保健体育科の様々な学習指導理論を踏まえて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つける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学習指導要領に示された中学校及び高等学校保健体育科の目標・内容・全体構造について理解し、対応する学問領域の特性を

踏まえた教材研究の方法について学習する。あわせて、本科目と並行して履修する、あるいは本科目の履修の後に続く「保健体

育科教育法演習１」「保健体育科教育法２」「保健体育科教育法演習２」との関連性・継続性を考慮し、本科目の中で、学習指導

案の作成の基礎を学び、実際に１単元・１時間の授業設計を行い、学習指導案を各自作成して発表、振り返りを行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方） 

2. 保健体育科の教育目標について／現行学習指導要領に至るまでの保健体育科教育の歩み 

3. 学習指導要領における中学校保健体育科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について 

（その１・体育分野第１学年及び第２学年） 

4. 学習指導要領における中学校保健体育科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について 

（その２・体育分野第３学年） 

5. 学習指導要領における中学校保健体育科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方について 

（その３・保健分野） 

6. 学習指導要領における高等学校保健体育科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方に 

ついて（その１・「体育」（１）） 

7. 学習指導要領における高等学校保健体育科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方に 

ついて（その２・「体育」（２）） 

8. 学習指導要領における高等学校保健体育科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方に 

ついて（その３・「保健」（１）） 

9. 学習指導要領における高等学校保健体育科の目標・内容・全体構造と教材研究の方法・学習評価の考え方に 

ついて（その４・「保健」（２）） 

10. 保健体育科における教材及び ICTの活用法について 

11. 保健体育科における授業設計と学習指導案の作成について 

12. 保健体育科学習指導案の作成・発表・改善策の検討（その１・中学校保健体育科） 

13. 保健体育科学習指導案の作成・発表・改善策の検討（その２・高等学校保健体育科科目「体育」） 

14. 理科学習指導案の作成・発表・改善策の検討（その３・高等学校保健体育科科目「保健」） 

／まとめ。学習指導案の作成と発表についての全体での振り返り。 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み、新聞などに目を通すように努めること。 

また、授業の後半で実施する学習指導案作成課題発表に向けた準備を各自進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内レポート(40%)/最終レポート(Final Report)(40%)/参加態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領、及び各教科の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

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「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） 

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） 
秋学期他(Fall Others) 

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 年度以降入学者履修不可 

※2022 年度以降「その他」登録に変更 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教材開発，年間授業計画の作成などを通して，当該教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） 

当該教科の学習内容について，情報機器及び教材の効果的な活用法を理解した上で，履修者各自が活用法を考えた授業設計

を行う。あわせて，当該教科に関する年間指導計画の作成や，学習評価の模擬的実践（学習指導案の「生徒観」に即応した定期

試験用の試験問題の作成）などを通して，より実践的に授業設定の向上に取り組む力量を養成する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

詳細はオリエンテーションで発表するとともに，以後の諸連絡については，科目登録した履修者のみアクセス可能な「立教時間」

を通して行うので，必ず確認すること。 

 

○各教科教育法 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。 

 10 月８日 （土） 15：20～17：00  池袋キャンパス 7102 教室 [予定] 

 10月 13 日（木） 18：10～19：50  新座キャンパス N311 教室 [予定] 

 

○作成課題発表会： 

  ※以下の日程で開催することを予定している。課題と発表方式については上記オリエンテーションにて 

   発表する。 

  2023 年 1 月 21 日（土）15：20～17：00［予定］ 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み，新聞などに目を通すように努めること。 

また，オリエンテーションで指示された課題の作成について各自進めておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業課題(100%) 

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。 

 

テキスト（Textbooks） 

中学校学習指導要領，高等学校学習指導要領，及び各教科の学習指導要領解説については，文部科学省 HPを見ること。 

 

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。9 月期の「その他」登録申請期間に履修申請手続を行い，その上で，10 月のオリエンテーションに必

ず出席すること。 

 

注意事項（Notice） 

春学期「保健体育科教育法１」を修得済の者対象。 

「その他」登録の申請期間・申請方法等については，R Guide または教務部掲示板（学校・社会教育講座「教職課程」）を参照のこ

と。    
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■GA863 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA863／保健体育科教育法演習１ 

(Seminar of Teaching Methods in Health and Physical Education 1) 

担当者名 

（Instructor） 
内田 雄三(UCHIDA YUZO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

保健体育科における教育目標、育成を目指す資質・能力を理解し、学習指導要領に示された保健体育科の学習内容について背

景となる学問領域と関連させた理解を深める。それとともに保健体育科の様々な学習指導理論を踏まえて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つける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「保健体育科教育法１」で学習したことをもとに、学習指導要領に示された教科の目標及び内容を踏まえ、中学校及び高等学校

保健体育科の各分野・科目について、履修者各自が１単元・１時間分の範囲について教材研究を行って教材を作成し、学習指導

案を準備した上で模擬授業を行う。模擬授業の実施とその振り返りを通して、中学生・高校生の発達段階、学力状況の多様性に

応じた授業設計ができる力量を養成する。あわせて、教材及び ICTの活用法、学習評価の考え方の基礎的理解についても実践

的に学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方）（模擬授業実施についての概略説明） 

2. 中学生・高校生の発達段階、学力状況の多様性を踏まえた授業設計について 

（異なる「生徒観」の学級での授業設計について） 

3. 教材及び ICTの活用法の概略（実践例の学習） 

4. 模擬授業（１）中学校保健体育科（体育分野第１学年及び第２学年） 

5. 模擬授業（２）中学校保健体育科（体育分野第３学年） 

6. 模擬授業（３）中学校保健体育科（保健分野（１）） 

7. 模擬授業（４）中学校保健体育科（保健分野（２）） 

8. 模擬授業（５）高等学校保健体育科科目（「体育」（１）） 

9. 模擬授業（６）高等学校保健体育科科目（「体育」（２）） 

10. 模擬授業（７）高等学校保健体育科科目（「体育」（３）） 

11. 模擬授業（８）高等学校保健体育科科目（「体育」（４）） 

12. 模擬授業（９）高等学校保健体育科科目（「保健」（１）） 

13. 模擬授業（10）高等学校保健体育科科目（「保健」（２）） 

14. 模擬授業（11）高等学校保健体育科科目（「保健」（３）） 

／まとめ。実施した模擬授業についての履修者相互の振り返りと各自の改訂案作成。 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み、新聞などに目を通すように努めること。 

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） 

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） 

中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領、及び各教科の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

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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■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%)/小テスト(30%)/積極的学習態度(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） 

1. 中山 厳、2001、『学校教育相談心理学』、北大路書房 (ISBN:9784762822094) 

2. 会沢 信彦 (著), 安齊 順子 (著)、2017、『教師のたまごのための教育相談(改訂版) (教師のたまご応援ブックス)』、北樹出版 

(ISBN:9784762822094) 

3. 春日井 敏之 (編集), 伊藤 美奈子 (編集)、2011、『よくわかる教育相談 (やわらかアカデミズム・わかるシリーズ)』、ミネルヴ

ァ書房 (ISBN:9784623058785) 

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） 
百瀬 良(MOMOSE RYO) 

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%)/ロールプレイ、講義参加への姿勢(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜レジュメを配布する。 

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)） 

Power Pointを使用した講義形式で、理解を深めるために、必要に応じて実習を行う予定である。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 194 - 

■GA881 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA881／教職実践演習（中・高）（Ｍ） 

(Practice Teaching Seminar(Secondary Education))(M)) 

担当者名 

（Instructor） 
逸見 敏郎(HEMMI TOSHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET4510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「その他」登録科目 

新座キャンパス所属学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

少人数クラスを編成し，演習形式で講義とディスカッションを中心に展開する。 

 

また中・高の現職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。 

 

授業は，「クラス別授業」と「クラス合同授業」によって構成される。 

「クラス合同授業」は，「教職実践演習(中･高)」履修の全学生が一同に介して受講する形態をとる。 

「クラス別授業」は，各クラス担当者により授業計画に沿って授業が進行する。 

 

履修希望クラスは，下記「注意事項」にしたがって，各自の秋学期履修計画に基づき手続きをおこなうこと。クラス確定後のクラス

変更は原則，認めない。 

 

なお「クラス合同授業」の日程など授業実施の詳細は，7 月初旬に発表される受講クラスと同時に連絡する。各自確認すること。 

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，履修計画等を検討すること。 

 

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(ICT活用事例を含む)実践研究（１） 

5. 教科指導(ICT活用事例を含む)実践研究（２） 

6. 教科指導(ICT活用事例を含む)実践研究（３） 

7. 教科外指導(ICT活用事例を含む)実践研究（１） 

8. 教科外指導(ICT活用事例を含む)実践研究（２） 

9. 教科外指導(ICT活用事例を含む)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。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・下記注意事項を厳守すること。 

・教務部掲示板（学校・社会教育講座「教職課程」）・クラス担当教員の指示に従い「立教時間」または「Blackboard」による連絡等

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，４月に掲示等にて指示する「『教職実践演習（中・高） 』履修希望届」入力フォームより希望科目を４月末まで

の指定された期日に入力することになる。各自，秋学期の履修計画をもとに第３希望まで検討しておくこと。 

・配当クラスについては，7 月上旬に教務部掲示板（学校・社会教育講座 「教職課程」）に掲示する。 
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■GA882 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA882／教職実践演習（中・高）（Ｎ） 

(Practice Teaching Seminar(Secondary Education)) (N)) 

担当者名 

（Instructor） 
飯田 武志(IIDA TAKESHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CET4510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「その他」登録科目 

新座キャンパス所属学生対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

少人数クラスを編成し，演習形式で講義とディスカッションを中心に展開する。 

 

また中・高の現職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。 

 

授業は，「クラス別授業」と「クラス合同授業」によって構成される。 

「クラス合同授業」は，「教職実践演習(中･高)」履修の全学生が一同に介して受講する形態をとる。 

「クラス別授業」は，各クラス担当者により授業計画に沿って授業が進行する。 

 

履修希望クラスは，下記「注意事項」にしたがって，各自の秋学期履修計画に基づき手続きをおこなうこと。クラス確定後のクラス

変更は原則，認めない。 

 

なお「クラス合同授業」の日程など授業実施の詳細は，7 月初旬に発表される受講クラスと同時に連絡する。各自確認すること。 

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，履修計画等を検討すること。 

 

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(ICT活用事例を含む)実践研究（１） 

5. 教科指導(ICT活用事例を含む)実践研究（２） 

6. 教科指導(ICT活用事例を含む)実践研究（３） 

7. 教科外指導(ICT活用事例を含む)実践研究（１） 

8. 教科外指導(ICT活用事例を含む)実践研究（２） 

9. 教科外指導(ICT活用事例を含む)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。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・下記注意事項を厳守すること。 

・教務部掲示板（学校・社会教育講座「教職課程」）・クラス担当教員の指示に従い「立教時間」または「Blackboard」による連絡等

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，４月に掲示等にて指示する「『教職実践演習（中・高） 』履修希望届」入力フォームより希望科目を４月末まで

の指定された期日に入力することになる。各自，秋学期の履修計画をもとに第３希望まで検討しておくこと。 

・配当クラスについては，7 月上旬に教務部掲示板（学校・社会教育講座 「教職課程」）に掲示する。 
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■GA922 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA922／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） 
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） 
2018 年度以前入学者履修不可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中学校社会科及び高等学校地理歴史科における教育目標、育成を目指す資質・能力を理解し、学習指導要領に示された中学

校社会科及び高等学校地理歴史科の学習内容について背景となる学問領域と関連させた理解を深める。それとともに、中学校

社会科及び高等学校地理歴史科の様々な学習指導理論を踏まえて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つ

ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

中学校社会科及び高等学校地理歴史科の学習内容について、教材及び ICTの効果的な活用法を理解した上で、履修者各自が

活用法を考えた授業設計を行い、その授業計画を発表、振り返りを行う。あわせて、中学校社会科及び高等学校地理歴史科の

分野・科目に即した年間指導計画の作成・発表、学習評価の模擬的実践（学習指導案の「生徒観」に即応した定期試験用の試験

問題の作成・発表）などを通して、より実践的に授業設計の向上に取り組む力量を養成する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方） 

2. 教材及び ICT活用法の実践例紹介（中学校社会科の具体例） 

3. 教材及び ICT活用法の実践例紹介（高等学校地理歴史科の具体例） 

4. 発展的な学習内容についての探究と実践例紹介（中学校社会科の具体例） 

5. 発展的な学習内容についての探究と実践例紹介（高等学校地理歴史科の具体例） 

6. グループワークを採り入れた授業設計の実践例紹介（中学校社会科の具体例） 

7. グループワークを採り入れた授業設計の実践例紹介（高等学校地理歴史科の具体例） 

8. 年間指導計画の作成・発表（１）中学校社会科地理的分野 

9. 年間指導計画の作成・発表（２）中学校社会科歴史的分野 

10. 年間指導計画の作成・発表（３）中学校社会科公民的分野 

11. 年間指導計画の作成・発表（４）高等学校地理歴史科地理関係科目（「地理総合」「地理探究」） 

12. 年間指導計画の作成・発表（５）高等学校地理歴史科歴史関係科目 

（「歴史総合」「世界史探究」「日本史探究」） 

13. 学習評価の模擬的実践（その１・中学校社会科） 

14. 学習評価の模擬的実践（その２・高等学校地理歴史科） 

／まとめ。実施した年間指導計画の発表についての履修者相互の振り返りと各自の改訂プラン作成。 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み、新聞などに目を通すように努めること。 

また、授業の後半で実施する年間指導計画作成の課題発表に向けた準備を各自進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

複数回の小レポート(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2020、『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 

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 

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

中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領、及び各教科の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

参考文献（Readings） 

1. 原田智仁、2021、『社会科教育のルネサンス』、教育情報出版 

 

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」を修得済または同時履修の者対象。  
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■GA924 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA924／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） 
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） 
2018 年度以前入学者履修不可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中学校社会科及び高等学校地理歴史科における教育目標、育成を目指す資質・能力を理解し、学習指導要領に示された中学

校社会科及び高等学校地理歴史科の学習内容について背景となる学問領域と関連させた理解を深める。それとともに、中学校

社会科及び高等学校地理歴史科の様々な学習指導理論を踏まえて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つ

ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「社会・地理歴史科教育法２」で学習したことをもとに、学習指導要領に示された教科の目標及び内容を踏まえ、中学校社会科及

び高等学校地理歴史科の各分野・科目について、履修者各自が作成した教材及び ICTの効果的な活用を考えた授業設計に基

づき模擬授業を実施する。実施後に履修者相互の振り返りを行い、改善点を見出し、改訂プランを作成することを通して、教材及

び ICTの活用に実践的かつ発展的に取り組むことのできる力量を養成する。あわせて実践研究の動向を学び、中学生・高校生

の実態に即した授業設計とその実践に取り組み続けることのできる教科の授業実践者としての資質を高める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方） 

2. 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の実践例（中学校社会科１） 

3. 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の実践例（中学校社会科２） 

4. 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の実践例（高等学校地理歴史科１） 

5. 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の実践例（高等学校地理歴史科２） 

6. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表（教材及び ICTの活用法・その１－社会科地理的分野） 

7. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表（教材及び ICTの活用法・その２－社会科歴史的分野） 

8. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表（教材及び ICTの活用法・その３－社会科公民的分野） 

9. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表（教材及び ICTの活用法・その４－地理歴史科「地理総合」） 

10. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表 

（教材及び ICTの活用法・その５－地理歴史科「地理探究」） 

11. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表 

（教材及び ICTの活用法・その６－地理歴史科「歴史総合」（１）） 

12. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表 

（教材及び ICTの活用法・その７－地理歴史科「歴史総合」（２）） 

13. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表 

（教材及び ICTの活用法・その８－地理歴史科「世界史探究」） 

14. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表 

（教材及び ICTの活用法・その９－地理歴史科「日本史探究」） 

／まとめ。実施した模擬授業形式の活用法発表についての履修者相互の振り返りと各自の改訂プラン作成。 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み、新聞などに目を通すように努めること。 

模擬授業形式の発表のための教材研究、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） 

複数回の小レポート(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2020、『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 

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 

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

中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領、及び各教科の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

参考文献（Readings） 



 - 201 - 

1. 原田智仁、2021、『社会科教育のルネサンス』、教育情報出版 

 

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」および「社会・地理歴史科教育法２（Ｎ）」を修得済の者対象。 
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■GA932 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA932／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） 
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） 
2018 年度以前入学者履修不可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中学校社会科及び高等学校公民科における教育目標、育成を目指す資質・能力を理解し、学習指導要領に示された中学校社

会科及び高等学校公民科の学習内容について背景となる学問領域と関連させた理解を深める。それとともに、中学校社会科及

び高等学校公民科の様々な学習指導理論を踏まえて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つける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

中学校社会科及び高等学校公民科の学習内容について、教材及び ICTの効果的な活用法を理解した上で、履修者各自が活用

法を考えた授業設計を行い、その授業計画を発表、振り返りを行う。あわせて、中学校社会科及び高等学校公民科の分野・科目

に即した年間指導計画の作成・発表、学習評価の模擬的実践（学習指導案の「生徒観」に即応した定期試験用の試験問題の作

成・発表）などを通して、より実践的に授業設計の向上に取り組む力量を養成する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方） 

2. 教材及び ICT活用法の実践例紹介（中学校社会科の具体例） 

3. 教材及び ICT活用法の実践例紹介（高等学校公民科の具体例） 

4. 発展的な学習内容についての探究と実践例紹介（中学校社会科の具体例） 

5. 発展的な学習内容についての探究と実践例紹介（高等学校公民科の具体例） 

6. グループワークを採り入れた授業設計の実践例紹介（中学校社会科の具体例） 

7. グループワークを採り入れた授業設計の実践例紹介（高等学校公民科の具体例） 

8. 年間指導計画の作成・発表（１）中学校社会科地理的分野 

9. 年間指導計画の作成・発表（２）中学校社会科歴史的分野 

10. 年間指導計画の作成・発表（３）中学校社会科公民的分野 

11. 年間指導計画の作成・発表（４）高等学校公民科その１（「公共」） 

12. 年間指導計画の作成・発表（５）高等学校公民科その２（「倫理」「政治・経済」） 

13. 学習評価の模擬的実践（その１・中学校社会科） 

14. 学習評価の模擬的実践（その２・高等学校公民科） 

／まとめ。実施した年間指導計画の発表についての履修者相互の振り返りと各自の改訂プラン作成。 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み、新聞などに目を通すように努めること。 

また、授業の後半で実施する年間指導計画作成の課題発表に向けた準備を各自進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内での対話や発言の積極性(20%)/課題(40%)/授業案の提出及び模擬授業(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

学習指導要領、高等学校学習指導要領、及び各教科の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

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」を修得済または同時履修の者対象。  

 

  



 - 203 - 

■GA934 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA934／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） 
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） 
CET3210 

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） 

中学校社会科及び高等学校公民科における教育目標、育成を目指す資質・能力を理解し、学習指導要領に示された中学校社

会科及び高等学校公民科の学習内容について背景となる学問領域と関連させた理解を深める。それとともに、中学校社会科及

び高等学校公民科の様々な学習指導理論を踏まえて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つける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「社会・公民科教育法２」で学習したことをもとに、学習指導要領に示された教科の目標及び内容を踏まえ、中学校社会科及び高

等学校公民科の各分野・科目について、履修者各自が作成した教材及び ICTの効果的な活用を考えた授業設計に基づき、模擬

授業を実施する。実施後に履修者相互の振り返りを行い、改善点を見出し、改訂プランを作成することを通して、教材及び ICTの

活用に実践的かつ発展的に取り組むことのできる力量を養成する。あわせて実践研究の動向を学び、中学生・高校生の実態に

即した授業設計とその実践に取り組み続けることのできる教科の授業実践者としての資質を高める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方） 

2. 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の実践例（中学校社会科１） 

3. 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の実践例（中学校社会科２） 

4. 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の実践例（高等学校公民科１） 

5. 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の実践例（高等学校公民科２） 

6. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表（教材及び ICTの活用法・その１－社会科地理的分野） 

7. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表（教材及び ICTの活用法・その２－社会科歴史的分野） 

8. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表（教材及び ICTの活用法・その３－社会科公民的分野（１）） 

9. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表（教材及び ICTの活用法・その４－社会科公民的分野（２）） 

10. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表（教材及び ICTの活用法・その５－公民科「公共」（１）） 

11. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表（教材及び ICTの活用法・その６－公民科「公共」（２）） 

12. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表（教材及び ICTの活用法・その７－公民科「倫理」） 

13. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表 

（教材及び ICTの活用法・その８－公民科「政治・経済」（１）） 

14. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表 

（教材及び ICTの活用法・その９－公民科「政治・経済」（２）） 

／まとめ。実施した模擬授業形式の活用法発表についての履修者相互の振り返りと各自の改訂プラン作成。 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み、新聞などに目を通すように努めること。 

模擬授業形式の発表のための教材研究、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） 

授業内での対話や発言の積極性(20%)/課題(30%)/授業案の提出および模擬授業(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

学習指導要領、高等学校学習指導要領、及び各教科の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

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」および「社会・公民科教育法２（Ｎ）」を修得済の者対象。 
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■GA962 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA962／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） 
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） 
2018 年度以前入学者履修不可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

保健体育科における教育目標、育成を目指す資質・能力を理解し、学習指導要領に示された保健体育科の学習内容について背

景となる学問領域と関連させた理解を深める。それとともに保健体育科の様々な学習指導理論を踏まえて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つける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

中学校及び高等学校保健体育科の学習内容について、教材及び ICTの効果的な活用法を理解した上で、履修者各自が活用法

を考えた授業設計を行い、その授業計画を発表、振り返りを行う。あわせて、保健体育科の分野・科目に即した年間指導計画の

作成・発表、学習評価の模擬的実践（学習指導案の「生徒観」に即応した定期試験用の試験問題の作成・発表）などを通して、よ

り実践的に授業設計の向上に取り組む力量を養成する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方） 

2. 教材及び ICT活用法の実践例紹介（中学校保健体育科の具体例） 

3. 教材及び ICT活用法の実践例紹介（高等学校保健体育科の具体例） 

4. 発展的な学習内容についての探究と実践例紹介（中学校保健体育科の具体例） 

5. 発展的な学習内容についての探究と実践例紹介（高等学校保健体育科の具体例） 

6. グループワークを採り入れた授業設計の実践例紹介（中学校保健体育科の具体例） 

7. グループワークを採り入れた授業設計の実践例紹介（高等学校保健体育科の具体例） 

8. 年間指導計画の作成・発表（１）中学校保健体育科体育分野第１学年及び第２学年 

9. 年間指導計画の作成・発表（２）中学校保健体育科体育分野第３学年 

10. 年間指導計画の作成・発表（３）中学校保健体育科保健分野 

11. 年間指導計画の作成・発表（４）高等学校保健体育科科目「体育」 

12. 年間指導計画の作成・発表（５）高等学校保健体育科科目「保健」 

13. 学習評価の模擬的実践（その１・中学校保健体育） 

14. 学習評価の模擬的実践（その２・高等学校保健体育） 

／まとめ。実施した年間指導計画の発表についての履修者相互の振り返りと各自の改訂プラン作成。 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み、新聞などに目を通すように努めること。 

また、授業の後半で実施する年間指導計画作成の課題発表に向けた準備を各自進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内レポート(40%)/最終レポート(Final Report)(40%)/参加態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領、及び各教科の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

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」を修得済または同時履修の者対象。  
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■GA964 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GA964／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） 
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） 
2018 年度以前入学者履修不可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

保健体育科における教育目標、育成を目指す資質・能力を理解し、学習指導要領に示された保健体育科の学習内容について背

景となる学問領域と関連させた理解を深める。それとともに、保健体育科の様々な学習指導理論を踏まえて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つける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「保健体育科教育法２」で学習したことをもとに、学習指導要領に示された教科の目標及び内容を踏まえ、中学校及び高等学校

保健体育科の各分野・科目について、履修者各自が作成した教材及び ICTの効果的な活用を考えた授業設計に基づき模擬授

業を実施する。実施後に履修者相互の振り返りを行い、改善点を見出し、改訂プランを作成することを通して、教材及び ICTの活

用に実践的かつ発展的に取り組むことのできる力量を養成する。あわせて実践研究の動向を学び、中学生・高校生の実態に即

した授業設計とその実践に取り組み続けることのできる教科の授業実践者としての資質を高める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（目標・概要・進め方） 

2. 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の実践例（中学校保健体育科１） 

3. 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の実践例（中学校保健体育科２） 

4. 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の実践例（高等学校保健体育科１） 

5. 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の実践例（高等学校保健体育科２） 

6. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表 

（教材及び ICTの活用法・その１－中学校保健体育科体育分野第１学年） 

7. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表 

（教材及び ICTの活用法・その２－中学校保健体育科体育分野第２学年） 

8. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表 

（教材及び ICTの活用法・その３－中学校保健体育科体育分野第３学年） 

9. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表 

（教材及び ICTの活用法・その４－中学校保健体育科保健分野） 

10. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表 

（教材及び ICTの活用法・その５－高等学校「体育」（１）） 

11. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表 

（教材及び ICTの活用法・その６－高等学校「体育」（２）） 

12. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表 

（教材及び ICTの活用法・その７－高等学校「体育」（３）） 

13. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表 

（教材及び ICTの活用法・その８－高等学校「保健」（１）） 

14. 履修者各自による模擬授業形式の活用法発表 

（教材及び ICTの活用法・その９－高等学校「保健」（２）） 

／まとめ。実施した模擬授業形式の活用法発表についての履修者相互の振り返りと各自の改訂プラン作成。 

 

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

日頃から教科に関するトピックに関心をもって文献を読み、新聞などに目を通すように努めること。 

模擬授業形式の発表のための教材研究、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） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内レポート(40%)/参加態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領、及び各教科の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

参考文献（Readings） 
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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」および「保健体育科教育法２」を修得済の者対象。 
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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） 
亀川 泰照(KAMEKAWA YASUTERU) 

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） 

博物館の社会的使命と、それを支える運営及び実現するための活動・管理・連携等について、社会全般的な構図の中で理解す

るとともに基本的な知識、何より考え方を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

多様化するニーズや価値観の変化の中で、博物館の活動とそれを支える運営の在り方について、その文化的な広がりや人と人

とのつながりに沿って理解を深める。そして、実際の博物館経営の実情や課題を考察するため、具体的な事例・話題を交えなが

ら授業を進める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 博物館の社会的使命と博物館経営論 

2. 博物館運営方法の制度的な変化 

3. 博物館の法律と制度 

4. ミュージアムマーケティングと博物館評価 

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・教育活動 

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・サービス 

13. 博物館経営の課題 

14. まとめ ―未来の博物館― 

 

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・文化財関係のニュースに目を通し、博物館・美術館にできるだけ足を運ぶこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/授業内での提出物(40%)/授業への参画度(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 全国大学博物館学講座協議会西日本部会編、2012、『新時代の博物館学』、芙蓉書房出版 (ISBN:4829505516) 

2. 稲村 哲也・佐々木亨、2019、『博物館経営論〔新訂〕』、放送大学教育振興会 (ISBN:978-4595319334) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

特に教科書は使わない。その都度プリントを配布する。 

 

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

いができるようになることが目標である。 

※状況に応じて、授業計画の順序が前後する可能性あり。  

 

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。 また、各美術館・博物館の施設概要や建築概要等

を入手し、内容を確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/授業中の態度(40%)/リアクションペーパー(40%) 

 

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) 

2. 東京文化財研究所（編）、2013（2011）、『文化財の保存環境』、中央公論美術出版 (ISBN:978-4-8055-0648-6) 

 

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)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
博物館展示の理論と現状 

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） 
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） 

展示活動の意義と具体的な流れを体系的に理解するとともに、展示を見学者としてだけではなく、実施者としての視点を培う。そ

して博物館のあり方が問われている状況のなかで、展示活動として何が発信できるのかについて、自分なりの見解を持てるよう

にする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博物館のもつ外的事業性の軸となる展示活動について、具体的な展示の流れを把握するとともに、その意義や社会的役割を学

んでいく。その上で博物館活動全体のなかでの位置付けや有効的な展示活動の展開について考えていきたい。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本における展示の歴史 

2. 展示の意義 

3. 展示の諸形態 

4. 展示案の検討 

5. 展示資料の検討 

6. 展示案・展示計画の確定と諸手続き 

7. 展示の準備 

8. 展示会場と設営 

9. 展示と照明 

10. 展示関連事業（講座・講演会他） 

11. 広報活動（ポスター・チラシ・ホームページ他） 

12. 撤収と資料返却 

13. 展示の評価と改善 

14. 展示の社会的意義と直面する課題 

 

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

博物館・美術館の展示をできる限りたくさん見て、展示を観察する眼を養うこと。なお、その際には単に展示内容だけでなく、設営

方法や配置、パネル・キャプションや図録、さらにはチラシやポスター、ホームページ、展示関連事業などにも注目すること。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/コメントシート(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. 日本展示学会、2010、『展示論―博物館の展示をつくる―』、雄山閣 (ISBN:978-4-639-02149-0) 

2. 黒沢浩、2014、『博物館展示論―学芸員の現場で役立つ基礎と実践―』、講談社 (ISBN:978-4-06-156531-9) 

3. 青木豊、2018、『集客力を高める博物館展示論 普及版』、雄山閣 (ISBN:978-4-639-02604-4) 

他の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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■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)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
博物館展示の理論と現状 

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） 
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） 

展示活動の意義と具体的な流れを体系的に理解するとともに、展示を見学者としてだけではなく、実施者としての視点を培う。そ

して博物館のあり方が問われている状況のなかで、展示活動として何が発信できるのかについて、自分なりの見解を持てるよう

にする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博物館のもつ外的事業性の軸となる展示活動について、具体的な展示の流れを把握するとともに、その意義や社会的役割を学

んでいく。その上で博物館活動全体のなかでの位置付けや有効的な展示活動の展開について考えていきたい。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本における展示の歴史 

2. 展示の意義 

3. 展示の諸形態 

4. 展示案の検討 

5. 展示資料の検討 

6. 展示案・展示計画の確定と諸手続き 

7. 展示の準備 

8. 展示会場と設営 

9. 展示と照明 

10. 展示関連事業（講座・講演会他） 

11. 広報活動（ポスター・チラシ・ホームページ他） 

12. 撤収と資料返却 

13. 展示の評価と改善 

14. 展示の社会的意義と直面する課題 

 

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

博物館・美術館の展示をできる限りたくさん見て、展示を観察する眼を養うこと。なお、その際には単に展示内容だけでなく、設営

方法や配置、パネル・キャプションや図録、さらにはチラシやポスター、ホームページ、展示関連事業などにも注目すること。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/コメントシート(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. 日本展示学会、2010、『展示論―博物館の展示をつくる―』、雄山閣 (ISBN:978-4-639-02149-0) 

2. 黒沢浩、2014、『博物館展示論―学芸員の現場で役立つ基礎と実践―』、講談社 (ISBN:978-4-06-156531-9) 

3. 青木豊、2018、『集客力を高める博物館展示論 普及版』、雄山閣 (ISBN:978-4-639-02604-4) 

他の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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■GB225 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GB225／博物館資料論（Ａ） 

(Museum Collection (A)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
博物館における資料の在り方と現実的課題を考える 

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)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
博物館における資料の在り方と現実的課題を考える 

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（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. 前半まとめ 

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. 後半まとめ 

 

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，施設や展示資料について事前にインターネットで

調べて，できるだけ情報収集すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内に指示した提出物(40%)/出席(リアクションペーパー)(20%) 

 

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） 
藤井 明広(FUJII AKIHIRO) 

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 

 

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方法を習得し、博物館の教育機能に関する基礎的能力を養

う。 

 

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 

2. 博物館教育とは何か 

3. 博物館教育の歴史 

4. 博物館教育を担う学芸員の役割と活動 

5. 博物館展示の教育的意義 

6. 展示と来館者をつなぐ補助教材 

7. ワークショップとハンズオン 

8. ユニバーサル・ミュージアム 

9. 資源の蓄積と公開 

10. 学校教育と博物館 

11. 地域と博物館 

12. 観光と博物館 

13. ワークシートの作成 

14. まとめ-博物館教育の課題と展望 

 

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

具体例を知るために、博物館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） 

1. 黒沢浩、2015、『博物館教育論』、講談社 

その他の参考文献は適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

必要な資料については、毎回講義内で配布する。 

状況により授業計画を変更する場合がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■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） 
藤井 明広(FUJII AKIHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CEM1600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
「博物館教育論（Ａ）」と同一科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

博物館における教育活動の基盤となる理論や実践に関する知識と方法を習得し、博物館の教育機能に関する基礎的能力を養

う。 

 

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 

2. 博物館教育とは何か 

3. 博物館教育の歴史 

4. 博物館教育を担う学芸員の役割と活動 

5. 博物館展示の教育的意義 

6. 展示と来館者をつなぐ補助教材 

7. ワークショップとハンズオン 

8. ユニバーサル・ミュージアム 

9. 資源の蓄積と公開 

10. 学校教育と博物館 

11. 地域と博物館 

12. 観光と博物館 

13. ワークシートの作成 

14. まとめ-博物館教育の課題と展望 

 

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

具体例を知るために、博物館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） 

1. 黒沢浩、2015、『博物館教育論』、講談社 

その他の参考文献は適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

必要な資料については、毎回講義内で配布する。 

状況により授業計画を変更する場合がある。 

 

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） 

山形 眞理子(YAMAGATA MARIKO) 

滝口 正哉(TAKIGUCHI MASAYA) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CEM2820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「その他」登録科目 

「見学・学内実習（Ｂ）」と同一科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

さまざまな博物館を見学することにより、博物館の多様なあり方について理解を深めるとともに、学芸員をはじめとする関係者の

実際の活動について学ぶ。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） 

見学実習ではさまざまな博物館を訪ね、学芸員をはじめとする関係者の方々の作業の実際と施設を見学する。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 2泊 3 日の日程で国内の博物館、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。同様に、都内周辺における 1 日の見学も実施する。これらを踏まえて参加者相互で意見

交換を行う。学内実習では外部の専門家を招いて、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） 

日ごろから意識的に様々な博物館、美術館などを訪れることが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

実習への積極的な取り組み姿勢や参画度など(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） 

山形 眞理子(YAMAGATA MARIKO) 

宮内 洋平(MIYAUCHI YOHEI) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CEM2820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「その他」登録科目 

「見学・学内実習（Ａ）」と同一科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

さまざまな博物館を見学することにより、博物館の多様なあり方について理解を深めるとともに、学芸員をはじめとする関係者の

実際の活動について学ぶ。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） 

見学実習ではさまざまな博物館を訪ね、学芸員をはじめとする関係者の方々の作業の実際と施設を見学する。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 2泊 3 日の日程で国内の博物館、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。同様に、都内周辺における 1 日の見学も実施する。これらを踏まえて参加者相互で意見

交換を行う。学内実習では外部の専門家を招いて、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） 

日ごろから意識的に様々な博物館、美術館などを訪れることが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

実習への積極的な取り組み姿勢や参画度など(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) 

山形 眞理子(YAMAGATA MARIKO) 

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） 

学芸員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） 

実習への積極的な取り組み姿勢や参画度など(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） 
山形 眞理子(YAMAGATA 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） 
CEM1900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

考古学の理論と方法、考古資料の扱い方、日本とアジアの考古学について学ぶことを通して、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） 

まず、考古学の基礎的な概念と理論、方法論について概説する。続いて、日本列島の考古学を時代別・テーマ別に概説する。さ

らに、日本との比較を踏まえてアジアの遺跡・遺物を取り上げて論じる。講義が中心であるが、考古資料の実測や拓本の実習も

行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：考古学の目的 

2. 考古学の基礎：型式学、層位学、年代測定法 

3. 考古学の基礎：時代区分、遺跡と遺物の調査方法 

4. 初期人類史：人類の誕生と進化、世界各地への拡散 

5. 日本考古学概論：旧石器時代の遺跡と遺物 

6. 日本考古学概論：土器の誕生と縄文時代への移行 

7. 日本考古学概論：縄文時代の豊かな採集狩猟民の文化 

8. 実習：縄文土器の拓本と実測 

9. 日本考古学概論：中国における稲作の開始と日本への伝播 

10. 日本考古学概論：金属器利用と生産の開始 

11. 日本考古学概論：前方後円墳とヤマト王権 

12. アジアの考古学：古代瓦からみた東アジア世界 

13. アジアの考古学：古代のアクセサリー 

14. アジアの考古学：交易の時代と貿易陶磁 

 

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

授業のなかで参考文献を指示するので、それらを読んでおくこと。また、博物館や遺跡公園などに足を運び、遺跡と遺物を見学す

ること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

複数回の授業内レポート(60%)/各回の授業内容に関する小テスト(30%)/実習の提出物(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は授業時に指示する。 

 

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，博物館，美術館の展覧会（オンライン展覧会を含む）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. 秋山聰，田中正之監修、2021、『西洋美術史(美術出版ライブラリー 歴史編)』、美術出版社 

2. 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 

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（ただし、新型コロナウイルス感染状況による）。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)(60%)/コメントシート(20%)/出席状況（遅刻を含む）ならびに授業態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

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) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ミュージアムをめぐる課題と展望を考える 

担当者名 

（Instructor） 
高木 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） 

18 世紀末のヨーロッパにおいて王侯貴族のコレクションを公開する場として美術館が誕生して以来、ミュージアムは幅広い文化

活動の場として多様な展開をしてきた。そうして豊かになる一方、現在においてはその存続のために教育、地域活性化、観光とい

った何らかの存在意義が当然のように求められる。そうしたミュージアムの歴史を踏まえつつ、今とこれからのミュージアムは何を

求められているのか、ミュージアムは「何」でありうるのかについて、テキストを手掛かりに様々な視点から意見を交わす場とした

い。 

 

授業の内容（Course Contents） 

・ 授業では毎回、テキストに基づいたディスカッションを行う。 

・ 後半は担当を決めた発表形式の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や PowerPoint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。 

・ ディスカッションに際しては、各自の専攻を生かした視点からの意見も期待したい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. テキストに基づくディスカッション 

3. テキストに基づくディスカッション 

4. テキストに基づくディスカッション 

5. テキストに基づくディスカッション 

6. テキストに基づくディスカッション 

7. 担当者の発表に基づくディスカッション 

8. 担当者の発表に基づくディスカッション 

9. 担当者の発表に基づくディスカッション 

10. 担当者の発表に基づくディスカッション 

11. 担当者の発表に基づくディスカッション 

12. 担当者の発表に基づくディスカッション 

13. まとめ 

14. 最終テスト（論述形式） 

 

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

・ 授業に参加するにあたっては、指定されたテキストを必ず事前に読んでおく。 

・ 発表担当者は、レジュメや PowerPoint等の発表資料を準備する。 

・ 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（池袋）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。社会状況によりこれ

が難しい場合は、様々な館園がコロナ禍の中でどのような活動をしているか、公式 HPなどで積極的に情報を得てください。 

 

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. 川口幸也編、2020、『ミュージアムの憂鬱：揺れる展示とコレクション』、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 

上記他、使用するテキストは、学芸員課程から貸与、もしく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） 
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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） 

小牧 龍太(KOMAKI RYUTA) 

中村 百合子(NAKAMURA YURIKO) 

松山 巌(MATSUYAMA IWAO) 

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，ひいては図書館・情報専門職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，2022 年８月から 10月の間に，２週間にわたり，図書館等の現場において実習を行う。また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，協働して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：事前指導Ⅰは 2021 年度中に実施した。事前指導Ⅱは 2022年 6 月中の土曜日の 13:25～16:00 を予定してい

る。 

 図書館実習： 原則として，2022 年８月から 10 月の間に２週間 

 事後指導１回： 2022 年 11 月中の土曜日の 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 2022年度の R Guide に示すので，必ず R Guide 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いずれか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） 

小牧 龍太(KOMAKI RYUTA) 

中村 百合子(NAKAMURA YURIKO) 

松山 巌(MATSUYAMA IWAO) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CES4420 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
自動登録科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

司書課程学校図書館司書教諭コースにおける学校図書館学の講義や演習で学んだ知識を学校図書館現場における実際の仕

事のなかで相互に結びあわせ，理解を深める。また，各人が自らの司書教諭，ひいては図書館情報専門職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，2022 年の８月から 10 月の間に，２週間にわたり，学校図書館現場において実習を行う。図書館司書コースの実習参

加者とともに履修生全員が集まり，協働して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：事前指導Ⅰは 2021 年度中に実施した。事前指導Ⅱは 2022年 6 月中の土曜日の 13:25～16:00 を予定してい

る。 

 図書館実習： 原則として，2022 年８月から 10 月の間に２週間 

 事後指導 1 回： 2022年 11 月中の土曜日の 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 2022年度の R Guide に示すので，必ず R Guide 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いずれか１点でも，期限内に提出しなかった場合 

 

なお，学校図書館司書教諭コースにおいて本科目は任意科目である。図書館司書コースにおいて「図書館実習」は必修科目であ

るため，二つのコースを併修している者は，図書館司書コースの「図書館実習」を登録のこと。 

 

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，各人が総合的な理解に至る。

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

ら進行役（ファシリテーター）と記録作成者（ノートテイカー）を各１名決めて実施する。全面的に，学生の主体的な授業参加を期待

する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の概要説明 

第１章  司書教諭になるための学習 

2. 第２章  福島第一原子力発電所事故後の世界と新しい知的社会 

3. 第３章  これからの学校教育とあるべき学びの形 

4. 第４章  メディアと人間の循環 

5. 第５章  学校の中の図書館 

6. 第６章  学校図書館の歴史（アメリカ） 

7. 第７章  学校図書館の歴史（日本） 

8. 第８章  日本の学校図書館の現状 

第９章  学校図書館の目的と機能 

9. 第 10 章 学校図書館の図書館サービス 

10. 第 11 章 学校図書館の教育活動 

11. 第 12 章 学校図書館の担当者 

第 13 章 学校図書館のマネジメント 

12. 第 14 章 学校図書館の設計 

（ゲストスピーカーのお話を予定） 

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、2022、『学校経営と学校図書館』、樹村房 

教科書は，必ず毎授業時，持参のこと。 

 

参考文献（Readings） 

初回の授業で示す。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

図書館実習に際して学校図書館を希望する者は，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） 

学校現場での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教員と協働して行うための基礎力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

新しい学習指導要領では，各教科の基礎的・基本的な知識・技能を「習得」し「活用」する活動を，教科を横断した「探究」へと発展

させることが求められている。これから教職に就く者は，観察・実験をもとにレポートを作成し，文献等を読んで自分の考えをまと

めて論述する活動（「活用」）や，自らの課題を追及する活動（「探究」）を指導する能力を身につけておく必要がある。 

そのために，本授業では教科書を用いて『学習指導と学校図書館』について解説，議論するとともに，生徒の立場で資料や情報

を活用する学び方や課題解決型学習のプロセスを体験的に理解することを通して，受講者自らの情報リテラシーと思考法の向上

をはかる。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。従

来の「調べ学習」を問い直し，新しい時代に求められる「学び」と学校図書館のあり方を考える。 

この授業は講義および演習形式で行われる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 学校教育と学校図書館：プレゼンテーション作成指導演習例提示  

各種電子資料の利用法紹介① 

2. 教育課程の編成と学校図書館：レポート作成指導演習 電子資料紹介② 

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. 学習指導要領と学校図書館 各教科との協働に向けて：課題設定とファイル作成  

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) 課題設定とファイル作成) ブレーンストーミング・コンセプトマッピング：プレゼン

テーション作成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) 情報の収集 レファレンスツールの利用 情報源の探索と収集：プレゼン作成２  

Big6，Focus on inquiry 

7. 情報活用のプロセス・モデルの指導法 3) 整理・分析 情報の取り出しと記録（情報カードの作成）：プレゼン作成３  

8. 情報活用のプロセス・モデルの指導法 4) まとめと表現 情報の整理・統合：プレゼンソフトの活用：プレゼン作成４ 

9. 情報サービスと学校図書館：レファレンス・サービスについて： 発表１（質疑・相互評価） 

10. 学習指導を支えるコレクション形成と環境整備・ニーズに応じたメディア選択：課題解決型学習の評価： 発表２（質疑・相互

評価） 

11. 課題解決型学習の評価：評価の問題：形成的評価：学び始めるための評価と，学びとしての評価，相互評価（ピアチェック）

とディスカッション含む： 発表３（質疑・相互評価） 

12. 教科等の学習指導の実際、総合的な学習・探究の時間・特別な教育的ニーズと学校図書館：パスファインダー・授業案作成

について： 発表４（質疑・相互評価） 

13. 学習指導にかかわる司書教諭の役割：探究型学習の順序と効果に関するディスカッション：生徒としてのレポート提出・相

互評価 

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。感染症対策の観点から中止する可能性もあり。 

 

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%) 
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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. 「探究 学校図書館学」編集委員会編著、2020、『学習指導と学校図書館』(探究 学校図書館学第３巻)、全国学校図書館協議

会 (ISBN:978-4-7933-2276-1) 

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) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

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。毎回、ワープロ、インターネット、スライド作成ソフトを使用する。なお、受講者数により、演習・講義のス

ケジュールが前後する可能性がある。 

 

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. 読みの指導における学校図書館の役割と読み聞かせの実際  

中間課題の提示 

3. 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  

新書を用いた読書活動の実際 

4. 発達段階に応じた読書興味と読書指導 

5. 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 

6. ロングセラーの作品と作家 

中間課題 まとめ 

7. 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 

8. ブックトークの実際 

9. 特別なニーズに対応する読書活動と資料 

10. 課題読書と自由読書  

11. 学校における読みの指導の位置づけと図書館年間計画 

12. 読書推進に関する国の計画と施策および地域連携 

13. 子どもを取り巻く読書の環境と課題  

14. まとめ 

 

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

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. 「探究 学校図書館学」編集委員会編著、2020、『読書と豊かな人間性』（探究 学校図書館学 第 4 巻）、全国学校図書館協議

会 (ISBN:9784793322778) 

 

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. 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) 

3. 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) 

4. 宇野和美ほか、2016、『明日の平和をさがす本 戦争と平和を考える絵本から YAまで 300 』、岩崎書店 

(ISBN:9784265802289) 

5. ナンシー アトウェル 著 小坂敦子･澤田英輔･吉田新一郎 編訳、2018、『イン・ザ・ミドル ナンシー・アトウェルの教室』、三省

堂 (ISBN:9784385360638) 

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
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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)） 

子ども読書の情報館 文部科学省 https://www.kodomodokusyo.go.jp/ 

 

公益法人 読書推進運動協議会 http://www.dokusyo.or.jp/ 

 

国際子ども図書館 https://www.kodomo.go.jp/index.html 

 

大阪国際児童文学振興財団 http://www.iiclo.or.jp/ 

 

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/ 

 

これも学習マンガだ！ https://gakushumanga.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%) 

 

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) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
図書館を制度と経営の視点から考える 

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を考慮しながら、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、外部資金との連携 

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／図書館管理形態の多様化 

12. アクションプラン発表 

13. 最終テスト 

14. 最終テスト復習・解説まとめ 

 

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

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%)/リアクションペーパー(30%)/グループワーク課題発表(20%)/授業への出席と積極的参加(20%) 

 

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する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回の授業で示される準備アンケートへの回答は必須。 

 

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） 
ミックス型授業パイロット実施対象科目（詳細は下記「その他」欄参照） 

 

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、コンピュータとネットワークの基礎、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、デジタル

アーカイブ等について学びます。理解を深めるためにハンズオンアクティビティおよびグループワークを行います。なお、授業計画

は学習の進度により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、コンピュータの基礎 

3. 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. 図書館業務システム（１） 

6. 図書館業務システム（２） 

7. コンピュータシステムの管理 

8. 中間小テスト／電子資料とデジタル化 

9. データベースとメタデータ 

10. デジタル資料の利活用（１） 

11. デジタル資料の利活用（２） 

12. 最新の情報技術と図書館／情報技術を使用した情報発信（１） 

13. 最新の情報技術と図書館／情報技術を使用した情報発信（２） 

14. 最新の情報技術と図書館／情報技術を使用した情報発信（３） 

 

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

次回授業時に行うアクティビティ、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。 

授業時間外にグループワークを行うよう指示することがあります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間小テスト(20%)/グループワーク最終プロジェクト(40%)/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（提出した

成果物の評価を含む）(20%)/リアクションペーパー(20%) 

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。 

 

テキスト（Textbooks） 

Blackboard を使用して教材を配布します。 

 

参考文献（Readings） 

ウェブサイト等。授業中に適宜指示し、Blackboardを使用してリンク等を共有します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

立教大学ではミックス型授業（対面授業をオンライン配信併用で実施する授業形態）の活用可能性を検証するため、2022 年度開

講の本科目をミックス型でパイロット実施します。授業内で授業方法に関する調査等へ協力をお願いすることがあります。なお、

本科目は司書課程の科目であるため、遠隔授業の「60 単位上限」の対象外です。 

 

この授業は、上記のとおり、ミックス型パイロット実施の対象科目であるため、オンキャンパスでは配当された教室で対面授業を

行い、同一内容をオンラインでリアルタイム配信します。オンキャンパスとオンラインのいずれでも、学生各人が毎週、選択して授
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業に参加できます。学習効果やスケジュールなど総合的に各自でニーズを判断して授業への参加方法を決めてください。 

 

ただし、この授業においては以下の２点に注意してください。 

１）第８週実施予定の中間小テストはオンラインでのみ実施します。また、中間小テストと同一週の講義はオンデマンド動画の配

信のみとなります。 

２）第１１週〜第１４週は、最終プロジェクトのためのグループワークと、その成果発表を行います。学生は「オンキャンパスでグル

ープワーク・発表を行うグループ」「オンラインのみでグループワーク・発表を行うグループ」のいずれに所属したいかを選択する

必要があります。（詳細は授業で説明し、第１０週までに希望調査を実施します。） 

授業形態：パワーポイントを使用した講義形式で、映像資料等を適宜使用します。授業中、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、必要に応じてハンズオンアクティビティ、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、提出物等については授業中または次回授業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、図書館が今後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、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、公共図書館を中心に、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. 情報提供サービス 

国立国会図書館などを事例に、情報提供サービスの現状と今後について考える。 

5. 資料提供サービス 

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. レファレンスサービス 

大学図書館などを事例に、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. 外部機関連携サービス 

専門図書館など事例に、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%)/授業内で指示するワークシート(40%)/毎回のリアクションペーパーの内容(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） 
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） 
CEL2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

図書館が提供するさまざまな情報サービスに関する基礎知識の修得を目標とします。特に、情報サービスの意義、情報サービス

の理論とサービス方法、情報サービスに使用する情報資源、日本と諸外国における情報サービスの最新の動向を知り、また、そ

れらの実践例を把握できるようになることを目指します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

以下の内容を学習します。学習進度と理解度を把握するため、中間テスト、最終テストを行います。 

１）社会および図書館における情報サービスの位置づけ 

２）情報サービスの種類 

３）レファレンスサービスの意義と方法 

４）情報サービスの計画、実施，評価 

５）各種情報資源の特質、利用法、評価方法、組織化 

６）発信型サービスの種類と動向 

７）図書館利用教育と情報リテラシー教育の動向 

なお、学習の進度により、授業計画は変更する可能性があります。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業説明、情報サービスの概要 

2. 情報サービスの種類、情報サービスの歴史と変遷 

3. レファレンスサービスの概要 

4. レファレンスサービスのための情報資源 

5. レファレンスプロセス（１） 

6. レファレンスプロセス（２） 

7. 情報サービスの計画、運営、評価 

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. 図書館イベント、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） 

授業準備のためのリーディング課題が指示された場合は授業開始までにそれを終わらせておく必要があります。また指定テキス

トを使用して適宜講義内容の予習復習を行ってください。 

 

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、グループワーク）(20%) 

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。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 山崎久道，原田智子、2019、『改訂 情報サービス論（現代図書館情報学シリーズ５）』、樹村房 (ISBN:9784883672950) 

 

参考文献（Readings） 

ウェブサイト等。授業中に適宜指示し、Blackboardを使用してリンク等を共有します。 

 

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、現物資料等を適宜使用します。授業中、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、必要に応じてグループワークを行うことがあります。 

課題等へのフィードバック：リアクションペーパーについては次回授業時にフィードバックを行います。 
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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力を養成する。 

諸外国の先進的な例にも触れ、現代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 / 課題について/ 児童サービスの定義と意義 

2. 子どもの発達段階と読書 /  コロナ下の図書館 / 海外の児童サービス 

3. ヤングアダルト資料とサービス  

4. ビブリオバトル演習 / 児童資料の種別・ジャンル・特性  

5. 様々な読書推進の方法と特徴 / 絵本 

6. 読みきかせ演習 /  （訪問レポート提出） 

7. 児童書～フィクション・ノンフィクション / レポートによるグループ討議 

8. 児童書～知識の本・伝承文学 / レファレンスサービス 

9. ゲスト講師による講義 

10. 児童書の新テーマ / 多文化共生社会 / ブックトーク 

11. 支援が必要な子どもへのサービス / 子どもの読書と法律 / ブックスタート 

12. 資料の評価とコレクション形成 / 児童サービスにおける現代の諸問題 / 著作権 

13. アニマシオン体験 / 他機関との連携 ・協同 / 施設・設備 

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。 

・授業内で行うグループディスカッション or演習について準備する。 

・授業の発表で使う児童資料は、各自で準備する。 

・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、2020、『児童サービス論』、日本図書館協会 (ISBN:9784820419099) 

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) 

7. 東京子ども図書館、2018、『よみきかせのきほん』、東京子ども図書館 (ISBN:9784885692277) 

その他は授業で提示 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回の授業には必ず出席すること。 

毎回、Blackboard と Google Classroom を使用する。 

 

 

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力を養成する。 

諸外国の先進的な例にも触れ、現代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 / 課題について/ 児童サービスの定義と意義 

2. 子どもの発達段階と読書 /  コロナ下の図書館 / 海外の児童サービス 

3. ヤングアダルト資料とサービス  

4. ビブリオバトル演習 / 児童資料の種別・ジャンル・特性  

5. 様々な読書推進の方法と特徴 / 絵本 

6. 読みきかせ演習 /  （訪問レポート提出） 

7. 児童書～フィクション・ノンフィクション / レポートによるグループ討議 

8. 児童書～知識の本・伝承文学 / レファレンスサービス 

9. ゲスト講師による講義 

10. 児童書の新テーマ / 多文化共生社会 / ブックトーク 

11. 支援が必要な子どもへのサービス / 子どもの読書と法律 / ブックスタート 

12. 資料の評価とコレクション形成 / 児童サービスにおける現代の諸問題 / 著作権 

13. アニマシオン体験 / 他機関との連携 ・協同 / 施設・設備 

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。 

・授業内で行うグループディスカッション or演習について準備する。 

・授業の発表で使う児童資料は、各自で準備する。 

・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、2020、『児童サービス論』、日本図書館協会 (ISBN:9784820419099) 

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) 

7. 東京子ども図書館、2018、『よみきかせのきほん』、東京子ども図書館 (ISBN:9784885692277) 

その他は授業で提示 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回の授業には必ず出席すること。 

毎回、Blackboard と Google Classroom を使用する。 

 

 

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。前半の講義では，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学習する。さらに関連する課題にその場で取り組んでもらうこともある。後半の実習では，オン

ラインデータベースやウェブで利用可能な無料検索システムなどを用い，与えられた検索問題に回答するために実際に検索を行

う。答え合わせは，一定時間後に，その場でインタラクティブに行い，解説する。 

 

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 と契約データベースの使い方 

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

を公開し，逐次的に情報を追加する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート 3 回(50%)/最終テスト(Final Test)(35%)/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。 
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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。前半の講義では，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学習する。さらに関連する課題にその場で取り組んでもらうこともある。後半の実習では，オン

ラインデータベースやウェブで利用可能な無料検索システムなどを用い，与えられた検索問題に回答するために実際に検索を行

う。答え合わせは，一定時間後に，その場でインタラクティブに行い，解説する。 

 

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 と契約データベースの使い方 

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

を公開し，逐次的に情報を追加する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート 3 回(50%)/最終テスト(Final Test)(35%)/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。 
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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） 
小牧 龍太(KOMAKI 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） 
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 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「情報サービス論」で学習した基礎知識を元に情報サービスの演習を行います。演習のねらいは以下の通り： 

１）理論と実践を結びつける 

２）各種情報サービスに必要なスキルの練習 

３）問題解決のためのさまざまなアプローチの理解 

４）コミュニケーションスキル、プレゼンテーションスキルの向上 

 

授業の内容（Course Contents） 

情報サービスに関する以下の講義、演習を行います： 

１）レファレンスツールの種類、評価 

２）レファレンスインタビューと質問回答のための情報探索 

３）図書館利用教育、情報リテラシー教育の企画 

４）発信型情報サービスの実践 

 

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、レファレンスコレクションの構築 

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、レファレンスインタビュー 

7. レファレンス質問回答演習（１） 

8. レファレンス質問回答演習（２） 

9. レファレンス質問回答演習（３） 

10. 図書館利用教育と情報リテラシー教育 

11. 図書館利用教育／情報リテラシー教育演習 

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。演習

のためのグループワークを授業時間外に行うよう指示することがあります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各演習の成果物（20％×４）(80%)/授業・演習への積極的な参加(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 山崎久道，原田智子、2019、『改訂 情報サービス論（現代図書館情報学シリーズ５）』、樹村房 (ISBN:9784883672950) 

上記以外の参考文献に関しては授業中に適宜指示し、Blackboardを使用して共有します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業形態：講義ではパワーポイントを使用し、適宜現物資料等を使用します。講義を行う回は、授業中、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することがあります。演習は内容に応じて小グループでのグループワーク、個人課題の

いずれかの形式で行います。 

課題等へのフィードバック：リアクションペーパー、演習の成果物については、次回授業時にフィードバックを行います。 
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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） 
小牧 龍太(KOMAKI 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） 
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 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「情報サービス論」で学習した基礎知識を元に情報サービスの演習を行います。演習のねらいは以下の通り： 

１）理論と実践を結びつける 

２）各種情報サービスに必要なスキルの練習 

３）問題解決のためのさまざまなアプローチの理解 

４）コミュニケーションスキル、プレゼンテーションスキルの向上 

 

授業の内容（Course Contents） 

情報サービスに関する以下の講義、演習を行います： 

１）レファレンスツールの種類、評価 

２）レファレンスインタビューと質問回答のための情報探索 

３）図書館利用教育、情報リテラシー教育の企画 

４）発信型情報サービスの実践 

 

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、レファレンスコレクションの構築 

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、レファレンスインタビュー 

7. レファレンス質問回答演習（１） 

8. レファレンス質問回答演習（２） 

9. レファレンス質問回答演習（３） 

10. 図書館利用教育と情報リテラシー教育 

11. 図書館利用教育／情報リテラシー教育演習 

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。演習

のためのグループワークを授業時間外に行うよう指示することがあります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各演習の成果物（20％×４）(80%)/授業・演習への積極的な参加(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 山崎久道，原田智子、2019、『改訂 情報サービス論（現代図書館情報学シリーズ５）』、樹村房 (ISBN:9784883672950) 

上記以外の参考文献に関しては授業中に適宜指示し、Blackboardを使用して共有します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業形態：講義ではパワーポイントを使用し、適宜現物資料等を使用します。講義を行う回は、授業中、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することがあります。演習は内容に応じて小グループでのグループワーク、個人課題の

いずれかの形式で行います。 

課題等へのフィードバック：リアクションペーパー、演習の成果物については、次回授業時にフィードバックを行います。 
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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について，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・管理で直面する諸問題を知り，その問題に対して説得力のある意見を述べられるようになる。 

③コレクション形成・管理の理論と手法を理解し，図書館コレクションを適切に評価できるようになる。 

 

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。グループディスカッションを伴う読書課題，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：読書課題① 

6. コレクション形成・管理と図書館の自由 

7. 出版と図書館：読書課題② 

8. 出版流通システム 

9. 印刷資料 

10. 非印刷資料 

11. 電子資料とネットワーク情報資源 

12. 学生による図書館コレクション分析報告 

13. 灰色文献，政府刊行物，地域資料 

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 2 回(30%)/図書館コレクション分析レポート(40%)/小テ

スト(10%) 

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、2013、『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，初回の対面授業に必ず出席すること。履修登録を行った学生は，ガイダンスで説明した内容を承諾したと見な

す。ガイダンスを受講していなかったので知らなかったなどの理由で，後日の異議の申し出は認めないので十分に注意すること。 

原則として全授業回を対面で実施する。ただし，Blackboardを利用して授業の連絡，関連資料の配布，受講生によるディスカッシ

ョン等も行う。 
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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す。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します。 

 

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，目録を作成します｡また，情報資源の主題を分析して，記号や言葉で表します。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す｡本講義ではその基礎知識を身につ

け，「メタデータ演習」及び「情報アーキテクチャ演習」への足がかりとします｡ 

 

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. データベース設計の基礎：リレーショナルデータベース，実体・属性・関連 

5. 目録法の新しい動向：FRBR，RDA，NCR2018 

6. OPAC，MARC と MARC フォーマット，分担目録作業，書誌ユーティリティ 

7. メタデータ概説：メタデータスキーマ，ダブリンコア，アプリケーションプロファイル，XML 

8. インターネット上の情報資源のメタデータ：RDF，データのウェブ 

9. 主題組織法：意義と手法 

10. 分類法：分類の基本原理，図書館における分類法の意義・役割・機能，分類法を分類する，主題分析 

11. NDC（日本十進分類法）：概要，構成 

12. 分類規程，所在記号 

13. 語による主題組織法：自然語と統制語，シソーラス，件名標目表 

14. 書誌コントロール 

 

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

日頃から図書館に通って，資料がどのように並べられているか，図書の背中のラベルには何が書いてあるか，また OPAC（検索

システム）ではどのような探し方が可能で，検索結果にはどのような情報が表示されているかなど，実際に組織化がどのように行

われているか，注意して見るようにしてください。 

なお，毎回の授業時間外の学習指示は，必要に応じて別途指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/NDC の小テスト(20%)/毎回実施する復習テスト(20%) 

原則として 2/3 以上の出席をしていない場合は，成績評価の対象としません。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，授業担当者に相談してください。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 田窪直規編著、2016、『改訂 情報資源組織論』、樹村房 (ISBN:978-4-88367-259-2) 

このテキストは 2020 年に「3 訂」版が出ていますが，扱う内容の関係で「改訂」のほうを使います。（在庫が切れない限り） 

 

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 授業中の私語，内職等に関しては厳しく対処します。 

 

3 毎回プリントを配付し，プリントとテキストを参照しつつ，板書も併用して講義形式で行います。また，随時パソコンの画面をスク
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リーンに投影しますが，主としてウェブサイトの参照を中心とし，パワーポイントは使用しない予定です。 

 

4 毎回（初回は除く）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 100 区分のうちの 10 個から始まり，だんだん増えていって，最終的には 100 区分全体が出題範囲

となりますので，徐々に覚えていって下さい。 

 

5 リアクションペーパーは，基本的に出席カードの裏面を使います（ただし，より多くの字数が必要な場合は別途用紙を配付する

こともあり得る）。次回の授業時に，全員分の内容を並べたプリントを配付し，フィードバックを行いますが，人数が多い場合は，全

体的な講評と，一部の内容（質問優先）に対する個別のコメントをもって代えます。 

 

6 毎回，BlackBoardを用いて復習のための課題を出しますので，次の授業時間までに取り組んでください。 

 

7 以上は対面授業の場合です。仮に遠隔授業を行わざるを得なくなった場合は，進め方に関して若干の変更があり得ますが，

それはその際に改めてお知らせします。 

 

8 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） 

この科目の単位修得が秋学期「メタデータ演習」及び「情報アーキテクチャ演習」履修の必須条件となる。 
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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すことができる。 

 

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）』（2018 年版），『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 の概要および基本的な使い方，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データの作成（１）：タイトルと責任表示 

4. 図書を対象とした書誌データの作成（２）：版，出版・頒布等，形態 

5. 図書を対象とした書誌データの作成（３）：シリーズ，注記，ISBN 

6. 演習問題（図書を対象とした書誌データの作成），標目 

7. 図書以外の資料を対象とした書誌データの作成，中間テスト 

8. NDC の概要および基本的な使い方，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）の付与 

10. 一般補助表（海洋区分，言語区分）の付与，分類規程 

11. BSHの概要および基本的な使い方 

12. 細目（一般細目，分野ごとの共通細目，言語細目）の使用方法 

13. 細目（地名のもとの主題細目，地名細目，時代細目）の使用方法，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を利用した授業時間外の学習に関する指示

および連絡を行うこともあるので，各自で適宜 Blackboardを確認していただきたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(45%)/中間テスト(40%)/リアクションペーパー(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)） 

授業で配付した資料の添付，授業時間外（予習・復習）の学習用資料の添付，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すことができる。 

 

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）』（2018 年版），『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 の概要および基本的な使い方，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データの作成（１）：タイトルと責任表示 

4. 図書を対象とした書誌データの作成（２）：版，出版・頒布等，形態 

5. 図書を対象とした書誌データの作成（３）：シリーズ，注記，ISBN 

6. 演習問題（図書を対象とした書誌データの作成），標目 

7. 図書以外の資料を対象とした書誌データの作成，中間テスト 

8. NDC の概要および基本的な使い方，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）の付与 

10. 一般補助表（海洋区分，言語区分）の付与，分類規程 

11. BSHの概要および基本的な使い方 

12. 細目（一般細目，分野ごとの共通細目，言語細目）の使用方法 

13. 細目（地名のもとの主題細目，地名細目，時代細目）の使用方法，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を利用した授業時間外の学習に関する指示

および連絡を行うこともあるので，各自で適宜 Blackboardを確認していただきたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(45%)/中間テスト(40%)/リアクションペーパー(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)） 

授業で配付した資料の添付，授業時間外（予習・復習）の学習用資料の添付，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，インターネット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，図書館 Webサイト評価の観点 

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 と立教時間，

Google Classroom 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） 

テキストは使用しない。必要に応じてプリントや PDF ファイルを配付し，さらに Blackboard と立教時間，Google Classroom 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 と立教時間，Google Classroom 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，インターネット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，図書館 Webサイト評価の観点 

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 と立教時間，

Google Classroom 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） 

テキストは使用しない。必要に応じてプリントや PDF ファイルを配付し，さらに Blackboard と立教時間，Google Classroom 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 と立教時間，Google Classroom 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／アーカイブズ概論 

(Introduction to Archives) 

担当者名 

（Instructor） 
金 甫榮(KIM BOYOUNG) 

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） 

１．アーカイブズに関する基礎知識を取得し、アーカイブズの多様な活用方法について考える力を身につける。 

２．社会におけるアーカイブズの多様な役割と意義について考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、記録の作成からアーカイブまでの過程について理解し、アーカイブズ資料の特徴およびその保存・管理に必要な基

礎知識を学びます。また、様々な組織の中で存在している多様なアーカイブズについて理解を深め、幅広い観点からアーカイブ

ズとは何か、また、その社会的意義と活用可能性について考えることを目指します。授業の前半では、記録およびアーカイブズの

基礎概念について講義を行います。基礎知識がついた中盤からは、様々なアーカイブズについて調査し、議論を交えながら授業

を行います。なお、以下の授業計画は、履修人員の多寡や受講生の理解度などによって若干の変更がありえます。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 記録とアーカイブズ 

3. 評価選別と移管 

4. 編成と記述 

5. アクセスの提供と利用 

6. デジタル記録 

7. 日本と海外における動向 

8. 検索手段：AtoM（Access to Memory） 

9. 保存 

10. 事例研究１：公的機関 

11. 事例研究２：企業、団体などの民間機関 

12. 事例研究３：特定テーマや個人、関連プロジェクト 

13. 関連領域の理解（図書館、博物館、デジタル・アーカイブ、デジタル・キュレーション、デジタル・ヒューマニティーズなど） 

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） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業への参加および授業内に指示する提出物(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に使用しない。必要に応じてプリントを配布するか、事前に授業に必要な情報提供を行います。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は、授業中に適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントを使った授業形式で、必要に応じてグループワークや発表などを行います。 

 

注意事項（Notice） 
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■GC379 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GC379／図書館情報資源特論 

(Seminar on Library Information Resources) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
大学図書館の経営資源と情報資源 

担当者名 

（Instructor） 
市古 みどり(ICHIKO MIDORI) 

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） 

大学図書館が扱う情報資源をより深く理解し、課題を洗い出し、その課題解決について検討する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

大学図書館運営のために必要な経営資源や、内的・外的環境を理解する。 

大学図書館運営のための情報資源の類型と特質、歴史、生産、流通、選択、収集、保存を総合的により深く理解する。 

上記のうえで、現状の課題を洗い出し、その問題解決の方法を考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. この科目の目的、授業内容および授業方法、最終レポート課題、成績評価の説明 

2. 大学図書館の役割、機能、サービス 

3. 大学図書館利用者の特徴とそのサービス 

4. 大学図書館の役割、機能、利用者・情報資源の特徴とサービス、課題 

5. 学術情報流通概論 

6. 大学図書館における電子資源 

7. 大学図書館における電子資源の特徴と課題（1）電子ジャーナル、電子ブック、データベースの種類と特徴 

8. 大学図書館における電子資源の特徴と課題（2）電子ジャーナル、電子ブック、データベースの管理とサービス 

9. 大学図書館における電子資源の特徴と課題（3）まとめ 

10. 大学内で発生する学習・教育・研究成果の管理と流通 

11. 日本の大学のリポジトリ vs 世界の大学のリポジトリ 

12. 大学アーカイブの現状と課題 

13. 大学内で発生するデータの管理と流通、最終レポート提出 

14. まとめ、最終レポート講評 

 

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%)/出席およびディスカッションへの参加(20%)/グループワークへの参加とグループワークの発表

(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 倉田敬子、2007、『学術情報流通とオープンアクセス』、勁草書房 (ISBN:978-4-326-00032-6) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・授業では、講義のほか、理解を深めるためにグループワークおよびグループワーク成果の発表を行う。 

・第 1 回目の授業で最終レポートの課題を提示する。提出は第 13 回の授業終了時までとする。 

 

注意事項（Notice） 
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■GC380 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GC380／図書・図書館史 

(History of Books & Libraries) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
記録メディアと図書館の歴史 

担当者名 

（Instructor） 
小黒 浩司(OGURO KOUJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CEL1300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

記録媒体（メディア）と図書館の発達の過程を理解し，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

探ることができるように基本的な知識を身につける。 

 

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紹介する。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

メに掲載した参考資料を閲覧して理解を深めてほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

特別な事情がなく，欠席回数が 4 回を超えた者については D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小黒浩司編著、2013、『図書・図書館史』、日本図書館協会 (ISBN:9784820412182) 

 

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活用する。 

原則として全授業回対面実施予定であるが，新型コロナウィルス感染状況によっては，変更の可能性がある。 

 

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. 中井孝幸他共著、2020、『図書館施設論 JLA図書館情報学テキストシリーズⅢ12』、日本図書館協会 (ISBN:978-4-8204-

1917-4) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■GC382 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GC382／図書館総合演習 

(Comprehensive Seminar on Libraries) 

担当者名 

（Instructor） 
中村 百合子(NAKAMURA YURIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CEL4310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
ミックス型授業パイロット実施対象科目（詳細は下記「その他」欄参照） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

司書課程および図書館情報学の学修を，個々人の経験として，また教育制度として，客観的に見直し，その価値を他者に明確に

伝えられるようになる。またこの授業での学修の進展を，各自がウェブサイトを構築し，記録していく経験をとおして，インターネッ

ト上で自らを表現するスキルを高め，ウェブサイト作成の作業を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

履修生各自が，以下の a)～c)から学習方法を一つまたは二つ，選択のうえ，個人学習の計画をたてる。 

 a) 立教大学司書課程の学修に関する総まとめとしてのポートフォリオの作成（枠組みは講師が提示する。司書課程の学修を司

書その他の就職活動等で自信をもって報告することができるようになる。） 

 b) 個人的に関心のあるトピックについての日本語または英語でのレポート執筆（講師に個別指導を受けながら，図書館情報学

研究の動向を十分にふまえ，読者のつくようなものに書きあげる。優秀なレポートは翌年春に刊行する司書課程紀要『St. Paul’s 

Librarian』に掲載する。） 

 c) 英語文献による司書課程の学修の総復習（学期はじめに講師と共に，読んでいくテキストのリストを作成し，読書の進展に合

わせて適宜，講師の個別指導を受ける。国際図書館実習の準備として有用と考えられる。） 

 

この授業での学習の進展を報告するウェブサイトの構築と記録する方法については，授業の前半で体験しながら修得する。各自

での作業となるが，各学生の ITや自己表現のスキルの範囲が学生によって異なるだろうことから，毎週の授業時の他にも，学生

相互で教えあい学びあうことが期待される。ウェブサイトは少なくとも授業期間中は公開する（匿名でもよい）。 

 

初回授業時に履修生と学生で合意できれば，a)～c)の学修のさらなる進展のため，国内外で図書館情報学の研究に携る方や図

書館・情報専門職として活躍する方々などを招いて，お話を聞いたり，履修生の研究等にコメントやアドバイスをいただいたりする

機会も，授業時間中または時間外に設けたい。また，図書館等への見学会を希望者で企画，実施することも考えられる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の概要説明；受講生自己紹介；学習方法 a)～c)の説明；ウェブサイト構築経験の調査 

2. 学習方法 a)～c)の選択報告 

ウェブサイト構築の実際１） 

3. 個人の学習計画の報告（全員） 

4. ウェブサイト構築の実際２） 

5. 個人学習およびウェブサイト構築の進展状況の報告（全員）第１回 

6. ウェブサイト構築の実際３） 

7. 個人学習およびウェブサイトの進展状況の報告（全員）第２回 

8. ウェブサイト構築の実際４） 

9. 個人学習およびウェブサイト構築の進展状況の報告（個人発表と検討）第１回 

10. 個人学習およびウェブサイト構築の進展状況の報告（個人発表と検討）第２回 

11. 個人学習およびウェブサイト構築の進展状況の報告（個人発表と検討）第３回 

12. 個人学習およびウェブサイト構築の進展状況の報告（個人発表と検討）第４回 

13. 各自の学習とウェブサイト構築の最終報告 

14. まとめとふりかえり 

 

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。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学習の進展状況の授業内での報告内容(40%)/ウェブページの構築の結果(40%)/授業への積極的参加と他の学生との学びあい

(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

立教大学ではミックス型授業（対面授業をオンライン配信併用で実施する授業形態）の活用可能性を検証するため、2022 年度開

講の本科目をミックス型でパイロット実施する。授業内で授業方法に関する調査等へ協力をお願いすることがある。なお、本科目

は司書課程の科目であるため、遠隔授業の「60 単位上限」の対象外である。 

 

この授業は、上記のとおり、ミックス型パイロット実施の対象科目であるため、オンキャンパスでは配当された教室で対面授業を

行い、同一内容をオンラインでリアルタイム配信する。オンキャンパスとオンラインのいずれでも、学生各人が毎週、選択して授業

に参加できる。学習効果やスケジュールなど総合的に各自でニーズを判断して授業への参加方法を決めること。 

 

個人学習については，必要に応じ，授業外でもアポイントメントをとって講師と相談すること。 

 

初回の授業時に，ウェブサイト構築の方法の選択肢を提示するが，レンタルサーバーやソフトウェアの購入によって，1～2 万円

程度の支出で，やりたいことの実現が容易になる場合がある。もちろん，支出無しを想定して履修することは可能である。 

 

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） 
高井 正(TAKAI TADASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
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 GD451「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。新型コロナウイルス感染症との共存

を始め、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現代社会における社会教育・生涯学習の意味 

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 



 - 267 - 

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(40%)/授業内に課す小レポート･コメントメモ(20%) 

 

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)） 

・30 数年の社会教育主事経験を活かした授業とするために、グループワーク等、実践的な授業運営を展開していく。 

・講義を行う場合は、PowerPointを使用するとともに、映像視聴なども適宜活用する。 

・毎回の授業の終わりに書くコメントについては、次回の授業において、フィードバックを行う。 

 

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） 
高井 正(TAKAI TADASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
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 GD452「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。新型コロナウイルス感染症との共存

を始め、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(40%)/授業内に課す小レポート･コメントメモ(20%) 

 

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)） 

・30 数年の社会教育主事経験を活かした授業とするために、グループワーク等、実践的な授業運営を展開していく。 

・講義を行う場合は、PowerPointを使用するとともに、映像視聴なども適宜活用する。 

・毎回の授業の終わりに書くコメントについては、次回の授業において、フィードバックを行う。 

 

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） 
高井 正(TAKAI TADASHI) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CED3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「その他」登録科目 

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 

 

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，教育委員会や社会教

育施設、NPO等の多様な団体・組織で活動する職員・スタッフ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テーマを

検討し、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，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 9 日（土）13 時 25 分～15 時 25 分 

   場所：7201 教室 

２） 日時：4 月 16 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，授業の展開全般の進め方の説明と，とくに実習先の確保方法，依頼から実習実施までの手続等

について説明する。 

 

実習先確認会 7 月 16 日（土）13 時 25 分～15時 25 分 

   場所：7201 教室 

実習先の確保についての共有と，実習開始にあたって留意することを確認する。 

 

 

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 23 日，5 月 14 日，21 日，6月 11 日，25 日 

いずれも土曜日，13 時 25 分～15 時 05 分 

場所：7201 教室，希望により Zoomでも対応する。 

 

秋学期の報告会の日程は以下を予定している。 

日時：9 月 24 日，10 月 1 日，8日，15 日，29 日，11月 12 日，12 月 3 日，10 日，1 月 7 日，14日，21 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 

＜報告会の日程については、履修学生の人数により、変更する場合がある＞ 

 

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。 
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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%) 

 

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） 
高井 正(TAKAI TADASHI) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CED3310 

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 年度以前入学者履修不可 

 

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，教育委員会や社会教

育施設、NPO等の多様な団体・組織で活動する職員・スタッフ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テーマを

検討し、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，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 9 日（土）13 時 25 分～15 時 25 分 

   場所：7201 教室 

２） 日時：4 月 16 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，授業の展開全般の進め方の説明と，とくに実習先の確保方法，依頼から実習実施までの手続等

について説明する。 

 

実習先確認会 7 月 16 日（土）13 時 25 分～15時 25 分 

   場所：7201 教室 

実習先の確保についての共有と，実習開始にあたって留意することを確認する。 

 

 

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 23 日，5 月 14 日，21 日，6月 11 日，25 日 

いずれも土曜日，13 時 25 分～15 時 05 分 

場所：7201 教室，希望により Zoomでも対応する。 

 

秋学期の報告会の日程は以下を予定している。 

日時：9 月 24 日，10 月 1 日，8日，15 日，29 日，11月 12 日，12 月 3 日，10 日，1 月 7 日，14日，21 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 

＜報告会の日程については、履修学生の人数により、変更する場合がある＞ 

 

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。 
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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%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■GD405 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GD405／社会教育経営論１ 

(Adult and Community Education Management 1) 

担当者名 

（Instructor） 
高井 正(TAKAI TADASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
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 GD455「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(40%)/授業内に課す小レポート･コメントメモ(20%) 

 

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)） 

・30 数年の社会教育主事経験を活かした授業とするために、グループワーク等、実践的な授業運営を展開していく。 

・講義を行う場合は、PowerPointを使用するとともに、映像視聴なども適宜活用する。 

・毎回の授業の終わりに書くコメントについては、次回の授業において、フィードバックを行う。 

 

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） 
高井 正(TAKAI TADASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
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 GD456「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(40%)/授業内に課す小レポート･コメントメモ(20%) 

 

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)） 

・30 数年の社会教育主事経験を活かした授業とするために、グループワーク等、実践的な授業運営を展開していく。 

・講義を行う場合は、PowerPointを使用するとともに、映像視聴なども適宜活用する。 

・毎回の授業の終わりに書くコメントについては、次回の授業において、フィードバックを行う。 

 

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) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
私たちは公害とどのように向き合うのか 

担当者名 

（Instructor） 
丹野 春香(TANNO HARUKA) 

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 GD457「現代社会と社会教

育」を履修すること） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

公害をとおして現代社会における社会教育の役割や課題を考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、「公害」をとおして社会教育のあり方を考えていきます。「公害」と「現代社会」がどう結びつくのかを思われるかもし

れませんが、公害は私たちが生きている社会のあり方に深くかかわる問題です。公害の世界を掘り下げながら、参加者同志で語

り合うことを通じて社会教育のあり方を共に考えていく授業を目指します。そのため自分の考えを形成し、表現するだけではなく、

他者の意見を聴きながら共に考えを深めていく積極的な授業への参加を期待します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（授業の概要と進め方、自己紹介） 

2. 公害と社会教育；現代社会の問題として問い直す 

3. 水俣病に学ぶ①水俣病の概要 

4. 水俣病に学ぶ②なぜ被害は拡大したのか 

5. 水俣病に学ぶ③［議論］ 

6. 公害を伝える①被害者による語り 

7. 公害を伝える②水俣病センター相思社の取り組み 

8. 公害を伝える③［議論］ 

9. いのちの連鎖と公害①胎児性水俣病患者と学習 

10. いのちの連鎖と公害②胎児性水俣病患者の「場」をひらく 

11. いのちの連鎖と公害③［議論］ 

12. 記録と公害①教師による公害の告発 

13. 記録と公害②［議論］ 

14. 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） 

授業時間外の学習に関する事柄は、必要に応じて別途提示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業中のコメント・ペーパー(40%)/授業（グループワーク・全体での意見交換）への参加姿勢

(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 日本社会教育学会 60 周年記念出版部会編、2013、『希望への社会教育；3.11 後社会のために』、東洋館出版 

(ISBN:9784491029689) 

2. 原田正純、2007、『豊かさと棄民たち』、岩波書店 (ISBN:9784000280884) 

3. 高峰武、2016、『水俣病を知っていますか (岩波ブックレット)』、岩波書店 (ISBN:9784002709482) 

4. 安藤 聡彦・林 美帆・丹野 春香、2021、『公害スタディーズ；悶え、哀しみ、闘い、語りつぐ』、ころから (ISBN:978-4-907239-

54-1) 

その他、適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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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) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
私たちにとって「人権」とは何か 

担当者名 

（Instructor） 
丹野 春香(TANNO HARUKA) 

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 GD458「人権と社会教育」を

履修すること） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代社会のさまざまな問題について人権の視点から理解を深め、人権を軸にした社会教育の学びのあり方について考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会教育の世界では、人権に根ざした学びが多様に展開してきています。まずは事例をとおして授業に参加されるみなさん自身

が人権問題に出会うことを目指します。その上で、人権について学ぶことの意義を参加者同志で語り合うことを通じて深めなが

ら、人権を軸にした社会教育の学びをどのようにひらいていくのかを考えていきます。自分の考えを形成し、表現するだけではな

く、他者の意見を聴きながら共に考えを深めていく積極的な授業への参加を期待します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（授業の概要と進め方、自己紹介） 

2. 社会教育における人権 

3. リテラシーと人権 

4. グループワークと全体での意見交換  

5. 「ホームレス」と人権 

6. グループワークと全体での意見交換  

7. 公害・開発と人権① 

8. グループワークと全体での意見交換  

9. 公害・開発と人権② 

10. グループワークと全体での意見交換  

11. 人権の学びをひらくために① 

12. 人権の学びをひらくために② 

13. 人権の学びをひらくために③ 

14. 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） 

授業時間外の学習に関する事柄は、必要に応じて別途提示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業中のコメント・ペーパー(40%)/授業（グループワーク・全体での意見交換）への参加姿勢

(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 日本社会教育学会編、2004、『現代的人権と社会教育の価値』、東洋館 (ISBN:9784491020303) 

2. 神村早織・森実編著、2019、『人権教育への招待；ダイバーシティの未来をひらく』、解放出版社 (ISBN:978-4-7592-2167-1) 

その他、適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■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） 
高井 正(TAKAI TADASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CED2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2020 年度以降入学者履修不可（2020 年度以降入学者は GD401「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。新型コロナウイルス感染症との共存

を始め、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現代社会における社会教育・生涯学習の意味 

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(40%)/授業内に課す小レポート･コメントメモ(20%) 

 

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)） 

・30 数年の社会教育主事経験を活かした授業とするために、グループワーク等、実践的な授業運営を展開していく。 

・講義を行う場合は、PowerPointを使用するとともに、映像視聴なども適宜活用する。 

・毎回の授業の終わりに書くコメントについては、次回の授業において、フィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■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） 
高井 正(TAKAI TADASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CED2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2020 年度以降入学者履修不可（2020 年度以降入学者は GD402「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。新型コロナウイルス感染症との共存

を始め、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(40%)/授業内に課す小レポート･コメントメモ(20%) 

 

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)） 

・30 数年の社会教育主事経験を活かした授業とするために、グループワーク等、実践的な授業運営を展開していく。 

・講義を行う場合は、PowerPointを使用するとともに、映像視聴なども適宜活用する。 

・毎回の授業の終わりに書くコメントについては、次回の授業において、フィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■GD454 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

GD454／社会教育実践演習（N） 

(Adult and Community Education Practice Exercises)（N） 

担当者名 

（Instructor） 
高井 正(TAKAI TADASHI) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CED3310 

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 年度以前入学者履修不可 

 

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，教育委員会や社会教

育施設、NPO等の多様な団体・組織で活動する職員・スタッフ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テーマを

検討し、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，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 13 日（水）17時 10 分～19 時 10 分 

   場所：N341 教室 

２） 日時：4 月 20 日（水）17時 10 分～19 時 10 分 

   場所：N341 教室 

 

オリエンテーションにおいては，授業の展開全般の進め方の説明と，とくに実習先の確保方法，依頼から実習実施までの手続等

について説明する。 

 

実習先確認会 7 月 13 日（水）17 時 10 分～19時 10 分 

   場所：N341 教室 

実習先の確保についての共有と，実習開始にあたって留意することを確認する。 

 

 

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，相談日を設定する。 

対面の場合は N341 教室，希望により Zoomでも対応する。 

日時等の詳細は，オリエンテーションで説明する。 

 

 

秋学期の報告会の日程は以下を予定しているが，履修学生の人数により、変更する場合がる。 

日時：9 月 28 日，10 月 12 日，26 日，11 月 9 日，23 日，30 日，12 月 7 日，21 日，1 月 11 日，18 日（予備日を含む）を予定して

いる。 

いずれも水曜日，17 時 10 分～20 時 35 分 

場所：N341 教室 

＜報告会の進め方や実施日程の詳細については，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） 

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。 
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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%) 

 

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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■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） 
高井 正(TAKAI TADASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CED3100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2020 年度以降入学者履修不可（2020 年度以降入学者は GD405「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(40%)/授業内に課す小レポート･コメントメモ(20%) 

 

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)） 

・30 数年の社会教育主事経験を活かした授業とするために、グループワーク等、実践的な授業運営を展開していく。 

・講義を行う場合は、PowerPointを使用するとともに、映像視聴なども適宜活用する。 

・毎回の授業の終わりに書くコメントについては、次回の授業において、フィードバックを行う。 

 

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） 
高井 正(TAKAI TADASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CED3100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2020 年度以降入学者履修不可（2020 年度以降入学者は GD406「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(40%)/授業内に課す小レポート･コメントメモ(20%) 

 

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)） 

・30 数年の社会教育主事経験を活かした授業とするために、グループワーク等、実践的な授業運営を展開していく。 

・講義を行う場合は、PowerPointを使用するとともに、映像視聴なども適宜活用する。 

・毎回の授業の終わりに書くコメントについては、次回の授業において、フィードバックを行う。 

 

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) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
私たちは公害とどのように向き合うのか 

担当者名 

（Instructor） 
丹野 春香(TANNO HARUKA) 

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 GD407「現代社会と社会教

育」を履修すること） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

公害をとおして現代社会における社会教育の役割や課題を考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、「公害」をとおして社会教育のあり方を考えていきます。「公害」と「現代社会」がどう結びつくのかを思われるかもし

れませんが、公害は私たちが生きている社会のあり方に深くかかわる問題です。公害の世界を掘り下げながら、参加者同志で語

り合うことを通じて社会教育のあり方を共に考えていく授業を目指します。そのため自分の考えを形成し、表現するだけではなく、

他者の意見を聴きながら共に考えを深めていく積極的な授業への参加を期待します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（授業の概要と進め方、自己紹介） 

2. 公害と社会教育；現代社会の問題として問い直す 

3. 水俣病に学ぶ①水俣病の概要 

4. 水俣病に学ぶ②なぜ被害は拡大したのか 

5. 水俣病に学ぶ③［議論］ 

6. 公害を伝える①被害者による語り 

7. 公害を伝える②水俣病センター相思社の取り組み 

8. 公害を伝える③［議論］ 

9. いのちの連鎖と公害①胎児性水俣病患者と学習 

10. いのちの連鎖と公害②胎児性水俣病患者の「場」をひらく 

11. いのちの連鎖と公害③［議論］ 

12. 記録と公害①教師による公害の告発 

13. 記録と公害②［議論］ 

14. 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） 

授業時間外の学習に関する事柄は、必要に応じて別途提示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業中のコメント・ペーパー(40%)/授業（グループワーク・全体での意見交換）への参加姿勢

(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 日本社会教育学会 60 周年記念出版部会編、2013、『希望への社会教育；3.11 後社会のために』、東洋館出版 

(ISBN:9784491029689) 

2. 原田正純、2007、『豊かさと棄民たち』、岩波書店 (ISBN:9784000280884) 

3. 高峰武、2016、『水俣病を知っていますか (岩波ブックレット)』、岩波書店 (ISBN:9784002709482) 

4. 安藤 聡彦・林 美帆・丹野 春香、2021、『公害スタディーズ；悶え、哀しみ、闘い、語りつぐ』、ころから (ISBN:978-4-907239-

54-1) 

その他、適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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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) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
私たちにとって「人権」とは何か 

担当者名 

（Instructor） 
丹野 春香(TANNO HARUKA) 

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 GD408「人権と社会教育」を

履修すること） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代社会のさまざまな問題について人権の視点から理解を深め、人権を軸にした社会教育の学びのあり方について考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会教育の世界では、人権に根ざした学びが多様に展開してきています。まずは事例をとおして授業に参加されるみなさん自身

が人権問題に出会うことを目指します。その上で、人権について学ぶことの意義を参加者同志で語り合うことを通じて深めなが

ら、人権を軸にした社会教育の学びをどのようにひらいていくのかを考えていきます。自分の考えを形成し、表現するだけではな

く、他者の意見を聴きながら共に考えを深めていく積極的な授業への参加を期待します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（授業の概要と進め方、自己紹介） 

2. 社会教育における人権 

3. リテラシーと人権 

4. グループワークと全体での意見交換  

5. 「ホームレス」と人権 

6. グループワークと全体での意見交換  

7. 公害・開発と人権① 

8. グループワークと全体での意見交換  

9. 公害・開発と人権② 

10. グループワークと全体での意見交換  

11. 人権の学びをひらくために① 

12. 人権の学びをひらくために② 

13. 人権の学びをひらくために③ 

14. 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） 

授業時間外の学習に関する事柄は、必要に応じて別途提示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業中のコメント・ペーパー(40%)/授業（グループワーク・全体での意見交換）への参加姿勢

(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 日本社会教育学会編、2004、『現代的人権と社会教育の価値』、東洋館 (ISBN:9784491020303) 

2. 神村早織・森実編著、2019、『人権教育への招待；ダイバーシティの未来をひらく』、解放出版社 (ISBN:978-4-7592-2167-1) 

その他、適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■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） 
福島 賢二(FUKUSHIMA KENJI) 

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，人間のメルクマーク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） 

授業時に実施する数回の「小レポート」を中心に、必要に応じてリアクションペーパーの内容を加味する(60%)/最終レポート(Final 

Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 汐見稔幸・木村元 編著、2020、『アクティベート教育学１ 教育原理』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623088133) 

プリント等も配布しますが，内容に応じて上記テキストを使用・参照します。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■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，人間のメルクマーク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） 

毎回のリアクション・ペーパーの提出とその内容(60%)/授業内小レポート（複数回）(20%)/最終レポート(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） 
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，人間のメルクマーク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%) 

相互批評を重視する 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 堀尾輝久他、2020、『新版 地球時代の教育原理』、三恵社 (ISBN:9784866933450) 

 

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，人間のメルクマーク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） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業中に提出を求める複数回の小レポートの総計(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)） 

 

 

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） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2010 年、『生徒指導提要』、教育図書 (ISBN:978-4-87730-274-0) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

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(20%)/毎時の課題(20%) 

科目の特性上、講義への遅刻や授業中の飲食を含めた基本的態度も評価のマイナス要因となります。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2010 年、『生徒指導提要』、教育図書 (ISBN:978-4-87730-274-0) 

『生徒指導提要』に関しては、文部科学省のサイト 

（https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1404008.htm） 

よりダウンロードしてください。 

 

参考文献（Readings） 

1. 多田孝志・米澤利明 編、2020、『新時代の教職入門』、北国新聞社 (ISBN:978-4-8330-2213-2) 

2. 児美川孝一郎、2013、『キャリア教育のウソ』、ちくまフリマー新書 (ISBN:978-4-480-68899-6) 

中央教育審議会『今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について（答申）』（2011）

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/career/detail/1312379.htm 

 

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います。 

 

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。 

授業後に毎回、配付資料やノートを復習して指定期間内に Blackboard の確認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%)/確認テスト(20%)/中間レポート(20%) 

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） 

1. 文部科学省、2010 年、『生徒指導提要』、教育図書 (ISBN:978-4-87730-274-0) 

 

参考文献（Readings） 

1. 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) 

2. 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、授業の中で適宜、紹介する。 

 

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。 

確認テストや中間レポートには 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） 
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） 

リアクションペーパー(30%)/中間レポート(30%)/最終レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2010 年、『生徒指導提要』、教育図書 (ISBN:978-4-87730-274-0) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

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%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 平原春好・寺﨑昌男編、2011、『新版教育小事典第３版』、学陽書房 (ISBN:ISBN978-4-313-61033-0) 

2. 勝野正章他編、2022、『教育小六法 2022』、学陽書房 (ISBN:ISBN978-4313-01195-3) 

3. 姉崎洋一他編、2022、『解説教育六法 2022』、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:ISBN978-4-623-05835-8) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

『学習指導要領（本文、解説、資料等）』www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-s/1383986.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） 

授業時に実施する数回の「小レポート」を中心に、必要に応じてリアクションペーパーの内容を加味する(60%)/最終レポート(Final 

Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しません。毎回、プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

『学習指導要領（本文、解説、資料等）』www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-s/1383986.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） 
鵜殿 篤(UDONO ATSUSHI) 

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） 

毎回の課題(30%)/プレゼンテーション(35%)/最終レポート(Final Report)(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

『学習指導要領（本文、解説、資料等）』www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-s/1383986.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。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業中に提出を求める複数回の小レポートの総計(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)） 

『学習指導要領（本文、解説、資料等）』www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-s/1383986.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） 
山形 眞理子(YAMAGATA MARIKO) 

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な知識を身につけ、活動の実際や法制度面も含めた学びを通して博物館の概要を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博物館学の目的と意義、博物館の成り立ちと歴史、博物館法と関連法規、学芸員の役割と活動、博物館の社会的意義などにつ

いて具体的な事例を踏まえながら振り返り、博物館の現状と今後の可能性について考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：日本の博物館の現状 

2. 博物館の定義：博物館の定義、機能、博物館学の目的 

3. 博物館の定義：博物館法と関連法規 

4. 博物館の歴史：博物館の起源と世界の博物館史 

5. 博物館の歴史：日本における博物館の成立と展開 

6. 博物館の歴史：博物館教育からみた博物館史 

7. 博物館の現在：美術館における学芸員の役割と活動 

8. 博物館の現在：歴史民俗系博物館における学芸員の役割と活動 

9. 博物館の現在：ユネスコと博物館 

10. 博物館の現在：博物館における文化財の保存と活用 

11. 博物館の現在：博物館と観光振興 

12. 博物館の現在：博物館と地域社会との連携 

13. 博物館の現在：博物館とユニバーサルデザイン 

14. 講義のまとめ：博物館の未来、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%)/各回の授業内容に関する小テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 小林秀司・星野卓二・徳澤啓一編、2019、『新博物館園論』、同成社 (ISBN:9784886218179) 

2. 栗田秀法編著、2019、『現代博物館学入門』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623084661) 

3. 椎名仙卓・青柳邦忠、2014、『博物館学年表―法令を中心に―』、雄山閣 (ISBN:9784639023005) 

4. 全国大学博物館学講座協議会西日本部会編、2012、『新時代の博物館学』、芙蓉書房出版 (ISBN:9784829505519) 

5. 大堀哲編、2008、『博物館概論』、学文社 (ISBN:4762014044) 

6. 伊藤寿朗、1993、『市民のなかの博物館』、吉川弘文館 (ISBN:9784642073967) 

授業中にその都度指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

PowerPointを使用した講義形式で、必要に応じて映像資料や現物資料を使用する。 

課題（授業内レポートと小テスト）に対しては、次回以降の授業時にフィードバックを行う。 

 

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） 
山形 眞理子(YAMAGATA MARIKO) 

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な知識を身につけ、活動の実際や法制度面も含めた学びを通して博物館の概要を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博物館学の目的と意義、博物館の成り立ちと歴史、博物館法と関連法規、学芸員の役割と活動、博物館の社会的意義などにつ

いて具体的な事例を踏まえながら振り返り、博物館の現状と今後の可能性について考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：日本の博物館の現状 

2. 博物館の定義：博物館の定義、機能、博物館学の目的 

3. 博物館の定義：博物館法と関連法規 

4. 博物館の歴史：博物館の起源と世界の博物館史 

5. 博物館の歴史：日本における博物館の成立と展開 

6. 博物館の歴史：博物館教育からみた博物館史 

7. 博物館の現在：美術館における学芸員の役割と活動 

8. 博物館の現在：歴史民俗系博物館における学芸員の役割と活動 

9. 博物館の現在：ユネスコと博物館 

10. 博物館の現在：博物館における文化財の保存と活用 

11. 博物館の現在：博物館と観光振興 

12. 博物館の現在：博物館と地域社会との連携 

13. 博物館の現在：博物館とユニバーサルデザイン 

14. 講義のまとめ：博物館の未来、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%)/各回の授業内容に関する小テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 小林秀司・星野卓二・徳澤啓一編、2019、『新博物館園論』、同成社 (ISBN:9784886218179) 

2. 栗田秀法編著、2019、『現代博物館学入門』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623084661) 

3. 椎名仙卓・青柳邦忠、2014、『博物館学年表―法令を中心に―』、雄山閣 (ISBN:9784639023005) 

4. 全国大学博物館学講座協議会西日本部会編、2012、『新時代の博物館学』、芙蓉書房出版 (ISBN:9784829505519) 

5. 大堀哲編、2008、『博物館概論』、学文社 (ISBN:4762014044) 

6. 伊藤寿朗、1993、『市民のなかの博物館』、吉川弘文館 (ISBN:9784642073967) 

授業中にその都度指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

PowerPointを使用した講義形式で、必要に応じて映像資料や現物資料を使用する。 

課題（授業内レポートと小テスト）に対しては、次回以降の授業時にフィードバックを行う。 

 

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%)/リアクション・ペーパー(20%)/課題の小レポートの内容・提出状況(20%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は、単位修得不可。 

 

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)） 

PowerPointを使用した講義形式を基本とするが、状況が許せば、必要に応じてグループでの話し合いを数回取り入れるつもりで

ある。 

毎回の授業でリアクション・ペーパーの提出が求められる。 

期末試験（レポート試験）とは別に、授業期間内に課題の小レポートの提出が求められる。2 回を予定している。 

 

 

 

 

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，図書館や博物館等の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基礎的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な動向，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，講義を行います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 図書館や博物館等の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（1）：不登校とフリースクール 

9. 学校外教育に関わる NPO の活動（2）：子どもの貧困とその対策 

10. 地域の活性化に関わる組織や団体の活動 

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（リアクションペーパーの提出を出席とみなす）をしていない場合は，単位修得不可とします。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストの代わりに，毎回の授業でパワーポイントのハンドアウトを配付し，そ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。 

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、

レポート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「立教時間」で参照できるようにします。 
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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. 生涯にわたる学習と学習課題 

3. 青少年教育の課題と学習機会１ 

4. 青少年教育の課題と学習機会２ 

5. 成人教育の課題と学習機会 

6. 高齢者教育の課題と学習機会 

7. ジェンダーと生涯学習・社会教育 

8. 家庭教育と生涯学習・社会教育 

9. 現代社会と生涯学習・社会教育１ 

10. 現代社会と生涯学習・社会教育２ 

11. 学習を支援するもの 

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%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は、単位修得不可。 

 

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積極的に取り入れる予定である。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付け、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%)/各回のリアクションシート(30%)/講義への取り組み(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 岩瀧大樹、2022、『教育臨床と心理学ー支える・学ぶ・教えるを科学するー』、学文社 (ISBN:9784762031359) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

第 1 回にて、講義におけるルール等について説明し、履修者の同意を得る機会を設定します。履修希望者は必ずご出席くださ

い。 

 

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付け、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） 

授業後のコメントペーパー(40%)/授業内でのディスカッション(20%)/学期末での課題レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

適宜、指示します。 

 

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） 
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付け、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） 

まとめ小テスト(25%)/リアクションペーパー(35%)/最終レポート(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付け、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） 

授業内課題の提出(40%)/リアクションペーパー、授業への積極的取組の態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 藤原和政・谷口弘一（編著）、2021、『学校現場で役立つ 教育心理学』、北大路書房 (ISBN:9784762831799) 

適宜、レジュメや資料等を配布する。 

 

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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■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付け、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） 

まとめ小テスト(25%)/リアクションペーパー(35%)/最終レポート(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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■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付け、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） 

コメント作成および掲示板への参加，グループセッションへの参加等による平常点(20%)/最終レポート(Final Report)(40%)/知識の

チェック（授業内）(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。授業ごとにレジュメを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で適宜紹介する。 

 

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，人間のメルクマーク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%) 

相互批評を重視する 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 堀尾輝久他、2020、『新版 地球時代の教育原理』、三恵社 (978866933450) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 



 - 323 - 

■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%)/毎回の授業内小レポート(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） 

 

 



 - 324 - 

  



 - 325 - 

■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） 

授業時に実施する数回の「小レポート」を中心に、必要に応じてリアクションペーパーの内容を加味する(60%)/最終レポート(Final 

Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しません。毎回、プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

『学習指導要領（本文、解説、資料等）』www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-s/1383986.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%)/毎回の授業内小レポート(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2019、『高等学校学習指導要領（平成 30 年告示）解説 総則編』、東洋館出版 (ISBN:978-4-491-03639-7) 

毎回資料を配付します。 

中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領、及び各教科の学習指導要領解説については、文部科学省 HPを見ること。 

 

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)） 

『学習指導要領（本文、解説、資料等）』http://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%)/最終レポート(Final Report)(10%)/リアクションペーパーと授業参加態度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2010、『生徒指導提要』、教育図書 (ISBN:978-4-87730-274-0) 

 

参考文献（Readings） 

1. 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) 

 

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） 
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%)/授業内課題レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2010、『生徒指導提要』、教育図書 (ISBN:978-4-87730-274-0) 

 

参考文献（Readings） 

1. 土井隆義、2010、『友だち地獄』、ちくま新書 (ISBN:4480064168) 

2. 逸見･山中編、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 (ISBN:4309411436) 

4. 村上昇、2018、『働き方の哲学』、discover21 (ISBN:4799322389) 

 

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  

＊授業進行については初回授業で詳述する。 

＊授業内課題レポートは、ブックレポート等を複数回予定している。その際の文献リストは授業時に配布する。 

＊授業支援システム Google Classroom を使用して資料配付などをおこなう。操作に習熟しておくこと。 

 

 

注意事項（Notice） 



 

 

 

 


