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科目名

教育原理

授業形態

講義

英語科目名

Educational principles

開講学期

2022年度後期

対象学年

1年

単位数

2単位

代表教員

白川正樹

ナンバリング

7010

担当教員

白川正樹

授業概要
全体内容

・教育の理念，歴史，思想について学ぶとともに，子ども・教員・家庭・社会・学校など教育を成り立たせる要素と教育の相互関係
について考える。
・現代社会における教育課題を教育の理念と教育及び学校の歴史的変遷の観点から考える。

到達目標

・教育に関する理念や基本的概念を理解している。
・教育の本質，必要性，目的を理解している。
・家族と社会による教育の歴史並びに近代教育制度の成立と展開を理解している。
・教育の歴史的変遷と現代の教育的課題の関りを理解している。
・家庭やこども，地域社会に関わる教育の思想と学校との関わりを理解している。
・学校と学習に関わる教育の思想と実践を理解している。

授業の位置づけ

教職課程科目（教育の基礎的理解に関する科目等）

ディプロマ・ポリシ
ー、コンピテンシー
との関連

履修上の注意、履修
要件

【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における人間とその社会的、文化的な営みを包括的に理解するため、自然と人間、生命と健康、
人間と社会、世界と日本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活用する能力
DP② 自分とは異なる人間や文化を理解しようと心を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのできる能力
DP③ 母語そして外国語でのコミュニケーション能力を駆使し、多様な人々と繋がり、自らの考えを論理的に説明し、相互の関係を
築く能力
DP④ グローバル市民として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、文化を超えて活躍できる専門性（グローバル社会、異
文化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、人類が直面する問題を発見し、解決策を探る多面的かつ柔軟な
思考力と行動力
教職課程の履修者にとって、その学修を進めていく上で、基礎となる知識や考え方を涵養する科目の一つである。
受講のためには、毎回の授業の予習と復習に着実に取り組み、積極的な態度で本科目に臨んで欲しい。

成績評価の方法
評価方法

定期試験（50％），レポート(30%)，授業への参加度（20％）により総合的に評価する。
以下の到達目標に基づいて評価を行う。

評価基準

・教育に関する理念や基本的概念を理解している。
・教育の本質，必要性，目的を理解している。
・家族と社会による教育の歴史並びに近代教育制度の成立と展開を理解している。
・教育の歴史的変遷と現代の教育的課題の関りを理解している。
・家庭やこども，地域社会に関わる教育の思想と学校との関わりを理解している。
・学校と学習に関わる教育の思想と実践を理解している。
60%以上の達成で単位認定とする。

試験・課題等に対するフィードバック方法
授業内で適宜フィードバックを行う。
テキスト
特になし
参考文献
≪テキスト≫
授業時にプリントを配布する。
≪参考書・参考資料等≫
・島田和幸・高宮正貴編集『教育原理 (よくわかる! 教職エクササイズ)』2018年
・汐見 稔幸・伊東 毅・高田 文子・東 宏行・増田 修治編著『よくわかる教育原理』2011年
・田嶋 一・中野 新之祐・福田 須美子・狩野 浩二編著『やさしい教育原理 第3版』2016年
その他
連絡先・オフィスア
ワー

火曜日，木曜日10:00〜14:00 場所：教職課程指導室（616号）

メールアドレス：m.shirakawa.um@juntendo.ac.jp

担当教員の実務経験

高等学校、特別支援学校での勤務（教諭、主幹教諭、教頭）

備考

中・高教諭1種免許（英語）を取得するための必修科目
科目：教育の基礎的理解に関する科目（中学校及び高等学校 英語）
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

https://j-pass.juntendo.ac.jp/uprx/up/bs/bsa001/Bsa00101.xhtml
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授業計画
授業
回

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

担当者

白川

白川

白川

白川

白川

白川

白川

白川

白川

白川

白川

白川

白川

授業内容

授業方法 ※

予習・復習・レポート課題等と学習時間

正樹

ガイダンス，教育とは何か
（本講義の概要，人間とは何か，人間社会と教育，教育・形
成・教化，教育と教授）

講義、グループワー
ク

【予習】教育とは何かについて調べておくこ
と。（2時間）
【復習】プリントを読み直して授業内容を復
習すること。（2時間）

正樹

教育の目的
（社会モデルと子弟モデル，公教育の成立，3R’s，実質陶
冶・形式陶冶，教育基本法第1条）

講義、グループワー
ク

【予習】 公教育の成立過程について調べて
おくこと。（2時間）
【復習】配布するプリントの空欄補充をして
次週提出。（2時間）

正樹

こどもの発達
（「こどもの発見」，子供観の変遷，成長・成熟・発達をめ
ぐる理論）

講義、グループワー
ク

【予習】子どもの成長・成熟・発達について
調べておくこと。（2時間）
【復習】視聴するVTRのURLを指定する。
（2時間）

正樹

共同体社会の教育と近代以降の教育
（近代以前の教育，共同体社会の教育目的，共同体社会の人
間形成システム，近代以降の教育，方法的社会化）

講義、グループワー
ク

【予習】近代以前の教育の概略について調べ
ておくこと。（2時間）
【復習】配布するプリントの空欄補充をして
次週提出。（2時間）

正樹

学校の歴史
（徒弟制度と学校方式，日本・欧米・アジアの学校の歴史，
公教育の思想）

講義、グループワー
ク

【予習】公教育と私教育の違いについて調べ
ておくこと。（2時間）
【復習】講義終了後に提示する課題を次週授
業までに作成・提出。（2時間）

正樹

海外の教育史（古代ギリシャの教育史と近代の教育思想）
（古代ギリシャの教育，ソクラテス，プラトン，アリストテ
レス，コメニウスロック，ルソーらの教育思想）

講義、グループワー
ク

【予習】古代ギリシャの哲学者と近代の教育
家の思想について調べておくこと。（2時
間）
【復習】配布するプリントの空欄補充をして
次週提出。（2時間）

正樹

海外の教育史（近代教育学の成立）
（近代教育学の理論，ペスタロッチ，フレーベル，ヘルバル
ト，デューイらの教育思想）

講義、グループワー
ク

【予習】近代教育学の思想について調べてお
くこと。（2時間）
【復習】視聴するVTRのURLを指定する。
（2時間）

正樹

日本の教育史
（近世の文字文化，近代学校の成立，公教育の普及，ヘルバ
ルト学派と新教育，戦後の学校教育）

講義、グループワー
ク

【予習】戦前と戦後の教育制度の違いについ
て調べておくこと。（2時間）
【復習】配布するプリントの空欄補充をして
次週提出。（2時間）

正樹

教師の仕事と学校① 教育法制と教育行政
（学校教育に関する諸法規，教職員に関する諸法規，教育行
政に関する法規，教育政策と教育行政）

講義、グループワー
ク

【予習】教育関係法規について調べておくこ
と。（2時間）
【復習】配布するプリントの空欄補充をして
次週提出。（2時間）

正樹

教師の仕事と学校② 教育課程とカリキュラム
（教育課程とは，カリキュラムとは，カリキュラムの類型，
カリキュラム・マネジメント，学習指導要領とその変遷）

講義、グループワー
ク

【予習】教育課程とカリキュラムの違いにつ
いて調べておくこと。（2時間）
【復習】 最近の新聞記事から教育行政に関
する記事を探し，それをもとにレポートを作
成。（2時間）

正樹

教師の仕事と学校③ 授業実践と教育評価
（授業計画，学習指導案の作成，学習形態，発問・板書・ノ
ート指導）

講義、グループワー
ク

【予習】学習指導案の作成上の留意点につい
て調べておくこと。（2時間）
【復習】配布するプリントの空欄補充をして
次週提出。（2時間）

正樹

教師の仕事と学校④ 学校・学級の経営，教師としての成長
（学校経営，教職員の職務，職員体制，学校経営，学び続け
る教師，教員のキャリステージ）

講義、グループワー
ク

【予習】教員の職務と研修制度について調べ
ておくこと。（2時間）
【復習】 視聴するVTRのURLを指定する。
（2時間）

正樹

社会教育と生涯学習
（社会教育とは，社会教育施設と職員，生涯学習，社会学
習，生涯学習の取り組みと課題）

講義、グループワー
ク

【予習】社会教育施設の種類と役割について
調べておくこと。（2時間）
【復習】配布するプリントの空欄補充をして
次週提出。（2時間）

地域社会と学校
（地域と学校の連携，コミュニティー・スクール，学校評議
員制度，地域学校協働活動）

講義、グループワー
ク

【予習】これまでの本講義の内容・ノートを
読み直しておくこと。（2時間）
【復習】配布するプリントの空欄補充をして
次週提出。（2時間）

14

白川

正樹

15

白川

正樹

現代日本の教育課題
（いじめ，不登校，国際化・情報化とこれからの教育，まと
め、ディスカッション）

https://j-pass.juntendo.ac.jp/uprx/up/bs/bsa001/Bsa00101.xhtml

講義、グループワー
ク

【予習】ディスカッションの準備。（2時
間）
【復習】これまでの授業を振り返り，現代日
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本の教育課題について自分の考えをまとめて
おくこと（2時間）

※ アクティブラーニングの要素を取り入れている場合、その内容を明記（PBL、反転授業、グループワーク、討議、発表等）
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科目名

教職概論

授業形態

講義

英語科目名

Introduction to the Teaching Profession

開講学期

2022年度後期

対象学年

1年

単位数

2単位

代表教員

石田美清

ナンバリング

7011

担当教員

石田美清

授業概要
全体内容

教育観や教職観、教職の意義と役割、教師の資質能力について理解し、意欲・関心を高めるだけでなく、教員免許制度、養成教
育、採用と研修、職務、 教員評価の基礎・基本的内容と事項について知識・理解を深め、教職生活全体を通じて教員の資質能力を総
合的に向上させる基礎を培う。最新の中央教育審議会答申等やチーム学校などの教育動向についても取り扱う。

到達目標

①我が国における今日の学校教育や教職の社会的意義について理解している。②教育の動向を踏まえ、今日の教員に求められる役割
や資質能力について理解している。③教員の職務内容の全体像や教員に課せられる服務上・身分上の義務について理解している。④
学校の担う役割が拡大・多様化する中で学校が内外の専門家等と連携・分担して対応するチーム学校運営について理解している。

授業の位置づけ

教職課程科目（教育の基礎的理解に関する科目等）

ディプロマ・ポリシ
ー、コンピテンシー
との関連

履修上の注意、履修
要件

DP① グローバル化が進む国際社会における人間とその社会的、文化的な営みを包括的に理解するため、自然と人間、生命と健康、
人間と社会、世界と日本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活用する能力
DP② 自分とは異なる人間や文化を理解しようと心を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのできる能力
DP④ グローバル市民として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、文化を超えて活躍できる専門性（グローバル社会、異
文化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、人類が直面する問題を発見し、解決策を探る多面的かつ柔軟な
思考力と行動力
〇教員の職務から必然的に求められる基礎的基本的な資質能力を育成する。遅刻、無断欠席は厳禁。
〇授業中にインターネットで資料検索を行うので、パソコン、タブレット端末、スマートフォンが必要である。

成績評価の方法
評価方法

形成的評価のために毎回小テストを行うが、成績評価は、定期試験（95%）、課題レポート等（5%）によって行う。

評価基準

①教育観と教職観について説明することができる。
②教職の意義と役割について説明することができる。
③教員免許制度について説明することができる。
④教師の養成教育について説明することができる。
⑤教育実習と介護等体験について説明することができる。
⑥教員の採用と研修について説明することができる。
⑦教師の職務について、法令をもとにして説明することができる。
⑧教員評価について説明することができる。
⑨戦前の師範学校で求められた、また戦後の戦後の中央教育審議会答申等で述べられた教師の資質能力を年代別に説明し、それを踏
まえて、受講生がどのような資質能力を持った英語教師になりたいかついて説明することができる。

試験・課題等に対するフィードバック方法
形成的評価のための小テストを授業中に返却する。また、定期試験の結果は開示する。
テキスト
新教職概論（改訂新版）

赤星晋作

学文社

978-4-7620-2847-2

参考文献

その他
連絡先・オフィスア
ワー

木曜日12時～13時

担当教員の実務経験
中・高教諭1種免許（英語）を取得するための必修科目
科目：教育の基礎的理解に関する科目（中学校及び高等学校 英語）
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。）

備考
授業計画
授業
回

担当者

1

石田美清

2

石田美清

授業内容

授業方法 ※

予習・復習・レポート課題等と学習時間

ガイダンス；講義の方法・概要・評価について説明する。ま
た、本講義を学ぶ意味を説明し、公教育における教員の存在
意義について考える。

将来就きたい職業、
教職志望理由につい
て発表を行う。

【予習】教職も含めた将来就きたい職業につ
いて調べておく。（90分）
【復習】教員と他の職業について、年収、福
利厚生、やりがい等比較して整理する。（90
分）

よい先生・そうでない先生(1)；受講生の受けた学校教育の中
でよかった先生について発表し、他の職業との比較を通じ

グループを形成し
て、九分割の発表を

【予習】九分割表を用いて、「よい先生」に
ついて作図する。（90分）

https://j-pass.juntendo.ac.jp/uprx/up/bs/bsa001/Bsa00101.xhtml

1/3

2022/05/13 16:12

JUNTENDO PASSPORT 1
て、教職の特性を理解する。

3

石田美清

よい先生・そうでない先生(2)；受講生の受けた学校教育の中
でよくなかった先生について発表し、他の職業との比較を通
じて、教職の特性を理解する。

4

石田美清

教育観と教職観；わが国の様々な教育観や教職観の変遷につ
いて学ぶ。

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

石田美清

教職の意義と役割；教職の歴史を概観し、 現代の教師への期
待と責任、役割について学ぶ。

行い、「よい先生」
についてデイスカッ
ションする。
グループを形成し
て、九分割の発表を
行い、「よくなかっ
た先生」についてデ
イスカッションす
る。

【復習】「よい先生」の資質能力について整
理する。（90分）

【予習】九分割表を用いて、「よくなかった
先生」について作図する。（90分）
【復習】「よくなかった先生」の資質能力に
ついて整理する。（90分）
【予習】教科書第1章の教育観と教職観を熟
読して課題を抽出しておく。（90分）
【復習】授業中に配布した教育思潮を復習し
て教職観を整理する。（90分）

教師への期待、責
任、役割について意
見を発表する。

【予習】戦前と戦後の学校教育の違いについ
て調べておく。（90分）
【復習】文部科学省のHP、教員経験者のブ
ログなどにより、教師の仕事について感想を
まとめる。（90分）

石田美清

教師の資質能力；文部科学省の審議会の答申を中心に、求め
られる教師の基礎的な資質能力に ついて学ぶ。

インターネットで文
部科学省の審議会資
料を検索する。

【予習】文部科学省のHPより、教員に関す
る中央教育審議会答申を検索できるようにし
ておく。（90分）
【復習】昭和62年以降の教員に関する答申で
述べられた教師の資質能力をまとめる。（90
分）

石田美清

教員免許制度；教員免許制度の概要と近年の動向を学び、公
教育の目的とその担い手である教員の位置づけや存在意義を
理解する。

公教育の目的とその
担い手である教員の
位置づけについてデ
イスカッションす
る。

【予習】「免許」が必要な職業について調べ
ておく。（90分）
【復習】教育職員免許法を復習して、免許制
度全体を理解する。（90分）

石田美清

教師の養成教育；教員養成カリキュラム、教職大学院につい
て学ぶ。

インターネットで資
料を検索する。

【予習】教育職員免許法施行規則を調べ、
「所要要件」について調べておく。（90分）
【復習】教育職員免許法施行規則を復習し
て、教職課程のカリキュラム全体を把握して
理解する。（90分）

教育実習と介護等体験；教育実習と介護等体験の意義、目
的、実際について学ぶ。

Youtubeで公開され
た授業実践について
感想を発表する。

【予習】Youtubeで公開された授業実践を探
して視聴しておく。（90分）
【復習】関係法令、中教審答申を復習して、
教育実習と介護等体験の意義について理解す
る。（90分）

教員の採用と研修；教員採用のシステム と採用後の教員研修
について学び、生涯にわたって 学び続けることの必要性を理
解する。

受験予定の都道府県
の教員採用システム
と受験科目等につい
て発表する。

【予習】受験予定の都道府県の教員採用シス
テムと受験科目等について調べておく。（90
分）
【復習】教員採用及び採用後の研修につい
て、おおよそのスケジュールを作成する。
（90分）

教師の職務；教師の身分、服務、学校の教員組織と校務、教
員の職務について学ぶ。

都道府県教育委員会
のHPより、実際の懲
戒と分限について意
見を発表する。

【予習】地方公務員法、教育公務員特例法に
より教師の身分、服務を調べておく。（90
分）
【復習】都道府県教育委員会のHPより、実
際の懲戒と分限の実際について調べる。（90
分）

石田美清

石田美清

石田美清

石田美清

石田美清

石田美清

【予習】学校評価、教員評価の成立過程につ
いて調べておく。（90分）
【復習】受験予定の都道府県の教員評価につ
いてインターネットで調べる。（90分）

教員評価；教員評価の経緯、その実態や特質について学ぶ。

これからの学校と教師；チーム学校の意義や実際を含め、21
世紀の学校教育と教師の役割 について考える。

チーム学校の意義や
実際を含め、21世紀
の学校教育と教師の
役割 についてデイス
カッションする。

【予習】平成28年の中教審答申を参考にし
て、2030年の日本の教育について調べてお
く。（90分）
【復習】中教審答申に述べられた教師の資質
能力を整理し、チーム学校で果たす役割につ
いてまとめる。（90分）

私の理想の学校と教師；理想の学校と教師について考え、発
表する。

私の理想の学校と教
師；理想の学校と教
師について発表し、
デイスカッションす
る。

【予習】YoutubeでSociety5.0を視聴してお
く。（90分）
【復習】第2回と第3回の授業を振り返り、理
想の学校と教師について考える。（90分）
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15

石田美清

全体のまとめと課題の抽出；これまでの講義内容をまとめ、
履修カルテの課題を抽出する。

16

石田美清

定期試験。

【予習】これまでの授業内容をまとめる。
（90分）
【復習】履修カルテに課題を抽出する。（90
分）

※ アクティブラーニングの要素を取り入れている場合、その内容を明記（PBL、反転授業、グループワーク、討議、発表等）
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科目名

学校経営論

授業形態

講義

英語科目名

School Management

開講学期

2022年度後期

対象学年

2年

単位数

2単位

代表教員

阿部

博之

ナンバリング

7012

担当教員

阿部

博之

授業概要

全体内容

［授業全体の内容］
現代の学校教育に関する社会的・制度的又は経営的事項について、基礎的な知識を身につけるとともに、それらに関連する課題を理
解する。また、学校と地域との関連に関する理解及び学校安全への対応に関する基礎的知識も身につける。具体的には、学校の機
能・学校と教育行政・教員の専門性・学習指導と教育課程・学校事務・学校財務と接遇・学校の危機管理・地域住民や保護者の学校
への期待・体罰防止・パワハラやセクハラ防止などを理解し、教員としての資質を養う。
この授業は講義とグループ討議（演習）の二本立てとし、意見交換を積極的に行う。加えて毎時、発問・回答を行う。加えて、授業
の最後にリアクションペーパーで授業の取組・成果を確認する。
［授業の位置付け］
〇予習・復習を前提に授業に臨み、常に高い目標を目指して努力する。
〇幅広い知識と高い専門性を兼ね備えた教員としての資質を養う。
〇協働で課題を解決するために必要なコミュニケーション能力や教師としての倫理観を涵養し、学校経営に参画できる教師としての
必須な資質を養い、以て教員採用試験に挑戦する端緒とする。

到達目標

〇教育とは何かを理解している。
〇多様性を理解し尊重できる。
〇教育関係法規を理解している。
〇教員の使命を理解している。
〇組織としての学校の特質と学校運営の仕方を理解している。
〇教育行政の仕組みを理解している。
〇学校の管理とは何かを理解している。
〇学級経営の要点・学年経営の要点を理解している。
〇主任の役割を理解している。
〇校務分掌の編制を理解している。
〇教育課程の編制を理解している。
〇教育の情報化を理解している。
〇多様化している生徒指導の要点を理解している。
〇不登校・いじめへの対応を理解し、実践できる。
〇生徒・保護者・教員とのコミュニケーションを円滑に行える。
〇教職員や学校外の関係者・関係機関との連携・協働の在り方を理解している。
〇学校での生活安全管理・交通安全管理・災害安全管理の具体的な取組を理解している。
〇学校の危機管理（クレーム対応を含む）を理解している。
〇体罰防止、パワハラ・セクハラ防止について理解している。

授業の位置づけ

教職課程科目（教育の基礎的理解に関する科目等）

ディプロマ・ポリシ
ー、コンピテンシー
との関連

履修上の注意、履修
要件

【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における人間とその社会的、文化的な営みを包括的に理解するため、自然と人間、生命と健康、
人間と社会、世界と日本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活用する能力
DP② 自分とは異なる人間や文化を理解しようと心を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのできる能力
DP③ 母語そして外国語でのコミュニケーション能力を駆使し、多様な人々と繋がり、自らの考えを論理的に説明し、相互の関係を
築く能力
DP④ グローバル市民として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、文化を超えて活躍できる専門性（グローバル社会、異
文化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、人類が直面する問題を発見し、解決策を探る多面的かつ柔軟な
思考力と行動力
・中学校や高等学校の教員を目指したい人は勿論のこと、教職に対して興味・関心をもっている人が受講すること。
・教育実習校や母校の学校要覧・教育目標を読み込む。
・マスコミの教育関連ニュースや記事に関心を持ち、教育現場の今日的課題について情報を収集し、その対応策の視点をもって授業
に臨む。
・授業への出席は極めて厳しい水準を要求する。遅刻・早退をせず出席すること。

成績評価の方法

評価方法

評価基準

・次のとおり評価し、到達目標を踏まえた上で総合的に判断して単位を付与する。
1．基礎となる評価：試験の成績、授業への取り組み、授業への参加状況
2．積上げとなる評価：授業時間内での発問の回答内容とグループ（以下「G」と表記）討議の報告の提出状況とその内容。リアクシ
ョンペーパーの内容。
試験40％と発問回答20％、G討議30％、リアクションペーパー10％を合計し100点満点とする。

試験・課題等に対するフィードバック方法
G討議はJーPassで行い、発問回答とリアクションペーパーは授業の中で行う。
テキスト
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参考文献
≪テキスト≫
特になし。授業の時にプリントを配付する。
≪参考書・参考資料等≫
「教育小六法」、「学校経営」を論ずる各種書籍、「中学校・高等学校学習指導要領 総則編」（文部科学省）、「中学校・高等学校学習指導要領解説 総
則編」（文部科学省）、「東京都立学校の管理運営に関する規則」（東京都教育委員会）、
母校の学校要覧・教育目標、教育関連のニュース・新聞記事等
その他
連絡先・オフィスア
ワー

授業の前後とする（時間：火曜日12：30～13：00・15：00～15：30）

担当教員の実務経験

埼玉県立高等学校教諭18年

県教育委員会事務局指導主事6年・主任指導主事兼主査2年・副課長3年

教頭2年 校長7年

備考

中・高教諭1種免許（英語）を取得するための必修科目
科目：教育の基礎的理解に関する科目（中学校及び高等学校 英語）
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。）

授業計画
授業
回

担当者

第1回
10月4
阿部
日
（火）

第２
回
10月
11日

第3回
10月
18日

第4回
10月
25日

阿部

阿部

阿部

第5回
11月1 阿部
日

第6回 阿部
11月8

授業内容

第1回 テーマ：【ガイダンス（授業の進め方と受講心
得）・教育とは】
博之

博之

博之

博之

博之

博之

学問のすすめ、教育とは、学校とは、学校制度、Think
Gender

テーマ：【教育法規①】
法治主義と法の支配、法規と法令、多様性
学校と教育法規（憲法・教育基本法・地方公務員法・教特
法・法規法令・学校教育法・同施行規則）

テーマ：【教育法規②、教育行政】
教育基本法、地方公務員法、教育公務員特例法、地教行法と
学校の関係、教育委員会制度

テーマ：【学校経営と組織マネジメント①】
学校の管理・運営、学校経営方針、日本の学校の優れている
点と改善すべき点、チーム学校（地域との連携）

テーマ：【学校経営と組織マネジメント②】
学校経営組織、組織マネジメント、学校経営戦略、学校改革
事例

テーマ：【教師としての出発】
教師力、学級経営・学年経営、学級経営力、忙し過ぎる教師

https://j-pass.juntendo.ac.jp/uprx/up/bs/bsa001/Bsa00101.xhtml

授業方法 ※

予習・復習・レポート課題等と学習時間

授業中に配付するレ
ジュメ（＝前日にJPassにUPする）に沿
って講義を進める。
その上で「LGBTQ」
についてグループ
（以下「G」と表記す
る）討議する。

【予習】教育とは何か、学校教育とは何か、
さらに、学校の種類や学校の設置者について
調べておくこと。（参考：「教育基本法」
「学校教育法」）など（90分）
【復習】授業全体のイメージをつかむこと。
また、学校教育は様々な法規等で定められて
いることを確認し、「教育」、「学校」、
「学校の種類」、「学校の設置者」を確認し
整理をしておくこと。また、なぜ学ぶのかを
しっかり考えること。（90分）

G討議発表、授業中に
配付するレジュメに
沿って講義を進め
る。その上で、「多
様性」についてG討議
をする。

【予習】学校教育を規定する法規を読み込ん
でおくこと。特に教育に関わる憲法、教育基
本法にどのようなことが記載されているかを
調べておくこと。（90分）
【復習】教育や教職員に関わる様々な法規等
を確認し整理をしておくこと。（90分）

G討議発表。授業中に
配付するレジュメに
沿って講義を進め
る。その上で、「コ
ンプライアンス」に
ついてG討議をする。

【予習】教育委員会と学校の関係はどの法規
に示されているのかと内容について調べてお
くこと。
（90分）
【復習】教育委員会と学校の関わりについて
確認し整理しておくこと。（90分）

【予習】学校の管理・運営の内容を調べてお
くこと。母校の学校教育目標についても調べ
ておくこと。日本の学校教育の優れている点
G討議発表。授業中に
と改善すべき点を考えておくこと。（90分）
配付するレジュメに
沿って講義を進め
【復習】学校の管理・運営について確認し整
る。その上で、生徒
理しておくこと。学校ごとに定められている
募集に効果的な４つ
学校教育目標について確認し整理をしておく
の側面についてG討議
こと。日本の学校教育の優れている点と改善
をする。
すべき点を確認し整理しておくこと。チーム
学校の取組について確認し整理しておくこ
と。（90分）
【予習】学校の管理・運営組織の内容を調べ
ておくこと。４Mの条件やPDCAサイクルの
内容を調べておくこと。教科、道徳、総合的
G討議発表。授業中に
な学習の時間、特別活動などについて調べて
配付するレジュメに
おくこと。また、成果を挙げている学校の経
沿って講義を進め
営戦略を調べておくこと。（90分）
る。その上で、「経
【復習】学校の管理・運営とは何かを確認し
営戦略」についてG討
整理しておくこと。４Mの条件やPDCAサイ
議を行う。
クルを確認し整理しておくこと。学校経営戦
略について確認し整理しておくこと。
（90分）
G討議発表。授業中に 【予習】学級経営・学年経営とは何かを調べ
配付するレジュメに
ておくこと。教師の仕事について調べておく
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の仕事、働き方改革
確認テスト、G討議発表、授業中に配付するプリントに沿っ
て講義を進める。その上で、学級構想、教師の一日について
G討議をする。

第7回
11月
15日

第8回
11月
22日

阿部

阿部

博之

博之

テーマ：【能力革命、校務分掌、職員会議、主任の役割】
能力革命、校務分掌の編制、職員会議のあるべき姿、企画委
員会、主任の役割と期待

テーマ：【教育課程・学習組織】
学校教育目標と教育課
程、学習指導要領の改訂、学力、教育の情報化、進路指導
開かれた教育課程の編制、学習指導要領の改訂（生きる
力）、PISAの問う学力、教育の情報化、進路指導、探求によ
る高大接続

沿って講義を進め
る。その上で「使命
感・働き方改革」に
ついてG討議をする。

こと。学級担任になったら先ず何をしたいか
を考えておくこと。
（90分）
【復習】教師としての仕事を実践するための
ノウ・ハウを確認し整理しておくこと。自分
の目指す教師像を確立する。（90分）

【予習】校務分掌について調べておくこと。
職員会議の果たす役割について調べておくこ
と。「参考：東京都立学校の管理・運営に関
G討議発表。授業中に
する規則など」に目を通しておくこと。ミド
配付するレジュメに
ルリーダーに期待されていることを調べてお
沿って講義を進め
くこと。
る。その上で、「ミ
（90分）
ドルリーダー」につ
【復習】校務分掌について確認し整理してお
いてG討議をする。
くこと。職員会議の位置付けについて確認し
整理しておくこと。ミドルリーダーの役割に
ついて確認し整理しておくこと。（90分）
【予習】母校の学校要覧・学校案内に目を通
しておくこと。学力について調べておくこ
と。学習指導要領の改訂内容について調べて
G討議発表。授業中に おくこと。教育の情報化について調べておく
こと。（90分）
配付するレジュメに
沿って講義を進め
る。その上で、「開
【復習】学校の大きな柱である「学習指導」
かれた教育課程・オ
の指導計画・編成とそれに関わる組織につい
ンライン授業」につ
て確認し整理しておくこと。学習指導要領の
改訂内容と実践方法について確認し整理して
いてG討議をする。
おくこと。教育の情報化を如何に進めるかを
確認し整理しておくこと。
（90分）
【予習】問題行動・生徒指導体制・割れ窓理
論・校則について調べておくこと。（90分）

第9回
11月
29日

阿部

第10
回
阿部
12月6
日

第11
回
12月
13日

第12
回
12月
20日

博之

博之

阿部

博之

阿部

博之

テーマ：【生徒指導①】
生徒指導の意義、問題行動、生徒指導体制、教育課程上の位
置付け、割れ窓理論、校則、健全育成

テーマ：【生徒指導②】
子どもの心のサイン、心の居場所づくり、不登校、いじめ防
止、子どものSOS

テーマ：【学校事務、施設・設備、財務、接遇】
学校事務の内容と負担均等、施設・設備の安全点検、学校財
務の私費負担軽減、教師が身に付けたい接遇

テーマ：【学校の危機管理①】
危機管理とは・必要性・目的・プロセス、危機管理マニュア
ル、事故・災害の発生要因、学校安全（学校管理下・生活安
全･交通安全）

https://j-pass.juntendo.ac.jp/uprx/up/bs/bsa001/Bsa00101.xhtml

G討議発表。授業中に
配付するレジュメに
沿って講義を進め
る。その上で、「校
則」についてG討議を
する。

G討議発表。授業中に
配付するレジュメに
沿って講義を進め
る。その上で、「心
の居場所づくり・い
じめ防止」についてG
討議をする。

【復習】問題行動の内容と原因・指導の在り
方について確認し整理しておくこと。割れ窓
理論とゼロトレランスについて確認し整理し
ておくこと。校則の果たす役割とブラック校
則について確認し整理しておくこと。（90
分）
【予習】心の居場所づくり・不登校・いじめ
の未然防止について調べておくこと。。（90
分）
【復習】心の居場所づくりと絆づくりをどう
実践するかを確認し整理しておくこと。不登
校への対応・いじめの未然防止についての効
果的な取組について確認し整理しておくこ
と。（90分）

【予習】学校事務の果たす役割についてい調
べておくこと。施設・設備の管理について調
べておくこと。学校財務について調べておく
こと。接遇について調べておくこと。（90
G討議発表。授業中に
分）
配付するレジュメに
沿って講義を進め
【復習】学校事務の負担均等について確認し
る。その上で、服務
整理しておくこと。施設・設備の安全点検の
事故防止事例研究のG
方法を確認し整理しておくこと。学校財務の
討議をする。
果たす役割と私費負担軽減について確認し整
理しておくこと。教師が身に付けたい接遇を
実践できるように確認し整理しておくこと。
（90分）
G討議発表。授業中に
配付するレジュメに
沿って講義を進め
る。その上で、「生
活安全・交通安全」
についてG討議をす
る。

【予習】学校の危機管理とは何かを調べてお
くこと。事故・災害の発生要因について調べ
ておくこと。学校管理下・交通安全について
調べておくこと。（90分）
【復習】学校の危機管理の内容と対応策を確
認し実践できるように整理しておくこと。生
活安全・交通安全の効果的な指導について確
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認し実践できるように整理しておくこと。
（90分）

第13
回 1
阿部
月10
日

第14
回 1
阿部
月17
日

第15
回 1
阿部
月24
日

博之

博之

博之

テーマ：【学校の危機管理②】
防犯、食物アレルギー、心臓突然死、学校における防災、釜
石市の防災教育に学ぶ

テーマ：【学校評価、学校評議員会、地域連携、PTA、クレ
ーム対応】
学校評価（自己評価＋関係者評価・第三者評価）、学校評議
員会、地域連携、PTA、クレーム対応

テーマ：【部活動と体罰防止、セクハラ・パワハラ防止】
部活動の在り方、暴力・体罰防止、セクシャル･ハラスメン
ト防止、パワー・ハラスメント防止

https://j-pass.juntendo.ac.jp/uprx/up/bs/bsa001/Bsa00101.xhtml

【予習】防犯や防災での安全対策と様々な学
校の危機管理とは何か、自分の考えと対応策
G討議発表。授業中に を考えておくこと。（90分）
配付するレジュメに
沿って講義を進め
【復習】防犯の効果的な指導について確認し
る。その上で、「防
整理しておくこと。学校防災についての指導
犯・防災」についてG 内容や学校としての備えについて確認し実践
討議をする。
できるように整理しておくこと。釜石の防災
教育をどう生かすか確認し整理しておくこ
と。（90分）
【予習】学校評価・学校評議員会の内容を調
べておくこと。PTA・地域連携について調べ
ておくこと。クレーム対応について調べてお
G討議発表。授業中に くこと。(90分)
配付するレジュメに
沿って講義を進め
【復習】学校評価と学校評価が行われる根拠
る。その上で、「ク
と内容、生かし方、さらに学校評議員会や
レーム対応」につい
PTAの活用の仕方について確認し整理をして
てG討議をする。
おくこと。効果的な地域連携の仕方を整理し
ておくこと。相手を学校の味方にするクレー
ム対応について確認し整理しておく。（90
分）
【予習】「高等学校学習指導要領解説総則
編」の部活動について触れている内容を調べ
ておくこと。部活動について現状と理想的な
G討議発表。授業中に
関わり方について調べておくこと。暴力・体
配付するレジュメに
罰防止の方策について調べておくこと。セク
沿って講義を進め
ハラ・パワハラの実態について調べおくこ
る。その上で、「セ
と。（90分）
クハラ（わいせつ）
【復習】これからの部活動について確認し整
防止事例研究」のG討
理しておくこと。体罰のない部活動指導につ
議をする。
いて確認し整理しておくこと。セクハラ防
止・パワハラ防止について確認し整理してお
くこと。（90分）
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※ アクティブラーニングの要素を取り入れている場合、その内容を明記（PBL、反転授業、グループワーク、討議、発表等）
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科目名

教育心理学

授業形態

講義

英語科目名

Educational Psychology

開講学期

2022年度前期

対象学年

2年

単位数

2単位

代表教員

吉武 尚美

ナンバリング

7013

担当教員

吉武 尚美

授業概要

全体内容

教育心理学は，子どもの発達や学習に関する心理学の理論や概念をもとに，現場との協同を経て教育の改善に資する理論的・実践的知見を
得る学問である。現在，認知，発達，社会心理学の研究結果をはじめ，神経科学の知見が教育に応用されている。本コースは，教育に関心
のある学生に向けて，「発達」「学習」「評価」「特別支援」の4つをテーマに据え，一般原則，理論，テーマ，研究を概説しながら，教
育と心理学への興味関心を深めることを目標とする。受講生は，学習と教授法の土台をなす心理学について学び，教師としてあるいは人間
の行動に関する生涯学習者としてその成果を用いることが期待される。

到達目標

1. 幼児・児童・生徒の発達や行動について教育心理学の観点から理解することができる
2. 教育心理学の知見を自分の経験と照らし合わせ，自分なりの意見を持つことができる
3. 教育現場が抱える問題について，教育心理学の知見をもとに，その解決策について自分の考えを持つことができる

授業の位置づけ

教職課程科目（教育の基礎的理解に関する科目等）

ディプロマ・ポリシ
ー、コンピテンシーと
の関連

履修上の注意、履修要
件

【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における人間とその社会的、文化的な営みを包括的に理解するため、自然と人間、生命と健康、人間と
社会、世界と日本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活用する能力
DP② 自分とは異なる人間や文化を理解しようと心を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのできる能力
DP③ 母語そして外国語でのコミュニケーション能力を駆使し、多様な人々と繋がり、自らの考えを論理的に説明し、相互の関係を築く能
力
・「心理学概論」を受講していることが望ましい。
・子どもや教育に関する動向には常に関心を向け，問題意識を持って授業に臨むこと。
・テキストは最終授業までに2回読破すること。
・講義，ディスカッション，体験活動で構成します。アクティブに学ぶ姿勢を持つこと。ピアティーチングでは授業の一部を学生相互の学
習活動に充てるので，十分な事前準備が求められる。

成績評価の方法
評価方法

以下をもとに総合的に判断する：
授業の振り返り(10%)，定期試験（50％），宿題 (30%)，課題レポート1題 (10%)

評価基準

・教育に関連する心理学の理論，概念，研究を正しく理解しているか
・研究者兼教育者として，仮説検証プロセスを適切に実行できるか
・リサーチ，発表，グループ学習に意欲的に取り組んでいるか

試験・課題等に対するフィードバック方法
・授業振り返りの記載内容は次回授業内でフィードバックする。
・レポート課題提示はGoogleClassroom を使用して行う。
テキスト
教育心理学

田爪宏二

ミネルヴァ書房

参考文献
桜井茂男『たのしく学べる最新教育心理学—教職にかかわるすべての人に』（図書文化）
Santock, J.W. (2011). Educational Psychology. New York:McGraw-Hill
その他
連絡先・オフィスアワ
ー

月曜日12：00〜13：00

担当教員の実務経験

スクールカウンセラー5年以上

備考

中・高教諭1種免許（英語）を取得するための必修科目
科目：教育の基礎的理解に関する科目（中学校及び高等学校 英語）
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

授業計画
授業
回

担当者

授業内容

授業方法 ※

予習・復習・レポート課題等と学習時間

吉武 尚美

【受講ガイダンス】
授業目的と展開を説明する。

講義

【予習】教育とは何か，心理学とは何かについ
て調べる(90分)
【復習】教科書の該当箇所を読む(90分)

2

吉武 尚美

【学習(1) 】
行動主義心理学における学習理論を学び，叱ること，ほめるこ
と，体罰の功罪について考える。

講義
グループワーク

【予習】教科書の該当章を読む。加えて，教育
現場における体罰の影響を考える(90分)
【復習】教科書および配布資料を読み，体罰の
防止と公正な指導のあり方を理解する(90分)

3

吉武 尚美

【学習(2) 】
認知心理学から見た学習プロセスや，高度な認知プロセスを学

講義
グループワーク

【予習】自分の試験前の勉強法とその効果を振
り返る。メタ認知について調べる(90分)

1

https://j-pass.juntendo.ac.jp/uprx/up/bs/bsa001/Bsa00101.xhtml
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ぶ。

4

5

6

【復習】教科書を読み，情報処理理論の理解を
深める(90分)

ピアティーチング

【予習】学習に対するやる気を高める方法(なる
べく多く)とその効果をまとめる(90分)
【復習】教科書を読み，学習意欲の定義と研究
の動向について把握する(90分)

講義

【予習】発達に寄与する遺伝と環境に関する諸
説を調べる（90分）
【復習】教科書を読み，学習者の発達段階に応
じた学習指導のあり方を確認する (90分)

講義
グループワーク

【予習】アイデンティティについて調べ，自分
のアイデンティティを考える（90分）
【復習】教科書を読み，人格発達の諸理論の理
解を定着させる。自分のアイデンティティの確
立状況について考えてみる (90分)

中間試験
講義
グループワーク

【予習】親と友だちが人格形成に及ぼす役割に
ついて考える (90分)
【復習】教科書を読み，理解を定着させる (90
分)

吉武 尚美

【学級の心理学】
学級集団の特徴，教師と子どもの関係，子ども同士の関係につ
いて学ぶ。
いじめについて考える。

ピアティーチング

【予習】自らの経験やリサーチを通して理想の
教師の条件を5つ考える(90分)
【復習】教科書を読み，学級集団における教師
の役割と影響について理解を定着させる (90分)

吉武 尚美

【学習の心理学】
学習指導の理論，協同学習，学習の個性化について学ぶ。

講義
グループワーク

【予習】「わかる授業」とは何か，自分の経験
を踏まえながら考えてくる(90分)
【復習】教科書を読み，学習指導の理論の理解
を定着させる (90分)

吉武 尚美

【教育測定と教育評価(1)】
教育評価の情報収集，テストの方法，知的能力の測定について
学ぶ

講義
グループワーク

【予習】教育評価の定義，種類，特徴を調べる
(120分)
【復習】教科書を読み，よりよい評価について
理解を深める(90分)

講義
グループワーク

【予習】「頭がいい」とはどんな意味か，自分
の経験を踏まえながら要素を3つ考えてくる (90
分)
【復習】教科書を読み，個性を重視した視点と
評価の方法について理解を深める(90分)

ピアティーチング

【予習】これまでの学校経験で特別な教育的ニ
ーズをもっていると感じた同朋に対する自分お
よび教師の関わりを振り返る (90分)
【復習】発達障害について基礎的な知識と関わ
り方を整理する (90分)

吉武 尚美

【学習(3) 】
動機づけ理論を学び，動機づけを高める授業のあり方について
考える。

吉武 尚美

【発達(1) 認知能力の発達】
ピアジェの理論を学ぶとともに，言語発達の様相を理解し，発
達段階を考慮した教授方法について考える。

吉武 尚美

【発達(2) 人格の発達】
エリクソンの心理社会的発達段階理論を中心に，自己概念の発
達について学び，発達する子どもへの適切な関わり方について
考える。
中間試験

7

8

9

10

11

12

13

14

15

吉武 尚美

【発達(3) 社会性の発達】
ブロンフェンブレンナーの理論について学び，子どもを取り巻
く環境についての意識を高める。

吉武 尚美

教育測定と教育評価(2)
教育評価の定義と目的，さまざまな評価方式を学ぶ。

吉武 尚美

問題を抱える子どもの理解と支援 (1)
学習機能や行動の発達的な障がいを持つ幼児・児童・生徒に対
し，効果的な特別支援教育を提供するための基礎的な知見を学
ぶ。

吉武 尚美

【問題を抱える子どもの理解と支援 (2)】
精神的不適応，不登校，いじめ，学級崩壊の実態について学
ぶ。

ピアティーチング

【予習】学校不適応の様相とその原因について
調べる。ピアティーチングの準備をする (90分)
【復習】教科書を読み，子どもの不適応につい
ての理解を深める (90分)

吉武 尚美

問題を抱える子どもの理解と支援 (3)
困難に直面する子どもに対する学校カウンセリングの役割や方
法について学ぶ.。

授業
グループワーク

【予習】スクールカウンセリングの目的と実態
について調べる (90分)
【復習】代表的なカウンセリングの特徴を整理
し，理解を深める (90分)

PBL

【予習】困難を抱えている子どもとその支援の
あり方についてまとめておく 。教科書を再度読
む(90分)
【復習】心理的介入のさまざまな方法につい手
整理し実践できるようにする(90分)

吉武 尚美

【問題を抱える子どもの理解と支援 (4)】

https://j-pass.juntendo.ac.jp/uprx/up/bs/bsa001/Bsa00101.xhtml

2/3

2022/05/13 16:12

JUNTENDO PASSPORT 1

※ アクティブラーニングの要素を取り入れている場合、その内容を明記（PBL、反転授業、グループワーク、討議、発表等）
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科目名

特別支援教育論

授業形態

英語科目名

Education for Special Needs

開講学期

2022年度後期

対象学年

2年

単位数

2単位

代表教員

渡邉

貴裕

ナンバリング

7014

担当教員

渡邉

貴裕

授業概要

全体内容

本科目は，講義の授業形態により行われる。通常の学級にも在籍している特別の支援を必要とする幼児，児童及び生徒が授業において学習活
動に参加し，生きる力を身に付けていくことができるようにするため，彼ら の学習上又は生活上の困難を理解し，個別の教育的ニーズに対し
て， 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 知識や支援方法を学修する。

到達目標

【授業の到達目標】
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．発達障害や軽度知的障害をはじめとする特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒の心身の発達、心理的特性,
病理・生理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幼児、児童及び生徒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。
４．発達障害や軽度知的障害をはじめとする特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する支援の方法について例示することができる。
５．「通級による指導」及び「自立活動」の教育課程上の位置付けと内容を理解している。
６．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。
７．特別支援教育コーディネーター、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。
８．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幼児、児童及び生徒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。

授業の位置づけ

教職課程科目（教育の基礎的理解に関する科目等）
この科目は、スポーツ健康科学部の学位授与方針に定める「健康に関する専門性を活かし、人づくり、社会づくりに貢献できる能力」を身に付
ける。

ディプロマ・ポリシ
ー、コンピテンシーと
の関連

DP① グローバル化が進む国際社会における人間とその社会的、文化的な営みを包括的に理解するため、自然と人間、生命と健康、人間と社
会、世界と日本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活用する能力
DP② 自分とは異なる人間や文化を理解しようと心を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのできる能力
【履修要件】
特別支援教育論の単位取得後に、障害者教育総論等、特別支援学校教員免許状取得に関係する科目を履修することが望ましい。

履修上の注意、履修要
件

【履修上の注意（科目独自のルール）】
一回の授業について、3分の2以上の出席時間がない場合は、その回の授業を欠席扱いとする。また、遅刻及び総体3回で、1回分の欠席としてカ
ウントする。

成績評価の方法
評価方法

日々の学習状況（10%）、定期試験（60%）、課題レポート（30%）で評価する。なお、授業態度が授業進行上においてふさわしくないと判断
した場合は、減点の対象とします。

評価基準

１.特別支援教育の概念について理解しているかを、テストによって評価する。
２.特別支援教育の現状及び課題について、課題レポートから評価する。

試験・課題等に対するフィードバック方法
学生同士のディスカッションに対しては、毎回の授業中に解説をすることでフィードバックする。定期試験については、Juntendo Passportを使って解説する。

テキスト
参考文献
【テキスト・参考書等】
渡邉貴裕 他 編：教職課程コアカリキュラム対応版キーワードで読み解く特別支援教育・障害児保育＆教育相談・生徒指導・キャリア教育、福村出版、2020
中学校学習指導要領（最新版 文部科学省）
中学校学習指導要領解説、総則編（最新版 文部科学省）
高等学校学習指導要領（最新版 文部科学省）
高等学校学習指導要領解説、総則編（最新版 文部科学省）
特別支援学校幼稚部教育要領、小学部・中学部学習指導要領、高等部学習指導要領（最新版 文部科学省）
特別支援学校学習指導要領解説（最新版 文部科学省）
適宜、資料を配布する。
その他

連絡先・オフィスアワ
ー

【連絡先】
担当：渡邉 貴裕
E-mail：tkwatana[at]juntendo.ac.jp
※[at]を@に変更してください。
【オフィスアワー】
日時：火曜日 13時〜15時
場所：1号館2階1218号室

木曜日

10時〜12時

https://j-pass.juntendo.ac.jp/uprx/up/bs/bsa001/Bsa00101.xhtml

1/3

2022/05/13 16:13
担当教員の実務経験

JUNTENDO PASSPORT 1
この授業は、実務経験のある教員による授業であり、授業担当者が特別支援学校教諭の勤務経験を持ち、その経験を踏まえた実践的な内容を教
授する授業である
この授業は、講義の授業形態による2単位の科目であり、授業時間30時間と準備学習60時間の計90時間の学修を必要とする内容をもって構成す
る。

備考

中・高教諭1種免許（英語）を取得するための必修科目
科目：教育の基礎的理解に関する科目（中学校及び高等学校 英語）
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

授業計画
授業

担当者

回

1

2

3

4

5

6

7

8

9

渡

渡

渡邉

黄田

黄田

渡邉

飯嶋

尾高

渡邉

10

飯嶋

11

尾高

授業内容

授業方法 ※

予習・復習・レポート課題等と学習時間

「障害」という言葉の概念とその制約について理解する。

授業内容に関して講義
を聞いた後、個人で考
え、その後パートナー
とお互いの回答を比較
する。その後、全体で
共有する。

【予習：2時間】
J-Pass上に資料を提示しておくので各自読んでか
ら授業を受ける。
【復習：2.5時間】
授業の概要についてレポートにまとめる。

障害者権利条約の批准とそれを受けての国内の法体制整備につい
て理解する。

授業内容に関して講義
を聞いた後、個人で考
え、その後パートナー
とお互いの回答を比較
する。その後、全体で
共有する。

【予習：2時間】
J-Pass上に資料を提示しておくので各自読んでか
ら授業を受ける。
【復習：2時間】
授業の概要についてレポートにまとめる。

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する。

インクルーシブ教育に
ついてのVTRを視聴
し、支援方法について
グループワークを行
う。

【予習：2時間】
J-Pass上に資料を提示しておくので各自読んでか
ら授業を受ける。
【復習：2.5時間】
授業の概要についてレポートにまとめる。

発達障害についての
VTRを視聴し、支援方
法についてグループワ
ークを行う。

【予習：2時間】
J-Pass上に資料を提示しておくので各自読んでか
ら授業を受ける。
【復習：2時間】
授業の概要についてレポートにまとめる。

特別支援教育について
のVTRを視聴し、支援
方法についてグループ
ワークを行う。医療機
関における事例を視聴
し、授業内容に関連し
た質問を小グループで
話し合う

【予習：2時間】
J-Pass上に資料を提示しておくので各自読んでか
ら授業を受ける。
【復習：2.5時間】
授業の概要についてレポートにまとめる。

視覚障害・聴覚障害に
ついて、授業内容に関
連した質問を小グルー
プで話し合う

【予習：2時間】
J-Pass上に資料を提示しておくので各自読んでか
ら授業を受ける。
【復習：2時間】
授業の概要についてレポートにまとめる。

肢体不自由・病弱につ
いて、授業内容に関連
した質問を小グループ
で話し合う

【予習：2時間】
J-Pass上に資料を提示しておくので各自読んでか
ら授業を受ける。
【復習：2.5時間】
授業の概要についてレポートにまとめる。

知的障害の障害特性とその支援について理解する。

知的障害について、授
業内容に関連した質問
を小グループで話し合
う

【予習：2時間】
J-Pass上に資料を提示しておくので各自読んでか
ら授業を受ける。
【復習：2時間】
授業の概要についてレポートにまとめる。

特別支援教育に関する教育課程について理解する。

特別支援学校について
のVTRを視聴し、支援
方法についてグループ
ワークを行う。

【予習：2時間】
J-Pass上に資料を提示しておくので各自読んでか
ら授業を受ける。
【復習：2.5時間】
授業の概要についてレポートにまとめる。

「自立活動」及び「通級による指導」の教育課程上の位置付けと
内容について理解する。

授業内容に関して講義
を聞いた後、個人で考
え、その後パートナー
とお互いの回答を比較
する。その後、全体で
共有する。

【予習：2時間】
J-Pass上に資料を提示しておくので各自読んでか
ら授業を受ける。
【復習：2時間】
授業の概要についてレポートにまとめる。

特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒の心身の発達と、心
理的特性及び学習過程を理解する。

特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒の生理・病理につい
て理解する。

視覚障害・聴覚障害の特性とその支援について理解する。

肢体不自由・病弱の障害特性とその支援について理解する。

特別支援教育コーディネーター及び家庭、関連機関との連携につ
いて理解する。

https://j-pass.juntendo.ac.jp/uprx/up/bs/bsa001/Bsa00101.xhtml

授業内容に関して講義
を聞いた後、個人で考
え、その後パートナー
とお互いの回答を比較

【予習：2時間】
J-Pass上に資料を提示しておくので各自読んでか
ら授業を受ける。
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12

13

14

飯嶋

渡

尾高

JUNTENDO PASSPORT 1

外国籍及び貧困による特別の教育的ニーズとその対応について理
解する。

障害者スポーツの国際競技大会について理解する。

日本の障害者スポーツの歴史と展望、指導者養成制度について理
解する。

する。その後、全体で
共有する。

【復習：2.5時間】
授業の概要についてレポートにまとめる。

授業内容に関して講義
を聞いた後、個人で考
え、その後パートナー
とお互いの回答を比較
する。その後、全体で
共有する。

【予習：2時間】
J-Pass上に資料を提示しておくので各自読んでか
ら授業を受ける。
【復習：2時間】
授業の概要についてレポートにまとめる。

パラリンピック、スペ
シャルオリンピック
ス、デフリンピックに
ついてのVTRを視聴
し、授業内容に関連し
た質問を小グループで
話し合う

【予習：2時間】
J-Pass上に資料を提示しておくので各自読んでか
ら授業を受ける。
【復習：2.5時間】
授業の概要についてレポートにまとめる。

全国障がい者スポーツ
大会等についてのVTR
を視聴し、授業内容に
関連した質問を小グル
ープで話し合う

【予習：2時間】
J-Pass上に資料を提示しておくので各自読んでか
ら授業を受ける。
【復習：2.5時間】
授業の概要についてレポートにまとめる。

定期試験

※ アクティブラーニングの要素を取り入れている場合、その内容を明記（PBL、反転授業、グループワーク、討議、発表等）
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科目名

教育課程論

授業形態

講義

英語科目名

Curriculum Theory

開講学期

2022年度前期

対象学年

2年

単位数

2単位

代表教員

石田美清

ナンバリング

7015

担当教員

石田美清

授業概要

全体内容

歴史的な観点から「教育課程」に関連した用語の意味を理解し、また各国の学校の教育内容の違いをもとに、わが国の教育課程の
特色を理解する。昭和22年以降の社会的背景を踏まえた学習指導要領の改訂の内容を理解し、さらに平成29年の中央教育審議会答申
の意義、並びに学校教育制度改革の進行をもとにして、実際の教育課程編成におけるカリキュラムマネジメントについて理解を深め
る。

到達目標

①学校において教育課程が有する役割・機能・意義について理解している。②教育課程編成の基本原理及び学校の教育実践に即し
た教育課程編成の方法について理解している。③教科・領域・学年をまたいでカリキュラムを把握し、学校の教育課程全体をマネジ
メントすることの意義について理解している。

授業の位置づけ

教職課程科目（教育の基礎的理解に関する科目等）

ディプロマ・ポリシ
ー、コンピテンシー
との関連

履修上の注意、履修
要件

DP① グローバル化が進む国際社会における人間とその社会的、文化的な営みを包括的に理解するため、自然と人間、生命と健康、
人間と社会、世界と日本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活用する能力
DP② 自分とは異なる人間や文化を理解しようと心を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのできる能力
DP④ グローバル市民として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、文化を超えて活躍できる専門性（グローバル社会、異
文化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、人類が直面する問題を発見し、解決策を探る多面的かつ柔軟な
思考力と行動力
〇教員の職務から必然的求められる基礎的基本的な資質能力も育成する。遅刻、無断欠席は厳禁。
〇授業中にインターネットで資料の検索を行うので、パソコン、タブレット端末、スマートフォンが必要である。

成績評価の方法
評価方法

形成的評価のために毎回小テストを行うが、成績評価は、定期試験（95%）、課題レポート等（5%）によって行う。

評価基準

①教育の目的・目標について説明することができる。
②教育課程、カリキュラム、学習指導要領などの用語を説明することができる。
③世界の学校とカリキュラムについて説明することができる。
④昭和22年から平成29年までの学習指導要領改訂の背景について説明することができる。
⑤昭和22年から平成20年までの学習指導要領改訂の特色と内容について説明することができる。
⑥平成29年学習指導要領の内容について詳しく説明することができる。
⑦カリキュラムマネジメントについて説明することができる。
⑧学習指導要領によらない教育課程編成について説明することができる。

試験・課題等に対するフィードバック方法
形成的評価のための小テストを授業中に返却する。また、定期試験の結果は開示する。
テキスト
参考文献
〇文部科学省『中学校学習指導要領解説総則編』東山書房、平成29年。
〇文部科学省『高等学校学習指導要領解説総則編』東山書房、平成30年。
その他
連絡先・オフィスア
ワー

木曜14時～16時

担当教員の実務経験
中・高教諭1種免許（英語）を取得するための必修科目
科目：教育の基礎的理解に関する科目（中学校及び高等学校 英語）
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。）

備考
授業計画
授業
回

担当者

授業内容

1

石田美清

ガイダンス；講義の方法・概要・評価について説明する。

2

石田美清

言葉の定義；教育課程、カリキュラム、学習指導要領など関
連用語を歴史的視点から整理して、学校の教育内容の編成を
理解する。

https://j-pass.juntendo.ac.jp/uprx/up/bs/bsa001/Bsa00101.xhtml

授業方法 ※
小学校、中学校、高
等学校で体験した時
間割について発表す
る。

予習・復習・レポート課題等と学習時間
【予習】小学校、中学校、高等学校で体験し
た時間割を想起しまとめておく。(90分)
【復習】教科・領域、時間数など、学校種の
違いについて整理する。（90分）
【予習】教育課程、カリキュラム、学習指導
要領の意味についてインターネットで調べ
る。（90分）
【復習】Curriculum、Course of Study、教

1/3

2022/05/13 16:13

JUNTENDO PASSPORT 1
科課程、教育課程、カリキュラムについて説
明できるよう復習する。（90分）

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

石田美清

世界の学校とカリキュラム；世界の学校の三類型と教育内容
の違いについて理解する。

石田美清

学習指導要領の法的位置づけ；憲法、学校教育法、学校教育
法施行規則、文部科学省通知等における学習指導要領の位置
づけについて理解する。

石田美清

学習指導要領の理解(1)；昭和22年と昭和26年の学習指導要
領の内容とその社会的背景について理解する。

Youtubeで昭和20年
代の動画を視聴す
る。

【予習】昭和20年9月2日から昭和27年までの
日本教育史を理解しておく。（90分）
【復習】GHQ、CIE、米国教育使節団のカリ
キュラムの考え方を整理する。（90分）

石田美清

学習指導要領の理解(2)；昭和33年（中学校）と昭和35年
（高等学校）の学習指導要領の内容、さらに道徳の時間の新
設の背景について理解する。

Youtubeで昭和30年
代の動画を視聴す
る。
小学校と中学校の
「道徳」について体
験を発表する。

【予習】日本が独立した昭和27年以降の日本
教育史を理解しておく。（90分）
【復習】「道徳の時間」が導入された経緯に
ついて調べる。（90分）

石田美清

学習指導要領の理解(3)；昭和44年（中学校）と昭和45年
（高等学校）の学習指導要領の内容、さらにクラブ活動必修
化の背景について理解する。

Youtubeで昭和40年
代の動画を視聴す
る。

【予習】「期待される人間像」など高度成長
期の日本教育史について学習しておく。（90
分）
【復習】教育内容の現代化について説明でき
るようにする。（90分

石田美清

学習指導要領の理解(4)；昭和52年（中学校）と昭和53年
（高等学校）の学習指導要領の内容、さらに「ゆとりの時
間」について理解する。

Youtubeで昭和50年
代の動画を視聴す
る。

【予習】学校教育に「ゆとり」が導入された
のかを調べておく。「（90分）
【復習】昭和40年代の学習指導要領の教科領
域と比較対照ができるようにする。（90分）

石田美清

学習指導要領の理解(5)；平成元年の中学校と高等学校の学習
指導要領の内容、さらに部活動について理解する。

体験した部活動につ
いて発表する。

【予習】平成元年の時代背景について調べて
おく。（90分）
【復習】「自己教育力」について学習を深め
る。（90分）

石田美清

学習指導要領の理解(6)；平成10年（中学校）と平成11年
（高等学校）の学習指導要領の内容、さらに「総合的な学習
の時間」について理解する。

小学校、中学校、高
等学校の「総合的な
学習の時間」の体験
について発表する。

【予習】平成元年から平成10年の時代背景に
ついて調べておく。（90分）
【復習】「総合的な学習の時間」新設の経緯
について学習する。（90分）

石田美清

学習指導要領の理解(7)；平成20年（中学校）と平成21年
（高等学校）の学習指導要領の内容、さらに「特別な教科で
ある道徳」について理解する。

インターネットで、
中央教育審議会答申
を検索する。

【予習】平成15年の学習指導要領一部改訂に
ついて中教審答申を調べておく。（90分）
【復習】中教審答申で述べられた子供の実態
と課題について学習する。（90分）

石田美清

学習指導要領の理解(8)；平成28年の中央教育審議会答申「幼
稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指
導要領等の改善及び必要な方策等について」の内容を把握
し、特に社会に開かれた教育課程、カリキュラムマネジメン
トについて理解する。

「カリキュラムマネ
ジメント」「アクテ
ィブラーニング」に
ついて発表する。

【予習】当該答申を文科省HPより事前に読
んでおく。（90分）
【復習】「カリキュラムマネジメント」「ア
クティブラーニング」について実例を調べ
る。（90分）

石田美清

学習指導要領の理解(9)；平成29年（中学校）と平成30年
（高等学校）の学習指導要領の内容を理解する。

石田美清

学習指導要領の理解(10)；学習指導要領によらない教育課程
の編成を行っている研究開発学校、教育課程特例校の事例に
ついて理解する

15

石田美清

全体のまとめと課題の抽出；これまでの講義内容をまとめ、
履修カルテの課題を抽出する。

16

石田美清

定期試験

13

14

インターネットで世
界の学校のカリキュ
ラムを検索する。

【予習】二宮晧編著『世界の学校』（学事出
版）により、世界の学校教育の違いについて
学習しておく。（90分）
【復習】インターネットにより、ヨーロッパ
と英米の学校のカリキュラムを調べる。（90
分）

https://j-pass.juntendo.ac.jp/uprx/up/bs/bsa001/Bsa00101.xhtml

【予習】学校関連法を調べ、憲法、学校教育
法、同施行規則、文科省通知の法体系を理解
しておく。（90分）
【復習】学習指導要領の法的位置づけについ
て最高裁判所判例を調べる。（90分）

【予習】教育実行再生会議の報告をもとに、
教育改革の動向について学習しておく。（90
分）
【復習】小学校、中学校、高等学校の「英語
教育」の内容について習熟する。（90分）
研究開発学校、教育
課程特例校につい
て、インターネット
を用いて調べる。

【予習】学校教育法により「研究開発学校」
「教育課程特例校制度」を調べておく。（90
分）
【復習】「研究開発学校」の事例を探し、そ
の特徴を調べる。（90分）
【予習】これまでの授業内容をまとめる。
（90分）
【復習】履修カルテに課題を抽出する。（90
分）
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※ アクティブラーニングの要素を取り入れている場合、その内容を明記（PBL、反転授業、グループワーク、討議、発表等）
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科目名

道徳教育の理論と実践

授業形態

講義

英語科目名

Moral Education Theory and Practice

開講学期

2022年度前期

対象学年

3年

単位数

2単位

代表教員

梶川萌

ナンバリング

担当教員

梶川萌

授業概要

全体内容

本講義では、道徳教育及び「特別の教科 道徳」（道徳科）の特質や内容を理論と実践の両面から学ぶことで、専門的知識と実践的
指導力を身につけることを目指す。道徳の「特別の教科」化に伴い、学校教育で道徳を教える（指導する ）ことの持つ意味や可能性
は、今改めて問われている。講義内ではこうした重要な問いに立ち返り、道徳の本質や道徳教育の諸課題を検討し、道徳教育の歴史
を概説する。そのうえで特色ある優れた道徳教育実践を参照するとともに、教材研究・指導案作成・授業後の検討までを模擬的に行
い、履修者が自ら道徳教育の授業を構成するための知識技能を身につけることを目指す。

到達目標

・ 道徳の意義や原理に基づき、道徳と社会および教育制度との関係を説明することができる。
・ 日本の学校教育における道徳教育の歴史を踏まえ、今日の道徳教育の課題・要請・可能性を分析することができる。
・ 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。
・ 日本の学校教育における道徳教育及び道徳科の指導方法、評価の役割、実践に際する留意点を理解している。
・ 道徳科の授業を自ら組み立てることができる。

授業の位置づけ

教職課程科目（教育の基礎的理解に関する科目等）

ディプロマ・ポリシ
ー、コンピテンシー
との関連

履修上の注意、履修
要件

【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における人間とその社会的、文化的な営みを包括的に理解するため、自然と人間、生命と健康、
人間と社会、世界と日本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活用する能力
DP② 自分とは異なる人間や文化を理解しようと心を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのできる能力
DP③ 母語そして外国語でのコミュニケーション能力を駆使し、多様な人々と繋がり、自らの考えを論理的に説明し、相互の関係を
築く能力
DP④ グローバル市民として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、文化を超えて活躍できる専門性（グローバル社会、異
文化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、人類が直面する問題を発見し、解決策を探る多面的かつ柔軟な
思考力と行動力
手書きもしくはデータで、授業および予習復習のノートを取るようにしてください。
初回までに文部科学省による下記の基本資料を一読して授業に参加してください。いずれもWeb上で閲覧できるので紙媒体購入の必
要はなし。
・ 文部科学省『中学校学習指導要領』より「第1章 総則」「第3章 特別の教科 道徳」（平成29年3月告示）。
・ 文部科学省『中学校学習指導要領解説』より『総則編』『特別の教科 道徳編』（ともに平成29年7月）。

成績評価の方法
以下を統合して評価する。
授業内で作成する道徳科の学習指導案（40%）
授業内で作成・提出するレポート課題（40%）
授業への参加度（20%） *模擬授業、ミニプレゼン（教材研究／指導法）への取り組みも加算します

評価方法

・ 道徳および道徳教育についての多様な立場を理解したうえで、定期試験で自らの考えを論理的に展開することができるか。
・ 学習指導要領等で示された道徳科の考え方・内容を把握し、それをもとに自ら指導案を作成することができるか。
・ 価値に関わる教育をする際に留意すべき点や注意すべき点を理解し、指導案の中で指導内容や方法へ反映することができるか。
※以上のほか、全授業の3分の2以上の出席がない場合、定期試験の受験資格を喪失することに注意してください。

評価基準

試験・課題等に対するフィードバック方法
・学習指導案は授業内で検討のうえ提出するものとし、授業期間内に解説・コメントを付して返却する。
・期末課題へのフィードバックはJUNTENDO-PASSPORTのクロスプロファイル機能を使用して行う。
テキスト
参考文献
『ワークで学ぶ道徳教育〔増補改訂版〕』（井藤元編、ナカニシヤ出版、2020年）
※そのほか、参考資料（書籍／映像等）を授業内で随時案内・指示する。
その他
連絡先・オフィスア
ワー

質問等は、授業の前後、および電子メール（m.kajikawa.uz@juntendo.ac.jp）で随時受け付ける。

担当教員の実務経験
中学校教諭1種免許（英語）を取得するための必修科目（中高両免許希望者含む）
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（中学校及び高等学校
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

備考

英語）

授業計画
授業
回

担当者

授業内容

https://j-pass.juntendo.ac.jp/uprx/up/bs/bsa001/Bsa00101.xhtml

授業方法 ※

予習・復習・レポート課題等と学習時間
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

梶川

梶川

梶川

梶川

梶川

梶川

梶川

梶川

梶川

梶川

梶川

萌

JUNTENDO PASSPORT 1
初回ガイダンス
・授業の進め方、評価、講師への連絡方法等の説明
・履修者自身が受けてきた道徳教育の振り返り
・学校教育における道徳教育の一般的な位置づけの整理

グループワーク

予習：『中学校学習指導要領』『中学校学習
指導要領解説』の「総則」「特別の教科 道
徳」を読む。（90分 ）
復習：道徳と道徳教育に関する自らの疑問・
課題を整理しノート等に記録する。（90分）

萌

なぜ道徳教育を考えるのか？
・日本の学校教育における道徳科の授業実践例を提示し論
点・課題を整理
・道徳を教える／学ぶことの意味と難しさについて検討
・道徳科における評価の考え方・持ち方について概観

萌

理解を深める①：「いじめ」を解決することはできるか？
・日本における「いじめ」問題を特に道徳科の特設にかかる
点に注目して概観
・「いじめ」のメカニズムについての理論を確認
・「いじめ」に対する道徳科の可能な関わり方を検討

予習：ニュース等で、道徳教育がどのような
社会問題とともに取り上げられているかを調
べる。（90分）
復習：道徳教育推進と生徒指導の関連の整理
をノート等に記録する。（90分）

萌

理解を深める②：子どもを「保護」する教育、社会に開かれ
た教育
・学校-社会の関係をめぐる教育学研究の展開を概観
・子どもと社会の課題との関係を学校教育がいかに調整すべ
きかを議論
・現実の問題を授業で取り扱う道徳教育実践を紹介

ディスカッション

予習：学校と社会の関係に関する参考資料を
読む（資料は事前に指示）。（90分）
復習：子どもと現実の諸課題との関わりにつ
いての考えをノート等に記録する。（90分）

萌

実践編①：道徳科の指導案を知ろう
・道徳科で求められる指導案の書き方や留意点を確認
・効果的な指導方法、他教科とのクロス可能性を整理
・評価の考え方および指導者としての役立て方を再確認

ペアワーク

予習：『中学校学習指導要領解説』「特別の
教科 道徳」を再読する。（90分）
復習：授業を参考に指導案の作成に向け、教
材・指導方法の研究を行う。（90分）

萌

理解を深める③：「わかること／わかりえないこと」ーー道
徳の授業の成功とは？
・いのちの授業の実践事例を概観し、意義と限界を検討
・異なる「理解」の形態を求める道徳の授業内容と対比
・各事例から題材や教材の選定、指導法、指導に際する留意
点を確認

ディスカッション

予習：「生」と「死」について、関連する実
践事例を事前視聴する（資料は事前に指
示）。（90分 ）
復習：指導案の立案における留意点を、ノー
ト等に記録する。（90分）

萌

理解を深める④：「規範」にはいつも従うべき？
・ルールや校則と個人の関わりについて学校の事例をもとに
検討
・「規範」という観点から道徳についての概念的理解を整理
・道徳科の内容と「規範」の関わりを具体的に確認

ディスカッション

予習：「校則」に関するニュースや新聞記事
を調べる。（90分）
復習：授業をもとに指導時に留意すべき点等
について考えをまとめ、記録する。（90分）

ディスカッション

予習：H.アレント、および第二次世界大戦中
のナチスドイツによる強制収容所について、
基礎的な情報を調べる（推奨資料を事前に指
示）。（90分）
復習：ノート等にて記録を整理し、指導案の
教材研究に反映する。（90分）

ディスカッション

予習：日本の学校教育における道徳科の授業
実践例を視聴する。（90分）
復習：道徳科の授業を計画することに向けた
疑問を整理し、ノート等に記録する。（90
分）

萌

理解を深める⑤：「意志」がなければ「悪」じゃない？
・「悪」についての理論を概観（政治哲学者H.アレント）
・「規範」と「悪」の関係について論点を整理

萌

実践編②：教材研究を考えよう＆指導案の検討
・指導案のピアレビュー時の着目点を整理
・履修者自身が作成した学習指導案をグループで検討
・道徳科における教材研究の意義や方法を概観

ペアワーク

予習：道徳科の指導案（初案）を完成させ
る。（90分）ミニ・プレゼンの担当者は口頭
での発表準備をする。（60分）
復習：授業をもとに、授業指導案を改善す
る。（120分）

萌

理解を深める⑥：道徳性は発達するか？
・道徳性の発達に関する基礎理論を概観
（教育心理学者L.コールバーグの「道徳性の発達」理論、教
育心理学者C.ギリガンによる批判）
・モラル・ジレンマ等、発達心理学理論を援用した授業方法
を確認

個人・グループワー
ク

予習：L.コールバーグとC.ギリガンについて
調べる（推奨資料を事前に指示）。（90分）
復習：ノート等にて記録を整理し、指導案の
授業方法に反映する。（90分）

萌

実践編③：授業方法を考える＆指導案の検討
・履修者自身が修正した学習指導案をグループで検討
・発問の意義やポイント、効果的な授業方法を概観

ペアワーク

予習：道徳科の指導案（修正案）を完成させ
る。（90分）ミニ・プレゼンの担当者は口頭
での発表準備をする。（60分）
復習：授業をもとに、指導案を改善し、JPassで提出する。（120分）

日本の道徳教育の歴史①
・明治期の学制〜第二次世界大戦終戦までの日本の学校教育
制度の整備・変遷を概観
・道徳教育的要素とその背景をなす思想を整理
・教科書をはじめとする形ある「もの」の取り入れ等に着目

予習：参考資料を事前に読み、歴史の流れを
つかむ（資料は事前に指示する）。（90分）
復習：道徳を学校教育で教えることについ
て、自分なりの考えをノート等に整理する。
（90分）

日本の道徳教育の歴史②
・第二次世界大戦後〜現在までの道徳教育に関する制度を概
観
・時代ごとに学校教育を通じて目指された子ども・人間像を

予習：参考資料を事前に読み、歴史の流れを
つかむ（資料は事前に指示する）。（90分）
復習：履修者が希望する赴任先の自治体の重

12

梶川

萌

13

梶川

萌
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確認
・道徳科の特設に際する論争を整理

14

15

梶川

梶川

萌

萌

実践編④：道徳科の模擬授業と授業研をやってみよう
・模擬授業を実施し、指導者／学習者の視点からポイントを
整理
・指導者の視点で授業研究会を実施し模擬授業を検討

全体の振り返りとまとめ
･クロスカリキュラム、教育課程特例校、国際的課題等と道
徳科の関わりを概観
・理論的要素と実践編のポイントを整理

点課題を調べ、その特徴を自分なりに考えて
ノート等に整理する。（90分）

ディスカッション

予習：道徳科の指導案例や事例映像を複数
点、事前に閲覧する（資料は事前に指示す
る）。（90分）模擬授業の担当者は指導案や
必要な配布物・教材等を準備する。（120
分）
復習：模擬授業の検討から得た視点をノート
等の記録に整理し、期末課題に取り組む。
（90分）
予習：指定のテキスト、授業資料、自ら記録
したノート類を通読する。（90分）
復習：期末課題に取り組み、J-Passで提出す
る。（90分）

※ アクティブラーニングの要素を取り入れている場合、その内容を明記（PBL、反転授業、グループワーク、討議、発表等）

https://j-pass.juntendo.ac.jp/uprx/up/bs/bsa001/Bsa00101.xhtml

3/3

2022/05/13 16:14

JUNTENDO PASSPORT 1

科目名

特別活動及び総合的な学習の時間の指導法

授業形態

講義

英語科目名

EducationalDesign for Integrated Studies

開講学期

2022年度後期

対象学年

2年

単位数

2単位

代表教員

吉野

康子

ナンバリング

7017

担当教員

吉野

康子、竹内

秀一

授業概要

全体内容

第１回で「特別活動」の教育課程における位置づけを明らかにし、その今日的な役割と意義を理解させる。
第２回から第８回までで「特別活動」のうちの各活動について、その現状と課題を認識させ、それらを踏まえた指導のあり方を考え
させる。
第９回・第10回で「特別活動」の特色を活かしたキャリア教育、生徒指導の在り方を考えさせる。
第11回で「特別活動の」評価の仕方について理解させる。
第12回は「総合的な学習（探究）の時間」について教育課程における位置づけや育成をめざす資質・能力などその目標について理解
させる。
第13回・第14回で「総合的な学習（探究）の時間」のカリキュラム・デザインや探究課題の設定、授業づくりのポイントなど指導の
あり方について考えさせる。
第15回では評価の視点について理解させるとともに授業のまとめを行う。

到達目標

１ 中学校・高等学校の教育課程における「特別活動」および「総合的な学習（探究）の時間」の位置づけや意義、内容、指導のあ
り方についての理解を深める。
２ 新学習指導要領の趣旨を踏まえ、「特別活動」および「総合的な学習（探究）の時間」の授業を通じて、生徒が教科の学習で習
得した力を総合的に発揮できるような指導力を身につける。
３ 「特別活動」では、各教科の学習や「総合的な学習（探究）の時間」、生活指導・進路指導等と関連させた効果的な指導法を工
夫する力を身につける。
４ 「総合的な学習（探究）の時間」では、適切な課題設定のあり方や指導上の留意点等を踏まえ、他の教育活動とも連携させた授
業をデザインする力を身につける。

授業の位置づけ

教職課程科目（教育の基礎的理解に関する科目等）

ディプロマ・ポリシ
ー、コンピテンシー
との関連

履修上の注意、履修
要件

【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における人間とその社会的、文化的な営みを包括的に理解するため、自然と人間、生命と健康、
人間と社会、世界と日本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活用する能力
DP② 自分とは異なる人間や文化を理解しようと心を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのできる能力
DP④ グローバル市民として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、文化を超えて活躍できる専門性（グローバル社会、異
文化コミュニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、人類が直面する問題を発見し、解決策を探る多面的かつ柔軟な
思考力と行動力
1
2
3
4

中学校・高等学校の教員を真に志望している者、教職に強い関心を持っている者が受講すること。
ディスカッション等では積極的に発言し、履修者同士が互いに学び合う環境を作っていくことが望まれる。
授業に出席し、かつ積極的に参加することを評価の対象として重視する。正当な理由の無い遅刻・早退は認めない。
授業の予習・復習については怠ることの無いよう真摯に取り組み、授業ごとに課される課題を必ず提出すること。

成績評価の方法

評価方法

評価基準

成績評価方法
①満点を100点として成績を評価する。そのうち「特別活動」の指導法は70点、「総合的な学習の時間」の指導法は30点の割合とす
る。
②「特別活動」の指導法については、授業ごとに提出してもらうリアクションペーパー（またはクラスプロファイルを用いて課され
た課題の解答）の内容、授業への出席状況及び積極的な参加度（40点）、定期試験の成績（30点） を評価の対象とし、達成目標を
踏まえ総合的に評価する。
③「総合的な学習の時間」の指導法については、定期考査は実施せず、リアクションパーパーの内容を含む授業への積極的な参加度
（80％）、レポート等（20％）を評価の対象とし、達成目標を踏まえ総合的に評価する。
成績評価の規準
①中学校・高等学校の教育活動における「特別活動」及び「総合的な学習（探究）の時間」の位置づけや意義、内容、指導上のポイ
ントを理解しているか。
②「特別活動」に含まれる諸活動の現状と課題を理解し、それらを踏まえた指導法を工夫して実践する態度・意欲を身につけること
ができたか。
③「総合的な学習（探究）の時間」における適切な課題設定のあり方、教科の学習との連携の仕方を理解し、それらを踏まえた授業
をデザインする態度・意欲を身につけることができたか。

試験・課題等に対するフィードバック方法
１ 提出された課題の解答については、抜粋したものをプリントにまとめるなどして、授業中それについてコメントしたり議論の対象とするなど有効に活用
する。
２ JUNTENDO-PASSPORTのクラスプロファイル機能を使用して提出された課題の解答については、個別に教員からのコメントをつけてフィードバックす
る。
３ 定期試験については、JUNTENDO-PASSPORTのクラスプロファイル機能などを使用して行う。
テキスト
特になし
参考文献
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テキストはとくにないが、授業時に適宜資料を配布する。
参考書・参考資料等は下記の通り
『中学校学習指導要領』、『高等学校学習指導要領』
『中学校学習指導要領解説 特別活動編』、『高等学校学習指導要領 特別活動編』
『中学校学習指導要領解説 総合的な学習の時間編』、『高等学校学習指導要領解説
『特別活動論』（犬塚文雄編著／一藝社）
『中学校教育課程実践講座 総合的な学習の時間』（田村学編著／ぎょうせい）など

総合的な探究の時間編』

その他
連絡先・オフィスア
ワー

竹内：授業終了後に教室又は第２教育棟３階非常勤講師室で質問等を受け付ける。電子メール
（sh-takeuchi@juntendo.ac.jp）でも質問等を受け付ける。
吉野：電子メール（ya-yoshino@juntendo.ac.jp)にて受け付ける。

担当教員の実務経験

吉野：東京都公立中学校、東京都私立高等学校、国立長野工業高等専門学校、文部科学省教科書調査官を経て、大学にて
英語教育、教員養成
竹内：神奈川県立高等学校および東京都立高等学校で教諭・管理職として勤務（1976年4月～2014年3月）。（公財）日本
修学旅行協会で理事長として勤務（2014年4月～現在）。

備考

中・高教諭1種免許（英語）を取得するための必修科目
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（中学校及び高等学校
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、特別活動の指導法

英語）

授業計画
授業
回

担当者

授業内容
初回ガイダンス
①授業の目的や進め方、履修の仕方や評価方法について説
明する。
②教員採用試験の概要について説明する。

１

竹内秀一

１ 新学習指導要領のポイントと特別活動の位置付け〜「深
い学び」につなげるために〜
①学校教育のねらいについて、学校教育法や学習指導要領
に基づいて解説する。
②特別活動の概要について説明する。

授業方法 ※

予習・復習・レポート課題等と学習時間

適宜、学生への質問
を交えながら既習の
知識を確認してい
く。

【予習】新学習指導要領の総則と特別活動の
章を読み、疑問点などを整理しておくこと。
（90分）
【復習】新学習指導要領のポイントと教育課
程における特別活動の位置付けについてまと
める。（90分）

適宜、質問を交えな
がら学生の考えを発
表させる。

【予習】自らが経験した特別活動について発
表できるように整理しておくとともに、その
経験をもとに特別活動が学校教育において担
っている役割について考察する。
（90分）
【復習】特別活動の学校教育における位置付
けや役割につい て整理する。（90分）

竹内秀一

２ 特別活動の基本的な性格〜集団活動を通して「個」を育
てる教育活動〜
①中学生・高校生の現状を踏まえ、特別活動の必要性につ
いて解説する。
②学校教育における特別活動のねらいを明らかにする。
③特別活動の基本である集団活動の在り方について考え
る。
④生徒と教師にとっての特別活動の意義について考える。

竹内秀一

３ 学級活動・ホームルーム活動.の目標・内容と指導のポイ
ント〜支持的風土のあるクラスづくり〜
①学習指導要領で学級活動（ＨＲ活動）の目標を確認す
る。
②課題発見から話し合いを経て振り返りに至る学級活動の
基本的なプロセスについて解説する。
③学級活動を指導する上での留意点について、望ましいク
ラスづくりを念頭において説明する。

中学生・高校生だっ
たときの学級活動・
ＨＲ活動について発
表させる。

【予習】自らが中学校・高校で経験した学級
活動・ホームルーム活動について、その内容
と課題を発表できるようにまとめておく。
（90分）
【復習】学級活動・ホームルーム活動の目標
を踏まえ、効果的な指導の方法を考え、まと
める。（90分）

竹内秀一

４ 生徒会活動の目標・内容と指導のポイント〜全生徒をも
って組織する自主的・自治的活動の意味〜
①学校組織における生徒会の位置づけとその目標につい
て、学習指導要領に基いて解説する。
②生徒会活動の課題をあげ、その課題の解決方法を考え
る。
③生徒会活動を指導する際の留意点について説明する。

自分が卒業した中学
校・高校の生徒会活
動、およびその課題
と解決方法について
の考えを発表させ
る。

【予習】自分が卒業した中学校・高校の生徒
会活動について、とくに生徒会役員の役割、
一般生徒の関わり方についてまとめ、発表で
きるようにする。（90分）
【復習】生徒会活動の目標と現状における課
題を整理し、教師としての指導のあり方につ
いてまとめる。（90分）

5

竹内秀一

５ 部活動の現状と課題および指導のポイント〜部活動のメ
リット、デメリットを考える〜
①部活動が特別活動では無いことを踏まえ、その学校教育
上の位置づけについて説明する。
②課外活動である部活動の、生徒および教師にとってのメ
リット・デメリットを考える。
③部活動を指導する際の留意点について、デメリットを克
服することを念頭に置いて説明する。

自らが経験した部活
動について、その問
題点をあげさせ、問
題解決の方向性につ
いて発表させる。

【予習】自らが経験した部活動について、そ
の問題点をあげ、自分なりの問題解決の方向
性をまとめ、発表できるようにしておく。
（90分）
【復習】生徒の視点と教師の視点からみた部
活動のよりよいあり方について自分の考えを
まとめる。（90分）

6

竹内秀一

６ 学校行事の位置づけと儀式的行事のねらい〜生徒の積極
的な関わりを促す指導のポイント〜
①学習指導要領で学校行事の位置づけと目標について確認
する。

自分が経験した入学
式・卒業式につい
て、その内容と改善
点を発表させる。

【予習】自分が経験した入学式・卒業式につ
いて、その内容と改善点を発表できるように
まとめておく。（90分）
【復習】学校における儀式的行事の意義を踏

2

3

4
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②学校行事のうち儀式的行事をとりあげ、そのねらいにつ
いて考える。
③儀式的行事を指導する際の留意点について解説する。

7

8

9

10

11

12

まえ、生徒が積極的に関わることができるよ
うな儀式のあり方について考察しまとめる。
（90分）

竹内秀一

７ 健康安全・体育的行事の現状および課題と教師の役割〜
体育祭における生徒の安全の確保を中心に〜
①健康安全・体育的行事のうち体育的行事をとりあげ、そ
のねらいを説明する。
②運動会・体育祭における10段ピラミッドの実施をテーマ
とし、その実施の可否について考える。
③体育的行事を指導する際の留意点を、とくに生徒の安
全・安心の確保を前提に説明する。

運動会・体育祭にお
ける10段ピラミッド
実施の可否について
ディスカッションさ
せる。

【予習】自分が体験した体育祭について、そ
の内容と安全の確保に関わる課題についてま
とめ、発表できるようにしておく。（90分）
【復習】体育祭における事故事例について、
その原因を踏まえ、改善の方向性を考察しま
とめる。（90分）

竹内秀一

８ 旅行・集団宿泊的行事の現状と指導のポイント〜「学
び」の場としての修学旅行のあり方を考える〜
①学習指導要領で旅行・集団宿泊的行事のねらいを確認す
る。
②旅行・集団宿泊的行事のうち修学旅行をとりあげ、最近
の修学旅行の傾向について説明する。
③修学旅行の課題とその解決の方向性について考える。
④修学旅行を指導する際の留意点を、とくに３年間の教育
過程への位置付け、事後学習の充実を中心に説明する。

自分が経験した修学
旅行を振り返ってそ
の問題点をあげさ
せ、その解決策につ
いての考えを発表さ
せる。

【予習】自分が経験した中学校・高校での修
学旅行を振り返り、その問題点を３つあげ、
それぞれの解決法について考え発表できるよ
うにする。（90分）
【復習】修学旅行を学校の教育課程全体の中
に位置付けた指導計画を作り、指導上のポイ
ントをまとめる。（90分）

竹内秀一

９ キャリア教育の要としての特別活動のあり方〜キャリア
教育のねらいと特別活動における指導のポイント〜
①キャリアやキャリア発達の「定義」を確認したうえで、
キャリア教育の内容について説明する。
②キャリア教育のねらいを学習指導要領で確認し、特別活
動がその要とされている理由について考える。
③キャリア教育として活用できる特別活動の分野について
考える。
④勤労観・職業観を育成する指導において留意すべき点に
ついて説明する。

自分が中学校・高校
で経験したキャリア
教育を振り返り、そ
の内容とねらいにつ
いて考えさせ、発表
させる。

【予習】新学習指導要領を読み込み、学校教
育におけるキャリア教育のねらいやあり方に
ついて発表できるようにまとめておく。（90
分）
【復習】キャリア教育の要としての特別活動
における指導のポイントについてまとめる。
（90分）

竹内秀一

10 特別活動と生徒指導〜特別活動の特色を生かした生徒指
導のあり方〜
①生徒指導、生活指導、特別指導の区別を明らかにし、生
徒指導の内容を解説する。
②生徒の全人格に働きかける生徒指導において、教師に必
要とされる要件について考える。
③生徒指導における留意点として、生徒の人格を尊重する
ことなどを中心に説明する。

生徒指導における特
別活動の役割につい
て考えさせ、発表さ
せる。

【予習】生徒指導における特別活動の役割に
ついて、自分なりの考えをまとめておく。
（90分）
【復習】特別活動の特色を生かして行う生徒
指導の教育効果について説明できるようにま
とめる。（90分）

竹内秀一

11 特別活動の評価と求められる視点・方法〜特別活動の評
価の観点と具体的な評価方法〜
①学習活動に対する評価について、その目的や規準と基
準、評価と評定の違いなどについて解説する。
②特別活動を評価する際の留意点として、生徒個々に対す
る評価、集団に対する評価を中心に説明する。

教科の学習に対する
評価と特別活動に対
する評価の仕方の違
いを考えさせ、発表
させる。

【予習】教科の学習に対する評価と特別活動
に対する評価の仕方の違いを具体的に挙げる
ことができるようにまとめておく。（90分）
【復習】特別活動を評価するに当たって留意
すべき点を整理し、まとめる。（90分）

中学校・高校で学習
した「総合的な学習
（探究）の時間」の
内容を振り返り、発
表させる。

【予習】新学習指導要領の総則と「総合的な
学習（探究）の時間」の章を読み、疑問点な
どを整理しておくこと。
（90分）
【復習】教育課程における「総合的な学習
（探究）の時間」の位置付けとその目標につ
いてまとめる。（90分）

探究課題として設定
した「国際理解」の
年間指導計画をグル
ープワークによって
作成させる。

【予習】「総合的な学習（探究）の時間」で
設定するにふさわしい各学年段階に応じた探
究課題を考え、発表できるようにまとめてお
く。（90分）
【復習】教科の学習や特別活動との連携を踏
まえた「総合的な学習（探究）の時間」の適
切な位置付けについて整理し、まとめる。
（90分）

吉野康子

13

吉野康子

14

吉野康子

12 「総合的な学習（探究）の時間」の位置づけとねらい〜
教育課程における「総合的な学習（探究）の時間」の位置づ
けと育成をめざす資質・能力〜
①学習指導要領で「総合的な学習（探究）の時間」の目標
と内容を確認する。
②教育課程における「総合的な学習（探究）の時間」の位
置づけと他の教科、道徳、特別活動との関連を説明する。
③現代の諸課題に対する探究的な学びの方法について考え
る。

13 「総合的な学習（探究）の時間」のカリキュラム・デザ
イン〜カリキュラム・デザインの考え方と年間指導計画作成
のポイント〜
①学年段階に応じた「総合的な学習（探究）の時間」の年
間指導計画の考え方について解説する。
②探究課題を「国際理解」と設定し、グループごとにその
具体的な年間指導計画を考える。
14 「総合的な学習（探究）の時間」における課題設定と授
業づくり〜探究課題設定の視点と授業づくりのポイント〜
①探究課題として設定した「国際理解」について、どのよ
うに授業をつくっていくかグループごとに考える。
②それぞれのグループで考えた結果を発表し、発表内容に
ついてディスカッションする。

https://j-pass.juntendo.ac.jp/uprx/up/bs/bsa001/Bsa00101.xhtml

探究課題に関するグ
ループワークの結果
を発表させ、それに
ついてディスカッシ
ョンさせる。

【予習】探究課題として設定した「国際理
解」教育について、授業をどのように進めて
いくか考え、発表できるようにまとめてお
く。（90分）
【復習】「主体的・対話的で深い学び」を実
現する課題設定の視点、学びのプロセスを重
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③グループワークのまとめとして、授業づくりのポイント
を説明する。

15

吉野康子

15 「総合的な学習（探究）の時間」の評価と求められる視
点・方法〜評価規準設定のポイントと具体的な評価方法〜
①探究課題として設定した「国際理解」を事例として、生
徒の取組みに対する評価の視点・方法について考える。
②学びのプロセスについて評価する際の具体的な方法およ
び留意点について解説する。

視した授業づくりのポイントについてまとめ
る。（90分）
「総合的な学習（探
究）の時間」におけ
る生徒の活動に対す
る評価の規準・方法
について、各自の考
えを発表させる。

【予習】「総合的な学習（探究）の時間」の
目標に準拠した評価の観点を考え、まとめて
おく。（90分）
【復習】「総合的な学習（探究）の時間」に
ついての評価を、学習のプロセスを重視した
ものとするための方法について整理しまとめ
る。（90分）

※ アクティブラーニングの要素を取り入れている場合、その内容を明記（PBL、反転授業、グループワーク、討議、発表等）

https://j-pass.juntendo.ac.jp/uprx/up/bs/bsa001/Bsa00101.xhtml
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科目名

教育の方法と技術

授業形態

講義

英語科目名

Educational Methods and Techniques

開講学期

2022年度前期

対象学年

3年

単位数

2単位

代表教員

白川正樹

ナンバリング

担当教員

白川正樹

授業概要
全体内容

本授業は，これからの社会を担う生徒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方法の理論と実践，学習指導計画の
作成と教材教具の活用，情報機器及び教材使用の意義と目的・活用⽅法，生徒の学習評価と授業評価など，授業を構成する上での必
要な事項についての基礎的な知識と技能を身に付けることを目的とする。

到達目標

・授業の成立に必要な教育方法や教育の技術の理論と実践に関する基礎的な知識・技能を身に付ける。
・授業における情報機器及び機材の活用の意義と目的，生徒の情報活用能力（情報モラルを含む）育成に関する基礎的な知識・技能
を身に付ける。
・学習指導目標を達成するための年間指導計画・単元計画・学習指導案の作成に関する基礎的な知識・技能を身に付ける。
・学習指導案の作成，教材・教具の活用，話法・板書，学習環境の整備など，授業を行う上での技術や要件に関する基礎的な知識・
技能を身に付ける。
・学習評価の方法や授業評価，カリキュラム・マネジメントに関する基礎的な知識・技能を身に付ける。

授業の位置づけ

教職課程科目（教育の基礎的理解に関する科目等）

ディプロマ・ポリシ
ー、コンピテンシー
との関連

履修上の注意、履修
要件

【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における人間とその社会的、文化的な営みを包括的に理解するため、自然と人間、生命と健康、
人間と社会、世界と日本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活用する能力
DP② 自分とは異なる人間や分化を理解しようと心を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのできる能力
DP③ 母語そして外国語でのコミュニケーション能力を駆使し、多様な人々と繋がり、自らの考えを論理的に説明し、相互の関係を
築く能力
・受講者は遅刻・欠席・早退をせずに毎回の授業に積極的に取り組むとともに，授業の予習と復習を着実に行うこと。
・本授業では受講者の主体的・対話的で深い学びを重視する。受講者相互が学び合う関係を構築できるように，積極的な態度で受講
すること。
・課題やレポート，リフレクションシートの作成と提出に着実に取り組むこと。

成績評価の方法
評価方法

定期考査（50%）、課題レポート（30%）、授業への積極的参加度（20%）により総合的に評価する。

評価基準

(1) 到達目標に基づき、これからの社会を担う生徒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と指導技術を理
解している。（平常点・課題レポート・定期試験）
(2) 到達目標に基づき、情報通信技術を活用した教育の理論と方法、意義を理解している。（平常点・課題レポート）
(3) 到達目標に基づき、情報機器を活用した英語の指導方法を理解し実践することができる。（平常点・課題レポート）

試験・課題等に対するフィードバック方法
授業内で適宜フィードバックを行う。
テキスト
特になし
参考文献
《テキスト》
プリントを授業時に配布する。
《参考書・参考資料等》
(1) 文部科学省；中学校学習指導要領，東山書房
(2) 文部科学省；高等学校学習指導要領，東山書房
その他
連絡先・オフィスア
ワー

火曜日，木曜日10:00〜13:00 場所：教職課程指導室（616号）

メールアドレス：m.shirakawa.um@juntendo.ac.jp

担当教員の実務経験

高等学校、特別支援学校での勤務（教諭、主幹教諭、教頭）

備考

中・高教諭1種免許（英語）を取得するための必修科目
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（中学校及び高等学校 英語）
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、情報通信技術を活用した教育に関する理論及び方法

授業計画
授業
回
1

担当者
白川

正樹

授業内容
ガイダンス
教育の方法論（その１）
－授業を構成する基礎的な要件－

https://j-pass.juntendo.ac.jp/uprx/up/bs/bsa001/Bsa00101.xhtml

授業方法 ※
講義、グループワー
ク、討議

予習・復習・レポート課題等と学習時間
【予習】これまでの学習を踏まえて，授業づ
くりに必要な要素とは何かについて考えてお
くこと。（90分）
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（授業ガイダンス，教育⽅法の基本的概念，教授法の基本的
概念，授業設計，生徒指導）

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

白川

白川

白川

白川

白川

白川

白川

白川

白川

白川

白川

【復習】教育方法，教授法，授業設計，生徒
指導に関する基本的な概念について整理する
こと。（90分）

正樹

教育の方法論（その２）
－教育方法の歴史と基礎的理論－
（教授学のめばえ，近代学校における教授法，新教育運動に
おける教授方法，教育の現代化と教授理論）

講義、グループワー
ク、討議

【予習】教授方法や教授理論にはどのような
ものがあるのか調べておくこと。（90分）
【復習】教育方法の理論と歴史についての概
略，教育界や教育方法の理論に影響を与えた
代表的な教授理論の概要を整理すること。
（90分）

正樹

教育の方法論（その３）
－カリキュラム開発－
（カリキュラムとは何か，カリキュラム開発の基本的概念，
潜在的カリキュラム，カリキュラムの構造と類型）

講義、グループワー
ク、討議

【予習】カリキュラムとは何か調べておくこ
と。（90分）
【復習】カリキュラム開発と顕在的カリキュ
ラム，潜在的カリキュラムの概念を整理する
こと。（90分）

正樹

教育の⽅法論（その４）
－教育課程と学習指導要領－
（教育課程と学習指導要領の基本的概念，教科書と補助教
材，学習指導要領の変遷，新学習指導要領）

講義、グループワー
ク、討議

【予習】新学習指導要領の改訂のポイントを
調べておくこと。（90分）
【復習】教育課程と学習指導要領の基本的な
概念について整理すること。（90分）

正樹

教育の技術（その１）
－教授と学習の形態－
（学校教師の役割論・責任論・指導技術論の前提，ATI論，
マスタリーラーニング論，アクティブ・ラーニング）

講義、グループワー
ク、討議

【予習】アクティブ・ラーニングの目的や意
義について調べておくこと。（90分）
【復習】教師の役割と授業の条件・前提及び
ATI，アクティブ・ラーニングの理念と課題
を整理すること。（90分）

正樹

教育の技術（その２）
－発問・板書・ノート指導の技術－
（発問の種類と方法，板書の方法，電子黒板の活用，ノート
指導の方法，机間指導の意義と方法）

講義、グループワー
ク、討議

【予習】電子黒板の活用法法や活用事例につ
いて調べておくこと。（90分）
【復習】発問や板書、ノート指導等の方法及
び指導上の留意点を整理すること。（90分）

正樹

教育の技術（その３）
－学習評価の理論と方法－
（学習評価に関する基本的な考え方，学習評価の方法，授業
のための評価，オーセンティック評価「真正の評価」）

講義、グループワー
ク、討議

【予習】学習評価の目的と方法について調べ
ておくこと。（90分）
【復習】学習評価に関する基本的な概念と評
価方法を整理すること。（90分）

正樹

情報機器及び教材の活用（その１）
－情報機器活用の意義と目的－
（情報機器活用の背景と目的，教員に求められる情報機器活
用能力，情報機器活用における留意点と課題，今後のICT環
境整備の方向性）

講義、グループワー
ク、討議

【予習】授業で活用できる情報機器や教材に
はどのようなものがあるか調べておくこと。
（90分）
【復習】学校教育に情報機器の活用が求めら
れる背景と目的を、生徒が身につけるべき力
との関連で整理すること。（90分）

正樹

情報機器及び教材の活用（その２）
－授業における情報機器の活用－
（教科指導におけるICT活用の効果，教科指導で活用するICT
機器，教科指導のためのICT環境の整備，学習指導の準備と
評価のためのICT活用，授業でのICT活用）

講義、グループワー
ク、討議

【予習】授業で情報機器を活用している事例
について調べておくこと。（90分）
【復習】授業における情報機器の活用方法と
留意点を整理すること。（90分）

正樹

情報機器を活用した授業づくり（その1）
－年間指導計画・単元計画・学習指導案の作成－
（情報機器を活用した年間指導計画・単元計画・学習指導案
作成の留意点，単元計画・学習指導案の作成）

講義、グループワー
ク、討議

【予習】模擬授業を行う英語の学習指導の単
元を選択し，単元のねらいを調べておくこ
と。（90分）
【復習】単元指導計画と学習指導案を作成す
ること。（90分）

正樹

情報機器を活用した授業づくり（その２）
－模擬授業の実施①－
（作成した学習指導案の説明，模擬授業の実施，実施後の協
議）

講義、グループワー
ク、討議

【予習】情報機器を用いた模擬授業の練習を
しておくこと。（90分）
【復習】模擬授業実施後の協議を受けて，学
習指導案，教材・教具などを改善すること。
（90分）

正樹

情報機器を活用した授業づくり（その３）
－模擬授業の実施②－
（作成した学習指導案の説明，模擬授業の実施，実施後の協
議）

講義、グループワー
ク、討議

【予習】情報機器を用いた模擬授業の練習を
しておくこと。（90分）
【復習】模擬授業実施後の協議を受けて，学
習指導案，教材・教具などを改善すること。
（90分）

情報機器を活用した授業づくり（その４）
－模擬授業の実施③－
（作成した学習指導案の説明，模擬授業の実施，実施後の協
議）

講義、グループワー
ク、討議

【予習】情報機器を用いた模擬授業の練習を
しておくこと。（90分）
【復習】模擬授業実施後の協議を受けて，学
習指導案，教材・教具などを改善すること。
（90分）

13

白川

正樹

14

白川

正樹

情報機器を活用した授業づくり（その５）
－模擬授業の実施④－
（作成した学習指導案の説明，模擬授業の実施，実施後の協
議）
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講義、グループワー
ク、討議

【予習】情報機器を用いた模擬授業の練習を
しておくこと。（90分）
【復習】模擬授業実施後の協議を受けて，学
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習指導案，教材・教具などを改善すること。
（90分）

15

白川

正樹

模擬授業の振り返りと教育方法の改善
本講義のまとめ
（授業づくりに必要な教育の方法と技術についての総括，模
擬授業の振り返りと改善の⽅向性の理解）

講義、模擬授業、演
習

【予習】模擬授業の成果をまとめてレポート
として提出すること。（90分）
【復習】授業づくりに必要な教育の⽅法と技
術について総括すること。（90分）

※ アクティブラーニングの要素を取り入れている場合、その内容を明記（PBL、反転授業、グループワーク、討議、発表等）

https://j-pass.juntendo.ac.jp/uprx/up/bs/bsa001/Bsa00101.xhtml
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科目名

生徒指導・進路指導論

授業形態

講義

英語科目名

Student Counseling and Guidance

開講学期

2022年度前期

対象学年

2年

単位数

2単位

代表教員

多田出

正

ナンバリング

7019

担当教員

多田出

正

授業概要

全体内容

「生徒指導」については、学校現場における非行問題行動や不登校問題、いじめ問題、社会の変化に伴い新たに発生している問題等、生徒指導
上の諸問題について、それらの現実的な課題や概要と、その解決方法について、事例研究を中心にした授業を展開し、その原因や背景を的確に
捉える力を身に付ける。「進路指導」については、進路指導は生き方指導であり、生徒の勤労観・職業観を育てる「キャリア教育」の一環であ
ることの意義と課題、具体的取組等について、事例研究を取り入れた授業を展開し、具体的な対応策や指導の在り方など、必要な知識や素養を
身に付ける。

到達目標

・「生徒指導」、「進路指導」の理論と指導方法の検討を通して、生徒指導と進路指導は、学校教育の全領域と密接に関係していることを説明
することができる。
・「非行問題行動」、「不登校問題」、「いじめ問題」、「新たな生徒指導上の問題」に関する事例研究、「進路指導・キャリア教育」に関す
る事例研究等を通して、実践的な指導の在り方を考えることができる。

授業の位置づけ

教職課程科目（教育の基礎的理解に関する科目等）

ディプロマ・ポリシ
ー、コンピテンシーと
の関連

履修上の注意、履修要
件

【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における人間とその社会的、文化的な営みを包括的に理解するため、自然と人間、生命と健康、人間と社
会、世界と日本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活用する能力
DP② 自分とは異なる人間や文化を理解しようと心を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのできる能力
DP③ 母語そして外国語でのコミュニケーション能力を駆使し、多様な人々と繋がり、自らの考えを論理的に説明し、相互の関係を築く能力
DP④ グローバル市民として活躍するための基盤となる国際的な教養に加え、文化を超えて活躍できる専門性（グローバル社会、異文化コミュ
ニケーション、グローバルヘルスサービス領域）を備え、人類が直面する問題を発見し、解決策を探る多面的かつ柔軟な思考力と行動力
・中学校や高等学校の教員を目指したい人、教職に対して興味・関心をもっている人が受講する。
・教員の講義からだけではなく、履修者相互が学び合う姿勢で主体的に受講する。
・授業への出席は特別な事情がない限り、皆勤を基本とする。遅刻・早退をせず出席する。
・成績評価は、定期考査の結果・講義の出席を重視する。加えて、課題の提出状況・内容、授業への取組等を統合して評価する。

成績評価の方法

評価方法

・次のとおり評価し、到達目標を踏まえた上で判断して単位を付与する。
1 基礎となる評価：定期考査の結果、講義の出席状況、指示された課題の提出状況・内容、出席時の講義への参加状況・態度。
2 積上げとなる評価：適時行うレポート（ワークシート）の提出状況と内容。
3 評価比率：定期考査（50％）、課題・レポート等の内容（30％）、講義への積極的参加態度（20％）により総合的に評価する。

評価基準

・生徒指導と進路指導は、学校教育の全領域と密接に関係していることを説明することができる。
・事例研究において、これまでの経験から得た知識、技能、講義で修得した知識、技能等を活用して、自らの解決策や考えを具体的に説明する
ことができる。

試験・課題等に対するフィードバック方法
・予習、復習で指示した課題、講義内で実施した小テスト等は、講義時にその狙いや解答例等について説明する。
・レポートについては、最終講義終了後に返却する。
テキスト
学級経営ハンドブック

多田出

正・土井

一博

自費出版のため第１回講義にて

自費出版

販売する

参考文献
≪テキストに準ずる参考書≫
「生徒指導提要」（文部科学省 平成２２年３月版）・・・書籍で購入するか、文部科学省HPからダウンロードする。
注釈・・「生徒指導提要」は令和３年度末までに改定版が発行される予定です。シラバスに示してある予習、復習等の内容記述は「平成２２年３月版」の構成に基づい
ています。改訂版が発行された場合はシラバスに示した内容と同様の内容箇所に読み替えてください。（講義開始後は必要に応じて補足説明をいたします）
≪その他の主な参考資料等≫
「中学校学習指導要領 総則編」、「中学校学習指導要領解説 総則編」、「中学校キャリア教育の手引き」、「高等学校学習指導要領 総則編」、「高等学校学習指
導要領解説 総則編」、「高等学校キャリア教育の手引き」（文部科学省）・・・書籍で購入するか、文部科学省HPからダウンロードする。
その他
連絡先・オフィスアワ
ー

講義実施日（土曜日）の講義終了後、教室にて受け付ける。

担当教員の実務経験

・市教育委員会生徒指導担当指導主事（７年）、市立中学校教頭（１年）、県立総合教育センター主任指導主事（３年）として、生徒指導を中
心に、進路指導、教職員研修、学校運営等の実務経験あり。（1997年4月～2008年3月）
・市立中学校長（２校７年）、市立小学校長（１校２年）として、生徒指導を中心に、進路指導、特別支援教育、学校経営等の実務経験あり。
（2008年4月～2017年3月）

備考

中・高教諭1種免許（英語）を取得するための必修科目
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（中学校及び高等学校
施行規則に定める科目区分又は事項等：進路指導及びキャリア教育の理論及び方法

英語）

授業計画
授業
回

担当者

授業内容

https://j-pass.juntendo.ac.jp/uprx/up/bs/bsa001/Bsa00101.xhtml

授業方法 ※

予習・復習・レポート課題等と学習時間
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多田出

正

JUNTENDO PASSPORT 1
オリエンテーション
新学習指導要領の概要

講義、グループワーク

（講義受講の留意点、講義展開の説明、評価の仕方、グループワ
ーク等）

【予習】講義に臨む心構え、教職への想い、生徒
指導・進路指導についての考えをまとめる。（講
義内で自己PRシートを作成します）（９０分）
【復習】新学習指導要領では、生徒指導、進路指
導について、何か変更された点があったか、講
義、ディスカッション、配布資料等を参考にまと
める。（９０分）
【予習】「生徒指導提要」第4章の第1節・第2節
のポイントをまとめる。併せて、「学習指導要領
総則」及び「学習指導要領解説 総則編」の進路
指導に関する記述を調べ、資料として準備する。
（９０分）

2

多田出

正

学校における生徒指導、進路指導の組織体制と具体的な取組

講義、グループワーク
【復習】生徒指導を行う学校の組織体制と取り組
みの重要ポイントについてまとめる。併せて、学
習指導要領に記載されている進路指導の意義と学
校の組織体制について、重要ポイントをまとめ
る。（９０分）

3

多田出 正

学校における生徒指導の意義と指導方法

講義、グループワーク

【予習】「学習指導要領 総則」及び「学習指導
要領解説 総則編」、「生徒指導提要」第１章か
ら、生徒指導のポイントをまとめ、資料として準
備する。（９０分）
【復習】講義と「生徒指導提要」第１章を参考
に、「生徒指導の意義と原理」について、重要ポ
イントをまとめる。（９０分）
【予習】「生徒指導提要」第2章、第6章第4節を
調べ、重要ポイントをまとめ、資料として準備す
る。（９０分）

4

多田出

正

学級経営と生徒指導

講義、ディスカッショ
ン

非行問題行動に関する事例研究
5

多田出

正

（背景・要因等について、個人研究、協議）
（具体的対応策・指導の在り方について、個人研究、協議）

講義、グループワー
ク、発表

・事例を基に個人研究とグループ協議を行う。

いじめ問題に関する事例研究Ⅰ
6

多田出

正

（背景・要因等について、個人研究、協議）
・事例を基に個人研究とグループ協議を行う。

講義、グループワー
ク、ディスカッショ
ン、発表

いじめ問題に関する事例研究Ⅱ
7

多田出

正

（具体的対応策・指導の在り方について、個人研究、協議）
・事例を基に個人研究とグループ協議を行う。

8

9

多田出

多田出

正

正

新たな生徒指導上の諸問題と生徒理解の充実

生徒の発達特性に配慮した、具体的な生徒指導体制の在り方

https://j-pass.juntendo.ac.jp/uprx/up/bs/bsa001/Bsa00101.xhtml

講義、グループワー
ク、ディスカッショ
ン、発表

講義、グループワー
ク、ディスカッション

講義、グループワーク

【復習】「学級経営のあり方」について、自らの
考えを指定された様式（Ａ４版１枚）にまとめ、
指定期日までにJーPassの課題提出欄に入力す
る。（９０分）
【予習】非行問題行動を一つ取り上げ、自らが考
える「背景と要因」、「具体的対応策、指導の在
り方」をA４版１枚程度にまとめ、資料として準
備する。（９０分）
【復習】個人研究とグループ研究を振り返り、非
行問題行動に共通すると考えられる「背景と要
因、対応策と指導の在り方」について、自らの考
えをまとめる。（９０分）
【予習】「生徒指導提要」第6章第6節「いじ
め」について調べ、その「背景と要因」をA４版
１枚程度にまとめ、資料として準備する。（９０
分）
【復習】個人研究とグループ研究の内容を整理、
検討し、いじめ問題に共通すると考えられる「背
景と要因」について、自らの考えをまとめる。
（９０分）
【予習】「生徒指導提要」第6章第6節「いじ
め」について調べ、「具体的な対応策、指導の在
り方」をA４版１枚程度にまとめ、資料として準
備する。（９０分）
【復習】個人研究とグループ研究の内容を整理、
検討し、いじめ問題の「具体的な対応策、指導の
在り方」で重要と考える点について、自らの考え
をまとめる。（９０分）
【予習】「生徒指導提要」第3章第1節を調べ、
「現在の生徒指導において重要と考えられる視
点」をA４版１枚程度にまとめ、資料として準備
する。（９０分）
【復習】生徒の発達段階、特性に配慮した生徒理
解の充実と、具体的な生徒指導の在り方につい
て、自らが考える重要ポイントについてまとめ
る。（９０分）
【予習】「生徒指導提要」第3章第2節を調べ、
「発達障がい」の定義・特性等、重要なポイント
についてA４版１枚程度にまとめ、資料として準
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備する。（９０分）
【復習】発達特性に配慮した、具体的な生徒指導
体制の在り方について、重要と考えるポイントに
ついて、自らの考えをまとめる。（９０分）
【予習】「生徒指導提要」を参考に、不登校の
「背景と要因」、「具体的対応策、指導の在り
方」についてＡ４版１枚程度にまとめ、資料とし
て準備する。（９０分）

不登校問題に関する事例研究

10

多田出

正

（背景・要因等の分析・考察、個人研究と協議）
（具体的対応策・指導の在り方、個人研究と協議）

講義、グループワー
ク、ディスカッショ
ン、発表

・事例を基に個人研究とグループ協議を行う。

11

多田出

正

学校における進路指導の意義と指導方法

講義、発表

【復習】＊個人研究とグループ研究での内容を整
理、検討し、不登校への具体的対応、指導の在り
方で重要と考える点について、自らの考えををま
とめる。（９０分）
＊生徒指導上の諸問題について、指定された様式
（Ａ４版１枚）に自らの考えをまとめ、指定期日
までにJーPassの課題提出欄に入力する。（９０
分）
【予習】「中学校キャリア教育の手引き」第1章
第1節・第2節を調べ、自らが考える重要ポイン
トについてまとめ、資料として準備する。（９０
分）
【復習】進路指導は、「キャリア教育の一環であ
る」「生き方指導である」と言われる理由につい
て、自らの考えをまとめる。（９０分）

進路指導・キャリア教育に関する事例研究Ⅰ

12

多田出

正

（進路を選択する能力の系統的な育成について、個人研究、グル
ープ協議）

講義、グループワー
ク、ディスカッショ
ン、発表

・事例を基に個人研究とグループ協議を行う。

13

多田出

正

・事例を基に個人研究とグループ協議を行う。

進路指導における、ガイダンス機能・カウンセリング機能の充実
14

多田出

正
学校・家庭・地域社会・関係諸機関との連携の在り方 １

【復習】個人研究とグループ研究での内容を整
理、検討し、「将来の進路を選択する能力の育
成」で重要と考える点について、自らの考えをま
とめる。（９０分）
【予習】「中学校キャリア教育の手引き」第2章
第5節、「学級経営ハンドブック」の重要ポイン
トをA４版１枚程度にまとめ、資料として準備す
る。（９０分）

進路指導・キャリア教育に関する事例研究Ⅱ
（中学校職場体験学習の意義と実際について、個人研究、グルー
プ協議）

【予習】「中学校キャリア教育の手引き」第3章
第1節・第2節、「学級経営ハンドブック」の重
要ポイントをA４版１枚程度にまとめ、資料とし
て準備する。（９０分）

講義、グループワー
ク、ディスカッショ
ン、発表

講義、グループワー
ク、発表

【復習】第11回〜第13回の予習、個人研究とグ
ループ研究の内容を整理、検討し、「中学校職場
体験学習」の意義と課題、キャリア教育に占める
重要性について、指定された様式（Ａ４版）に自
らの考えをまとめ、指定期日までにJーPassの課
題提出欄に入力する。（９０分）
【予習】「学習指導要領」及び「学習指導要領解
説 総則編」の進路指導・ガイダンスの機能の充
実、「中学校キャリア教育の手引き」第2章第2
節・第3節、第3章第3節の重要ポイントについて
A４版１枚程度にまとめ、資料として準備する。
（９０分）
【復習】中学校3年間を見通した「進路指導・キ
ャリア教育の指導計画」作成にあたり、重要と考
えるポイントについて、自らの考えををまとめ
る。（９０分）
【予習】「中学校キャリア教育の手引き」第2章
を参考に、関係諸機関との連携にあたり、自らが
重要と考える点についてまとめ、資料として準備
する。（９０分）

学校・家庭・地域社会・関係諸機関との連携の在り方 ２
15

多田出

正
「講義のまとめ」として定期考査

講義、グループワー
ク、発表

【復習】第1回〜第14回迄の講義内容を踏まえ、
「学校教育における生徒指導、進路指導・キャリ
ア教育」について、各自の考えを整理、検討し、
「連携なくして、生徒指導・進路指導はできな
い」ことを説明できるよう、自らの考えをまとめ
る。（９０分）
講義日程
第1回 4月16日（土）第2時限のみ（オリエンテ
ーション含）
第2回 4月23日（土）第1時限、第2時限
第3回 5月21日（土）第1時限、第2時限
第4回 5月28日（土）第1時限、第2時限
第5回 6月18日（土）第1時限、第2時限
第6回 6月25日（土）第1時限、第2時限

https://j-pass.juntendo.ac.jp/uprx/up/bs/bsa001/Bsa00101.xhtml
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第7回 7月 2日（土）第1時限、第2時限
第8回 7月16日（土）第1時限、第2時限（定期
考査含）
-----------------------計8回 15時間

※ アクティブラーニングの要素を取り入れている場合、その内容を明記（PBL、反転授業、グループワーク、討議、発表等）

https://j-pass.juntendo.ac.jp/uprx/up/bs/bsa001/Bsa00101.xhtml
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科目名

教育相談

授業形態

講義

英語科目名

Educational Counselling

開講学期

2022年度前期

対象学年

3年

単位数

2単位

代表教員

土井

一博

担当教員

土井

一博

ナンバリング

授業概要
是非、これから教師を目指す学生や現在検討中の学生には受講してほしい科目である。
①まず、教育相談の意義や役割、生徒指導との違いについて学習する。
②次に、教育相談の基礎的理論を学習した後、実際の学校現場で問題となっている「いじめ」「不登校」「発達障害」等の相談事例
の対処法だけでなく、予防的な取り組みも含めた具体的援助法を学ぶ。
③最後に、実際の学校現場における教育相談の場面（例えば、保護者に対する電話対応や指導困難な生徒に対する面接場面）を
想定して、ロールプレイ等を通して、教育相談的対応のスキルを学ぶ。
④人間関係に関するトラブルの解決法やメンタルヘルス予防についても学習する為、社会人になっても役立つこと間違いなし。

全体内容

到達目標

①教育相談は、幼児、児童及び生徒が自己理解を深めたり好ましい人間関係を築いたりしながら、集団の中で適応的に生活す
る力を育み、個性の伸長や人格の成長を支援する教育活動です。
②児童及び生徒の発達状況に応じた支援や、個々の心理的背景や教育的課題を適切に捉え、支援するために必要な基礎的諸
理
論（臨床心理学・学校心理学・カウンセリング等の意義、理論や技法に関する基礎的知識を含む）を身につけることも目標と
しています。
③人の話を聞くには、やはり「こつ」があります。その「こつ」を習得するための知識や技法の習得をめざし、特に授業を通して
「自分の持っている知識や経験が他人のために役立った時に初めて幸せを感じられるような」感性を育みたいと願います。

授業の位置づけ

教職課程科目（教育の基礎的理解に関する科目等）

ディプロマ・ポリシ
ー、コンピテンシー
との関連

履修上の注意、履修
要件

【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP① グローバル化が進む国際社会における人間とその社会的、文化的な営みを包括的に理解するため、自然と人間、生命と健康、
人間と社会、世界と日本など国際教養に関わる広範な知識を習得し、それらを統合し、活用する能力
DP② 自分とは異なる人間や文化を理解しようと心を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのできる能力
①教員になるには自己分析（自分の長所・短所、自分の考え方の癖や行動のパターンを考える）をしっかりしておくことも大切
なことなので、この機会にしっかりと自分と向き合ってください。
②自分の成長した部分を感じ取ることができれば、この講義を受ける大きな目的が達成されたことになりますので、初回の講義
を受けていた時の自分と最終講義を受けた時の自分とを比較してみる視点も大切にしてください。
③学校現場の先生方をゲストティーチャーとしてお招きする予定ですので、教員採用試験の勉強の仕方や教員の仕事の実際
について、積極的に聞いてみてください。
④この教育相談の講義を通して、学校現場や教師の仕事をイメージできるようになってくれると嬉しい限りです。

成績評価の方法
１．成績評価方法については、次の①から③までを基準とします。
①講義中に出される課題についてのレポート評価（30％）
②定期試験（30％）
③パブリックスピーチ（人前で話す練習）やグループ討議等における積極性や理解力（30％）を統合して評価する。
④どの程度自己理解が深まったか？（オンライン授業における積極性）（10％）
学校現場において、即戦力となりうるための様々な教育相談の知識習得や「人とのかかわり方」、「自己理解・他者理解」
に関する講義・実習を中心に授業を展開していく予定ですので、毎回の講義は出席はMUSTという前提で考えております。
評価方法
２．成績評価基準
① 「教育相談技法の習得」に関して、面接練習において、A 相手の話を最後まで聞くことが出来るか。
B 自分の思いを大勢の人前で、わかりやすく話す
ことが出来るか。
C 言葉の背後に潜む感情を理解することができるか。
② 「教育相談の基礎知識」に関して、精神分析や自己理論、認知行動療法等の骨子を理解しているか。
③ 教育現場の実情や学校組織の仕組み、教師の仕事等について深い理解力を得られたか？
１.
２.

評価基準

評価方法 A（S）～C・E評価
評価の基準 試験及びレポート課題：６０％，授業（実技を含む）への意欲・参加度：４０％

試験・課題等に対するフィードバック方法
Juntendo-Passportのクラスプロファイル機能を使用して行う。
テキスト
学級経営ハンドブック ～担任
としての基礎知識～

多田出 正・土井 一博

めんたるねっと社

参考文献
①土井一博
②土井一博
③土井一博
④國分康孝

『学校を巡るメンタルヘルスカウンセラー』 教職員の「心の病」予防システム
『月刊 健康教室 —上手な関係作りのためのヒント— 』（連載中）
『月刊 教育家庭新聞 —教職員のメンタルヘルス— 』 （連載中）
『カウンセリングの技法』
『カウンセリングと精神分析』

https://j-pass.juntendo.ac.jp/uprx/up/bs/bsa001/Bsa00101.xhtml

きょういくネット
東山書房
教育家庭新聞社
誠信書房
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⑤佐々木正美 『いい人間関係ができる子に育てたい』 友達作?の能力を伸ばす親の工夫
授業中に配布されるプリントを中心に学習しますので、テキストは使いません。

新紀元社

その他
連絡先・オフィスア
ワー

原則として、講義終了から60分。それ以外でも対応可です。メールでアポイントを取ってください。なお、学校現場を見学したり、
教育ボランティアとして学校現場をお手伝いしてみたい学生は、積極的に申し出てください。

担当教員の実務経験
中・高教諭1種免許（英語）を取得するための必修科目
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（中学校及び高等学校 英語）
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

備考

※テキストに関する注意：２年次の『生徒指導』の講議で使用したテキストを活用する（なお、土井が担当する講議では、レジュメ
を主に使用する）
授業計画
授業
回

担当者

授業内容

授業方法 ※

講義および面接実技
での指導、パブリッ
クスピーチ、グルー
プワーク等

【予習】
テキスト「学級経営ハンドブック」〜担任を
するための基礎知識〜（土井、多田出共著）
の「学級担任としての心構え」の単元を読
み、疑問点をピックアップしてくる。（90
分）
【復習】
自分が教員を目指したきっかけや教職に就い
て何をやりたいのかについてまとめWEBの所
定欄に記入する。（90分）

講義および面接実技
での指導、パブリッ
クスピーチ、グルー
プワーク等

【予習】
授業中に配布された学校組織に関するレジュ
メを読み。感想や疑問に思ったことなどを書
き留めておく。（90分）
【復習】
授業中で印象に残った学校組織の特徴につい
てまとめてWEB入力する。（90分）

講義および面接実技
での指導、パブリッ
クスピーチ、グルー
プワーク等

【予習】
カウンセリングの技法 國分康孝著 誠信書
房を一読して授業に参加しておくこと（90
分）。
【復習】
自分が面接実習を終えてみて、自分の課題や
話を聴くときの「癖」について,WEBに書き
出してみる（90分）。

講義および面接実技
での指導、パブリッ
クスピーチ、グルー
プワーク等

【予習】
前回の実習を踏まえて、もう一度「カウンセ
リングの技法」を読み返してみる。（90分）
【復習】
授業中にどのような方法で子どもたちの思い
を受け止める
か、また子どもとのかか
わり方について,WEBに書き出してみ る。
（90分）

講義および面接実技
での指導、パブリッ
クスピーチ、グルー
プワーク等

【予習】
参考図書「カウンセリングと精神分析 國分
康孝 誠信書房」
ほか、精神分析に関する著書を最低１冊読ん
で授業に参加する（90分）。
【復習】
精神分析理論のなかでも、「防衛機制」につ
いて、その種類と働きをWEBにまとめる（90
分）。

初回ガイダンス
①授業者の自己紹介やグループワークを使って、自己開示や
他者理解を深め、今後のグループ活動に活かす。
1

土井 一博
②講義の進め方や評価方について説明をする。
③予習・復習について、その時期とやり方、課題の提出の仕
方についてガイダンスする。
学校現場の実情と教師の役割に関して理解を深めよう。

2

土井 一博

①学校文化や学校独自のシステム、教員の仕事の一日の流れ
等、学校組織や教師の役割の特 色を学びながら、自分が教壇
に立つイメージを膨らませる。
②その際には、ある公立中学校で実際に使用されている職員
会議の資料を使って、学校組織の構造を検討する。
生徒との信頼関係作りの基礎・基本を学ぶ。

3

土井 一博

①何といっても、教員として一番できないと辛いとされる、
「生徒との信頼関係作り」を実際にどのような場面でどのよ
うな方法で行うかを学ぶ。
②「生徒の話を最後まで聴くことができる教員の話は生徒も
聞いてくれますから」
↓
話を聴くための「５つのツボ」を学習する。
教育相談の手法を活用した学級集団作りの実際

4

土井 一博

①先生方の授業中や学活の時間の話し方一つで生徒は話を聴
くようになりますから。
↓
②学活や保護者会等における効果的なスピーチの方法を学
ぶ。
③授業中に話を聴かない生徒がいた時の対処法などを学ぶ。
教育相談の基礎理論（１）
精神分析と面接練習

5

土井 一博

①幼少期（過去）の出来事が現在の性格や問題行動の発生に
影響を与えているといわれる精神分析理論のエッセンスを学
ぶ。
②ロールプレイやグループ活動の中で面接技法の習得をはか
る。

6

土井 一博

教育相談の基礎理論（２）
自己理論（ロジャーズの来談者中心療法）と面接練習２
①自己不一致が諸悪の根源といわれる自己理論の骨子を学習
する。

https://j-pass.juntendo.ac.jp/uprx/up/bs/bsa001/Bsa00101.xhtml

予習・復習・レポート課題等と学習時間

講義および面接実技
での指導、パブリッ
クスピーチ、グルー
プワーク等

【予習】
自己理論（来談者中心療法）に関する著書を
最低一冊、授業開始までに読破してくる（90
分）。
【復習】
精神分析理論と自己理論との相違点や実際に
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面接場面でどのような使い方が出来るかを
WEBにまとめる（90分）。

②前回の「面接練習１」で学んだ面接技法の習熟度をさらに
高めるために、人の話を聴くこと自体に抵抗感が少なくなる
ように努力をする。
教育相談の基礎理論（３）
認知行動療法と面接練習３
7

土井 一博

①物事の受け止め方や考え方によってストレスは低減される
という認知行動理論について学習する。

講義および面接実技
での指導、パブリッ
クスピーチ、グルー
プワーク等

【予習】
認知行動療法に関する著書を最低１冊、授業
までに読んでくる（90分）。
【復習】
寡黙な生徒や口が重たい生徒への対処法を
WEBにまとめる（90分）。

講義および面接実技
での指導、パブリッ
クスピーチ、グルー
プワーク等

【予習】
「いじめ」の定義について、調べてWEBにま
とめる（90分）。
【復習】
問題が発生した時の担任としての動き方の留
意点について、WEBにまとめる（90分）。

②教員に対して「口が重たい」生徒や「無視する態度をと
る」生徒に対する話の聞き方を学習する。
教育相談の実際（１）

8

土井 一博

①「あなたのクラスからいじめが発生」−−
学級担任としてまずどう動くのがよいのかをクループ討議
を中心に検討する。
②学校内で問題が発生した際の「初動の動き」の大切さを学
び、担任になった際の財産の一つとして学んでいく。
教育相談の実際（２）
発達的な凸凹を抱える生徒に対 する十分な理解から始めよ
う。

9

土井 一博

①発達障がい（アスペルガーやADHD等）についての正しい
理解とその対処法について学習する。

講義および面接実技
での指導、パブリッ
クスピーチ、グルー
プワーク等

【予習】
発達障害に関する著書を1冊読んで、発達的
な凸凹について学習する（90分）。
【復習】
注意欠陥多動障害（ADHD）やアスペルガー
症候群についてその症状の特徴と対処法の注
意点をWEBにまとめる（90分）。

②学級内に心配な生徒がいた時の本人及び周囲の生徒に対す
る対処法を学ぶ。
教育相談の実際（３）
学級担任として、不登校生徒の気持ちにどこまで寄り添える
か？
10

土井 一博

①不登校に対する理解を深め、「どのようなステップを踏ん
で学級復帰を果たすのか」をグループ討議を交えながら検討
する。

講義および面接実技
での指導、パブリッ
クスピーチ、グルー
プワーク等

【予習】
テキスト「学級経営ハンドブック」〜担任を
するための基礎知識〜（土井、多田出共著）
の「いじめ問題への対応」の単元を読み、疑
問点をピックアップしてくる（90分）。
【復習】
不登校を選択した子どもをどのような手順で
支援していくかをWEBにまとめる（90分）。

講義および面接実技
での指導、パブリッ
クスピーチ、グルー
プワーク等

【予習】
参考図書4で紹介した、佐々木正美先生の著
書を一読して参加する（90分）。
【復習】
自分の成育歴を振り返り、母親やそれに代わ
る養育者から、「してもらったこと」、それ
に対して、自分が「して返したこと」をWEB
に書き出してみる（90分）。

講義および面接実技
での指導、パブリッ
クスピーチ、グルー
プワーク等

【予習】
現職教員の話しを伺うので、質問事項の整理
（90分）
【復習】
今年教員になったばかりの先生に話を聞いた
直後の感想やまだ聞き足らなかった内容があ
ればWEBにまとめる。後日、本人より回答を
頂ける予定（90分）。

②「不登校を学ぶ」よりも「不登校に学ぶ」姿勢を身につけ
る。
子どもの発達の道筋に応じた支援の在り方を学ぶ。

11

土井 一博

①特に「幼少期よりの母親とのか かわり」に焦点を当てな
がら、子どもの発達課題について理解を深める。
②問題行動の背後にある家庭環境や親子関係の歪みを考えな
がら生徒支援を行える教員を目指す。
採用試験に合格して4月から教員になった現役教員を招いて、
学校現場の実態や教員になった感想等について話を伺う。

12

13

土井 一博

土井 一博

①教員を目指した動機やきっかけ
②教員になる前となってからでは、
惑いがある
かを聞く。
③今、学校現場で一番課題となっ
聞く。
④自分が描いていた学校現場のイ
ます。

等を聞く。
どのような違いや戸
ていることは何かを
メージを修正し、膨ら

教員のメンタルヘルスの実態とその予防法を学ぶ。
①精神疾患が理由で休職する教
員が毎年多数発生して
いる（病
気休職者の約6割が精神疾患が
理由の休職
者）。
②休職に至るまでの過程を検証し
ながら、いかにセルフ
ケアを効
果的に行うかを検討する。

https://j-pass.juntendo.ac.jp/uprx/up/bs/bsa001/Bsa00101.xhtml

講義および面接実技
での指導、パブリッ
クスピーチ、グルー
プワーク等

【予習】
参考図書１、「学校を巡るメンタルヘルスカ
ウンセラー」 土井一博著を一読して参加す
る（90分）。
【復習】
4月1日、教員生活がスタートして、5月の連
休までの多忙を極める学校生活を乗り切るた
めの対応策をWEBにまとめる（90分）。

3/4

2022/05/13 16:14

JUNTENDO PASSPORT 1
③自分自身の抱えている課題があ
る学生は教員になるま
でに解決
しておくことをお勧めします。

講義および面接実技
での指導、パブリッ
クスピーチ、グルー
プワーク等

【予習】
なぜ、いま学校現場では「保護者対応」がう
まくいかずに病気休暇や休職者が増えている
のか、その原因を自分なりに想像してWEBに
まとめる（90分）。
【復習】
自分よりも年上の保護者に対する接し方や対
立関係にならないための留意点をWEBにまと
める（90分）。

講義および面接実技
での指導、パブリッ
クスピーチ、グルー
プワーク等

【予習】
テキスト「学級経営ハンドブック」 〜担任を
するための基礎知識〜（土井、多田出共著）
の「不登校問題への対応」の単元を読み、疑
問点をピックアップしてくる。（90分）
【復習】
これまでに教育相談の講義を受けて、一番印
象に残っていることやこれから採用試験を受
けるにあたって不安な点や疑問があればWEB
にまとめる。（90分）

学校不信の保護者対応や電話による苦情処理の方法を学ぶ。

14

土井 一博

①保護者を想定したロールプレイ
を実習しながら、保
護者に対す
る電話対応の大事な点を学習す
る。
②担任一人で解決しようとせずに、
学年主任や教頭の力
添えを得
ながら解決していく過程を学ぶ。

教育相談に関する校内連携体制（養護教諭や教育相談員等）
について、具体的な事例を通して、理解と課題を学習する。
15

土井 一博

①校内連携体制を支えるそれぞれの役割を理解し、有機的な
連携の方法についてグループ討議を通して学ぶ。
↓
定期試験へ

[講義日程]
8/1(月),8/2(火),8/4(木)（1~4限）及び
8/5(金)（1~3限）
（変更後）→ 8/23(火)~8/26(金)（1~4限）

※ アクティブラーニングの要素を取り入れている場合、その内容を明記（PBL、反転授業、グループワーク、討議、発表等）

https://j-pass.juntendo.ac.jp/uprx/up/bs/bsa001/Bsa00101.xhtml
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科目名

教育実習I

授業形態

実験・実習

英語科目名

Teaching Practicum I

開講学期

2022年度前期、2022年度後
期

対象学年

4年

単位数

4単位

代表教員

石田美清

ナンバリング

担当教員

石田美清、白川正樹

授業概要
教職課程の授業を通して学んだ知識をもとに、学校教育の現場に３～４週間という長期間赴き、教員としての知識・技術・態度を
校長および指導教員のもとで実践的に身に付ける。その過程で、特に英語科教育の授業に必要な内容を実践的に学修する。

全体内容

到達目標

教育実習の目的は、実際の学校教育の場において教育活動・現実を経験することによって、教師として求められる資質・能力を身
につけることにある。具体的には以下の通りである。
①実践を通して、教育の実態を理解し、教育の在り方を探求すること。
②実践を通して、教科を中心とする学習指導と生徒指導についての指導力を養うこと。
③教科経営について理解し、実践すること。また、学級・学年経営について理解し、参加の経験をすること。
④教員の職務と使命について、実践を通して理解すること。
⑤部活動を含む教科外指導を積極的に行える力を養うこと。

授業の位置づけ

教職課程科目（教育実践に関する科目）

ディプロマ・ポリシ

DP② 自分とは異なる人間や文化を理解しようと心を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのできる能力
DP③ 母語そして外国語でのコミュニケーション能力を駆使し、多様な人々と繋がり、自らの考えを論理的に説明し、相互の関係を
築く能力

ー、コンピテンシー
との関連

履修上の注意、履修
要件

①「教育実習」受講年度の前期受講登録時点において、卒業見込み及び実習校種・教科における教員免許状取得見込みであること。
②「教育実習」受講の前年度末現在で、「教育実習事前・事後指導」の３年次後期開催の「事前指導」を履修していること。
③「教育実習」開始までに、教育職員免許法施行規則に定められている科目の本学で必要な単位数を修得していること。
④中学校教員免許状取得希望者（中高両免希望者含む）は教育実習Ⅰを履修すること。
⑤履修カルテを作成し、提出済みであること。
⑥遅刻、無断欠席は厳禁。

成績評価の方法
成績評価は、教育実習校の評価（95%）、実習日誌（5%）とする。

評価方法

①実習校の経営方針・教育活動・組織体制の理解
②実習生としての態度・教師としての自覚と厳正な服務
③学習指導要領の理解と学習指導案の作成
④学習指導の基礎的技術（話法・板書・授業展開など）
⑤学級・ホームルーム活動の指導 "学校行事・部活等への参加と指導 "
⑥総合的な学習（探求）の時間・特別の教科道徳の指導

評価基準

試験・課題等に対するフィードバック方法
教育実習校の指導教員による教育実習日誌のコメントをフィードバックする。
テキスト
参考文献
〇文部科学省『中学校学習指導要領』東山書房、平成29年。
〇文部科学省『高等学校学習指導要』東山書房、平成30年。
〇各学校が使用する教科書
その他
連絡先・オフィスア
ワー
担当教員の実務経験

集中で実施するので、随時連絡のこと。
白川正樹（高等学校（うち9年は特別支援学校）で英語科の教員を28年（主幹教諭2年）、特別支援学校で教頭を2年経験した）

備考
授業計画
授業
回

担当者

1

石田 美清
白川 正樹

2

石田 美清
白川 正樹

授業内容

https://j-pass.juntendo.ac.jp/uprx/up/bs/bsa001/Bsa00101.xhtml

授業方法 ※

予習・復習・レポート課題等と学習時間

1/3

2022/05/13 16:14
3

JUNTENDO PASSPORT 1

石田 美清
白川 正樹

4

石田 美清
白川 正樹

5

石田 美清
白川 正樹

6

石田 美清
白川 正樹

7

石田 美清
白川 正樹

8

石田 美清
白川 正樹

9

石田 美清
白川 正樹

10

石田 美清
白川 正樹

11

石田 美清
白川 正樹

12

石田 美清
白川 正樹

13

石田 美清
白川 正樹

14

石田 美清
白川 正樹

15

石田 美清
白川 正樹

※ アクティブラーニングの要素を取り入れている場合、その内容を明記（PBL、反転授業、グループワーク、討議、発表等）
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科目名

教育実習II

授業形態

実験・実習

英語科目名

Teaching Practicum II

開講学期

2022年度前期、2022年度後
期

対象学年

4年

単位数

2単位

代表教員

石田美清

ナンバリング

担当教員

石田美清、白川正樹

授業概要
教職課程の授業を通して学んだ知識をもとに、学校教育の現場に３～４週間という長期間赴き、教員としての知識・技術・態度を
校長および指導教員のもとで実践的に身に付ける。その過程で、特に英語科教育の授業に必要な内容を実践的に学修する。

全体内容

到達目標

教育実習の目的は、実際の学校教育の場において教育活動・現実を経験することによって、教師として求められる資質・能力を身
につけることにある。具体的には以下の通りである。
①実践を通して、教育の実態を理解し、教育の在り方を探求すること。
②実践を通して、教科を中心とする学習指導と生徒指導についての指導力を養うこと。
③教科経営について理解し、実践すること。また、学級・学年経営について理解し、参加の経験をすること。
④教員の職務と使命について、実践を通して理解すること。
⑤部活動を含む教科外指導を積極的に行える力を養うこと。

授業の位置づけ

教職課程科目（教育実践に関する科目）

ディプロマ・ポリシ

DP② 自分とは異なる人間や文化を理解しようと心を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのできる能力
DP③ 母語そして外国語でのコミュニケーション能力を駆使し、多様な人々と繋がり、自らの考えを論理的に説明し、相互の関係を
築く能力

ー、コンピテンシー
との関連

履修上の注意、履修
要件

①「教育実習」受講年度の前期受講登録時点において、卒業見込み及び実習校種・教科における教員免許状取得見込みであること。
②「教育実習」受講の前年度末現在で、「教育実習事前・事後指導」の３年次後期開催の「事前指導」を履修していること。
③「教育実習」開始までに、教育職員免許法施行規則に定められている科目の本学で必要な単位数を修得していること。
④高等学校教員免許状のみの取得希望者は教育実習Ⅱを履修すること。
⑤履修カルテを作成し、提出済みであること。
⑥遅刻、無断欠席は厳禁。

成績評価の方法
成績評価は、教育実習校の評価（95%）、実習日誌（5%）とする。

評価方法

①実習校の経営方針・教育活動・組織体制の理解
②実習生としての態度・教師としての自覚と厳正な服務
③学習指導要領の理解と学習指導案の作成
④学習指導の基礎的技術（話法・板書・授業展開など）
⑤学級・ホームルーム活動の指導 "学校行事・部活等への参加と指導 "
⑥総合的な学習（探求）の時間・特別の教科道徳の指導

評価基準

試験・課題等に対するフィードバック方法
教育実習校の指導教員による教育実習日誌のコメントをフィードバックする。
テキスト
参考文献
〇文部科学省『中学校学習指導要領』東山書房、平成29年。
〇文部科学省『高等学校学習指導要』東山書房、平成30年。
〇各学校が使用する教科書
その他
連絡先・オフィスア
ワー
担当教員の実務経験

集中で実施するので、随時連絡のこと。
白川正樹（高等学校（うち9年は特別支援学校）で英語科の教員を28年（主幹教諭2年）、特別支援学校で教頭を2年経験した）

備考
授業計画
授業
回

担当者

1

石田 美清
白川 正樹

2

石田 美清
白川 正樹

授業内容

https://j-pass.juntendo.ac.jp/uprx/up/bs/bsa001/Bsa00101.xhtml

授業方法 ※

予習・復習・レポート課題等と学習時間

1/3

2022/05/13 16:15
3

JUNTENDO PASSPORT 1

石田 美清
白川 正樹

4

石田 美清
白川 正樹

5

石田 美清
白川 正樹

6

石田 美清
白川 正樹

7

石田 美清
白川 正樹

8

石田 美清
白川 正樹

9

石田 美清
白川 正樹

10

石田 美清
白川 正樹

11

石田 美清
白川 正樹

12

石田 美清
白川 正樹

13

石田 美清
白川 正樹

14

石田 美清
白川 正樹

15

石田 美清
白川 正樹

※ アクティブラーニングの要素を取り入れている場合、その内容を明記（PBL、反転授業、グループワーク、討議、発表等）
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科目名

教育実習事前・事後指導

授業形態

英語科目名

Practicum Preparation and Follow-up

開講学期

2021年度後期、2022年度前
期

対象学年

3年

単位数

1単位

代表教員

石田美清

ナンバリング

担当教員

石田美清、白川正樹

授業概要
(1）『順天堂大学国際教養学部教職課程履修者の手引』をもとに、教育実習直前の準備を行う。
(2）実習時に参観をさせてもらう授業の見方などについて理解を深める。
(3）教育実習校で授業を行う準備として、中学校や高等学校の英語の学習指導内容について学習単元を選定し、具体的指導内容と指
導方法を創造的に考えていく。また、選定した単元の中の１時間分（５０分間）の授業構成（学習指導計画の作成、ワークシートな
ど教材教具の作成、学習指導方法の工夫など）、模擬授業の実践、全体での協議、模擬授業を振り返り学習指導内容や指導方法を改
善することを通して、教育実習における授業実施への自信を高める。
4）教育実習の経験を踏まえ、授業づくり、学級・ホームルームづくり、生徒理解などに関する感想や意見を受講者相互に交流し、
課題や改善策などを確認する。

全体内容

【関連するディプロマポリシー（DP）】
DP② 自分とは異なる人間や文化を理解しようと心を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのできる能力
DP③ 母語そして外国語でのコミュニケーション能力を駆使し、多様な人々と繋がり、自らの考えを論理的に説明し、相互の関係を
築く能力
到達目標

事前指導では教育実習生として、学校の教育活動に参画する意識を高め、事後指導では教育実習で得られた成果と課題等を省察す
るとともに、教員免許状取得までに習得すべき知識や技能等についての理解を深める。これらを通して、教育実習の意義を理解する
ことを目標とする。

授業の位置づけ

教職課程科目（教育の基礎的理解に関する科目等）

ディプロマ・ポリシ
ー、コンピテンシー
との関連

履修上の注意、履修
要件

（1）「教育実習」受講年度の前期受講登録時点において、卒業見込み及び実習校種・教科における教員免許状取得見込みであるこ
と。
（2）「教育実習」受講の前年度末現在で、「教育実習事前・事後指導」の３年次後期開催の「事前指導」を履修していること。
（3）「教育実習」開始までに、教育職員免許法施行規則に定められている科目の必要な単位を修得していること。
（4）遅刻・早退厳禁。３年後期の９回と４年前期の６回を含めて、３回欠席した時点で教育実習への参加は認めない。

成績評価の方法
課題の提出状況(40%)、模擬授業の実施内容(40%)、授業への参加度(20%)により総合的に評価する。

評価方法
評価基準

試験・課題等に対するフィードバック方法
『順天堂大学国際教養学部 教職課程履修者の手引』の中の教育実習のページをしつかりと読んでおくこと。また、期末レポートを作成する際には、模擬授
業に向けて作成した各種資料と実施後の協議や評価をもとに、模擬授業に対する改善点をしつかりと見いだすこと。また、４年次の初めに行う導入部分の模
擬授業の実施後の協議や評価をもとに、教育実習で実際に行う授業に対する改善点をしつかりと見いだすこと。
テキスト
参考文献
〇『順天堂大学国際教養学部 教職課程履修者の手引』
〇「東京都教職課程カリキュラム」
その他
連絡先・オフィスア
ワー
担当教員の実務経験
備考
授業計画
授業
回

担当者

授業内容

授業方法 ※

予習・復習・レポート課題等と学習時間

1

石田美清、白
川正樹

教育実習の基礎知識；教育実習の意義とねらい

参考資料の当該箇所の予習。

2

石田美清、白
川正樹

教育実習における授業設計(1)；授業づくりの基本

参考資料の当該箇所の予習。
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石田美清、白
川正樹

教育実習における授業設計(2)；学習指導計画の作成と検討

参考資料の当該箇所の予習。

4

石田美清、白
川正樹

教育実習における授業設計(3)；ワークシート等の教材・教具
の作成

参考資料の当該箇所の予習。

5

石田美清、白
川正樹

模擬授業の実施と協議(1)

教材開発と模擬授業の準備。

6

石田美清、白
川正樹

模擬授業の実施と協議(2)

教材開発と模擬授業の準備。

7

石田美清、白
川正樹

模擬授業の実施と協議(3)

教材開発と模擬授業の準備。

8

石田美清、白
川正樹

9

石田美清、白
川正樹

教育実習に向けて；教育実習生として遵守すべき義務等

参考資料の当該箇所の予習。

10

石田美清、白
川正樹

教育実習直前指導(1)；生徒理解、教育実習生としての心得

参考資料の当該箇所の予習。

11

石田美清、白
川正樹

教育実習直前指導(2)；授業の参観の方法、教育実習記録の記
入方法

参考資料の当該箇所の予習。

12

石田美清、白
川正樹

教育実習直前指導(3)；授業の導入の工夫と模擬授業の実施①

参考資料の当該箇所の予習。

13

石田美清、白
川正樹

教育実習直前指導(4)；授業の導入の工夫と模擬授業の実施②

参考資料の当該箇所の予習。

14

石田美清、白
川正樹

教育実習事後指導(1)；教育実習の振り返りと省察（教科）

教育実習日誌の指導者のコメントの省察。

15

石田美清、白
川正樹

教育実習事後指導(２)；教育実習の振り返りと省察（各教科
以外の活動）

教育実習日誌の指導者のコメントの省察。

模擬授業の実施と協議(4)

教材開発と模擬授業の準備。

※ アクティブラーニングの要素を取り入れている場合、その内容を明記（PBL、反転授業、グループワーク、討議、発表等）
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科目名

教育実習事前・事後指導

授業形態

英語科目名

Practicum Preparation and Follow-up

開講学期

2022年度後期

対象学年

3年

単位数

1単位

代表教員

石田美清

ナンバリング

担当教員

石田美清

授業概要
(1）教育実習直前の準備を行う。
(2）実習時に参観をさせてもらう授業の見方などについて理解を深める。
(3）教育実習校で授業を行う準備として、中学校や高等学校の英語の学習指導内容について学習単元を選定し、具体的指導内容と指
導方法を創造的に考えていく。また、選定した単元の中の１時間分（５０分間）の授業構成（学習指導計画の作成、ワークシートな
ど教材教具の作成、学習指導方法の工夫など）、模擬授業の実践、全体での協議、模擬授業を振り返り学習指導内容や指導方法を改
善することを通して、教育実習における授業実施への自信を高める。
4）教育実習の経験を踏まえ、授業づくり、学級・ホームルームづくり、生徒理解などに関する感想や意見を受講者相互に交流し、
課題や改善策などを確認する。

全体内容

到達目標

事前指導では教育実習生として、学校の教育活動に参画する意識を高め、事後指導では教育実習で得られた成果と課題等を省察す
るとともに、教員免許状取得までに習得すべき知識や技能等についての理解を深める。これらを通して、教育実習の意義を理解する
ことを目標とする。

授業の位置づけ

教職課程科目（教育実践に関する科目）

ディプロマ・ポリシ

DP② 自分とは異なる人間や文化を理解しようと心を開き、多様性を尊重し、寛容さを持って相互交流を図ることのできる能力
DP③ 母語そして外国語でのコミュニケーション能力を駆使し、多様な人々と繋がり、自らの考えを論理的に説明し、相互の関係を
築く能力

ー、コンピテンシー
との関連

履修上の注意、履修
要件

（1）「教育実習」受講年度の前期受講登録時点において、卒業見込み及び実習校種・教科における教員免許状取得見込みであるこ
と。
（2）「教育実習」受講の前年度末現在で、「教育実習事前・事後指導」の３年次後期開催の「事前指導」を履修していること。
（3）「教育実習」開始までに、教育職員免許法施行規則に定められている科目の必要な単位を修得していること。
（4）遅刻・早退厳禁。３年後期の９回と４年前期の６回を含めて、３回欠席した時点で教育実習への参加は認めない。

成績評価の方法
評価方法

課題の提出状況(40%)、模擬授業の実施内容(40%)、授業への参加度(20%)により総合的に評価する。

評価基準

教育実習生として必要な「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力等」、「主体的に学習に取り組む態度」を身に付けているこ
と。

試験・課題等に対するフィードバック方法
授業中に配布する資料を読んでおくこと。また、期末レポートを作成する際には、模擬授業に向けて作成した各種資料と実施後の協議や評価をもとに、模擬
授業に対する改善点をしつかりと見いだすこと。また、４年次の初めに行う導入部分の模擬授業の実施後の協議や評価をもとに、教育実習で実際に行う授業
に対する改善点をしつかりと見いだすこと。
テキスト
参考文献
〇「東京都教職課程カリキュラム」
その他
連絡先・オフィスア
ワー

木曜日12時～13時

担当教員の実務経験
備考
授業計画
授業
回

担当者

授業内容

授業方法 ※

予習・復習・レポート課題等と学習時間

１

石田美清、白
川正樹

教育実習の基礎知識；教育実習の意義とねらい

参考資料の当該箇所の予習。

２

石田美清、白
川正樹

教育実習における授業設計(1)；授業づくりの基本

参考資料の当該箇所の予習。

３

石田美清、白
川正樹

教育実習における授業設計(2)；学習指導計画の作成と検討

参考資料の当該箇所の予習。

４

石田美清、白
川正樹

教育実習における授業設計(3)；ワークシート等の教材・教具
の作成

参考資料の当該箇所の予習。
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模擬授業の実施と協議(1)

教材開発と模擬授業の準備。

６

石田美清、白
川正樹

模擬授業の実施と協議(2)

教材開発と模擬授業の準備。

７

石田美清、白
川正樹

模擬授業の実施と協議(3)

教材開発と模擬授業の準備。

８

石田美清、白
川正樹

模擬授業の実施と協議(4)

教材開発と模擬授業の準備。

９

石田美清、白
川正樹

教育実習に向けて；教育実習生として遵守すべき義務等

参考資料の当該箇所の予習。

１０

石田美清、白
川正樹

教育実習直前指導(1)；生徒理解、教育実習生としての心得

参考資料の当該箇所の予習。

１１

石田美清、白
川正樹

教育実習直前指導(2)；授業の参観の方法、教育実習記録の記
入方法

参考資料の当該箇所の予習。

１２

石田美清、白
川正樹

教育実習直前指導(3)；授業の導入の工夫と模擬授業の実施①

参考資料の当該箇所の予習。

１３

石田美清、白
川正樹

教育実習直前指導(4)；授業の導入の工夫と模擬授業の実施②

参考資料の当該箇所の予習。

１４

石田美清、白
川正樹

教育実習事後指導(1)；教育実習の振り返りと省察（教科）

教育実習日誌の指導者のコメントの省察。

１５

石田美清、白
川正樹

教育実習事後指導(２)；教育実習の振り返りと省察（各教科
以外の活動）

教育実習日誌の指導者のコメントの省察。

※ アクティブラーニングの要素を取り入れている場合、その内容を明記（PBL、反転授業、グループワーク、討議、発表等）
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科目名

教職実践演習（中・高）

授業形態

演習

英語科目名

Practical Teaching Training (Jr/Sr HS)

開講学期

2022年度後期

対象学年

4年

単位数

2単位

代表教員

石田美清

ナンバリング

担当教員

石田美清、小野田

榮、白川正樹

授業概要
中学校および高等学校の教員免許取得者を対象に、「教職に関する科目」および「教科に関する科目」の履修を通して得られた知
見と課題を確認しながら、教師として必要な知識と技能、資質能力習得に向けた補充的、発展的学習を行なう。そのために、本授業
ではグループ討議や場面分析、役割演技、模擬授業の実践を中心とした演習をベースに、学校現場の見学や調査、教員経験者からの
講演など様々な方法を取り入れながら、受講者の学修内容に関する補完的な指導と問題の把握を行う。学習指導・生徒指導及び学級
経営・学校経営をめぐる多様な課題に対応するためのスキルアップを図り、教育現場で教師として必要な知識技能と資質能力の総点
検を行う。

全体内容

到達目標

以下の項目について、本学の基準に到達していることを目標とする。
①使命感や責任感、教育的愛情等に関する事項
②社会性や対人関係能力に関する事項
③幼児児童生徒理解や学級経営等に関する事項
④教科・保育内容等の指導力に関する事項

授業の位置づけ

教職課程科目（教育実践に関する科目）

ディプロマ・ポリシ
ー、コンピテンシー
との関連
履修上の注意、履修
要件

DP③ 母語そして外国語でのコミュニケーション能力を駆使し、多様な人々と繋がり、自らの考えを論理的に説明し、相互の関係を
築く能力
①履修カルテを作成し、提出済みであること。
②原則として、公立学校の教員採用試験もしくは私立学校の採用試験を受験のこと。
③無断欠席、遅刻は厳禁。

成績評価の方法
評価方法

成績評価は、レポート(50%）、模擬授業の準備と実施（50%）よる。

評価基準

以下の観点について、S～Dの評定を行う。
①使命感や責任感、教育的愛情等に関する事項
②社会性や対人関係能力に関する事項
③幼児児童生徒理解や学級経営等に関する事項
④教科・保育内容等の指導力に関する事項

試験・課題等に対するフィードバック方法
第１回目の中間レポートを作成する際には、第１回〜第６回の授業時で作成・検討した単元構想図をしっかりと振り返ること。また、第２回目の期末レポ
ートを作成する際には、模擬授業に向けて作成した各種資料と実施後の協議や評価をもとに、模擬授業に対する改善点をしっかりと見いだすこと。
テキスト
参考文献
〇文部科学省『中学校学習指導要領』東山書房、平成29年。
〇文部科学省『高等学校学習指導要』東山書房、平成30年。
〇各学校が使用する教科書。
その他
連絡先・オフィスア
ワー
担当教員の実務経験

木曜日12:00～13:00
白川正樹（高等学校（うち9年は特別支援学校）で英語科の教員を28年（主幹教諭2年）、特別支援学校で教頭を2年経験した）
小野田榮（高等学校教諭13年）

備考
授業計画
授業
回

担当者

授業内容

1

石田 美清
白川 正樹
小野田榮

教育実習から得られた課題の分析
−授業実践について−；本講の概要と進め方を確認する。ま
た、教育実習の授業実践を振り返り、課題とその改善の方向
性について検討することができる。

2

石田 美清

単元構想の作成と検討（１）
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予習・復習・レポート課題等と学習時間

各自課題を発表す
る。

【予習】教育実習の授業実践を振り返り、よ
かった点と改善の必要な点を考えておくこ
と。（90分）
【復習】教育実習の授業実践を参考に、より
よい授業づくりの方向性を整理すること。
（90分）

グループにより、カ

【予習】中学校もしくは高等学校の英語のカ
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JUNTENDO PASSPORT 1
−単元の選択−；中学校もしくは高等学校の英語のカリキュ
ラム全体を検討し、１単元を選択する。その上で、どのよう
な授業計画をするのか構想することができる。

リキュラムの検討を
行う。

リキュラム全体を確認しておくこと。（90
分）
【復習】中学校もしくは高等学校の英語の１
単元をどのように学習指導するのか授業計画
を整理すること。（90分）

グループにより検討
を行う。
インターネットをも
ちいて、事例の収集
を行う。

【予習】選択した学習単元に関連する既存の
事例（教科カリキュラムの先行事例）を調
査・収集すること。（90分）
【復習】収集した先行事例について、その意
義と課題を整理すること。（90分）

グループにより教科
カリキュラム案を検
討し、発表する。

【予習】教科カリキュラム案（単元全体の学
習指導計画などの単元構想）を考えること。
（90分）
【復習】教科カリキュラム案（単元全体の学
習指導計画などの単元構想）を作成するこ
と。（90分）

石田 美清
白川 正樹
小野田榮

単元構想の作成と検討（２）
−先行事例の研究−；関連する既存の事例（教科カリキュラ
ムの先行事例）を調査・収集する。また、収集した先行事例
について教科カリキュラム上の特色（単元の相互関連性や年
間指導計画など）の視点、地域の特性や子どもの特性の視点
から分析し、その意義と課題を明らかにすることができる。

石田 美清
白川 正樹
小野田榮

単元構想の作成と検討（３）
−単元構想の作成−；単元全体の学習指導計画を作成してい
く方向性を検討し、開発に必要な資料を持ち寄り、教科カリ
キュラム案（単元全体の学習指導計画などの単元構想）を検
討・開発することができる。

5

石田 美清
白川 正樹
小野田榮

単元構想の作成と検討（４）
−単元構想の検討−；開発した教科カリキュラム案（単元全
体の学習指導計画などの単元構想）を、教科としての目標
面、子どもの発達課題、教材の深化などの側面から再検討す
ることができる。

グループでデイスカ
ッションして再検討
する。

【予習】開発した教科カリキュラム案（単元
全体の学習指導計画などの単元構想）を検討
すること。（90分）
【復習】教科カリキュラム案（単元全体の学
習指導計画などの単元構想）を改善し、単元
構想図を作成すること。（90分）

6

石田 美清
白川 正樹
小野田榮

作成した単元構想の発表と検討；各プロジェクトチームで検
討・開発した教科カリキュラム案（単元全体の学習指導計画
などの単元構想）を全体に発表し、改善点を検討することが
できる。

グループでデイスカ
ッションして改善点
を検討する。

【予習】開発した単元構想図の発表準備をす
ること。（90分）
【復習】発表後の協議や評価を受けて、単元
構想図を改善すること。（90分）

7

石田 美清
白川 正樹
小野田榮

優れた教育実践に学ぶ（１）
−中学校英語科授業の参観−；授業力の高い英語科教師によ
る授業を直接参観し、教育効果を高める授業づくりの内容や
方法について理解を深めることができる。

Yotubeで動画を視聴
する。

【予習】開発した単元構想図をまとめてレポ
ートとして提出すること。（90分）
【復習】授業力の高い教師の授業づくりの内
容や方法について整理すること。（90分）

8

石田 美清
白川 正樹
小野田榮

優れた教育実践に学ぶ（２）
−実践的指導力の高い教師に学ぶ−；実践的指導力の高い教
師による授業づくり、学級づくり、生徒理解などに関する講
話や協議を通して、教師としての実践的指導力を高めること
ができる。

Yotubeで動画を視聴
する。
実践的指導力につい
てデイスカッション
する。

【予習】実践的指導力の高い教師とはどのよ
うな教師なのか考えておくこと。（90分）
【復習】実践的指導力の高い教師による授業
づくり、学級づくり、生徒理解の方法などに
ついて整理すること。（90分）

9

石田 美清
白川 正樹
小野田榮

単元構想に基づいた授業づくりの検討（１）；改善した教科
カリキュラム（単元全体の学習指導計画などの単元構想）の
中から、授業１時間分（50分間）の授業の内容と方法につい
て構想することができる。

グループワークによ
り授業づくりの検討
をする。

【予習】本時の学習のねらいを達成するため
の授業の内容と方法について構想すること。
（90分）
【復習】本時の学習のねらいを達成するため
の授業の内容と方法について整理すること。
（90分）

10

石田 美清
白川 正樹
小野田榮

単元構想に基づいた授業づくりの検討（２）；本時の学習の
ねらいを達成するための学習指導案（板書計画を含む）を作
成することができる。

グループワークによ
り学習指導案を作成
する。

【予習】本時の学習のねらいを達成するため
の学習指導案を構想すること。（90分）
【復習】作成した学習指導案を検討し、改善
すること。（90分）

11

石田 美清
白川 正樹
小野田榮

単元構想に基づいた授業づくりの検討（３）；作成した学習
指導案に基づいたワークシートなどの教材や教具を作成し、
模擬授業の準備を行うことができる。

グループワークによ
り、準備を行う。

【予習】作成した学習指導案に基づいた教材
や教具を構想すること。（90分）
【復習】作成した教材・教具を検討し、改善
すること。（90分）

12

石田 美清
白川 正樹
小野田榮

授業づくりに関する発表（模擬授業の実施）と評価（１）；
改善した単元構想や開発した教材を用いた模擬授業と相互評
価を行い、改善の視点について追究することができる。電子
黒板、タブレット、電子教科書などICT機器を活用する。

授業を行い、終了後
にデイスカッション
する。

【予習】予め模擬授業の練習をすること。
（90分）
【復習】実施後の協議を受けて、学習指導
案、教材・教具などを改善すること。（90
分）

13

石田 美清
白川 正樹
小野田榮

授業づくりに関する発表（模擬授業の実施）と評価（２）；
改善した単元構想や開発した教材を用いた模擬授業と相互評
価を行い、改善の視点について追究することができる。電子
黒板、タブレット、電子教科書などICT機器を活用する。

授業を行い、終了後
にデイスカッション
する。

【予習】予め模擬授業の練習をすること。
（90分）
【復習】実施後の協議を受けて、学習指導
案、教材・教具などを改善すること。（90
分）

14

石田 美清
白川 正樹
小野田榮

授業づくりに関する発表（模擬授業の実施）と評価（３）；
改善した単元構想や開発した教材を用いた模擬授業と相互評
価を行い、改善の視点について追究することができる。電子
黒板、タブレット、電子教科書などICT機器を活用する。

授業を行い、終了後
にデイスカッション
する。

【予習】予め模擬授業の練習をすること。
（90分）
【復習】実施後の協議を受けて、学習指導
案、教材・教具などを改善すること。（90
分）

15

石田 美清

本講の総括

教師に必要な資質能

【予習】模擬授業の成果をまとめてレポート

3

4

https://j-pass.juntendo.ac.jp/uprx/up/bs/bsa001/Bsa00101.xhtml
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JUNTENDO PASSPORT 1
−教員に必要な資質能力の再確認−；教員として適切な行動
を取ることのできる社会性、判断力及び保護者、他の教員と
強調できる柔軟性を身につけることができる。

力についてデイスカ
ッションする。

として提出すること。（90分）
【復習】教員に必要な資質について整理し、
教員として巣立つ心構えをもつこと。（90
分）

※ アクティブラーニングの要素を取り入れている場合、その内容を明記（PBL、反転授業、グループワーク、討議、発表等）
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