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BG19-901010-B 

区  分 教職科目－教職に関する科目 担当教員 小川 潔 

授業科目 教職概論 授業形態 

英  訳 Introduction of Teaching Profession 単独 

教員の免許状取得の
ための必修科目 

科  目 教育の基礎的理解に関する科目 

施行規則に定める 
科目区分又は事項等 

教職の意義及び教員の役割・職務内容（チーム学校運営への対応
を含む。） 

配当年次 1年次 後期 必選別 自由科目 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

 教師の役割、職務内容等の知識を修得するとともに、教職の意義や使命感についての理解を積み重ねて教職に就く

ことについて多角的に考え、あわせて自己の適性を考察する 

【授業の到達目標】 

 子どもや社会から求められる教師像、教員の具体的な仕事や役割・服務等を理解し、具体的な教育場面での子ども

とのコミュニケーション力を身に付け、あわせて自己の適性が判断できる 

【授業の概要】 

  子どもや社会から求められる教師像、教員の具体的な仕事や役割、服務規程や身分保障、健康管理、資質・能力及

び研修等、教職に必要な知識を修得させ、ピア・サポートやアクティブ・ラーニング等の手法を取り入れて具体的な

教育場面での子どもとのコミュニケーション力を磨き、教職への動機付けを図るとともに適性を考えさせる。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 教職の意味と教師の存在 

〇事前学修 教職という言葉から連想することをまとめる（1時間） 

〇事後学修 教職の意味とその存在をまとめる（1時間） 

第 ２回 各種学力テストから見た子どもの学力 

〇事前学修 現在の子どもの学力について思うことをまとめる（1時間） 

〇事後学修 学力テスト等などから見る、日本の子どもの実態を理解する（1時間） 

第 ３回 子どもとその周りの環境の実態 

〇事前学修 子どもの環境から実態について考える（1時間） 

〇事後学修 学んだことをまとめる（1時間） 

第 ４回 教員の仕事と役割（1） 教科指導 

〇事前学修 教科指導の在り方を考える（1時間） 

〇事後学修 教科指導を通して、教員の仕事と役割をまとめる（1時間） 

第 ５回 教員の仕事と役割（2） 教科外指導 

〇事前学修 教科外指導の在り方を考える（1時間） 

〇事後学修 教科外指導を通して、教員の仕事と役割をまとめる（1時間） 

第 ６回 教員の仕事と役割（3） 学級経営 

〇事前学修 学級経営の在り方を考える（1時間） 

〇事後学修 学級経営を通して、教員の仕事と役割をまとめる（1時間） 

第 ７回 教員の仕事と役割（4） 学校経営と分掌 

〇事前学修 学校経営と分掌を考える（1時間） 

〇事後学修 学校経営や校務分掌等を通して、教員の仕事と役割をまとめる（1時間） 

第 ８回 教員の服務規定と身分保障 

〇事前学修 教員の服務規程とは何かを考える。（1時間） 

〇事後学修 教員の服務規程を理解し、身分保障についてまとめる（1時間） 

第 ９回 教員研修の在り方と意義 

〇事前学修 教員研修とはどのようなものかを考える（1時間） 



4 

 

〇事後学修 教員研修はどのようにして実施されるべきかをレポートにまとめる（2時間） 

第 １０回 教師のメンタルヘルス 

〇事前学修 教師のメンタルヘルスとはないかを考える（1時間） 

〇事後学修 教師のメンタルヘルスの意義とその役割をまとめる（1時間） 

第 １１回 教員に求められる資質能力と自己の適性 

〇事前学修 教員に求められる資質能力を考える（1時間） 

〇事後学修 教員に必要と思われる資質能力をまとめ、自分の課題を明確化する（1時間） 

第 １２回 進路選択と職業観 

〇事前学修 子どもにとっての進路選択とは何かを考える（1時間） 

〇事後学修 進路選択とその先にある職業観を見つけ出す（1時間） 

第 １３回 最近の教育的諸課題と教育改革 

〇事前学修 教育的課題とは何かを考え、メモにまとめておく（1時間） 

〇事後学修 最近の教育課題を理解し、教育改革との関連を明確に理解する（1時間） 

第 １４回 ピア・サポートの意味とアクティブ・ラーニングによる指導 

〇事前学修 ピア・サポートとは何か考える（1時間） 

〇事後学修 ピア・サポートの意味を理解し、アクティブラーニングの在り方を考える（1時間） 

第 １５回 教職の意義と教師の役割 

〇事前学修 自分の考える教職の意義をまとめる（1時間） 

〇事後学修 教職を学ぶ意義と教師としての役割をまとめ、レポート提出する（2時間） 

 

【テキスト】 

・改訂新版 教職入門 教師への道（吉田辰雄・大森正 共著、図書文化社） 

【参考書・参考資料等】 

・PISA2009年調査 評価の枠組み－OECD生徒の学習到達度調査（経済協力開発機構著、明石書店） 

・新しい学力テストを読み解く―PISA/TIMSS/全国学力・学習状況調査/教育課程実施状況調査の分析とその

課題（田中耕治著、日本標準）       

・教育法規の要点 第6版（福本みちよ著、酒井書店） 

・教育に関する保護者の意識調査・子どもとメディアに関する意識調査報告書(日本ＰＴＡ全国協議会著) 

【成績評価の方法等】 

・期末試験(40%)、レポート(30％)、発表等授業への取組み(20%)、各自のポートフォリオ

(10%)で評価する 

評価が「合」 

【履修要件等】 

勉強や進路等で困っている生徒の気持ちをよく理解し、つまずきを一緒に考えられること。 

 

  



5 

 

BG19-901020-B 

区  分 教職科目－教職に関する科目 担当教員 林 孝 

授業科目 教育原理 授業形態 

英  訳 Principles of Education 単独 

教員の免許状取得の
ための必修科目 

科  目 教育の基礎的理解に関する科目 

施行規則に定める 
科目区分又は事項等 

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 

配当年次 2年次 前期 必選別 自由科目 単位数  ２単位 

【授業の目的】 

教育の本質や教育観について理解するとともに、現代における教育の目的や方法及び教師のあり方などの

史的・原理的考察を通じて、教育の基礎理論についての幅広い知識・理解を講じる。 

【授業の到達目標】 
1【教育の基本的概念を身に付けるとともに、教育を成り立たせる諸要因とそれら相互の関係を理解する。 

(1) 教育学の諸概念並びに教育の本質及び目標を理解している。 
(2) 子供・教員・家庭・学校など教育を成り立たせる要素とそれらの相互関係を理解している。 
 

２【教育の歴史に関する基礎的知識を身に付け、それらと多様な教育の理念との関わりや過去から現代に至
るまでの教育及び学校の変遷を理解する。】 

(1) 家族と社会による教育の歴史を理解している。 
(2) 近代教育制度の成立と展開を理解している。 
(3) 現代社会における教育課題を歴史的な視点から理解している。 
 

３【教育に関する様々な思想、それらと多様な教育の理念や実際の教育及び学校との関わりを理解している
。】 
 (1)  家庭や子供に関わる教育の思想を理解している。 
 (2)  学校や学習に関わる教育の思想を理解している。 
 (3)  代表的な教育家の思想を理解している。 

 

【授業の概要】 教育の基本的概念は何か、また、教育の理念にはどのようなものがあり、教育の歴史や思想において

、それらがどのように現れてきたかについて学ぶとともに、これまでの教育及び学校の営みがどのように捉えられ、変

遷してきたのかを理解する。そのため、教育に関する理念を多面的に考察し、教育のあり方について大きな影響

を与えた人物の教育思想を幅広く考察するとともに、教育の目的や内容・方法について、歴史的な展開を踏

まえて、現代日本における教育に求められる原理の理解を図り、教師のあり方を考察する。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 教育に関する理念（1）社会における教育的機能について 

〇事前学修 「社会における教育的機能」について検索し、予備知識を獲得する（1時間）。 

〇事後学修 配付資料に示す課題を整理する（1時間）。 

第 ２回 教育に関する理念（2）人間形成の基本と教育の本質について 

〇事前学修 「人間形成」に関連する専門用語について検索し、予備知識を獲得する（1時間）。 

〇事後学修 配付資料に示す課題を整理する（1時間）。 

第 ３回 教育に関する理念（3）生涯学習について 

〇事前学修 「生涯学習」について検索し、予備知識を獲得する（1時間）。 

〇事後学修 配付資料に示す「生涯学習社会」に関する課題を整理する（1時間）。 

第 ４回 教育に関する思想（1）「助成観」－ソクラテス・ルソーほか 

〇事前学修 取り上げた人物の教育思想について検索し、予備知識を獲得する（1時間）。 

〇事後学修 取り上げた人物の教育思想について、特徴をわかりやすく整理する（1時間）。 

第 ５回 教育に関する思想（2）「助成観」－ペスタロッチー・フレーベルほか 

〇事前学修 取り上げた人物の教育思想について検索し、予備知識を獲得する（1時間）。 
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〇事後学修 取り上げた人物の教育思想について、特徴をわかりやすく整理する（1時間）。 

第 ６回 教育に関する思想（3）「伝達観」パウルゼン・クリークほか 

〇事前学修 取り上げた人物の教育思想について検索し、予備知識を獲得する（1時間）。 

〇事後学修 取り上げた人物の教育思想について、特徴をわかりやすく整理する（1時間）。 

第 ７回 教育に関する思想（4）「助成観と伝達観の統合」リット、シュプランガーほか 

〇事前学修 取り上げた人物の教育思想について検索し、予備知識を獲得する（1時間）。 

〇事後学修 取り上げた人物の教育思想について、特徴をわかりやすく整理する（1時間）。 

第 ８回 教育の目的に関する史的考察 

〇事前学修 「教育目的」について検索し、予備知識を獲得する（1時間）。 

〇事後学修 配付資料に示す「学校教育の変遷」に関する課題を整理する（1時間）。 

第 ９回 我が国の教育の目的と目標 

〇事前学修 「我が国の教育の目的・目標」について検索し、予備知識を獲得する（1時間）。 

〇事後学修 配付資料に示す「教育基本法第 1条・第 2条」に関する課題を整理する（1時間）。 

第 １０回 教育の内容に関する史的考察 

〇事前学修 「教育内容」及び関連する専門用語について検索し、予備知識を獲得する（1時間）。 

〇事後学修 配付資料に示す「教育内容の変遷」に関する課題を整理する（1時間）。 

第 １１回 我が国の教育課程の編成のあり方 

〇事前学修 「学習指導要領」について検索し、予備知識を獲得する（1時間）。 

〇事後学修 配付資料に示す「カリキュラム・マネジメント」について整理する（1時間）。 

第 １２回 教育の方法に関する史的考察と教授学習過程の基本 

〇事前学修 「五段階教授法」について検索し、予備知識を獲得する（1時間）。 

〇事後学修 配付資料に示す「教授学習過程」に関する課題を整理する（1時間）。 

第 １３回 教師論の史的考察 

〇事前学修 「聖職論」「専門職論」「労働者論」について検索し、予備知識を獲得する（1時間）。 

〇事後学修 配付資料に示す「教師論のタイプ」についての課題を整理する（1時間）。 

第 １４回 現代日本に求められる教師に関する考察 1－専門職としての教師のあり方 

〇事前学修 「職能成長」「学び続ける教員」について検索し、予備知識を獲得する（1時間）。 

〇事後学修 配付資料に示す「教師の使命」に関する課題を整理する（1時間）。 

第 １５回 現代日本に求められる教師に関する考察 2‐教師と生徒の人間関係の基本 及び まとめ 

〇事前学修 「人間関係」に関する専門用語ついて検索し、予備知識を獲得する（1時間）。 

〇事後学修 まとめの試験結果について完璧を期する（1時間）。 

集中講義で実施するため、事後学修については授業実施に合わせて具体的に指示します。 

【テキスト】 

講義資料を準備するとともに，適宜プリント資料を配布する。 

 

【参考書・参考資料等】 

参考図書一覧を準備し、授業において適宜紹介する。 

【成績評価の方法等】 
随時提出させるレポート（３０％）及び試験（７０％）で評価する。 

評価が「合」 

【履修要件等】 
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BG19-901030-B 

区  分 教職科目－教職に関する科目 担当教員 田崎 慎治 

授業科目 教育心理学 授業形態 

英  訳 Educational Psychology 単独 

教員の免許状取得の
ための必修科目 

科  目 教育の基礎的理解に関する科目 

施行規則に定める 
科目区分又は事項等 

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 

配当年次 2年次 前期 必選別 自由科目 単位数  2単位 

【授業の目的】 

本科目では，乳児期から青年期までの心身の発達に関する基礎的知識を修得し，生徒の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考え方を理解することを目的とする。 

【授業の到達目標】 
1. 発達の概念及び教育における発達理解の意義を理解している。 
2. 幼児、児童及び生徒の心身の発達に関する代表的な理論を理解している。 

3. 各発達段階における運動発達・言語発達・認知発達・社会性等の発達について、その具体的な内容を理解してい

る。 

1. 様々な学習の形態や概念及びその過程を説明する代表的理論について理解している。 
2. 主体的学習を支える動機づけ・集団づくり・学習評価の在り方について、発達の特徴と関連付けて理解している
。 

3. 生徒の心身の発達を踏まえ、主体的な学習活動を支える指導の基礎となる考え方を理解している。 

【授業の概要】 

乳児期から青年期までの心身の発達に関する基礎的知識について学ぶとともに，代表的な学習理論や人格理論に関

する知識，生徒理解の方法や教授法，教育評価に関する基礎的なスキルを身に付ける。 

これらの基礎的な知識を基に，青年期前期における心理的特性を踏まえた主体的な学習活動を支える指導の基礎と

なる考え方やスキルを身に付ける。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回：オリエンテーション：教育心理学の目的と対象 

〇事前学修：教育心理学や発達心理学について調べる（1時間） 

〇事後学修：教育心理学と発達心理学の違いについてまとめる（1時間）  

第 ２回：発達の基礎理論 

〇事前学修：発達とは何かについて調べる（1時間）  

〇事後学修：発達に関する各理論についてまとめる（1時間） 

第 ３回：さまざまな発達：言葉と数概念，運動機能，社会性 

〇事前学修：言葉や数，運動機能，社会性が発達するとはどういうことか調べる（1時間）  

〇事後学修：各発達過程についてまとめる（1時間）  

第 ４回：学習の理論 

〇事前学修：学習とは何かについて調べる（1時間）  

〇事後学修：学習理論についてまとめる（1時間） 

第 ５回：人格理論（1）精神分析理論 

〇事前学修：精神分析とはどのようなものか調べる（1時間） 

〇事後学修：精神分析に関する各理論をまとめる（1時間）  

第 ６回：人格理論（2）カウンセリング理論 

〇事前学修：カウンセリングについて調べる（1時間） 

〇事後学修：カウンセリングに関する各理論についてまとめる（1時間） 

第 ７回：青年期前期の心理的特徴 

〇事前学修：自分が中学生，高校生だった頃に，どのような人間だったかメモをとる（1時間） 
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〇事後学修：青年期前期の心理的特徴についてまとめる（1時間） 

第 ８回：子ども理解の方法 

〇事前学修：子どもを理解するとはどういうことか調べる（1時間） 

〇事後学修：子ども理解の方法についてまとめる（1時間） 

第 ９回：学習と教授（学習の流れ） 

〇事前学修：学習の形態や教授法について調べる（1時間） 

〇事後学修：学習の流れについてまとめる（1時間） 

第 １０回：学習意欲と動機づけ 

〇事前学修：自分がやる気になる時や，やる気が出ない時はどういう状態かメモをとる（1時間） 

〇事後学修：動機づけについてまとめる（1時間） 

第１１回：学習指導の方法 

〇事前学修：これまでに，どのような授業のやり方をされてきたか思い出しながらメモをとる（1時間） 

〇事後学修：学習指導法についてまとめる（1時間） 

第１２回：教育測定，評価と指導 

〇事前学修：評価にはどのようなものがあるか調べる（1時間） 

〇事後学修：教育測定および教育評価についてまとめる（1時間） 

第１３回：障害のある児童生徒への支援 

〇事前学修：障害について調べる（1時間） 

〇事後学修：障害のある児童生徒に対する支援の方法についてまとめる（1時間） 

第１４回：気になる児童生徒の理解と支援 

〇事前学修：学校現場で問題となっている児童生徒の行動について調べる（1時間） 

〇事後学修：発達障害についてまとめる（1時間） 

第１５回：学校現場における教育心理学の課題 

〇事前学修：学校現場で起きている問題にはどのようなものがあるか調べる（1時間） 

〇事後学修：学校現場における教育心理学の課題についてまとめる（1時間） 

 

【テキスト】 

 当日資料配布する。 

【参考書・参考資料等】 

 中学校学習指導要領（新学習指導要領），高等学校学習指導要領 

【成績評価の方法等】 

 課題提出（50%）、毎回の振り返りコメント(20%)、授業中の質疑応答・グループワークやディス

カッションへの積極的参加態度（30%）で評価する 

評価が「合」 

【履修要件等】 
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BG19-901040- 

区  分 教職科目－教職に関する科目 担当教員 河野 和清 

授業科目 教育行財政学 授業形態 

英  訳 Educational Administration and Finance 単独 

教員の免許状取得の
ための必修科目 

科  目 教育の基礎的理解に関する科目 

施行規則に定める 
科目区分又は事項等 

教育に関する社会的、制度的又は経営的事項（学校と地域との連
携及び学校安全への対応を含む。） 

配当年次 3年次 後期 必選別 自由科目 単位数  2単位 

【授業の目的】 

わが国の教育が、どのような社会的、制度的枠組の中で運用されているか、その制度的実態と課題について検討 

しす。 

【授業の到達目標】 
(1)わが国の公教育や教育行財政の仕組みを、教育法規と関連づけながら理解する。 

(2)社会の状況とその変化が学校教育にもたらす影響について考えるとともに、国や地方や学校の制度構造

と役割(機能)について理解します。 

( (3)現代教育における学校、家庭、地域社会の連携協力の重要性と、学校安全・危機管理の意義と対応方法

について理解します。 

【授業の概要】 

わが国の教育が、どのような社会的、制度的枠組みの中で運用されているか、その制度的実態とそこにど

のような課題があるかについて理解します。前半は、公教育の概念や教育基本法に触れながら、現代教育が

どのような考え方に基づいて行われているかを理念的に検討します。後半は、わが国の教育が実際にどのよ

うに実施されているか、その制度実態を国や地方や学校に焦点を当てて考察します。以上を通して、最後に

集団討論形式で、わが国現代教育の特徴や課題や今後の展望について考えます。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 わが国の学校体系－その特徴と課題－ 

〇事前学修 教科書 7－14頁を事前に読み、不明点をチェックしておくこと（1時間）。 

〇事後学修 学校体系の 3類型の特徴をレポートにまとめる（1時間）。 

第 ２回 公教育制度－その概念と制度的原理－ 

〇事前学修 教科書 2－6頁を事前に読み、不明点をチェックしておくこと（1時間） 

〇事後学修 公教育制度の 3原理についてレポートにまとめる（1時間） 

第 ３回 わが国の教育法制－教育法の体系と教育基本法－ 

〇事前学修 教科書第 2章を事前に読み、専門用語の意味を理解しておくこと（1時間） 

〇事後学修 教育の機会均等についてレポートにまとめる(1時間) 

第 ４回 教育行政の役割と基本的性格 

〇事前学修 教科書第 3章を事前に読み、不明点をチェックしておくこと（1時間） 

〇事後学修 教育行政の基本的性格についてレポートにまとめる（1時間） 

第 ５回 中央教育行政機関としての文部科学省－その役割と構造－ 

〇事前学修 教科書第 4章第 1節を事前に読み、不明点をチェックしておくこと（1時間） 

〇事後学修 文部科学省の活動内容についてレポートにまとめる(時間) 

第 ６回 地方教育行政機関としての教育委員会制度－その役割と構造－ 

〇事前学修 教科書第 4章第 2節を事前に読み、不明点をチェックしておくこと（1時間） 

〇事後学修 教育委員会の制度改革の特徴についてレポートにまとめる（1時間） 

第 ７回 学校経営の構造と過程 

〇事前学修 教科書第 5章を事前に読み、チェックしておくこと(1時間) 

〇事後学修 学校評価の方法についてレポートにまとめる(1時間) 
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第 ８回 学校評議員制度と学校運営協議会制度 

〇事前学修 教科書第 12章を事前に読み、不明点をチェックしておくこと（1時間） 

〇事後学修 2つの制度の特徴についてレポートにまとめる（1時間） 

第 ９回 学校安全・危機管理の意義と課題 

〇事前学修 教科書 62-64頁と事前配布の資料を読み、不明点をチェックしておくこと(1時間) 

〇事後学修 学校の危機管理の重要性についてレポートにまとめる(1時間) 

第 １０回 教育課程行政 

〇事前学修 教科書第 6章を事前に読み、不明点をチェックしておくこと（1時間） 

〇事後学修 教育課程行政の仕組みについてレポートにまとめる(1時間) 

第 １１回 就学前教育制度 

〇事前学修 教科書第 10章を事前に読み、不明点をチェックしておくこと(1時間) 

〇事後学修 幼保連携型認定こども園の特徴についてレポートにまとめる(1時間) 

第 １２回 社会教育行政 

〇事前学修 教科書第 10章を事前に読み、不明点をチェックしておくこと(1時間) 

〇事後学修 今日の社会教育行政の課題についてレポートにまとめる(1時間) 

第 １３回 教育財政制度-国と地方の役割- 

〇事前学修 教科書 11章を事前に読み、不明点をチェックしておくこと(1時間) 

〇事後学修 教育財政の機能についてレポートにまとめる(1時間) 

第 １４回 諸外国の教育行政制度-その特徴と今日的課題- 

〇事前学修 教科書第 13・14・15章を事前に読み、不明点をチェックしておくこと(2時間) 

〇事後学修 他国の教育制度の特徴についてレポートにまとめる(1時間) 

第 １５回 わが国の教育政策の動向－その特徴と課題－ 

〇事前学修 事前配布の資料を読み、不明点をチェックしておくこと(1時間) 

〇事後学修 今日のわが国の教育政策の特徴についてレポートにまとめる(1時間) 

【テキスト】 

河野和清編著『新しい教育行政学:』ミネルヴァ書房、2014年。 

【参考書・参考資料等】 

河野和清編著『（改訂版）現代教育の制度と行政』福村出版、2017年。 

【成績評価の方法等】 

成績評価は、原則として期末試験（60%)）とレポート(40%)で行う。 

評価が「合」 

【履修要件等】 
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BG19-901050-A 

区  分 教職科目－教職に関する科目 担当教員 竹林地 毅 

授業科目 特別支援教育概論 授業形態 

英  訳 Introduction of Special Needs Education 単独 

教員の免許状取得の
ための必修科目 

科  目 教育の基礎的理解に関する科目 

施行規則に定める 
科目区分又は事項等 

特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解 

配当年次 必選別 自由科目 単位数 １ 単位 

【授業の目的】 

発達障害をはじめとする様々な障害等により特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒(以下、児童等とする。)

の学習上又は生活上の困難を理解し、他の教員や関係機関と連携しながら組織的に対応していくために必要な知識や

支援方法を理解する。 

【授業の到達目標】 
１ 特別の支援を必要とする児童等の障害の特性及び心身の発達を理解する。 
（１）インクルーシブ教育システムを含めた特別支援教育に関する制度の理念や仕組みを理解している。 
（２）発達障害をはじめとする特別の支援を必要とする児童等の心身の発達、心理的特性及び学習の過程を理解して

いる。 
（３）視覚障害・聴覚障害・知的障害・肢体不自由・病弱等を含む様々な障害のある児童等の学習上又は生活上の困

難について基礎的な知識を身に付けている。 
２ 特別の支援を必要とする児童等に対する教育課程や支援の方法を理解する。 
（１）発達障害をはじめとする特別の支援を必要とする児童等に対する支援の方法について例示することができる。 
（２）特別支援教育に関する教育課程の枠組みを踏まえ、個別の指導計画及び個別の教育支援計画を作成する意義と

方法を理解している。 
（３）特別支援教育コーディネーターの役割、関係機関・家庭と連携しながら支援体制を構築することの必要性を理

解している。 
３ 障害はないが特別の教育的ニーズのある児童等の学習上又は生活上の困難とその対応を理解する。 

（１）母国語や貧困の問題等により特別の教育的ニーズのある児童等の学習上又は生活上の困難や組織的な対応の必要

性を理解している。 

【授業の概要】 

発達障害をはじめとする様々な障害等により特別の支援を必要とする児童等の学習上又は生活上の困難、教育課程

の枠組みや支援方法の実際、他の教員や関係機関と連携しながら組織的に対応していくために必要な知識や支援方法

を説明する。また、主体的・対話的で深い学びとなるよう、学びの振り返りを設定し、レポート課題を自ら設定でき

るようにする。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 特別の支援を必要とする児童等の疑似体験から支援のあり方を考える（ガイダンスとグループ討議） 

〇事前学修 テーマについて、事前にテキストを読み、情報を収集する。（1時間） 

〇事後学修 学びの振り返りを授業レポートにまとめる。（次回提出）（1時間） 

第 ２回 インクルーシブ教育システムの構築と特別支援教育の理念、制度、対象幼児児童生徒（講義とグループ 

討議） 

〇事前学修 テーマについて、事前にテキストを読み、情報を収集する。（1時間） 

〇事後学修 学びの振り返りを授業レポートにまとめる。（次回提出）（1時間） 

第 ３回 発達障害のある児童等の障害の特性と支援の考え方（講義とグループ討議） 

〇事前学修 テーマについて、事前にテキストを読み、情報を収集する。（1時間） 

〇事後学修 学びの振り返りを授業レポートにまとめる。（次回提出）（1時間） 

第 ４回 特別支援学校、特別支援学級、通級による指導（講義とグループ討議） 

〇事前学修 テーマについて、事前にテキストを読み、情報を収集する。（1時間） 

〇事後学修 学びの振り返りを授業レポートにまとめる。（次回提出）（1時間） 

第 ５回 特別支援教育に関する学習指導要領の規定と教育課程（講義とグループ討議） 

3年次 前期 
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〇事前学修 テーマについて、事前にテキストを読み、情報を収集する。（1時間） 

〇事後学修 学びの振り返りを授業レポートにまとめる。（次回提出）（1時間） 

第 ６回 発達障害等のある児童等の個別の指導計画・個別の教育支援計画と特別支援学校のセンター的機能（講義

とグループ討議） 

〇事前学修 テーマについて、事前にテキストを読み、情報を収集する。（1時間） 

〇事後学修 学びの振り返りを授業レポートにまとめる。（次回提出）（1時間） 

第 ７回 小学校、中学校、高等学校の通常の学級における特別支援教育の実際（講義とグループ討議） 

〇事前学修 テーマについて、事前にテキストを読み、情報を収集する。（1時間） 

〇事後学修 学びの振り返りを授業レポートにまとめる。（次回提出）（1時間） 

第 ８回 合理的配慮と障害はないが特別の教育的ニーズのある児童等の学習上又は生活上の困難とその対応（講義

とグループ討議） 

〇事前学修 テーマについて、事前にテキストを読み、情報を収集する。（1時間） 

〇事後学修 学びの振り返りを授業レポートにまとめる。（課題レポートとともに提出）（1時間） 

【テキスト】 

川合紀宗・若松昭彦・牟田口辰己編著「特別支援教育総論」（北大路書房） 

【参考書・参考資料等】 

【成績評価の方法等】 

授業レポート（学びの振り返り）（40％）、課題レポート（特別の支援を必要とする児童等

の学習上又は生活上の困難への組織的な支援のあり方）（60％） 

評価が「合」 

【履修要件等】 
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BG19-901060-C 

区  分 教職科目－教職に関する科目 担当教員 小川 潔 

授業科目 総合的な学習の時間の指導法 授業形態 

英  訳 Teaching Method of the Period for Integrated Study 単独 

教員の免許状取得の
ための必修科目 

科  目 
道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等
に関する科目 

施行規則に定める 
科目区分又は事項等 

総合的な学習の時間の指導法 

配当年次 ３年次 前期 必選別 自由科目 単位数 １ 単位 

【授業の目的】 

総合的な学習の時間において，「生きる力」を育むために、探究的な見方・考え方を働かせ、横断的・総合的な学

習の実践を通して、よりよく課題を解決し、自己の生き方を考えていく教育活動に必要な基礎的知識、指導内容及び

指導方法を理解し、学習展開に必要な資質・能力の育成を図る。 

【授業の到達目標】 

○総合的な学習の時間の意義と原理を説明できる。 
○総合的な学習の時間の指導計画の考え方を説明し、必要な基礎的な能力を発揮し実現に向け工夫できる。 
○総合的な学習の時間の指導と評価及び実践上の留意点を説明できる。 

【授業の概要】 

各教科等で育まれる見方・考え方を総合的に活用し、広範な事象を多様な角度から捉え、実社会・実生活の課題を

探究する学びの内容・方法の理解を深める。指導計画の作成及び具体的指導、問題解決に向けた主体的、創造的、協

同的な指導内容や学習活動、評価の仕方等，総合的な学習の展開に必要な知識・技能及び実践力を、演習により身に

付ける。中・高等学校の実務経験を活かし、毎回，プレゼン資料・現場の具体例・NIE資料を配布し、自他の考えや気

付き等の記述、グループ・ペアワークを通して、主体的に考え協働する力及び問題解決能力を培う。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 「総合的な学習の時間」のねらいと意義 ～求められる力、教師の指導力、体制整備～ 

〇事前学修 学習指導要領の「はじめに」「総説」を読んでおく（60分） 

〇事後学修 創設の趣旨、ねらい、求められる力及び指導力、体制整備について理解を深める（60分） 

第 ２回 「総合的な学習の時間」の教育課程への位置付け ～役割、目標設定、内容、配慮事項～ 

〇事前学修 教育課程で果たす役割、目標・内容に関する記載箇所を熟読し予習する（60分） 

〇事後学修 各学校において目標及び内容を定める際の考え方や配慮事項について理解を深める(60分） 

第 ３回 「総合的な学習の時間」の学習原理及び指導技術 ～経験学習、問題解決学習、技法～ 

〇事前学修 「考えるための技法」「探究的な学習の過程」に関する記載箇所を熟読し予習する（60分） 

〇事後学修 問題解決学習、主体的・対話的で深い学びの視点と手立てについて理解を深める（60分） 

第 ４回 「総合的な学習の時間」の年間指導計画の考え方及び作成上の留意点 ～各教科・他領域との関連～ 

〇事前学修 年間指導計画作成上の留意点、各教科等との関連等の記載箇所を熟読し予習する（60分） 

〇事後学修 各教科・領域と関連性のある年間指導計画の重要性と具体的事例の理解を深める（60分） 

第 ５回 「総合的な学習の時間」の単元構成の在り方 ～主体的・対話的で深い学び～ 

〇事前学修 単元計画及び学習指導の基本的な考え方に関する記載箇所を熟読し予習する（60分） 

〇事後学修 主体的・対話的で深い学びを実現する単元計画作成の重要性と具体的な事例及び探究的学

習を実現のための手立てについて理解を深める（60分） 

第 ６回 「総合的な学習の時間」の単元構成の具体 ～協働的に学ぶ学習活動、支援の在り方～ 

〇事前学修 学習過程を探究的に行い、主体的・協働的に学ぶことの記載箇所を熟読し予習する（60分） 

〇事後学修 他者と協同し主体的に取り組む学習活動にする指導と支援ポイントの理解を深める（60分） 

第 ７回 「総合的な学習の時間」の単元構成の実際 ～具体例（出身学校等）を分析、考察、改善～ 

〇事前学修 出身学校の全体計画、年間指導計画、単元計画を準備する。p125～142の学習指導に関する

記載箇所を熟読し予習する（60分） 

〇事後学修 出身学校の単元構成を、主体的・対話的で深い学び及び探究的学習の視点で分析し、考察、
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改善案をまとめることを通して、実践的に理解を深める（60分） 

第 ８回 「総合的な学習の時間」の評価の充実 ～評価規準の設定、カリキュラム・マネジメントの視点 

〇事前学修 「総合的な学習の時間の評価」に関する評価の観点、評価規準、カリキュラム・マネジメン

トの記載箇所を精読し予習する（60分） 

〇事後学修 生徒の学習状況に関する評価の方法及びその留意点、評価方法の工夫改善について理解を

深める。（60分） 

 定期試験 

【テキスト】 

「中学校学習指導要領解説－総合的な学習の時間編－」（新学習指導要領） 

【参考書・参考資料等】 

「小学校学習指導要領解説－総則編－」（新学習指導要領） 
「小学校学習指導要領解説－総合的な学習の時間編－」（新学習指導要領） 
「中学校学習指導要領解説－総則編－」（新学習指導要領） 

「高等学校学習指導要領解説－総則編－」、「高等学校学習指導要領解説－総合的な学習の時間編－」 
「今、求められる力を高める総合的な学習の時間の展開－中学校編－」（文部科学省） 
「総合的な学習の時間における評価方法等の工夫改善のための参考資料【中学校】」（国立教育政策研究所
 教育課程研究センター ) 

「言語活動の充実に関する指導事例集」（文部科学省） 

【成績評価の方法等】 

定期試験（50％）、授業中の質疑応答・協同的対話的演習への関心・意欲（20％）、 

レポート・小課題･ワークシート等（30％）の総合評価 

評価が「合」 

【履修要件等】 

 特記事項無し 

〔その他〕  

実務経験のある教員による授業科目 
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BG19-901070-C 

区  分 教職科目－教職に関する科目 担当教員 小川 潔 

授業科目 教育課程論 授業形態 

英  訳 Introduction of Curriculum 単独 

教員の免許状取得の
ための必修科目 

科  目 教育の基礎的理解に関する科目 

施行規則に定める 
科目区分又は事項等 

教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム・マネジメントを
含む。） 

配当年次 3年次 後期 必選別 自由科目 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

教育課程の意義を理解するとともに、教育課程(カリキュラム)編成の基本に則り、教科内容、教材、教育方法、教科

外学習、教育方針の特色等を考慮した教育課程の編成方法について理解する。 

【授業の到達目標】 

 教育課程(カリキュラム)編成の基本に則り、教科内容、教材、教育方法、教科外学習、教育方針の特色等を考慮し

た教育課程の編成を行うことができる。 

【授業の概要】 

学校教育の基本的な考え方を概観し、学校教育の役割を教育法規、学習指導要領、学校の教育方針等をふまえた教育

課程(カリキュラム)について理解し、その編成の方法についてディスカッションや資料収集など実践的に学習する。

その中で「学校運営における危機管理」、「総合的な学習の時間」、「選択教科」、「教科外活動」など学校の特色

を生かすカリキュラムについても、担当教員の教職経験を例示したり教示したりして実践的に取り扱う。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 授業のガイダンスと教育課程の基本 

〇事前学修 「教育課程論」の科目は、どういう内容か事前に調べておく（1時間） 

〇事後学修 授業の進め方と教育課程の基本について復習しまとめる（1時間） 

第 ２回 教育課程に関する法規 

〇事前学修 教育課程に関わる法規について調べておく（1時間） 

〇事後学修 授業で提示した各法規の整理と関連する法規をまとめる（1時間） 

第 ３回 学習指導要領の意義と役割 

〇事前学修 日本の教育で、学習指導要領とは何かを調べ、関連資料を準備する（1時間） 

〇事後学修 学習指導要領の意義とその役割について復習しまとめておく（1時間） 

第 ４回 学習指導要領の歴史的変遷 

〇事前学修 現行と 2020年から実施の学習指導要領を調べておく（1時間） 

〇事後学修 これまでの学習指導要領とこれから実施される学習指導要領を整理する（1時間） 

第 ５回 教育課程編成における学習内容と評価との関わり 

〇事前学修 教育課程に関わる学習内容や評価の在り方について調べる（0.5時間） 

〇事後学修 教育課程編成で学習内容と評価の在り方を考えまとめ，次回提出する（1.5時間） 

第 ６回 学習指導要領を生かすための学習環境 ‐設備・教科書・学習材‐ 

〇事前学修 学習環境とは何かを考えそれを例示してまとめ、授業で発表する（1時間） 

〇事後学修 学習指導要領に有益に役立つ設備、教科書、学習材など具体的にまとめる（1時間） 

第 ７回 小・中・高等学校のカリキュラム開発の課題 

〇事前学修 カリキュラムとは何かを考え、いろいろなカリキュラムを調べる（1時間） 

〇事後学修 学校段階で作成されるカリキュラムとそれを開発する意味を整理しておく（1時間） 

第 ８回 学校運営における危機管理－安全を確保する学習環境とカリキュラム 

〇事前学修 学校における危機管理とは何かを考えて箇条書きにしてメモしておく（1時間） 

〇事後学修 学校運営における危機管理について理解したことを整理してまとめる（1時間） 
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第 ９回 学校の特色・生徒の個性を生かすカリキュラム 

〇事前学修 学校の特色と生徒の個性を生かすとはどのようなことかを考えてまとめる（1時間） 

〇事後学修 授業で示した事例や方法を整理してまとめる（1時間） 

第 １０回 特色ある学校づくり（1） 総合的な学習の時間 

〇事前学修 自分で経験したことを元に、総合的な学習の時間の教材を考えておく（1時間） 

〇事後学修 総合的な学習の時間から考えられる特色ある学校づくりをまとめる（1時間） 

第 １１回 特色ある学校づくり（2） 選択教科、教科外活動など 

〇事前学修 選択教科とは何か、教科概括道とは何を意味するか調べる（1時間） 

〇事後学修 道徳や外国語活動についても、特色ある学校づくりとしてまとめておく（1時間） 

第 １２回 特色ある学校づくり（3） カリキュラムと評価 

〇事前学修 カリキュラムと評価の在り方を考え、思いついたことをまとめておく（0.5時間） 

〇事後学修 特色ある学校づくりについて、自分の考えをまとめて次回報告する（1.5時間） 

第 １３回 教育課程（カリキュラム）編成の実際（1） 中学校の例 

〇事前学修 中学校における教育課程の編成を考える（0.5時間） 

〇事後学修 中学校の一教科について、自分が考える教育課程の編成案を作成する（1.5時間） 

第 １４回 教育課程（カリキュラム）編成の実際（2） 高等学校の例 

〇事前学修 高等学校における教育課程の編成を考える（0.5時間） 

〇事後学修 高等学校の一教科について、考える教育課程の編成案を作成する（1.5時間） 

第 １５回 教育課程の編成とまとめ 

〇事前学修 教育課程の編成について考えをまとめておく（0.5時間） 

〇事後学修 教育課程編成の意味を理解し、学習したことをレポートにまとめる（1.5時間） 

 

【テキスト】 

・実践に活かす教育課程論・教育方法論（樋口 直宏、林 尚示、牛尾 直行 編著、学事出版） 

・特色ある教育活動の展開のための実践事例集－「総合的な学習の時間」の学習活動の展開－中学校・高等学校編（

文部省 大日本図書） 

・中学校学習指導要領 

・高等学校学習指導要領 

【参考書・参考資料等】 

・現代中等教育課程入門(吉冨芳正 編著、明星大学出版部) ・教育課程論（柴田義松 編著、学文社） 

【成績評価の方法等】 

確認テスト(30％)、レポート(30％)、発表質疑(20%)、授業への取組み(20%)で評価する。 

評価が「合」 

【履修要件等】 

教育基本法や教育三法の改正・学習指導要領等の学習を積んだ上で、自分が文科大臣や校長の立場になって、社会情

勢が変化する中で、国・地方・教育委員会・地域からの指導や協力を得ながら、良いカリキュラムを    

つくる仕組みと具体例を考えること。 
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BG19-901080-B 

区  分 教職科目－教職に関する科目 担当教員 春田 裕和 

授業科目 道徳教育の指導法 授業形態 

英  訳 Methodology of Moral Education 単独 

教員の免許状取得の
ための必修科目 

科  目 
道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等
に関する科目 

施行規則に定める 
科目区分又は事項等 

道徳の理論及び指導法 

配当年次 3年次 後期 必選別 自由科目 単位数  2 単位 

【授業の目的】 

○道徳の意義や原理等を踏まえ、学校における道徳教育の目標や内容を理解する。 

○学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育及びその要となる道徳科における指導計画や指導方法を理解す

る。 

【授業の到達目標】 

（１）道徳の本質（道徳とは何か）を説明できる。 

（２）道徳教育の歴史や現代社会における道徳教育の課題（いじめ・情報モラル等）を理解している。 

（３）子供の心の成長と道徳性の発達について理解している。 

（４）学習指導要領に示された道徳教育及び道徳科の目標及び主な内容を理解している。 

（５）学校における道徳教育の指導計画や教育活動全体を通じた指導の必要性を理解している。 

（６）道徳科の特質を生かした多様な指導方法の特徴を理解している。 

（７）道徳科における教材の特徴を踏まえて、授業設計に活用することができる。 

（８）授業のねらいや指導過程を明確にして、道徳科の学習指導案を作成することができる。 

（９）道徳科の特性を踏まえた学習評価の在り方を理解している。 

（１０）模擬授業の実施とその振り返りを通して、授業改善の視点を身に付けている。 

【授業の概要】 

道徳教育は、教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神を踏まえ、自己の生き方や人間としての生き

方を考え、主体的な判断の下に行動し、自立した人間として他者と共によりよく生きるための基盤となる道徳性を育

成する教育活動であることを講義、調査研究等により理解する。 

道徳の意義や原理等を踏まえ、学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育及びその要となる道徳科の目標や内容、

指導計画等を理解するとともに教材研究や学習指導案の作成、模擬授業等を通して、実践的な指導力を身に付ける。 

なお、事前学習として次回授業内容に相当する教科書の該当範囲を読んでおく必要がある。事後学習として、授業で

使用したレジュメの熟読により復習し、レジュメに関連する調査研究レポート10件の作成、教材研究を行い模擬授業

学習指導案１件の作成と模擬授業の実施、模擬授業実施のためのグループ練習等を授業時間外に行う必要がある。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 授業の進め方及び道徳教育の意義と目的・目標  

〇事前学修 教科書ｐ２～ｐ７「１道徳とは何か、２道徳教育の定義、３徳目と道徳的価値」を事前に読み，疑問

点を整理しておくこと。（１時間） 

〇事後学修 添付資料を参考にしながら，ソクラテス，カント，ルソー，ペスタロッチー，フレーベルの教育思想

について，道徳教育という視点からまとめる。（次回提出）（１時間） 

第 ２回 道徳教育の動向と課題（世界の動向、教育基本法と道徳教育、現代の課題解決と道徳教育） 

〇事前学修 教科書ｐ34～ｐ35「15「道徳の時間」から「特別の教科道徳」」へ，ｐ38～ｐ51「第２部諸外国にお

ける道徳教育」，ｐ52～ｐ57「24現代社会と道徳教育」～「26教育基本法と道徳教育」を読み，疑

問等を整理しておくこと。（１時間） 

〇事後学修 教科書ｐ200～ｐ201「コラム－『いじめ』」に記載されている「いじめ防止対策推進法」の成立と意

義についてまとめなさい。（次回提出）（１時間） 
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第 ３回 日本における道徳教育の歴史的展開（江戸後期から現在までの道徳教育）  

〇事前学修 教科書ｐ16～ｐ35「８近代日本の徳育論争と教育勅語」～「15「道徳の時間」から「特別の教科道徳」」

を読み，疑問等を整理しておくこと。（１時間） 

〇事後学修 添付資料（教科書ｐ17～ｐ19「３徳育論争、４教育勅語」，「道徳教育を学ぶ人のために」ｐ35～ｐ

37）を参考にしながら，日本の道徳教育における「徳育論争」の発端から「教育勅語の渙発」までの

経緯についてまとめなさい。（次回提出）（１時間） 

第 ４回 道徳性の発達理論（ピアジェ、ブル、コールバーグの道徳性発達論）  

〇事前学修 教科書ｐ８～ｐ９「４道徳性の発達」を読み，疑問等を整理しておくこと。（１時間） 

〇事後学修 中学校学習指導要領解説道徳編の「第２節道徳教育の基本的な在り方」を読み、学習指導要領におけ

る「① 道徳の意義」、「② 道徳性のとらえ方」、「③ 道徳性の発達」についてまとめなさい。

（次回提出）（１時間） 

第 ５回 学校教育における道徳教育①（道徳教育の教育課程上の位置づけとその目標、指導体制・全体計画と年間指

導計画・教科書・教科等との関連）  

〇事前学修 教科書ｐ62「29学校教育全体で行う道徳教育」，ｐ64「30学校における道徳教育の指導体制」，ｐ

68「32道徳科の教科書と教材・資料」，ｐ100「47中学校の全体計画と「特別の教科 道徳」の年間

指導計画」を読み，疑問等を整理しておくこと。（１時間） 

〇事後学修 道徳教育推進教師について，教科書p66「31道徳教育推進教師の役割」と添付資料をもとにまとめな

さい。（次回提出）（１時間） 

第 ６回 学校教育における道徳教育②（学習指導要領における「特別の教科 道徳」の理念と方法）  

〇事前学修 教科書ｐ60「28新学習指導要領における『特別の教科 道徳科』の位置づけ」～ｐ100「47 中学校

の全体計画と『特別の教科 道徳科』の年間指導計画」を読み，疑問等を整理しておくこと。（１時

間） 

〇事後学修 ①「特別の教科道徳」の設置の意義についてまとめなさい。②「特別の教科道徳」が設置されること

によって学校教育がどのように改善されると考えられるか。学級経営，道徳の授業，各教科の授業の

３視点でまとめなさい。（次回提出）（１時間） 

第 ７回 道徳の教材研究の理論と方法（指導過程と学習指導案、主体的･対話的で深い学びの授業）  

〇事前学修 教科書ｐ116～「第４部学習指導過程と学習指導案」を読み，疑問等を整理しておくこと。（１時間） 

〇事後学修 教科書p150「中学校 学習指導案の生徒観・教材観・方法観」をもとに、学習指導案について、学習

指導案における生徒観・教材観・方法観の意義の視点でまとめなさい。（次回提出）（１時間） 

第 ８回 道徳授業論の展開①（読み物・視聴覚教材を用いた授業、問題解決的な学習を用いた授業）  

〇事前学修 教科書ｐ160～「74読み物教材を用いた授業の展開例②、75コラムもうひとつの『手品師』」、ｐ170

～「79視聴覚教材を用いた授業の展開例、80問題解決的な学習を用いた授業、81問題解決的な学習

を用いた授業の展開例」を読み，疑問等を整理しておくこと。（１時間） 

〇事後学修 読み物・視聴覚教材を用いた授業、問題解決的な学習を用いた授業の特徴をまとめなさい。（次回提

出）（１時間） 

第 ９回 道徳授業論の展開②（構成的グループエンカウンター・モラルジレンマ学習・モラルスキル学習を用いた授

業）  

〇事前学修 教科書ｐ176～「82構成的グループエンカウンターを用いた授業、83構成的グループエンカウンター

を用いた授業の展開例、84モラルジレンマ学習を用いた授業、85モラルジレンマ学習を用いた授業

の展開例、86モラルスキル学習を用いた授業、87モラルスキル学習を用いた授業の展開例」を読み，

疑問等を整理しておくこと。また、「構成的グループエンカウンターを用いた授業」についてまとめ

なさい。（１時間） 

〇事後学修 構成的グループエンカウンター・モラルジレンマ学習・モラルスキル学習を用いた授業の特徴をまと

めなさい。（次回提出）（１時間） 

第 １０回 道徳授業論の展開③（「いじめ」・「情報モラル」を対象とした授業、体験活動を用いた授業）  

〇事前学修 教科書ｐ192～「90体験活動を用いた授業、91体験活動を用いた授業の展開例、92『いじめ』を対象

とした授業、93『いじめ』を対象とした授業の展開例、94コラム『いじめ』」ｐ206「97情報モラル

を対象とした授業、98情報モラルを対象とした授業の展開例、99コラム 情報モラル」を読み，疑

問等を整理しておくこと。（次回提出）（１時間） 

〇事後学修 「いじめ防止対策推進法」の成立過程と意義についてまとめなさい。（次回提出）（１時間） 
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第 １１回 学習指導案の作成（各自作成した学習指導案をもとにグループで実施する模擬授業学習指導案の作成）

（グループワーク）  

〇事前学修 中学校道徳科教科書「中学道徳 あす生きる」（中学１年，２年，３年）（日本文教出版）の中から，

資料を一つ選び，「教師用指導書」に記載されている「指導案」を参考にして，道徳科の学習指導案

を作成すること。（第11回講義終了後に提出）（１時間） 

〇事後学修 模擬授業を実施するために、各グループで練習を行うこと。導入・展開・終末の各過程での、発問を

もとに生徒の予想発言を検討すること。学習指導案、準備物（資料、ワークシート、掲示物、指導書

のコピー）を作成すること。（次回提出）（１時間） 

第 １２回 道徳教育における評価（教育活動全体を通じて行う道徳教育と「特別の教科 道徳」の評価）  

〇事前学修 教科書ｐ86～「41道徳教育における評価、42「特別の教科 道徳」の評価」を読み，疑問等を整理し

ておくこと。（１時間） 

〇事後学修 「特別の教科 道徳」の評価についてまとめなさい。（次回提出）（１時間） 

第 １３回 模擬授業①（模擬授業の実施、主体的対話的で深い学びのために，講評・振り返りをもとに改善案の検討）

（実習） 

〇事前学修 模擬授業を実施するために、各グループで練習を行うこと。（１時間） 

〇事後学修 模擬授業についての振り返りをまとめなさい。また、模擬授業の指導案の改善案を作成すること。

（次回提出）（１時間） 

第 １４回 模擬授業②（模擬授業の実施、各種教材の活用例、講評・振り返りをもとに改善案の検討）（実習） 

〇事前学修 模擬授業を実施するために、各グループで練習を行うこと。（１時間） 

〇事後学修 模擬授業についての振り返りをまとめなさい。また、模擬授業の指導案の改善案を作成すること。

（次回提出）（１時間） 

第 １５回 今後の道徳教育の課題とまとめ 

〇事前学修 第１回～第14回の授業ノートをふり返り、疑問等を整理しておくこと。また、（１時間） 

〇事後学修 道徳科を指導する教員としての「道徳性」はどうあるべきか。あなたの考えるところをまとめなさ

い。（期末試験時に提出）（１時間） 

期末試験 

【テキスト】 

貝塚茂樹、関根明伸「道徳教育を学ぶための重要項目100」（教育出版） 

【参考書・参考資料等】 

 「中学校学習指導要領」、「中学校学習指導要領解説－特別の教科道徳編－」、「高等学校学習指導要

領」、「高等学校学習指導要領解説－総則編－」、「私たちの道徳 中学校」（文部科学省）、中学校道

徳科教科書「中学道徳 あす生きる」（日本文教出版）、「灯し続けることば」（小学館） 

【成績評価の方法等】 

 授業中の質疑応答・ディスカッションへの関心・意欲（10%）、調査研究レポート・学習

指導案（40%）、模擬授業（20%）、期末試験（30%）により総合的に評価する。 

評価が「合」 

【履修要件等】 

２年生までの教職課程の教職科目を履修していること。 
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BG18-901090-C 

区  分 教職科目－教職に関する科目 担当教員 林 孝 

授業科目 特別活動の指導法 授業形態 

英  訳 Methodology of Special Activities 講義 

教員の免許状取得の
ための必修科目 

科  目 
道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等
に関する科目 

施行規則に定める 
科目区分又は事項等 

特別活動の指導法 

配当年次 3年次 前期 必選別 自由科目 単位数  ２単位 

【授業の目的】 

特別活動の意義、目標及び内容を理解し、特別活動の指導の在り方を理解することを目指す。 

【授業の到達目標】 
学校教育全体における特別活動の意義を理解し、「人間関係形成」・「社会参画」・「自己実現」の三つの視点や

チームとしての学校」の視点をもつとともに、学年の違いによる活動の変化、各教科等との往還的な関連、地域住民
や他校の教職員と連携した組織的な対応等の特別活動の特質を踏まえた指導に必要な知識や素養を身に付ける。 

 
１【特別活動の意義、目標及び内容を理解する。】 
 (1) 学習指導要領における特別活動の目標及び主な内容を理解している。 
 (2) 教育課程における特別活動の位置付けと各教科等との関連を理解している。 
 (3) 学級活動・ホームルーム活動の特質を理解している。 
 (4) 児童会・生徒会活動、クラブ活動、学校行事の特質を理解している。 
 
２【特別活動の指導の在り方を理解する。】 
 (1) 教育課程全体で取り組む特別活動の指導の在り方を理解している。 
 (2) 特別活動における取組の評価・改善活動の重要性を理解している。 

(3) 合意形成に向けた話合い活動、意思決定につながる指導及び集団活動の意義や指導の在り方を例示することが
できる。 

 (4) 特別活動における家庭・地域住民や関係機関との連携の在り方を理解している。 

【授業の概要】 

特別活動は、学校における様 な々構成の集団での活動を通して、課題の発見や解決を行い、よりよい集団や学校生

活を目指して様々に行われる活動の総体であることに鑑み、教育課程の領域に位置づく特別活動についての理解を深

めるとともに、特別活動を進めることのできる教師としての実践的指導力の基礎を培う。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 特別活動の指導法への視点 ― 講義概要の理解とオリエンテーション 

〇事前学修 『解説』を読み、特別活動の目的と内容についての概要を理解する（1時間）。 

〇事後学修 配付資料に示す課題を整理する（1時間）。 

第 ２回 特別活動の系譜と教育実践に占める位置 

〇事前学修 『解説』を読み、特別活動の教育実践における意義について理解を図る（1時間）。 

〇事後学修 配付資料に示す課題を整理する（1時間）。 

第 ３回 特別活動への期待 

〇事前学修 『解説』を読み、特別活動への期待について理解を図る（1時間）。 

〇事後学修 配付資料に示す課題を整理する（1時間）。 

第 ４回 特別活動の目的論(1)：特別活動の目標の構造的理解と方法原理の理解 

〇事前学修 『解説』を読み、特別活動の目的についての概要を整理する（1時間）。 

〇事後学修 配付資料に示す方法原理に関する課題を整理する（1時間）。 

第 ５回 特別活動の目的論(2)：個と集団、生き方についての理解 

〇事前学修 『解説』を読み、特別活動の目的についての概要を理解する（1時間）。 

〇事後学修 配付資料に示す「個と集団」に関する課題を整理する（1時間）。 
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第 ６回 特別活動の意義 

〇事前学修 『解説』及び配付資料を読み、特別活動のもつ意義について理解を図る（1時間）。 

〇事後学修 配付資料に示す「特別活動の意義」に関する課題を整理する（1時間） 

第 ７回 特別活動の内容に係る確認とその概説 

〇事前学修 『解説』及び配付資料を読み、特別活動のもつ意義について理解を図る（1時間）。 

〇事後学修 配付資料に示す「特別活動の内容の構造」に関する課題を整理する（1時間）。 

第 ８回 特別活動にあたる教師に求められる視座：特別活動の指導理念としての人間観と基本的視点 

〇事前学修 『解説』及び配付資料を読み、特別活動のもつ意義について理解を図る（1時間）。 

〇事後学修 配付資料に示す「指導理念」に関する課題を整理する（1時間）。 

第 ９回 特別活動の内容と方法（１）学級活動(1)：学校の教育活動に占める学級活動の位置を中心に 

〇事前学修 『解説』及び配付資料を読み、学級活動・ＨＲ活動について理解を図る（1時間）。 

〇事後学修 配付資料に示す「個と集団」に関する課題を整理する（1時間）。 

第 １０回 特別活動の内容と方法（２）学級活動(2)：学級活動における話し合い活動を中心に 

〇事前学修 『解説』及び配付資料を読み、「話し合い活動」について理解を図る（1時間）。 

〇事後学修 配付資料に示す「話し合い活動」に関する課題を整理する（1時間）。 

第 １１回 特別活動の内容と方法（３）生徒会活動 

〇事前学修 『解説』及び配付資料を読み、「生徒会活動」について理解を図る（1時間）。 

〇事後学修 配付資料に示す「生徒会活動」に関する課題を整理する（1時間）。 

第 １２回 特別活動の内容と方法（４）学校行事 

〇事前学修 『解説』及び配付資料を読み、「学校行事」について理解を図る（1時間）。 

〇事後学修 配付資料に示す「学校行事」に関する課題を整理する（1時間）。 

第 １３回 特別活動の指導の充実のために（１）：体験的活動についての理解 

〇事前学修 『解説』及び配付資料を読み、体験的活動について理解を図る（1時間）。 

〇事後学修 配付資料に示す「体験的活動」に関する課題を整理する（1時間）。 

第 １４回 特別活動の指導の充実のために（２）：特別活動の進め方のポイントの理解 

〇事前学修 『解説』及び配付資料を読み、進め方のポイントを整理しておく（1時間）。 

〇事後学修 配付資料に示す「進め方のポイント」に関する課題を整理する（1時間） 

第 １５回 まとめ＜学習内容の振り返りと自身の学びの深化の共有＞ 

〇事前学修 学習の全体を振り返り、特別活動の全体像を整理しておく（1時間）。 

〇事後学修 まとめの試験結果について完璧を期する（1時間）。 

なお、集中講義で実施するため、事後学修については授業実施に合わせて具体的に指示します。 

【テキスト】 
講義資料を準備するとともに，適宜プリント資料を配布するとともに、取得免許に係る次の『解説』を指定する。 
文部科学省『中学校学習指導要領解説 特別活動編』 東山書房、2018年。 
文部科学省『高等学校学習指導要領解説特別活動編』海文堂出版、2010年。 

【参考書・参考資料等】 
山田浩之編『特別活動論』協同出版、2014年。 

なお、参考図書一覧を準備し、授業において適宜紹介する。 

【成績評価の方法等】 
随時提出させるレポート（３０％）及び試験（７０％）で評価する。 

評価が「合」 

【履修要件等】 

 

  



23 

 

BG19-901100-C 

区  分 教職科目－教職に関する科目 担当教員 土屋 英男 

授業科目 教育方法論 授業形態 

英  訳 Methodology on Education 単独 

教員の免許状取得の
ための必修科目 

科  目 
道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等
に関する科目 

施行規則に定める 
科目区分又は事項等 

教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む) 

配当年次 2年次 前期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

 生徒にとってわかる授業・おもしろい授業を目指して、教材、発問、授業の流れ、評価を工夫し、効果的な教育機

器やその利用法を試みる。そして、授業方法を振り返ってPDCAサイクルで工夫・改善しグループワークで検討しまと

めを発表する。その際、情報機器やWeb上のコンテンツ、テレビ、新聞、本、ビデオ等を活用できる技術と生徒の学習

意欲が高まる使い方を考える面白さを味わい、工夫する姿勢を育てる。 

【授業の到達目標】 

【授業の到達目標】 

・生徒が興味を持つ授業を目指して工夫し、効果的な方法や機器を探り、試み、自己評価して改善する。 

・生徒の情報活用能力を伸ばすために、自身が積極的・効果的に情報活用し、自己評価して改善する。 

【授業の概要】 

授業の目的や生徒の願いにそった授業とは何かを考え、教材開発の視点や発問の切り口、授業の流れ、評価等のスキ

ルを学び、教育効果を高めるために最適の教育方法、教育機器、教材・教具等を選択し､効果的に活用する方法を検討

する。実際に活用例を発表・議論し合い、課題解決をめざしてよりよい方法を探る｡ 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 学習指導の原理１（問題解決学習と系統学習、発見学習） ※ガイダンスを含む 

〇事前学修 問題解決学習と系統学習、発見学習 という文言を調べておく（1時間） 

〇事後学修 学習指導での問題解決学習と系統学習、発見学習の意味について整理する（1時間） 

第 ２回 学習指導の原理２（動機づけと教師期待効果） 

〇事前学修 学習指導における動機づけの意味と、教師期待効果とは何かを調べておく（1時間） 

〇事後学修 学習指導での動機づけや教師期待効果等を生かした方法についてまとめる（1時間） 

第 ３回 学習指導の形態１（一斉教授、小集団学習、個別指導） 

〇事前学修 一斉教授、小集団学習、個別指導 という文言を調べておく（1時間） 

〇事後学修 指導形態として一斉教授、小集団学習、個別指導の使い方を整理する（1時間） 

第 ４回 学習指導の形態２（ティームティーチングと学習環境） 

〇事前学修 ティームティーチングと学習環境の関係を調べ、箇条書きでメモしておく（1時間） 

〇事後学修 ティームティーチングの指導法を実際に経験する（1時間） 

第 ５回 授業づくり１（教授の三角形と教材・発問、授業の計画づくり） 

〇事前学修 授業における教材と、授業中の発問と、授業計画について調べておく（1時間） 

〇事後学修 考える指導計画を作成し、教材の例や発問についてレポート報告する（2時間） 

第 ６回 授業づくり２（学校現場における授業実践例） 

〇事前学修 新聞や資料から、学校現場における授業実践を調べる（1時間） 

〇事後学修 学校現場の授業実践例をまとめ整理する（1時間） 

第 ７回 授業づくり３（学活の指導案作成と発表） 

〇事前学修 学習指導案とはどのようなモノか調べておく（1時間） 

〇事後学修 自分の考える学活の学習指導案を作成しレポートとして提出する（2時間） 

第 ８回 教育工学的な指導法１（視聴覚教材とメディア、CAIと教材ソフト） 

〇事前学修 指導での視聴覚教材とメディア、及び CAIと教材ソフトについて調べる（1時間） 
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〇事後学修 学校に導入された電子黒板の活用状況から考察しレポートにまとめる（1時間） 

第 ９回 教育工学的な指導法２（教育工学と学校教育） 

〇事前学修 教育工学と指導法の関連を考え、学校教育における教育工学を調べる（1時間） 

〇事後学修 学校教育における教育工学的な指導法についてまとめる（1時間） 

第 １０回 授業分析を通した教育方法（伝統的分析、定量的・質的授業分析、刺激回想法） 

〇事前学修 伝統的分析、定量的・質的授業分析、刺激回想法 の文言について調べる（1時間） 

〇事後学修 いろいろな授業分析から、一つを選び実際に活用を考える（1時間） 

第 １１回 授業づくり４（教科の指導案作成と発表） 

〇事前学修 教科の指導案を作成するために必要な資料を用意する（1時間） 

〇事後学修 自分の考える指導案を作成し、レポートとして提出する（1時間） 

第 １２回 育評価を生かした教育方法１（学力の概念と学力調査、指導要録と通知表・調査票） 

〇事前学修 学力の概念と学力調査、指導要録と通知表・調査票の意味について調べる（1時間） 

〇事後学修 教育評価を生かした指導法についてまとめる（1時間） 

第 １３回 教育評価を生かした教育方法２（到達度評価、ポートフォリオ評価） 

〇事前学修 到達度評価、ポートフォリオ評価 の文言の意味を調べる（1時間） 

〇事後学修 実際に到達度評価やポートフォリオ評価を実践して、感想をまとめる（1時間） 

第 １４回 授業づくり５（総合的な学習の指導案作成と発表） 

〇事前学修 総合的な学習の時間のテーマや内容について考える（1時間） 

〇事後学修 自分の考える、総合的な学習の時間の指導案を作成して提出する（2時間） 

第 １５回 これからの教育実践とまとめ 

〇事前学修 教育方法論で学んだことを元に、これからの教育実践を考える（1時間） 

〇事後学修 れからの教育実践についてまとめ、レポートとして報告する（2時間） 

 

【テキスト】 

・実践に活かす教育課程論・教育方法論（樋口直宏・林尚示・牛尾直行 編著 学事出版） 

・言語活動の充実に関する指導事例集 中学校版・高等学校版（文科省） 

【参考書・参考資料等】 

・教育の方法（佐藤学 著、放送大学叢書） 

・科学的根拠で示す学習意欲を高める12の方法（辰野千壽 著、図書文化） 

・意欲を引き出す授業デザイン（鈴木誠 著、東洋館出版社） 

・言語活動実践ガイド（広島県教育委員会 編著、ぎょうせい） 

・広島県教育資料（広島県教育委員会 著） 

【成績評価の方法等】 

・レポート及び指導案の提出物(70%)、発表・議論等の授業への取組み(30%)で評価する。 

評価が「合」 

【履修要件等】 

学習指導案を作成するには、様々 な教材・教育方法・評価の知識とともに生徒の気持ちや考え方のパターン等をしっ

かりと見極められる目を備えておくこと｡ 
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BG19-901110-B 

区  分 教職科目－教職に関する科目 担当教員 小川  潔 

授業科目 生徒・進路指導論 授業形態 

英  訳 Student Guidance and Career Education 単独 

教員の免許状取得の
ための必修科目 

科  目 
教職に関する科目（生徒指導、教育相談及び進路指導等に関する
科目） 

施行規則に定める 
科目区分又は事項等 

生徒指導の理論及び方法、進路指導の理論及び方法 

配当年次 2年次 後期 必選別 必修科目 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

生徒指導及び進路指導・キャリア教育は「生きる力」の育成を目指す学校教育目標を達成するための重要な機能で

ある。全ての生徒の人格の完成に向けて行うと共に，生徒の社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる資質や能

力を育む教育活動を担うための，理論と実践の両面から具体的に考え深めた実践力を育成する。 

【授業の到達目標】 

○生徒指導及び進路指導・キャリア教育の意義や原理を説明できる。 

○個別の課題を抱える生徒への指導と関係機関等との連携の在り方を説明できる。 

○ガイダンスとキャリア・カウンセリングの考え方と実践の在り方を説明できる。 

【授業の概要】 

 学生の教師としての人間観、発達観、学習観を形成し、多面的・多角的な視点から考え問題解決を図る主体性を培

う。教育現場の問題を演習課題として設定し協同的・対話的な学びを展開し、組織体制の機能化を担う知識・素養を

身に付ける。中・高等学校の実務経験を活かし、毎回，プレゼン資料・現場の具体例・NIE資料を配布し、調査･対話

･思考を記述表現し、グループ・ペアワークを通して、主体的に考え協働する力及び問題解決能力を培う。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 教育課程における生徒指導の位置付け 

〇事前学修 教科書の「まえがき」と p1～8を読んで、興味・関心、目的意識を持っておく（60分） 

〇事後学修 生徒指導の意義・課題、教育課程の位置づけを理解しておく（60分） 

第 ２回 教育課程と生徒指導 ～各教科・道徳教育・総合的な学習の時間・特別活動～ 

〇事前学修 各教科・道徳教育・総合的な学習の時間・特別活動の目標の記載箇所を読んでおく(60分) 

〇事後学修 教育課程と生徒指導の意義や重要性を演習により一覧表にまとめ理解を深める（60分） 

第 ３回 集団指導・個別指導の方法原理 ～人間観、発達観、学習観、指導観～ 

〇事前学修 生徒指導の前提となる発達観と指導観についての記載箇所を熟読し、予習する（60分） 

〇事後学修 教科書の p9～22を精読し集団指導・個別指導の方法原理について理解を深める（60分） 

第 ４回 教育相談体制の意義と進め方 

〇事前学修 教科書「教育相談」の意義と進め方についての記載箇所を熟読し、予習する（60分） 

〇事後学修 教科書を精読し生徒指導体制と教育相談体制の考え方や違いについて理解を深める（60分） 

第 ５回 学校における生徒指導体制 ～学級・教科担任、生徒指導主事の役割 

〇事前学修 教科書「学校における生徒指導体制」の生徒指導体制の基本的な考え方，指導計画について

の記載箇所を熟読し、予習する（60分） 

〇事後学修 教科書 p75～91 を精読し、学校の教育方針及び年間指導計画に基づく，学級担任等の役割

及び組織的取組の重要性について理解を深める（60分） 

第 ６回 基礎的な生活習慣の確立と規範意識を育む生徒指導 

〇事前学修 教科書「生徒指導の進め方」の基本的生活習慣の確立，規範意識についての記載箇所を熟読

し、予習する（60分） 

〇事後学修 教科書 p138～151 を精読し、基礎的な生活習慣の確立，規範意識の醸成等を図る生徒指導

の在り方について理解を深める（60分） 

第 ７回 自己教育力を育む生徒指導の機能 

〇事前学修 教科書「生徒指導の意義と原理」の自己指導能力の記載箇所を熟読し、予習する（60分） 
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〇事後学修 教科書 p1､p5､p11､p225を精読し、生徒指導 3機能の場や機会の設定の在り方を理解し例示

できる（60分） 

第 ８回 生徒指導に関する法制度等 ～校則・懲戒・体罰等～ 

〇事前学修 教科書「生徒指導に関する法制度等」の校則、懲戒等の記載箇所を熟読し、予習する（60分） 

〇事後学修 教科書 p192～207を精読し、校則・懲戒・体罰等の生徒指導に関する法令の内容について理

解を深める（60分） 

第 ９回 生徒指導上の課題及び対応の視点 ～暴力行為・いじめ・不登校等～ 

〇事前学修 教科書「生徒指導の進め方」の問題行動の早期発見、発達に関する課題，暴力行為、いじめ

についての記載箇所を熟読し、予習する（60分） 

〇事後学修 教科書 p152～172を精読し、暴力行為、いじめ、不登校の生徒指導上の課題・意義及び対応

の視点について理解を深める（60分） 

第 １０回 今日的な生徒指導上の課題及び関係機関等との連携 ～ＳＮＳや性に関する課題、児童虐待等～ 

〇事前学修 教科書のインターネット、携帯電話、性、児童虐待等の記載箇所を熟読し、予習する（60分） 

〇事後学修 教科書 p173～190を精読し、インターネット、性、児童虐待の課題対応、関係機関との連携

について理解を深める（60分） 

第 １１回 進路指導・キャリア教育の意義と原理 

〇事前学修 教科書「はじめに」と進路指導、キャリア教育の定義，必要性、意義についての記載箇所を

熟読し、予習する（60分） 

〇事後学修 教科書 p9～38を精読し教育課程における進路指導・キャリア教育の位置づけの理解を深め

指導の在り方を例示できる（60分） 

第 １２回 進路指導・キャリア教育の組織的な指導体制及び家庭や関係機関との連携 

〇事前学修 教科書「校内組織の整備」「連携の推進」の組織的指導体制、家庭・保護者、地域・事業所

との連携についての記載箇所を熟読し、予習する（60分） 

〇事後学修 教科書 p57～68、p85～95を精読し、組織的な指導体制、研修、家庭や地域・関係機関との

連携について理解を深める（60分） 

第 １３回 キャリア教育の視点に基づくカリキュラム・マネジメント 

〇事前学修 教科書の p57～68、p85～95を精読し、組織的な指導体制、研修、家庭や地域・関係機関と

の連携について理解を深める（60分） 

〇事後学修 教科書の p61～84 を精読しキャリア教育の視点を持ったカリキュラムマネジメントの意義

のについて理解を深める（60分） 

第 １４回 ガイダンスの機能を生かした進路指導・キャリア教育の意義や留意点 ～職場体験学習等の振り返り～ 

〇事前学修 教科書「個に応じた指導・支援とキャリアカウンセリング」のキャリアガイダンス、キャリ

アカウンセリングについての記載箇所を熟読し、予習する（60分） 

〇事後学修 教科書 p96～106、p126～140 を精読し、職場体験を振り返りガイダンス機能を生かした進

路指導・キャリア教育の意義・留意点について理解を深める（60分） 

第 １５回 キャリア・カウンセリングの考え方と実践方法～キャリア形成に係る自己評価とポートフォリオ活用～ 

〇事前学修 教科書「キャリア教育の評価」の自己評価、ポートフォリオについての記載箇所を熟読し、

予習する（60分） 

〇事後学修 教科書 p107～111、p115～128を精読し、キャリア教育の視点に立った自己評価の意義、ポ

ートフォリオの活用の在り方について理解を深める。キャリアカウンセリングの基本的な

考え方と実践方法を説明できる（60分） 

定期試験 

【テキスト】 

「生徒指導提要」（文部科学省） 

「中学校キャリア教育の手引き」（文部科学省） 

【参考書・参考資料等】 

「小学校学習指導要領解説－総則編－」（新学習指導要領）（東洋館出版社） 

「中学校学習指導要領解説－総則編－」（教育出版） 

「高等学校学習指導要領解説－総則編－」（東山書房） 

「生徒指導のてびき（改訂版）」（広島県教育委員会） 
小泉令三編著「よくわかる生徒指導・キャリア教育」（ミネルヴァ書房） 
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河村茂雄編著「生徒指導・進路指導の理論と実際」（(株)図書文化社） 

【成績評価の方法等】 

定期試験（50％）、授業中の質疑応答・協同的対話的演習への関心・意欲（20％）、 

レポート・小課題･ワークシート等（30％）の総合評価 

評価が「合」 

【履修要件等】 

特記事項無し 
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BG19-901120-C 

区  分 教職科目－教職に関する科目 担当教員 田崎 慎治 

授業科目 教育相談 授業形態 

英  訳 Counseling 単独 

教員の免許状取得の
ための必修科目 

科  目 
道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等
に関する科目 

施行規則に定める 
科目区分又は事項等 

教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。）の理
論及び方法 

配当年次 3年次 前期 必選別 自由科目 単位数  2単位 

【授業の目的】本科目では，教育相談に関わる心理学の基礎的な理論・概念を修得し，また，職種や校務分掌

、相談対象に応じた教育相談の目標の立て方や進め方を学ぶことを目的とする。  

【授業の到達目標】 
1. 学校現場において教育相談を行う上で重要となる幼児、児童及び生徒の発達の状況を理解することがで
きる。 

2. 個々の心理的特質や教育的課題を適切に捉え、支援するために必要なカウンセリングの理論や技法など

の基礎的知識を習得している。 

【授業の概要】 

教育相談に関わる心理学の基礎的な理論・概念を学び、幼児、児童及び生徒の不適応や問題行動の意味や

発するシグナルに気づき把握する方法を習得する。さらに、カウンセリングの基礎的な技法を体験的に学

ぶとともに、他の専門機関との連携や校内体制の整備など、組織的な取組みの必要性を理解し、職種や校

務分掌、相談対象に応じた目標の立て方や進め方を学ぶ。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回：オリエンテーション：生徒指導と教育相談 

〇事前学修：生徒指導や教育相談について調べる（1時間） 

〇事後学修：生徒指導と教育相談の違いについてまとめる（1時間）  

第 ２回：教育相談の目標と指導原理 

〇事前学修：教育相談の目標について調べる（1時間）  

〇事後学修：教育相談の目標と指導原理についてまとめる（1時間） 

第 ３回：乳幼児期から児童期における発達 

〇事前学修：乳幼児期から児童期の発達的特徴について調べる（1時間）  

〇事後学修：乳幼児期から児童期の発達過程についてまとめる（1時間）  

第 ４回：思春期から青年期における発達 

〇事前学修：思春期から青年期の発達的特徴について調べる（1時間）  

〇事後学修：思春期から青年期の発達過程についてまとめる（1時間）  

第 ５回：発達障害 

〇事前学修：発達障害とはどのようなものか調べる（1時間） 

〇事後学修：発達障害についてまとめる（1時間）  

第 ６回：子ども理解の方法 

〇事前学修：子どもを理解するとはどういうことか調べる（1時間） 

〇事後学修：子ども理解の方法についてまとめる（1時間） 

第 ７回：教育相談と心理教育的援助サービス 

〇事前学修：心理教育的援助サービスについて調べる（1時間） 

〇事後学修：心理教育的援助サービスについてまとめる（1時間） 

第 ８回：子どもの問題行動とその対応（１）：いじめ、非行、不登校・不登園 

〇事前学修：いじめや不登校の現状について調べる（1時間） 

〇事後学修：いじめや非行，不登校への対応についてまとめる（1時間） 
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第 ９回：子どもの問題行動とその対応（２）：SNS、インターネット上のトラブル 

〇事前学修：学校現場における SNSやインターネットにまつわる問題について調べる（1時間） 

〇事後学修：SNSやインターネット上のトラブルへの対応についてまとめる（1時間） 

第 １０回：ピア・サポート 

〇事前学修：ピア・サポートとは何か調べる（1時間） 

〇事後学修：ピア・サポートについてまとめる（1時間） 

第１１回：カウンセリングの基礎理論と技法 

〇事前学修：カウンセリングの理論や技法について調べる（1時間） 

〇事後学修：カウンセリングの理論や技法についてまとめる（1時間） 

第１２回：教師のためのカウンセリング技法（１）：共感的理解、カウンセリング・マインド 

〇事前学修：共感的理解やカウンセリング・マインドとは何かについて調べる（1時間） 

〇事後学修：共感的理解やカウンセリング・マインドについてまとめる（1時間） 

第１３回：教師のためのカウンセリング技法（２）：受容と傾聴 

〇事前学修：受容や傾聴について調べる（1時間） 

〇事後学修：受容や傾聴についてまとめる（1時間） 

第１４回：チーム支援と外部連携 

〇事前学修：チーム学校について調べる（1時間） 

〇事後学修：教育相談におけるチーム支援や外部連携についてまとめる（1時間） 

第１５回：まとめ：教育相談の意義と課題 

〇事前学修：教育相談に関する課題について調べる（1時間） 

〇事後学修：教育相談の意義と課題についてまとめる（1時間） 

 

【テキスト】 

 当日資料配布する。 

【参考書・参考資料等】 

 中学校学習指導要領（新学習指導要領），高等学校学習指導要領，生徒指導提要 

【成績評価の方法等】 

 課題提出（50%）、毎回の振り返りコメント(20%)、授業中の質疑応答・グループワークやディスカ

ッションへの積極的参加態度（30%）で評価する 

評価が「合」 

【履修要件等】 
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BG19-901130-B 

区  分 教職科目－教職に関する科目 担当教員 小川 潔，土屋 英男 

授業科目 教育実習指導 授業形態 

英  訳 Guidance of Teaching Practice 複数 

教員の免許状取得の
ための必修科目 

科  目 教育実践に関する科目 

施行規則に定める 
科目区分又は事項等 

教育実習 

配当年次 4年次 前期 必選別 
教員の免許状取

得の必修科目 
単位数 1 単位 

【授業の目的】 

教育実習において教師としての心構えや，授業に対する実践的態度を学習・理解し実習に備える．また，教育実習後

は，自己評価をするとともに他学生の実習を参考にして実践力のさらなる向上を図る． 

【授業の到達目標】 

（１）目指す教科の学習指導案（細案）を作成することができる． 

（２）目指す教科の模擬授業が適切にできる． 

（３）教育実習で必要な知識と態度について理解する． 

【授業の概要】 

中学校，高等学校の教師として必要な資質を育成するため，教育実習を事前指導および事後指導と組み合わせて行う

．実習校によって実習時期が異なるため，事前指導と事後指導の内容は個別に調整・実施する． 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 オリエンテーション，教育実習の意義と目的 

〇事前学修 これまでの教育実習に係わる授業の学習内容や専門書を参考に，整理しておく． 

〇事後学修 教育実習の意義と目的について，参考書等でさらに学習を深めておく． 

第 ２回 社会人としての常識と規範意識 

〇事前学修 社会人の常識と規範意識について，大学での学習内容や参考書で事前調査をする． 

〇事後学修 すでに社会人となった先輩等と，常識や規範意識について意見交換をする． 

第 ３回 教師および社会人としての礼儀とルール 

〇事前学修 社会人の礼儀とルールについて，大学での学習内容や参考書で事前調査をする． 

〇事後学修 すでに社会人となった先輩等と，礼儀やルールについて意見交換をする． 

第 ４回 教職員としての服務の理解と対応 

〇事前学修 教職員の資質について，論文や専門書から情報を得て，まとめておく． 

〇事後学修 授業後に教職員となった先輩等から服務に関して意見聴取をする． 

第 ５回 教育実習生としての義務と態度 

〇事前学修 教育実習済みの先輩から，教育実習生の義務と態度に関する情報を得ておく． 

〇事後学修 実習後に，教育実習済みの先輩と教育実習生の義務と態度について討論する． 

第 ６回 生徒への理解と交流上の注意 

〇事前学修 教師の生徒への接し方について事前にウェブサイト等から情報を収集する． 

〇事後学修 上記のことについて他の受講学生と SNSなどで意見交換し，理解を深める． 

第 ７回 表現・コミュニケーションの在り方と実際 

〇事前学修 コミュニケーションに関する論文等を読み，その性質等を理解しておく． 

〇事後学修 学校現場でのコミュニケーションのあり方について論文等で理解を深める． 

第 ８回 板書等，視聴覚機器の利用上の注意 

〇事前学修 板書や学校で使用する視聴覚機器の特徴などをウェブや資料から事前に調べる． 

〇事後学修 教員のサイトなどを参考に，板書法や視聴覚機器に関する情報をさらに収集する． 

第 ９回 わかりやすい授業とは 

〇事前学修 授業の分かりやすさについて参考書等で事前に調べておく． 
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〇事後学修 分かりやすさについて他の教科教育法での学習内容と比較し整理する． 

第 １０回 模擬授業の実践(1)  学習指導案の作成と授業計画 

〇事前学修 学習指導案の作成方法について過去の学習からおさらいをし，授業計画に活かす． 

〇事後学修 作成した学習指導案を自宅等で読んで授業を計画し，何度も読み直す． 

第 １１回 模擬授業の実践(2) 模擬授業の本番とその評価 

〇事前学修 学習指導案に沿って模擬授業の予行演習を，何度も納得のいくまで繰り返す． 

〇事後学修 模擬授業で指導教員や他の学生から出た評価を踏まえて修正し，何度も繰り返す． 

第 １２回 教育実習の反省と自己評価・相互評価 

〇事前学修 実習ノートを何度も読み返し，課題となることを見つけておく． 

〇事後学修 反省会で出た意見を身に付けるように意見に沿った修正を行い，反復枝練習する． 

第 １３回 礼状等，文書，書類の形式等の理解 

〇事前学修 実習校への礼状等の資料となる事柄を，実習ノート等から抽出しておく． 

〇事後学修 実習校への礼状等を作成し，大学教員の意見のもと修正して仕上げ，送付する． 

第 １４回 必要な文書の作成練習 

〇事前学修 教員採用試験等に必要な文書のリストを作成し，提出期限を付しておく． 

〇事後学修 提出期限に余裕をもって文書を作成し，教員のアドバイスを受けて仕上げる． 

第 １５回 まとめ及び教育実習の経験と今後の人生 

〇事前学修 実習に係わる文書等を再収集しそれらを時系列に整理しておく． 

〇事後学修 整理文書をもとに自分の実習ポートフォリオを作成し，他の実習生と比較し合う． 

期末試験 

【テキスト】 

・中学校または高等学校の学習指導要領   ・必要に応じて配布する資料 

・中学校または高等学校の各種教科書 

【参考書・参考資料等】 

・教育実習の常識 事例にもとづく必須66項（蒼丘書林 1979） 

・実習教科に関する資料 

【成績評価の方法等】 

学習指導案・模擬授業等（70％），マナーの習得等授業への取組み（30％）で評価する． 

評価が「合」 

【履修要件等】 

・3年生終了時で必要単位を取得できていない学生には，教育実習を許可しない． ・教育実習のシラバスを読み，理

解しておくこと． 

・社会人としての良識を身に付けておくこと．・教員免許取得のための必修科目． 
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BG19-901140-D 

区  分 教職科目－教職に関する科目 担当教員 小川 潔、土屋 英男 

授業科目 教育実習Ａ（これは高等学校教育実習を兼ねる） 授業形態 

英  訳 Teaching Practice A 複数 

教員の免許状取得の
ための必修科目 

科  目 教育実践に関する科目 

施行規則に定める 
科目区分又は事項等 

教育実習 

配当年次 4年次 前期 必選別 自由科目 単位数 4 単位 

【授業の目的】 

 授業を実際に体験することによって教職に対する意欲を高め、教科および教科外指導に対する実践的指導力を修得

する。 

【授業の到達目標】 

・実習教科の教材研究が十分できる。 

・生徒にとって分かりやすい授業ができる。 

・学校のルールに従った行動ができる。 

【授業の概要】 

 学校運営を直接参観するとともに、授業を実際に体験し、教職に就くにあたっての事前の実践を行う。 

 実習校では、指導教員及び実習校の教員から、実践を通して学ぶ。 

 実習を終えて、実際の教育現場で学んだことを具体的にまとめ、反省を通して、事務からの課題を明確にして今後

に生かす。 

 すべて、ディスカッションやグループ協議を元に、教育実習の学びの構築を図る。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 中学校における業務の概要 

〇事前学修 自己課題を明確にして授業に臨む（1時間） 

〇事後学修 自分における課題解決を見つけ、その対応をまとめる（1時間） 

第 ２回 教職に対する理解 

〇事前学修 自己課題を明確にして授業に臨む（1時間） 

〇事後学修 自分における課題解決を見つけ、その対応をまとめる（1時間） 

第 ３回 守るべき義務の実践 

〇事前学修 自己課題を明確にして授業に臨む（1時間） 

〇事後学修 自分における課題解決を見つけ、その対応をまとめる（1時間） 

第 ４回 中学生に対する理解 

〇事前学修 自己課題を明確にして授業に臨む（1時間） 

〇事後学修 自分における課題解決を見つけ、その対応をまとめる（1時間） 

第 ５回 学級運営の参観と、指導教員の指示の下での参加 

〇事前学修 自己課題を明確にして授業に臨む（1時間） 

〇事後学修 自分における課題解決を見つけ、その対応をまとめる（1時間） 

第 ６回 担当する学習指導案の作成 

〇事前学修 自己課題を明確にして授業に臨む（1時間） 

〇事後学修 自分における課題解決を見つけ、その対応をまとめる（1時間） 

第 ７回 学習細案の作成 

〇事前学修 自己課題を明確にして授業に臨む（1時間） 

〇事後学修 自分における課題解決を見つけ、その対応をまとめる（1時間） 

第 ８回 実習校での教育実習 

〇事前学修 自己課題を明確にして授業に臨む（1時間） 
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〇事後学修 自分における課題解決を見つけ、その対応をまとめる（1時間） 

第 ９回 実習校での教育実習 

〇事前学修 自己課題を明確にして授業に臨む（1時間） 

〇事後学修 自分における課題解決を見つけ、その対応をまとめる（1時間） 

第 １０回 実習校での教育実習 

〇事前学修 自己課題を明確にして授業に臨む（1時間） 

〇事後学修 自分における課題解決を見つけ、その対応をまとめる（1時間） 

第 １１回 実習校での教育実習 

〇事前学修 自己課題を明確にして授業に臨む（1時間） 

〇事後学修 自分における課題解決を見つけ、その対応をまとめる（1時間） 

第 １２回 授業および指導力を高めるための教材研究 

〇事前学修 自己課題を明確にして授業に臨む（1時間） 

〇事後学修 自分における課題解決を見つけ、その対応をまとめる（1時間） 

第 １３回 実践的指導力の向上 

〇事前学修 自己課題を明確にして授業に臨む（1時間） 

〇事後学修 自分における課題解決を見つけ、その対応をまとめる（1時間） 

第 １４回 指導教員の指示の下での活動体験 

〇事前学修 自己課題を明確にして授業に臨む（1時間） 

〇事後学修 自分における課題解決を見つけ、その対応をまとめる（1時間） 

第 １５回 その他 実習校が必要と認めた内容 

〇事前学修 自己課題を明確にして授業に臨む（1時間） 

〇事後学修 自分における課題解決を見つけ、その対応をまとめる（1時間） 

 

【テキスト】 

・中学校学習指導要領 

・中学校の各種教科書 

・必要に応じて中学校から配布される資料 

【参考書・参考資料等】 

・実習教科に関する資料 

【成績評価の方法等】 

実習校を訪問して履修状況を聴き、学習指導案等の準備と仕上がりを観察する(50%)ととも

に、実習校の評価等(50%)を判定材料にして総合的に評価する 

評価が「合」 

【履修要件等】 

・別途開講される「教育実習指導」を履修すること。 

・実習に適さないと判断したものは受講を許可しない。 

・実習校の指示に従い、態度・マナーに注意すること。 

・中学校教員免許の取得に必修(高等学校教育実習を兼ねる)。 
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BG19-901150-C 

区  分 教職科目－教職に関する科目 担当教員 土屋 英男 

授業科目 教育実習B 授業形態 

英  訳 Teaching Practice B 単独 

教員の免許状取得の
ための必修科目 

科  目 教育実践に関する科目 

施行規則に定める 
科目区分又は事項等 

教育実習 

配当年次 4年次 前期 必選別 
教員の免許状取

得の必修科目 
単位数 2 単位 

【授業の目的】 

高等学校で自分の免許教科の授業を実際に観察し，かつ体験することによって教職に対する意欲を高め，教科および

教科外指導に対する実践的指導力を修得する． 

【授業の到達目標】 

(1) 実習教科の授業研究や教材研究が十分できる． 

(2) 生徒にとって分かりやすい授業が実践できる． 

(3) 高等学校でのルールを理解し、かつそれに従った行動ができる． 

【授業の概要】 

学校運営を高等学校現場に赴いて直接参観するとともに，授業を実際に体験し，教職に就くにあたっての事前の実践

を行う．また，授業以外の教員の仕事にも触れ，生徒を多面的に支援するシステムを理解するとともに，その一端を

体験することで，教師としての使命と役割および教師の仕事自体を理解する． 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 オリエンテーション，教育実習総論(1) 教育実習の意義と概要 

〇事前学修 これまでの教育実習に係わる授業で学習したことを復習し，整理しておく． 

〇事後学修 教育実習の意義と役割について，参考書等でさらに学習を深めておく． 

第 ２回 教育実習総論(2)  教育実習の常識 

〇事前学修 教育実習をすでに終えた先輩から，教育実習の常識に関する情報を得ておく． 

〇事後学修 教育実習に求められる常識について，参考書等でさらに学習を深めておく． 

第 ３回 教育実習総論(3)  教育実習の応用技術 

〇事前学修 教育実習をすでに終えた先輩から，教育実習で応用できる技術に関する情報を得る． 

〇事後学修 教育実習に求められる応用技術について，参考書等でさらに学習を深めておく． 

第 ４回 教育実習各論(1) 高等学校における業務の概要 

〇事前学修 高等学校の運営のされ方についてウエブサイトや専門書などで事前学習しておく． 

〇事後学修 高等学校の運営業務を現場にて実地に確認し．理解する． 

第 ５回 教育実習各論(2) 教職に対する理解 

〇事前学修 教職とは何か，これまでの授業や専門書から復習しておく． 

〇事後学修 高校現場での先生方の仕事を見学して，教職の意味と意義を理解する． 

第 ６回 教育実習各論(3)  守るべき義務の実践 

〇事前学修 教師の守秘義務について専門書などで確認し，理解しておく． 

〇事後学修 高校教師の守秘義務について，指導教員などから情報を得て理解を深める． 

第 ７回 教育実習各論(4)  高校生に対する理解 

〇事前学修 一般的な生徒理解について，これまでの授業で得た知識や資料などからまとめる． 

〇事後学修 高校現場で生徒と接することで，教師側から見た高校生像を理解する． 

第 ８回 教育実習各論(5)  学級運営の参観と，指導教員の指示の下での参加 

〇事前学修 自らの高校時代の体験から，学級運営がどのようになされていたかをまとめておく． 

〇事後学修 高校現場での体験から，教師の仕事としての学級運営について理解を深める． 
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第 ９回 教育実習各論(6)  担当する教科の学習指導案（略案と細案）の作成 

〇事前学修 学習指導案の作成方法について，これまでの授業の記録や資料から事前学習する． 

〇事後学修 高校教員の指導のもとで学習指導案の作成法を習び，完成まで修正を繰り返す． 

第 １０回 教育実習各論(7)  授業および指導力を高めるための教材研究 

〇事前学修 教材の作成方法について，これまでの大学での関連授業での学習から復習しておく． 

〇事後学修 高校現場で教員の指導のもとで教材の作成方法を学び，何度も作成を練習しておく． 

第 １１回 教育実習各論(8)  実践的指導力の向上 

〇事前学修 生徒指導法について，これまでの大学での関連授業での学習から復習しておく． 

〇事後学修 高校現場で教員の指導のもとで生徒指導法を学び，何度もそれを練習してみる． 

第 １２回 教育実習各論(9)  生徒の活動体験の指導 

〇事前学修 高校生の活動体験の種類や運営，教員の指導などについて資料等から事前に調べる． 

〇事後学修 高校にて生徒の活動体験の指導を体験し，その教育的意義と効果について理解する． 

第 １３回 教育実習各論(10)  その他 実習校が必要と認めた内容 

〇事前学修 指導教員の指示により実習校が必要と認めた内容に関して事前に調査・研究する． 

〇事後学修 上記の内容に関して事後の学習により，さらに内容理解を深めておく． 

第 １４回 教育実習各論(11)  実習ノートの作成 

〇事前学修 大学が配布した実習ノートを事前に熟読し，作成のために必要なの情報を取得する． 

〇事後学修 実習中と実習後に実習ノートを適切に記入し，実習の記録を残しておく 

第 １５回 実習の反省とまとめ 

〇事前学修 実習で気になったことや課題を整理しておく． 

〇事後学修 実習後の反省とまとめの会に出席し，それらをまとめ，実習校に報告する． 

期末試験 

【テキスト】 

・高等学校学習指導要領    ・高等学校の各種教科書 

・必要に応じて高等学校から配布される資料 

【参考書・参考資料等】 

・教育実習の常識 事例にもとづく必須66項（蒼丘書林 1979） 

・実習教科に関する資料 

【成績評価の方法等】 

実習ノートの記述内容(25%)，実習への意欲(25%)，実習校からの評価(50%)などで総合的に

評価． 

評価が「合」 

【履修要件等】 

・別途開講される「教育実習指導」を履修すること． 

・実習校の指示に従い，態度・マナーに注意すること．   

・実習に不適と判断した学生は受講を許可しない．  

・教育実習Aを不履修の場合は，高校教員免許の取得に必修． 
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BG19-901160-D 

区  分 教職科目－教職に関する科目 担当教員 小川 潔、土屋 英男、酒井 恒、神垣 太持 

授業科目 教職実践演習（中・高） 授業形態 

英  訳 Seminar in the Teaching Profession Practice 複数 

教員の免許状取得の
ための必修科目 

科  目 教育実践に関する科目 

施行規則に定める 
科目区分又は事項等 

教職実践演習 

配当年次 4年次 後期 必選別 自由科目 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

 教職の意義、教師の役割・責任を自覚し、教科指導・学級経営・生徒理解・対人関係能力等の力量を向上させる。

自己の資質能力を確かめながら教師としての総合実践能力の向上を目指す。 

【授業の到達目標】 

・教科内容の基礎、教育法の基礎をもとに、教材開発力・生徒理解力・授業実践力を身につける。 

【授業の概要】 

 これまでの教職課程の学修を振り返り、教職の意義・責任について自覚を高め、社会性や対人関係能力等の向上を

図る。さらに、生徒理解、学級経営等の課題意識を高めた上で、学校現場の見学・調査を行ない、教育実践を理解す

るとともに自己課題を分析する。そして、教科内容等の指導力を高めるために授業を批評する目を養い、模擬授業を

しながら、授業力の分析・改善を行なう。最後に自分の資質能力の確認を行なって課題を明らかにし、ＰＤＣＡサイ

クルの自己指導力の重要性に気づかせる。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 これまでの学修の振り返り 

〇事前学修 これまで学んだ教職科目や教科に関する科目について一覧にまとめる（1時間） 

〇事後学修 学んできた科目から系統的な繋がりをまとめる（1時間） 

第 ２回 教職の意義・教員の役割、職務内容、子どもに対する責務 

〇事前学修 教員という仕事に向き合っていく自分の姿を整理してまとめる（1時間） 

〇事後学修 教員の役割を理論的にまとめ、自分の言葉で表現できるようにする（1時間） 

第 ３回 社会性と対人関係能力（組織の一員としての自覚、保護者・地域の関係者との人間関係の構築） 

〇事前学修 教員としての生き方について考えをまとめる（1時間） 

〇事後学修 教員という立場で、教員同士、保護者、関係者とのあるべき姿を理解する（1時間） 

第 ４回 ソーシャルスキル・対人関係能力トレーニング 

〇事前学修 教員という立場でのソーシャルスキルとは何かを考えをまとめる（1時間） 

〇事後学修 スキルトレーニングの在り方を理解し、日常的に活用できるようにする（1時間） 

第 ５回 生徒理解と学級経営 

〇事前学修 教員として、生徒を理解することは何かをまとめる（1時間） 

〇事後学修 学級担任として、生徒を育む教員の在り方をまとめる（1時間） 

第 ６回 学級経営案の作成・討論 

〇事前学修 いろいろな学級経営案を調べて準備する（1時間） 

〇事後学修 作成した学級経営案を振り返り、修正や課題を見つける（1時間） 

第 ７回 学校現場の見学・調査 

〇事前学修 公開研究会や授業研究会の開催状況を調べる（1時間 

〇事後学修 研究会や公開授業を見学し、その内容をまとめレポートにして提出する（2時間） 

第 ８回 社会性と対人関係能力（グループ討論） 

〇事前学修 社会性や対人関係能力という文言の意味を調べて理解する（1時間） 

〇事後学修 グループ討議の内容について、まとめレポート提出する（1時間） 
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第 ９回 生徒理解と学級経営（グループ討論） 

〇事前学修 生徒理解と学級経営について、意味を理解し考える（1時間） 

〇事後学修 グループ討議の内容について、まとめレポート提出する（1時間） 

第 １０回 教科内容等の指導力 

〇事前学修 教科の指導力について考えて箇条書きにしてメモしておく（1時間） 

〇事後学修 教科の指導力をつけるための方略をまとめる（1時間） 

第 １１回 学習指導案・教材等の作成・修正 

〇事前学修 自分の専門教科について、学習指導案を作成する（2時間） 

〇事後学修 学習指導案について、修正点や課題をまとめる（1時間） 

第 １２回 模擬授業・討論（1） 

〇事前学修 自分の指導案とその意図や意味をまとめる（1時間） 

〇事後学修 友人や自分の模擬授業と、ディスカッションから学んだことをまとめる（1時間） 

第 １３回 模擬授業・討論（2） 

〇事前学修 自分の指導案とその意図や意味をまとめる（1時間） 

〇事後学修 友人や自分の模擬授業と、ディスカッションから学んだことをまとめる（1時間） 

第 １４回 教科内容等の指導力（グループ討論） 

〇事前学修 教科内容の指導力とは何かを考えて、そのポイントを箇条書きでまとめる（1時間） 

〇事後学修 グループ討議の内容についてまとめて考察を加える（1時間） 

第 １５回 資質能力の確認、まとめ 

〇事前学修 自分の現在と教員としての資質能力の関係を考える（1時間） 

〇事後学修 教員を目指す自分の姿とこれからの生き方について集約する（1時間） 

 

【テキスト】 

・各教科の『学習指導要領解説』（文部科学省） 

・教職入門（吉田辰雄・大森正 編著、図書文化） 

・生徒指導提要（文部科学省著、教育図書出版） 

・文科省「言語活動の充実に関する指導事例集」 

・実践に活かす教育課程論・教育方法論（樋口直宏・林尚示・牛尾直行編著、 学事出版） 

【参考書・参考資料等】 

・ピア・サポートではじめる学校づくり 中学校編』（滝充編著、金子書房） 

・実践！ソーシャルスキル教育（相川充・佐藤正二編、図書文化） 

・学級経営実践チェックリスト（有村久春編、教育開発研究所） 

【成績評価の方法等】 

レポート提出(70％)、模擬授業(20％)、討論(10％)で評価する。 

評価が「合」 

【履修要件等】 

該当教科の教職免許を得るのにふさわしい力量をつけるため、様々な観点から自分を鍛え、学校現場に求められる人

材となれるように努めること。 
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BM19-901010-A 

区  分 教職科目－教職に関する科目 担当教員 土屋 英男 

授業科目 技術科教育法 Ⅰ 授業形態 

英  訳 Method of Technology Education Ⅰ 単独 

教員の免許状取得の
ための必修科目 

科  目 教科及び教科の指導法に関する科目（中学校 技術） 

施行規則に定める 
科目区分又は事項等 

各教科の指導法（情報機器及び教材の活用を含む．） 

配当年次 2年次 後期 必選別 
教員の免許状取

得の必修科目 
単位数 2 単位 

【授業の目的】 

１．中学校の技術教育および技術科教育の意義と役割について理解する． 

２．技術科教師としての指導理念や心構えを確立し,技術教育と技術科教育の意義と役割について理解する． 

【授業の到達目標】 

(1) 科学と技術との関連性や技術の意味を理解している． 

(2) 技術教育及び技術科教育の意義と背景を理解している． 

(3) 学習指導要領の位置づけと役割を理解している． 

(4) 技術教育の必要性について説明することができる． 

【授業の概要】 

社会及び学校教育において児童生徒を取り巻く技術的環境の変化を理解し，技術教育および技術科教育の意義と役割

について講義や討議を通じて理解を深める．それを基にした上で中学校学習指導要領〈技術・家庭-技術分野〉の趣旨

について検討し理解する．授業前には技術に係わる情報を主体的に収集しておき，授業後に授業のまとめを毎回作成

しておき，次回の授業で提出する．なお，本授業では情報機器を活用した情報収集・整理などを通じて技術教材の作

成などを授業実践する（主として第13回目授業）． 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 オリエンテーションおよび日本国憲法と教育基本法にみる我が国の教育理念 

〇事前学修 憲法と教育基本法をインターネット等で検索し，内容の概略を調べる． 

〇事後学修 憲法や教育基本法の教育関連の条項について関連する情報を収集・分析する． 

第 ２回 児童・生徒を取り巻く環境の変化と，子どもの技術的素養 

〇事前学修 最近の子どもを取り巻く状況と社会的に問題となっていることを調査しておく． 

〇事後学修 子どもと技術について，ここでの学習したことの確認をインターネット等で調べる． 

第 ３回 自然科学教育と技術教育 

〇事前学修 自然科学の意味について事前調査しておく． 

〇事後学修 自然科学と技術との関連性についての主張を，複数調べて比較する． 

第 ４回 技術論と，技術教育の目的と意義 

〇事前学修 中学校で使用した教科書を読み直す． 

〇事後学修 本授業での学習内容と技術の教科書の関連性について考察し，まとめておく． 

第 ５回 技術の進歩とその背景 

〇事前学修 最新の技術の進展状況について情報を収集しておく． 

〇事後学修 最新の技術成立の背景について自分なりの考えをまとめてみる． 

第 ６回 技術教育の歴史的変遷 

〇事前学修 技術発達の起源について調査しておく． 

〇事後学修 技術の発達と人類の欲望についての関連性についての考えを自分なりにまとめる． 

第 ７回 普通教育としての技術教育の理念，及び技術・家庭科が設置された趣旨 

〇事前学修 普通教育とは何か，情報を整理し，自分なりのまとめをしておく． 

〇事後学修 技術の理念や教科の成立について情報をさらに収集し，まとめておく． 
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第 ８回 技術教育が担う役割（1）継続して計画的に学習を進める自律心 

〇事前学修 自立心とは何かについて，様々な主張を集約しておく． 

〇事後学修 技術教育における計画性に重要性について考察し，自分の意見をまとめておく． 

第 ９回 技術教育が担う役割（2）技術に関わる工夫・創造と，巧緻性 

〇事前学修 技術的な巧緻性と何か，事前に調査しておく． 

〇事後学修 技術的な工夫・創造について事例を収集し，共通性をまとめる． 

第 １０回 技術教育が担う役割（3）ものづくりをとおした職業観・勤労観 

〇事前学修 ものづくりの定義を調査し，その理念を習得しておく． 

〇事後学修 職業観・勤労観についてさらなる情報を収集し，まとめておく． 

第 １１回 技術教育が担う役割（4）生産・消費・廃棄につながる技術の活用と倫理観 

〇事前学修 もののライフサイクルについて事前に調査し，その概念を理解しておく． 

〇事後学修 もののライフサイクルの適切なあり方についての見解を収集し，まとめる． 

第 １２回 技術教育が担う役割（5）技術に関わる危険・安全への理解と態度 

〇事前学修 危険性についての一般的な理論について調査し，概念を理解しておく． 

〇事後学修 学校現場での安全性の確保法について事例を調べ，まとめる． 

第 １３回 技術教育が担う役割（6）技術教育における情報機器の役割とその意義 

〇事前学修 学校で使用される情報機器の種類や活用法について調べておく． 

〇事後学修 技術科における情報機器のあり方についてのレポート等を読み，集約しておく． 

第 １４回 中学校における技術科教育の目的 

〇事前学修  技術教育の目的に関する複数の論文等に，事前に目を通しておく． 

〇事後学修 これまでの本授業を総合して，技術科教育の目的を再度考察してみる． 

第 １５回 中学校学習指導要領〈技術・家庭〉の趣旨と，まとめ 

〇事前学修 学習指導要領を購入し，目を通しておく． 

〇事後学修 本授業の学習内容と学習指導要領の内容を総合し，技術科教育の本質を考察する． 

期末試験 

【テキスト】 

・「中学校学習指導要領解説－技術・家庭編－」   ・配付する資料 

【参考書・参考資料等】 

・「新技術科教育総論（日本産業技術教育学会編）」  

・その他、技術教育に関わる図書 

【成績評価の方法等】 

授業時間後の小レポート(25%)，授業意欲(25%)，期末レポート(50%)などで総合的に評価す

る． 

評価が「合」 

【履修要件等】 

2回生前期までに配当のあった教職関連の授業の単位を取得しておくことが望ましい． 
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BM19-901020-B 

区  分 教職科目－教職に関する科目 担当教員 土屋 英男 

授業科目 技術科教育法 Ⅱ 授業形態 

英  訳 Method of Technology Education Ⅱ 単独 

教員の免許状取得の
ための必修科目 

科  目 教科及び教科の指導法に関する科目（中学校 技術） 

施行規則に定める 
科目区分又は事項等 

各教科の指導法（情報機器及び教材の活用を含む．） 

配当年次 3年次 前期 必選別 
教員の免許状取

得の必修科目 
単位数  単位 

【授業の目的】 

技術科教育の目標について認識し，つづいて技術分野の目標と内容を知り，個々の内容の概要及び学校の設備・機器

等を把握する．さらに，安全管理を視野に入れた実際の授業を想定した指導方法を構想する． 

【授業の到達目標】 

(1) 教科書などの教材や学習方法，教育技術とその評価法について理解する． 

(2) 実習授業の指導法について学習し，具体的な指導法を修得する． 

(3) 教師と学習者への理解を深め，学校現場における技術科教育，とくに実習授業での教師の在り方を熟知する

． 

【授業の概要】 

中学校学習指導要領に基づき，材料と加工，生物育成，エネルギー変換，情報の各技術における教授・学習で，技術

の教師の資質に必要な具体的な知識や教育方法などを主に学習する．とくに実習指導に重点を置いた授業である．本

科目Iで学習した理論的内容に基づき，より実践的な内容と方法を学習することで，本科目IIIの内容につなげる．な

お、本授業では情報機器を活用した情報収集・整理などを通じて技術機器の活用法を学習する（主として第11回目授

業）． 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 オリエンテーションおよび我が国における教育の目的とその背景 

〇事前学修 各国の教育の目的について事前調査しておく． 

〇事後学修 本授業で学習した我が国の教育の目的と諸外国のそれとを比較検討し，まとめ 

る． 

第 ２回 中学校技術科の教育内容とその構成 

〇事前学修 技術科の教科書複数種類を概観し，内容の共通性と異なる個所を把握しておく． 

〇事後学修 教育内容とその構成との関連性について考察し，まとめる． 

第 ３回 技術科授業における講義および技能実習における学習指導法の概要 

〇事前学修 講義内容と実習内容について，教科書で事前調査しておく． 

〇事後学修 講義内容と実習内容について，教科書で事前調査しておく． 

第 ４回 学習指導の原理と法則性 

〇事前学修 学習指導法について参考書等でその概要を把握しておく． 

〇事後学修 本授業での学習内容から学習指導の原理と法則性について整理し理解を深めておく． 

第 ５回 技能指導の原理と法則性 

〇事前学修 技能指導法について参考書等でその概要を把握しておく． 

〇事後学修 本授業での学習内容から技能指導の原理と法則性について整理し理解を深めておく． 

第 ６回 知識とその指導法 

〇事前学修 子ども達の知識の習得過程について事前に学習を深めておく． 

〇事後学修 知識の指導法で他の方法についても調査し，その妥当性について吟味する． 

第 ７回 技術的思考力・創造の技法 

〇事前学修 創造性とは何か，インターネット等で調べ，その概要を理解しておく． 

〇事後学修 技術的思考力・創造について他の主張を調べ，まとめておく． 
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第 ８回 実習の在り方 －全習法と分習法の指導など― 

〇事前学修 実習について，体育，家庭科など他の実習教科の方法を事前に把握しておく． 

〇事後学修 技術科の実習における全習法と分習法の違いについて具体例を挙げ，理解を深める． 

第 ９回 教育技術 －説話と直観― 

〇事前学修 教育技術全般について，論文等を読んで事前学習しておく． 

〇事後学修 説話法と直感法の具体例を考え模擬的に練習してみる． 

第 １０回 教育技術 －技能の実践― 

〇事前学修 技術の技能実践の学校現場での実例を，インターネット等で事前調査しておく． 

〇事後学修 技能の実践指導について模擬的に練習してみる． 

第 １１回 技術の授業と教材および情報機器の活用法 

〇事前学修 教材とは何か，および学校での情報機器の種類について事前に具体例を調査する． 

〇事後学修 本授業で得た知識のもとに，学校現場での実際例を調査し，理解を深めておく． 

第 １２回 実習時における生徒の安全確保と指導法 

〇事前学修 ものづくり中の事故について実例を調査し，その原因と対策について事前学習する． 

〇事後学修 生徒の安全確保とその指導法について事例を収集し，総合的に理解を深めておく． 

第 １３回 教育評価と教師の成長 

〇事前学修 教育評価とは何か，その定義と意味について事前学習しておく． 

〇事後学修 教育評価の有用性と活用法についてその実例を調査し，その効用の理解を深める． 

第 １４回 技術科教師のあるべき姿 

〇事前学修 中学時代に習った技術科教師を思い出し，その存在についてまとめておく． 

〇事後学修 これまでの本授業を総合して，技術科教師のあるべき姿を自分なりに構築する． 

第 １５回 技術科のとくに技能習得における授業実践法、今期のまとめ 

〇事前学修 これまでの本授業の記録を読み直し，その概要を整理しておく． 

〇事後学修 本授業の学習内容を総合し，とくに技能習得の指導方法についてまとめる． 

期末試験 

【テキスト】 

・「中学校学習指導要領解説－技術・家庭編－」 

・配付する資料 

【参考書・参考資料等】 

・「新技術科教育総論（日本産業技術教育学会編）」 

・「技術･家庭学習指導書－技術分野－（開隆堂出版(株)）」 

【成績評価の方法等】 

授業時間後の小レポート(25%)，授業意欲(25%)，期末レポート(50%)などで総合的に評価． 

評価が「合」 

【履修要件等】 

2回生後期までに配当のあった教職関連の授業の単位をできるだけ多く取得しておくことが望ましい． 
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BM19-901030-C 

区  分 教職科目－教職に関する科目 担当教員 安東 茂樹 

授業科目 技術科教育法 Ⅲ 授業形態 

英  訳 Method of Technology Education Ⅲ 単独 

教員の免許状取得の
ための必修科目 

科  目 教科及び教科の指導法に関する科目（中学校 技術） 

施行規則に定める 
科目区分又は事項等 

各教科の指導法（情報機器及び教材の活用を含む．） 

配当年次 3年次 後期 必選別 
教員の免許状取

得の必修科目 
単位数 2 単位 

【授業の目的】 

技術分野の多様な内容についての知識・技能を理解し，それらを活用する実践的な態度を習得するとともに，基本的

に必要な指導法を習得し,それを模擬授業で実践できる力を習得する． 

【授業の到達目標】 

(1) 技術分野の指導上の留意点について理解する． 

(2) 授業実践に必要な心構えについて理解する． 

(3) 技術分野の学習指導案が書くことができる． 

(4) 他人の前で目指す授業についての説明ができる． 

【授業の概要】 

中学校技術科が扱う内容の範囲は広く，しかも多様な内容についての知識・技能を生徒に習得させるとともに，それ

らを活用する実践的な態度を習得させることが求められる．そこで，生徒の学習指導に当たっての基本的に必要な指

導法を習得し，それが模擬授業で実践できる力を習得する．授業の前には技術に係わる情報を主体的に収集知り介し

ておき，授業後には授業のまとめを毎回作成して次回の授業で提出する．なお，本授業では情報機器を活用した情報

収集・整理などを通じて技術教材の作成などを授業実践する（主として第10回目授業）． 

【授業計画と準備学修】 

第 １回  オリエンテーション －技術科教育実践のための要点－ 

〇事前学修 これまでの I，IIで学習したことを復習し，技術教育の基礎的事項を確認する． 

〇事後学修 技術科教育実践に必要な重要事項を専門書等で確認する． 

第 ２回 技術分野の内容（教材・学習材・教科書等） 

〇事前学修 中学校技術科の教科書の記述を点検し，教材や学習材の内容を把握しておく． 

〇事後学修 教材や学習材の意義について他教科との比較を行い，多面的に理解する． 

第 ３回 技術分野の教材・学習材の工夫（1）習得させる目的 

〇事前学修 習得に関してその意味や教育的価値について，参考書等で事前学習しておく． 

〇事後学修 習得に関してどのような工夫が学校現場でなされているかをネット等で確認する． 

第 ４回 技術分野の教材・学習材の工夫（2）生徒の関心・意欲 

〇事前学修 関心・意欲に関してその意味や教育的価値について，参考書等で事前学習しておく． 

〇事後学修 関心・意欲に関してどのような工夫が学校現場でされているかネット等で確認する． 

第 ５回 技術分野の教材・学習材の工夫（3）生徒の知識の定着 

〇事前学修 知識の定着に関してその意味や教育的価値について，参考書等で事前学習しておく． 

〇事後学修 知識の定着に関してどのような工夫が学校現場でされているかネット等で確認する． 

第 ６回 技術分野の教材開発とその意義 

〇事前学修 教材開発の学校現場での現状についてネット等で調査し確認する． 

〇事後学修 より多くの優れた教材開発の事例をネット等で発掘し，共通性等を吟味する． 

第 ７回 技術分野の指導方法の要点と指導上の留意点 

〇事前学修 技術科での生徒の学習指導補方法について既習したことを整理する． 

〇事後学修 高度な指導方法について専門書等で学習し，理解を深める． 
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第 ８回 技術分野の学習評価の目的と方法 

〇事前学修 技術科での生徒の学習評価の方法について既習したことを整理する． 

〇事後学修 より進んだ評価の方法について専門書等で学習し，理解を深める． 

第 ９回 技術分野の評価の実際 

〇事前学修 教育現場の技術科における評価の実際がどのようであるかをネット等で調査する． 

〇事後学修 例題のもとに評価を試み，慣れておく 

第 １０回 教材作成，学習指導案作成などにおける情報機器の活用の実際 

〇事前学修 教育現場の技術科における情報機器がどのようで活用されるかをネット等で調査する 

〇事後学修 情報機器を模擬的に使用して実地に備えて練習する． 

第 １１回 技術分野の学習指導案の構成（1）趣旨・展開・ワークシート 

〇事前学修 技術科の学習指導案の事例を資料等より収集し，読んでおく． 

〇事後学修 指導案を異なる場面で複数回作成し，指導案の趣旨・展開・シートの作成に慣れる． 

第 １２回 技術分野の学習指導案の構成（2）まとめ・学習結果の活用 

〇事前学修 技術科の学習指導案の事例を資料等より収集し，読んでおく． 

〇事後学修 指導案を異なる場面で複数回作成し，指導案全体の作成に慣れる． 

第 １３回 技術分野の表現力の育成と活用を目指す工夫（「目標・まとめ・活用」のためのカード） 

〇事前学修 技術科における表現力についてその定義と意義について事前調査しておく． 

〇事後学修 自分であればどのような工夫が出来るのか，考察してアイディアを提案する． 

第 １４回 技術分野の表現力の育成を目指した指導案と模擬授業 

〇事前学修 作成した授業案に基づき，模擬授業の練習をしておく． 

〇事後学修 模擬授業でうまくいかなかった点を反省し，改良して再度個人的に練習する． 

第 １５回 技術分野の模擬授業をとおした「指導と評価」と，今期のまとめ 

〇事前学修 他の学生の模擬授業の様子を記録して整理しておく． 

〇事後学修 本授業の学習内容を総合し，模擬授業を通じた指導と評価の問題について考究する． 

期末試験 

【テキスト】 

・「中学校学習指導要領解説－技術・家庭編－」 

・中学校技術科教科書（開隆堂版）  ・配付する資料 

【参考書・参考資料等】 

・「新技術科教育総論（日本産業技術教育学会編）」 

・「技術･家庭学習指導書－技術分野－（開隆堂出版(株)）」 

【成績評価の方法等】 

授業時間後の小レポート(25%)，授業意欲(25%)，期末レポート(50%)などで総合的に評価． 

評価が「合」 

【履修要件等】 

3回生前期までに配当のあった教職関連の授業の単位をできるだけ多く取得しておくことが望ましい． 
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BM19-901040-C 

区  分 教職科目－教職に関する科目 担当教員 安東 茂樹 

授業科目 技術科教育法 Ⅳ 授業形態 

英  訳 Method of Technology Education Ⅳ 単独 

教員の免許状取得の
ための必修科目 

科  目 教科及び教科の指導法に関する科目（中学校 技術） 

施行規則に定める 
科目区分又は事項等 

各教科の指導法（情報機器及び教材の活用を含む．） 

配当年次 4年次 前期 必選別 
教員の免許状取

得の必修科目 
単位数 2 単位 

【授業の目的】 

幅広く技術教育について考え，技術科の教員としての指導方法・指導内容について，教材研究と指導法の工夫が常に

必要であることを理解する．そして，講義，実習いずれも指導力向上のための態度と素養を身につける． 

【授業の到達目標】 

(1) 技術科教育の基本となる具体の課題の教材研究を学び，内容を理解する．  

(2) 技術リテラシーについて課題を設定し考えることができる． 

(3) 他者に自分が考えた指導目的や内容を説明することができる． 

(4) 他者の意見に素直に耳を傾け，自らの授業内容を反省・評価し次回に活かすことができる． 

【授業の概要】 

技術に対する基礎的指導力を習得していることを前提に，さらにその指導力の向上を図るため，技術科教育の基本と

なる具体の課題の教材研究，及び指導法の工夫を行って指導上の基盤を強化しつつ，指導者としての研究・研修の意

義を理解する．授業前には技術に係わる情報を主体的に収集しておき，授業後に授業のまとめを作成したときには次

回の授業で提出する．なお，本授業では情報機器を活用した情報収集・整理などを通じて技術教材の作成などを授業

実践する（主として第10回目授業）． 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 オリエンテーション －技術科教育の指導力向上を目指す教材研究と指導法の工夫－ 

〇事前学修 既習の授業 I，II，IIIの学習内容を復習し，技術教育の基本事項を確認する． 

〇事後学修 本授業以外の技術科関連の授業で工夫すべき点について参考書等で調査する． 

第 ２回 技術に関わる指導者に求められる資質と研修の意義 

〇事前学修 技術の指導者に求められる一般的な資質について論文等で事前調査しておく． 

〇事後学修 技術科教員の資質向上の為にどんな研修が実施されるのかネット等で調査する． 

第 ３回 教材研究（1）科学技術がもたらす正と負と未来 

〇事前学修 上記テーマ関連の資料をできるだけ多く収集し，その概略を事前学習しておく． 

〇事後学修 本授業の内容と収集した資料の知見を総合し上記テーマに関する理解を深める． 

第 ４回 教材研究（2）生活環境問題と技術 

〇事前学修 上記のテーマに関する資料を多く収集し，その概略を事前学習しておく． 

〇事後学修 本授業の内容と収集した資料の知見を総合し上記テーマに関する理解を深める． 

第 ５回 教材研究（3）局地的環境問題と技術 

〇事前学修 上記のテーマに関する資料を多く収集し，その概略を事前学習しておく． 

〇事後学修 本授業の内容と収集した資料の知見を総合し上記テーマに関する理解を深める． 

第 ６回 教材研究（4）地球環境問題と技術 

〇事前学修 上記のテーマに関する資料を多く収集し，その概略を事前学習しておく． 

〇事後学修 本授業の内容と収集した資料の知見を総合し上記テーマに関する理解を深める． 

第 ７回 教材研究（5）産業に関わる環境問題と技術 

〇事前学修 上記のテーマに関する資料を多く収集し，その概略を事前学習しておく． 

〇事後学修 本授業の内容と収集した資料の知見を総合し上記テーマに関する理解を深める． 
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第 ８回 教材研究（6）資源問題，電磁波問題などと技術 

〇事前学修 上記のテーマに関する資料を多く収集し，その概略を事前学習しておく． 

〇事後学修 本授業の内容と収集した資料の知見を総合し上記テーマに関する理解を深める． 

第 ９回 教材研究（7）環境問題と技術の責任 

〇事前学修 上記のテーマに関する資料を多く収集し，その概略を事前学習しておく． 

〇事後学修 本授業の内容と収集した資料の知見を総合し上記テーマに関する理解を深める． 

第 １０回 教材研究（8）技術的環境問題への取り組みにおける情報機器の活用法 

〇事前学修 上記のテーマに関する資料を多く収集し，その概略を事前学習しておく． 

〇事後学修 本授業の内容と収集した資料の知見を総合し上記テーマに関する理解を深める． 

第 １１回 指導法の工夫（1）技術分野の授業時間数とガイダンスの意味 

〇事前学修 指導法の工夫に関し，(1)のテーマの現代的課題を資料等から予め探り出しておく 

〇事後学修 本授業と資料等から，(1)のテーマの課題について考察し，自分の見解を記述する 

第 １２回 指導法の工夫（2）材料と加工に関する技術の取り扱い方 

〇事前学修 指導法の工夫に関し，(2)のテーマの現代的課題を資料等から予め探り出しておく 

〇事後学修 本授業と資料等から，(2)のテーマの課題について考察し，自分の見解を記述する 

第 １３回 指導法の工夫（3）生物育成に関する技術の取り扱い方 

〇事前学修 指導法の工夫に関し，(3)のテーマの現代的課題を資料等から予め探り出しておく 

〇事後学修 本授業と資料等から，(3)のテーマの課題について考察し，自分の見解を記述する 

第 １４回 指導法の工夫（4）エネルギー変換に関する技術の取り扱い方 

〇事前学修 指導法の工夫に関し，(4)のテーマの現代的課題を資料等から予め探り出しておく 

〇事後学修 本授業と資料等から，(4)のテーマの課題について考察し，自分の見解を記述する 

第 １５回 指導法の工夫（5）情報に関する技術の取り扱い方と，今期のまとめ 

〇事前学修 指導法の工夫に関し，(5)のテーマの現代的課題を資料等から予め探り出しておく 

〇事後学修 本授業と資料等から，(5)のテーマの課題について考察し，自分の見解を記述する 

期末試験 

【テキスト】 

・「中学校学習指導要領解説－技術・家庭編－」 

・中学校技術科教科書（開隆堂版）      ・配付する資料 

【参考書・参考資料等】 

・「新技術科教育総論（日本産業技術教育学会編）」 

・「技術･家庭学習指導書－技術分野－（開隆堂出版(株)）」  

・技術リテラシーに関わる図書 

【成績評価の方法等】 

授業時間後の小レポート(25%)，授業意欲(25%)，期末レポート(50%)などで総合的に評価． 

評価が「合」 

【履修要件等】 

3回生前期までに配当のあった教職関連および技術関連の授業の単位をできるだけ多く取得しておくことが望ましい． 
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BM19-901050-B 

区  分 教職科目ー教職に関する科目 担当教員 土屋 英男 

授業科目 工業科教育法Ⅰ 授業形態 

英  訳 Method of Industrial EducationⅠ 単独 

教員の免許状取得の
ための必修科目 

科  目 教科及び教科の指導法に関する科目（高等学校 工業） 

施行規則に定める 
科目区分又は事項等 

各教科の指導法（情報機器及び教材の活用を含む．） 

配当年次 3年次 前期 必選別 
教員の免許状取

得の必修科目 
単位数 2 単位 

【授業の目的】 

１．我が国の教育に関する法的背景をもとに公教育の目的や意義、歴史を理解する． 

２．専門教育としての工業科教育の意義，および工業科の学習指導に必要な各科目の種類や内容を理解する． 

【授業の到達目標】 

(1) 日本における公教育についての基本的知識を理解できる． 

(2) 日本の公教育の現行の制度や成立する社会的背景についての概略を理解できる． 

(3) 高等学校の工業科教育の意義、今後の工業高校の役割について理解できる． 

(4) 工業高校教員に求められる基本的資質について習得する． 

【授業の概要】 

高等学校工業科の学習指導に必要となる指導方法の習得を目的として，我が国における教育の目的や意義，工業科教

育の目的，役割，工業科教員に求められる資質，教師としての観点などについて理解する． 

授業前には日本の教育や工業に係わる情報を主体的に収集し理解しておき，授業後には授業のまとめを毎回作成して

次回の授業で提出する．なお，本授業では情報機器を活用した情報収集・整理などを通じて工業科教育教材の作成な

どを授業実践する（主として第8回目授業）． 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 オリエンテーションおよび工業科教育の法的位置付け 

〇事前学修 教育基本法および学校教育法をインターネット等で検索し，内容の概略を調べる． 

〇事後学修 工業科教育の法的位置付けについて，本授業以外の知識を，専門書等にて確認する． 

第 ２回 工業科の授業における教科書の位置付けとその役割 

〇事前学修 教科書とはどのような性質の書籍なのかを事前に調査し，把握しておく． 

〇事後学修 基本となる教科書の『工業技術基礎』の内容に目を通し，工業科の概要を理解する． 

第 ３回 "工”のもつ教育力，工業教育とは何か 

〇事前学修 工業の教育力について専門書等に目を通し，そのあらましを理解しておく． 

〇事後学修 本授業の内容に関して専門書等で再度目を通し，その理解を深めておく． 

第 ４回 幼稚園，小・中学校における工業教育，ものづくり教育 

〇事前学修 義務教育までの学校園でものづくり教育がいかに行われるのかネット等で調べる． 

〇事後学修 本授業で内容に関し一般校での実践をさらに幅広く情報収集し，理解を深める． 

第 ５回 高等学校工業科の目標，内容および実態 

〇事前学修 『高校学習指導要領解説工業編』に目を通して，工業科の目標の概略を予習する． 

〇事後学修 上記の本を再度さらに熟読し，本授業の内容の理解を深める． 

第 ６回 社会教育（生涯教育）における工業・ものづくり実践 

〇事前学修 社会教育でものづくりがどのように実践されるか，ネット等で下調べをしておく． 

〇事後学修 社会人のものづくりの実態とその教育効果について文献等を読み，理解を深める． 

第 ７回 高等教育における一般・専門教育としての工業教育 

〇事前学修 本学での好局教育の実態について事前調査しておく． 

〇事後学修 大学以降の一般的な工業教育の実態と本学でのそれとを比較し，まとめる． 
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第 ８回 工業科教育における情報機器の活用の教育的意義とその活用の現状 

〇事前学修 工業高校でどのような情報機器が授業で使用されるのかネット等で事前調査する． 

〇事後学修 技術教育における計画性に重要性について考察し，自分の意見をまとめておく． 

第 ９回 工業科における学習計画と授業案 

〇事前学修 授業計画および授業案の意味と実態について事前に調査しておく． 

〇事後学修 授業計画案や授業案を模擬的に立案してみる． 

第 １０回 授業の展開と学習指導 ー座学ー 

〇事前学修 座学の授業形式とその意味について専門書等で事前にその概略を押さえておく． 

〇事後学修 本授業での学習内容と事前調査を照合し，座学の教育的意義への理解を深める． 

第 １１回 授業の展開と学習指導 ー実習・実験ー 

〇事前学修 実習・実験の授業形式とその意味について専門書等で事前にその概略を押さえる． 

〇事後学修 本授業での学習内容と事前調査を照合し，実習・実験の教育的意義の理解を深める． 

第 １２回 学習評価をめぐる諸問題と学校現場での期待される教師像 

〇事前学修 学校現場で実施される学習評価について事前に調査しておく． 

〇事後学修 本授業で知った内容から，望ましい教師像について考える． 

第 １３回 授業の実際 ー工業高校における専門教育ー 

〇事前学修 工業高校の授業の実態について，本学の工業高校出身者から事前に確認しておく． 

〇事後学修 工業高校における授業のあり方について，専門書を確認しながら私見をまとめる． 

第 １４回 工業科専門教育とキャリア・エデュケーション －デュアル・システムなどー 

〇事前学修 キャリア・エデュケーションの実態について，ネット等で事前調査しておく． 

〇事後学修 広島県内工業高校のキャリア・エデュケーションについて調査し，実態をまとめる． 

第 １５回 工業高校の課題と今後の取り組み，まとめ 

〇事前学修 工業高校の課題について，本学の工業高校出身者から事前に確認しておく． 

〇事後学修 本授業の学習内容と学習指導要領の内容を総合し，工業科教育の本質を考察する． 

期末試験 

【テキスト】 

・「工業高等学校用教科書（とくに『工業技術基礎』）」 

・「高等学校学習指導要領解説－工業編－（文部科学省著 実教出版(株)）」 

【参考書・参考資料等】 

・「日本工業教育史（小林一也著 実教出版(株)）」  

・「中学校学習指導要領解説 技術編」 

【成績評価の方法等】 

授業時間後の小レポート(25%)，授業意欲(25%)，期末レポート(50%)などで総合的に評価． 

評価が「合」 

【履修要件等】 

2回生後期までに配当のあった教職関連の授業や工業の専門の単位を多く修得しておくことが望ましい． 
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BM19-901060-C 

区  分 教職科目ー教職に関する科目 担当教員 土屋 英男 

授業科目 工業科教育法Ⅱ 授業形態 

英  訳 Method of Industrial EducationⅡ 単独 

教員の免許状取得の
ための必修科目 

科  目 教科及び教科の指導法に関する科目（高等学校 工業） 

施行規則に定める 
科目区分又は事項等 

各教科の指導法（情報機器及び教材の活用を含む．） 

配当年次 3年次 後期 必選別 
教員の免許状取

得の必修科目 
単位数 2 単位 

【授業の目的】 

日本の教育の目的を認識した上で，工業科教育の意義や工業高校の役割を理解し，工業高校教員に求められる資質や

教壇での工業高校生徒への実践的指導力を形成する． 

【授業の到達目標】 

【授業の到達目標】 

(1) 工業に係わる職業観・勤労観について理解する． 

(2) 工業科教育に必要な学習内容を把握し，指導法に活かすことができる． 

(3) 工業科の学習指導案を適切に作成でき，模擬授業等で生徒を適切に指導できる資質を習得する． 

【授業の概要】 

 高等学校工業科教育にとって教職科目と教科専門科目の内容にまたがる実践力形成のための授業であることから，

今日の工業科教育における課題を認識し，工業科教育の具体的指導案作成や模擬授業等を行う.  

 なお，本授業では情報機器を活用した情報収集・整理などを通じて工業科教育教材の作成などを授業実践する（主

として第8回目授業）． 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 オリエンテーションおよび工業科教育の現状と指導（1）進路と学習 

〇事前学修 専門高校における進路や学習がどのようなものか，参考書等で事前に調べておく． 

〇事後学修 工業高校における進路指導と学習指導の重要性について専門書等でさらに調べる． 

第 ２回 工業科教育の現状と指導（2）工業科の生徒の現状と課題 

〇事前学修 工業科の生徒について工業高校のホームページ等で概略を調査しておく． 

〇事後学修 本授業を聞いて工業科生徒の課題を発見し，その解決方法について考察する． 

第 ３回 工業科教育の内容（1）基礎的科目 

〇事前学修 工業科の基礎科目の教科書どれかに事前に目を通し，その概略を理解しておく． 

〇事後学修 基礎科目の持つ教育的意義について，他教科の基礎科目と比較しつつ理解を深める． 

第 ４回 工業科教育の内容（2）機械，電子，自動車科目 

〇事前学修 機械，電子，自動車科目の教科書どれかに事前に目を通し，概略を理解しておく． 

〇事後学修 これら科目の教育的意義について，他教科の基礎科目と比較しつつ理解を深める． 

第 ５回 工業科教育の内容（3）情報，建築科目 

〇事前学修 情報，建築科目の教科書どれかに事前に目を通し，その概略を理解しておく． 

〇事後学修 これら科目の教育的意義について，他教科の基礎科目と比較しつつ理解を深める． 

第 ６回 工業科教育の内容（4）土木，測量科目 

〇事前学修 土木，測量科目の教科書どれかに事前に目を通し，その概略を理解しておく． 

〇事後学修 これら科目の教育的意義について，他教科の基礎科目と比較しつつ理解を深める． 

第 ７回 工業科教育の内容（5）化学，材料科目 

〇事前学修 化学，材料科目の教科書どれかに事前に目を通し，その概略を理解しておく． 

〇事後学修 これら科目の教育的意義について，他教科の基礎科目と比較しつつ理解を深める． 

第 ８回 工業科教育の内容（6）セラミック，繊維科目 

〇事前学修 セラミック，繊維科目の教科書どれかに事前に目を通し，その概略を理解しておく． 
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〇事後学修 これら科目の教育的意義について，他教科の基礎科目と比較しつつ理解を深める． 

第 ９回 工業科教育の内容（7）インテリア，デザイン科目 

〇事前学修 インテリア，デザイン科目の教科書どれかに事前に目を通し，その概略を理解する． 

〇事後学修 これら科目の教育的意義について，他教科の基礎科目と比較しつつ理解を深める． 

第 １０回 工業科教育の実践 －学習指導案の作成ー 

〇事前学修 学習指導案の意義や役割，記述方法の概略についてネット等で事前に調べておく． 

〇事後学修 本授業中に学習指導案の作成が不充分である場合には充分に調査し理解を深める． 

第 １１回 工業科教育の実践 －模擬授業，基礎科目を中心にー 

〇事前学修 上記模擬授業の実践方法について，ネット等で事前に調べておく． 

〇事後学修 上記模擬授業の実践が不充分と感じる場合には，反復練習して自信をつけておく． 

第 １２回 工業科教育の実践 －模擬授業，選択科目を中心にー 

〇事前学修 上記模擬授業の実践方法について，ネット等で事前に調べておく． 

〇事後学修 上記模擬授業の実践が不充分と感じる場合には，反復練習して自信をつけておく． 

第 １３回 工業科教育の実践 －模擬授業、発展科目を中心にー 

〇事前学修 上記模擬授業の実践方法について，ネット等で事前に調べておく． 

〇事後学修 上記模擬授業の実践が不充分と感じる場合には，反復練習して自信をつけておく． 

第 １４回 工業科教育における学習指導 －評価規準と評価ー 

〇事前学修 工業科の評価基準と評価法について，その意義と具体的方法の概略を事前に調べる． 

〇事後学修 評価の具体例をネット等で調べ，自分でも作成できるまでに理解を深める． 

第 １５回 教員の成長およびまとめ 

〇事前学修 工業科の教員の成長に必要な要素について専門書等で事前に調べておく． 

〇事後学修 本授業のこれまでの学習内容について，記帳したノート等を読み返してまとめる． 

期末試験 

【テキスト】 

・「工業高等学校用教科書全般）」 

・「高等学校学習指導要領解説－工業編－（文部科学省著 実教出版(株)）」 

【参考書・参考資料等】 

・「日本工業教育史（小林一也著 実教出版(株)）」  

・「中学校技術科の教科書（出版社は問わない）」 

【成績評価の方法等】 

授業時間後の小レポート(25%)，授業意欲(25%)，期末レポート(50%)などで総合的に評価． 

評価が「合」 

【履修要件等】 

3回生前期までに配当のあった教職関連の授業や工業の専門の単位を多く修得しておくことが望ましい． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



51 

 

BD19-901010-B 

区  分 教職科目－教職に関する科目 担当教員 若林 義啓 

授業科目 情報科教育法Ⅰ 授業形態 

英  訳 Information Study Education Methods Ⅰ 単独 

教員の免許状取得の
ための必修科目 

科  目 教科及び教科の指導法に関する科目（高等学校 情報） 

施行規則に定める 
科目区分又は事項等 

各教科の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。） 

配当年次 3年次 前期 必選別 自由科目 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

 情報科教員として教科「情報」の目標・内容を理解し、「情報的な見方・考え方」を活用した問題解決の指導、情

報機器の活用方法の指導のあり方を学び、ポイントを理解する。広範な知識を得ることで指導計画や学習指導案の作

成、評価の観点と評価方法の決定など、教科「情報」の適切な授業設計ができるようになる。 

【授業の到達目標】 

1.学習指導要領における教科情報の目標と内容を理解する 

（1）情報教育の変遷と現在について理解している。 

（2）学習指導要領が示す学習項目の本質及び目標を理解している。 

（3）教科情報の学問や社会に対する位置づけを理解している。 

2.高等学校での情報教育と指導方法についての知識を身につける 

（1）科目「情報の科学」の内容に係わる背景と指導法を理解している。 

（2）科目「社会と情報」の内容に係わる背景と指導法を理解している。 

（3）他教科との連携や発展的な学習法に取り組むことができる。 

（4）授業設計と評価方法について理解している。 

【授業の概要】 

 高等学校の情報教育がどのような目標を持って設置され、変遷してきたかを学び、学習指導要領における教科情報

の目標・内容を理解することで、この教科が目指す教育について理解する。教科「情報」の授業を構成していく上で

基礎となる知識や技術を学び、情報機器及びインターネットを活用した教材を用いて情報活用力を育成するための指

導方法を学ぶ。受講者は学習指導要領の項目について教材分析を行い、学習指導案に対応した授業を設計し、内容に

ついてディスカッションを行う。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 教科情報の実態 1 大学の情報基礎教育 

〇事前学修 シラバスを熟読し、授業の目的、目標を理解しておくこと。 

〇事後学修 大学の情報基礎教育の現状と問題について復習すること。 

第 ２回 教科情報の実態 2 高等学校の情報教育 

〇事前学修 高等学校の教科「情報」の科目と内容について調べておくこと。 

〇事後学修 高校の教科情報の現状と問題について復習すること。 

第 ３回 情報科の設置と変遷 

〇事前学修 教科書 P6～P14を予習しておくこと。 

〇事後学修 教科「情報」の目的と変遷について復習すること。 

第 ４回 学習指導要領における情報教育 

〇事前学修 教科書 P16～P21を予習しておくこと。 

〇事後学修 課題のレポートを提出すること。 

第 ５回 情報教育を学ぶ 1 情報活用の実践力とは 

〇事前学修 教科書 P22～P32を予習しておくこと。 

〇事後学修 指導法の概説を復習すること。 

第 ６回 情報教育を学ぶ 2 小・中・高等学校の情報活用の実践力 
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〇事前学修 教科書 P33～P38を予習しておくこと。 

〇事後学修 まとめ問題を復習すること。 

第 ７回 情報の科学的理解の指導法 1 情報科学、問題解決、プログラミング 

〇事前学修 教科書 P44～P56を予習しておくこと。 

〇事後学修 情報科学の指導法を復習すること。 

第 ８回 情報の科学的理解の指導法 2 情報検索、データベース 

〇事前学修 教科書 P62～P6、P70～P77を予習しておくこと。 

〇事後学修 情報の価値とデータベースについて復習すること。 

第 ９回 情報社会に参画する態度の指導法 1 情報モラル・情報倫理 

〇事前学修 教科書 P82～P91を予習しておくこと。 

〇事後学修 課題の教材資料を作成して提出すること。 

第 １０回 情報社会に参画する態度の指導法 2 コミュニケーション、情報通信ネットワーク 

〇事前学修 教科書 P92～P109を予習しておくこと。 

〇事後学修 情報通信ネットワークについて復習すること。 

第 １１回 情報社会に参画する態度の指導法 3 情報システムと社会 

〇事前学修 教科書 P110～P117を予習しておくこと。 

〇事後学修 生活の中の情報システムについて復習すること。 

第 １２回 学校教育における連携と協調 

〇事前学修 教科書 P120～P133を予習しておくこと。 

〇事後学修 総合的な学習の時間について復習すること。 

第 １３回 評価計画と評価方法 

〇事前学修 教科書 P134～P143を予習しておくこと。 

〇事後学修 評価規準と評価基準について復習すること。 

第 １４回 学習指導案 1 指導案研究 

〇事前学修 教科書 P145～P170を予習しておくこと。 

〇事後学修 習指導案の項目と内容を復習すること。 

第 １５回 学習指導案 2 授業設計、まとめ 

〇事前学修 学習指導案作成のための概要を考えておくこと。 

〇事後学修 まとめ問題を復習すること。 

 

【テキスト】 

情報科教育法 改訂3版（久野靖・辰己丈夫、オーム社） 

【参考書・参考資料等】 

高等学校学習指導要領、高等学校学習指導要領解説－情報編－（新学習指導要領）、高等学校情報教科書 

高校社会と情報（実教出版）、高等学校情報教科書 最新情報の科学（実教出版） 

【成績評価の方法等】 

授業中の質疑応答・ディスカッションへの関心・意欲（60％）、課題（40％）を基本とし、

主体的に学修に取り組む態度を加えた総合評価とする。 

評価が「合」 

【履修要件等】 

2年生までの教職課程の教職科目と情報系科目を履修していること。 
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BD19-901020-B 

区  分 教職科目－教職に関する科目 担当教員 若林 義啓 

授業科目 情報科教育法Ⅱ 授業形態 

英  訳 Information Study Education Methods Ⅱ 単独 

教員の免許状取得の
ための必修科目 

科  目 教科及び教科の指導法に関する科目（高等学校 情報） 

施行規則に定める 
科目区分又は事項等 

各教科の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。） 

配当年次 3年次 後期 必選別 自由科目 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

 学校現場の現状と課題から、効果的な指導法を考え、授業設計と模擬授業を通して実践的な指導力を身につける。

学習者に合わせた指導方法や効果的な情報機器の活用方法を学び、授業展開を工夫した授業設計と模擬授業を行うこ

とで、実践的な指導力を高めるとともに、情報科教員に求められる資質を形成する。 

【授業の到達目標】 

1.基礎的な学習指導理論と情報機器の効果的な活用法を理解する 

（1）プレゼンテーションの手法が授業に効果的であることを理解している。 

（2）学習者に合わせた教材作成と指導法の重要性を理解している。 

（3）情報機器を効果的に活用した教材作成ができる。 

2.学習指導案の構成を理解し、授業設計能力と実践的な指導力を身につける 

（1）実際の学習指導案から授業設計とその工夫を学び、授業改善の重要性を理解している。 

（2）学習指導案の構成を理解し、具体的な授業を想定した学習指導案を作成することができる。 

（3）模擬授業を行い、実践的な指導力を身につけるとともに、授業設計と教材の向上に取り組むことができる。 

 

【授業の概要】 

 情報機器を活用した指導法を学び、PowerPointを使ったスライド教材の作成と模擬授業を行う。次に具体的なテー

マにおいて授業展開を工夫した授業を考え、学習指導案と教材を作成し、模擬授業を行う。それぞれの模擬授業では

相互評価とディスカッションを行い、課題と改善方法などを考え、実践的な指導力の向上を図る。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 教材設計とプレゼンテーション 

〇事前学修 シラバスを熟読し、授業の目的、目標を理解しておくこと。 

〇事後学修 授業におけるプレゼンテーションについて復習すること。 

第 ２回 学習者に合わせた教材作成と教育現場での著作権 

〇事前学修 教科書 P172～P184を予習しておくこと。 

〇事後学修 模擬授業の意義と教材設計について復習すること。 

第 ３回 スライド教材の作成 1 スライドのデザイン 

〇事前学修 スライド教材の内容を考えておくこと。 

〇事後学修 デザインの原則を復習すること。 

第 ４回 スライド教材の作成 2 教材作成 

〇事前学修 スライド教材の素材を準備しておくこと。 

〇事後学修 スライド教材と授業の台本を作成しておくこと。 

第 ５回 模擬授業 1 スライドを使った模擬授業 1 

〇事前学修 模擬授業のリハーサルをしておくこと。 

〇事後学修 相互評価とディスカッションの結果から改善点をまとめておくこと。 

第 ６回 模擬授業 2 スライドを使った模擬授業 2 

〇事前学修 模擬授業の内容の改善とリハーサルをしておくこと。 

〇事後学修 相互評価とディスカッションの結果から改善点をまとめておくこと。 
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第 ７回 学習指導要領と学習指導案 

〇事前学修 学習指導案の項目について復習しておくこと。 

〇事後学修 観点別評価について復習すること。 

第 ８回 指導と評価の工夫 

〇事前学修 個人情報の保護と情報モラルについて予習しておくこと。 

〇事後学修 授業を設計し、単元の概要を完成させること。 

第 ９回 指導案の作成 1 授業計画と単元について 

〇事前学修 指導案の「単元について」を予習しておくこと。 

〇事後学修 「単元について」を完成させておくこと。 

第 １０回 指導案の作成 2 単元の目標、単元の評価規準 

〇事前学修 「単元の評価規準」の作成を進めておくこと。 

〇事後学修 「単元の評価規準」を完成させておくこと。 

第 １１回 指導案の作成 3 単元の指導計画、学習の展開 1 

〇事前学修 「学習の展開」まで指導案の作成を進めておくこと。 

〇事後学修 「学習の展開」を完成させておくこと。 

第 １２回 指導案の作成 4 学習の展開 2、教材作成 

〇事前学修 教材の作成を進めておくこと。 

〇事後学修 教材を授業の台本を完成させておくこと。 

第 １３回 模擬授業 3 学習指導案に基づく模擬授業 1 

〇事前学修 模擬授業のリハーサルをしておくこと。 

〇事後学修 相互評価とディスカッションの結果から改善点をまとめておくこと。 

第 １４回 模擬授業 4 学習指導案に基づく模擬授業 2 

〇事前学修 模擬授業の内容の改善とリハーサルをしておくこと。 

〇事後学修 相互評価とディスカッションの結果から改善点をまとめておくこと。 

第 １５回 模擬授業 5 学習指導案に基づく模擬授業 3、まとめ 

〇事前学修 模擬授業の内容の改善とリハーサルをしておくこと。 

〇事後学修 相互評価とディスカッションの結果から改善点をまとめておくこと。 

 

【テキスト】 

情報科教育法 改訂3版（久野靖・辰己丈夫、オーム社） 

【参考書・参考資料等】 

高等学校学習指導要領、高等学校学習指導要領解説－情報編－（新学習指導要領）、高等学校情報教科書 

高校社会と情報（実教出版）、高等学校情報教科書 最新情報の科学（実教出版） 

【成績評価の方法等】 

授業中の質疑応答・ディスカッションへの関心・意欲（20％）、学習指導案（40%）、模擬

授業（40％）を基本とし、主体的に学修に取り組む態度を加えた総合評価とする。 

評価が「合」 

【履修要件等】 

情報科教育法Ⅰを履修していること。 

 


