
小幼コース（履修モデル）の授業科目の概要 

教養科目 

忍ヶ丘教養Ⅰ 授業の構成は大きく 3 つに分かれる。まず、今後 4 年間の学びの場と

なる宮崎国際大学教育学部の概要や受講規則、大学生として期待され

る行動、大学における教育資源の活用方法について学ぶ。次に、ノー

トの取り方やテキストの読み方、レポートの書き方など、高校までと

は異なり、大学の授業を受講する上で必要になる基本的な学習方法・

学習スキルの獲得を目指した初年次教育の内容を学習する。最後に、

大学において自主的、継続的な学習を進める上で必要な応用的な学習

スキル（英語で書かれた専門書や文献の読み方、情報・文献の集約、

整理、考察の方法など）の獲得と課題演習を通して実際に活用できる

ようになることを目指す。 

忍ヶ丘教養Ⅱ 授業の構成は大きく 3 つに分かれる。まず、コミュニケーションの目

的について学び、上手な伝え方、聴き方についての基礎的な技術を学

ぶ。次に、グループに分かれてテーマに沿ったディスカッションの練

習を行い、他者と言葉のやり取りする中で他者の意見を聞く技術や、

自分の考えを主張する技術について実演を通して学ぶ。最後に、プレ

ゼンテーション及びディスカッションのテーマを自分達で設定し、自

分達の主張を正しく相手に伝えるための資料作成、及びそれを相手に

わかりやすく口頭で説明できるようになるためのプレゼンテーショ

ンの技術や説得の技術を学ぶ。 

忍ヶ丘教養Ⅲ 授業の構成は大きく４つに分かれる。まず、宮崎県の歴史、地理、郷

土の偉人の思想や生涯を学ぶことで、他の地域との比較から地域の特

徴を学ぶ。次に、宮崎県出身の偉人の思想と生涯について学ぶことで、

自身の生きる指針を定め、地域に貢献することの意義を理解する、さ

らに、宮崎県の教育や福祉の現状や課題について行政機関や学校現場

に所属する講師の講話を通して地域の教育についての自分なりの課

題を発見し、自身のキャリアデザインを構築する手がかりとする。最

後に、国際的な教育問題ついてその問題と解決策について認識する。 

忍ヶ丘教養Ⅳ 授業の構成は大きく４つに分かれる。まず、忍ケ丘教養 I～III で学

んだことの中から自分が興味を持ったことを選択し、これを他者に如

何に伝えるか、資料収集・整理・口頭発表・質疑応答を行うための方

法・技術を学ぶ。本講義では、特に視聴覚機器を用いたコミュニケー

ション技術について修得する。そのため、パーソナルコンピューター

を用いて、幾つかのソフト（ワープロ、エクセルやパワーポイントな

どのプレゼンテーションソフトなど）を使用する。次いで、口頭発表



する内容を決められた文字数で文章として取りまとめ、次に液晶プロ

ジェクターを用いて、他者に如何に分かり易く口頭発表・プレゼンテ

ーションするかについて必要な技術を修得し、最後に決められた時間

内に口頭発表する技術と発表後の質疑応答に対する対処法を修得す

る。課題解決型授業となっている。 

心理学概論 心理学概論の授業では、哲学を祖にして心理学が発生する流れからヴン

トによる実験心理学の成立、行動主義や認知主義の隆盛など、心理学に

おける心の考え方の大まかな歴史的変遷を学ぶ。また、発達心理学、臨

床心理学、社会心理学のような現在確立している心理学の 1 分野がどの

ような歴史的・理論的背景を持って発展してきたのかを学ぶ。各回で学習

する内容は、初歩的で入門的な内容とし、今後、専門課程において心理

学関連の授業を学ぶ際に、できるだけスムーズに入っていけるように心理

学の基本的な考え方の道筋をつけることを目的とする。 

日本国憲法 高等学校の公民科での憲法学習を基礎に、民主政治の原理や民主政治

における憲法の役割、憲法の性格について基本的理解の定着を図る。

その上で、日本国憲法の性格、日本国憲法の基本原理である基本的人

権の尊重、国民主権、平和主義についてその意義の理解を図り、具体

的に憲法の条文を基に基本的人権や国会、内閣、裁判所、地方自治な

どに関する理解を確かなものにする。 

国際社会論 国境無きヒト，モノ，カネ，情報の移動とナショナリズム，ローカリズムの衝

突を講義形式で考える。その際，めざましい発展を遂げつつあるアジアの

現況を調べ，華僑研究の理論や実証研究の成果から学び，エスニシティ

論を考える。その上で世界史の成立期，大航海時代の前史としての１４世

紀から今日に至るアジアの歴史を考え，東アジア世界（册封ー朝貢）シス

テムを概観し，台湾問題，領土問題等の東アジアの諸問題への理解を図

る。 

日本語表現 学生自身が興味・関心を持った日本語に関するテーマ（例：敬語、方

言、「は」と「が」の違い等）について各学生が全員の前でプレゼン

テーションを行ったあと日本語に関して話し合い、日本語の特色や用

法等を理解する。また、社会事象に関するスピーチやグループ・ディ

スカッション等の音声表現と自らの生き方や社会のあり方を考える

小論文作成等の文字表現の両方の実践的な学習をとおして、表現力や

コミュニケーション能力の向上を図る。 

文学 伝統的言語文化である日本文学の面白さ、意義について学習し、実感す

る。「文学の面白さとは何か」を、俳句・短歌（和歌）・詩・小説等を例に、講

義する。またその発展として、親しみやすい現代俳句、近現代詩人（金子



みすゞ、石垣りん、黒田三郎、茨木のり子など）の作品を取りあげ、共に読

んでいく。作品に対して、自分自身の感想・考えを持ち、文学の面白さを実

感できるようにする。また、他人の意見を聞き、自分の意見を自由に発表

できるようにする。 

音楽と文化 音楽、演劇、美術、文化等のまさに文化の時代に生き 

ている我々は「個性豊かな自我の確立」のため音楽は必要であり、芸術は

人間が人生をよりよくするために存在する大切なものである。音楽に関す

る幅広い知識や教養を深めるため「知っておきたいクラシック音楽」に接触

する機会を実際の鑑賞や演奏を通して学習を行う。 

倫理学 倫理的問題に関する自主的判断能力の育成をめざす。そのために、倫理

学上のさまざまな主張を紹介し、それぞれの特徴と問題点を明らかにす

る。具体的には、「道徳的ジレンマ（自由と平等、忠と孝）、「性善説と性悪

説（ロックとホッブズ、孟子と荀子）」、「黄金律と競争原理の矛盾」、「欲望

と道徳の関係（禁欲主義と功利主義）」、「道徳と宗教（道徳を強化する宗

教・道徳を超越する宗教）」、「道徳否定論（相対主義・ニヒリズム）」などの

問題を取り上げて、学生たちの自主的思考を促す。 

情報処理Ⅰ 現代社会では、パーソナルコンピュータ（PC）を使いこなすことが当

たり前となっている。本授業では、各種講義等で必要となる文書作成、

データ処理、プレゼンテーションのための PC 利用技術について学ぶ。

具体的には、ファイルやフォルダの概念を含む Windows の使用法、ウ

ェブブラウザを使用してのインターネットからのデータ検索法、マイ

クロソフトオフィスの使用法（ワードによるレポート作成、エクセル

による表計算、パワーポイントによるプレゼンテーション資料の作成

法など。 

数学と生活 基本的な計算が身についていれば、日常において数学 

的な知識は必要ないと思われがちである。しかし数学の持つ不思議な力

によって、個人情報を保護するシステムなどは高いセキュリティーを維持

しているなど、現代社会において数学が果たす役割は決して小さくない。

また数学は、他の学問分野と比べて、極めて長い歴史を持つ文化的な遺

産と捉えることもできる。算数の授業を豊かにするためには、数学が持つ

社会における役割や歴史に対する教養は不可欠である。今日の社会や

歴史的な観点から数学に対する理解を深めていく。 

Social studies in 

English Ⅰ 

本授業は，教員として英語力をより深め，実践的な英語学習を学ぶた

めに国際教養学部で開講されている英語による授業科目を 1 科目受

講するものである。受講 する授業科目は 1 年次または 2 年次に開設

されている科目から自由に選び学習する。英語による授業であること



から，受講学生は，英語Ⅰ及びⅡ，英語コミュニ ケーションⅠ及びⅡ

を受講済で，TOEIC スコア 550 点以上が望ましい。本授業は，教員

として英語力をより深め，実践的な英語学習を学ぶために国際教養学

部で開講されている英語による授業科目を 1 科目受講するものであ

る。受講 する授業科目は 1 年次または 2 年次に開設されている科目

から自由に選び学習する。英語による授業であることから，受講学生

は，英語Ⅰ及びⅡ，英語コミュニ ケーションⅠ及びⅡを受講済で，

TOEIC スコア 550 点以上が望ましい。 

Social studies in 

English Ⅱ 

本授業は，教員として英語力をより深め，実践的な英語学習を学ぶた

めに国際教養学部で開講されている英語による授業科目を 1 科目受

講するものである。受講 する授業科目は英語による授業であること

から，受講できる学生は，英語Ⅰ及びⅡ，英語コミュニケーションⅠ，

Ⅱ及びⅢを受講していること，又は TOEIC スコア 650 点以上が望ま

しい。選択する授業科目は，国際教養学部の 3 年次又は 4 年次におい

て開講されている科目から自由に選び学習する。 

英語Ⅰ 本授業は、教員に必要とされる総合的な英語に関する基本的な学力を

身に付けることを目的とする。そのために、英語 Iでは、さまざまな

ジャンルの英文を読み、それぞれに適した読み方のこつを学び、英語

の特質の理解、英文読解力を身につける。 

体育実技 各種の運動やスポーツを楽しむことで、体力の維持・増進を図ってい

くことを実践していく。テニス・バレーボール・バドミントンを中心

に運動能力の向上を図る。学習者それぞれがリーダーシップを発揮し

合い、主体的に運動とかかわる場づくりに努める。 

英語コミュニケーシ

ョンⅠ 

It is essential to cultivate practical English communication ability 

to respond to a variety of situations. The goal of this course is to 

learn to produce appropriate spoken language in response to 

information heard through listening. This course aims to build a 

solid foundation for practical English ability, through both 

listening comprehension activities focusing on understanding 

English used in a variety of situations, and speaking activities 

designed to help learners express their own thoughts and 

intentions in ways appropriate to the situation. The English 

proficiency goals for this course are based on the A1 and A2 levels 

of the Japanese equivalent of the Common European Framework 

(CEFR-J). In terms of listening ability, this means students will be 

able to understand conversations about family and concrete objects 



in the immediate vicinity, if the speaker speaks slowly and 
carefully. In terms of speaking ability、students will be able to 

speak at a slow pace using common expressions about subjects 

closely related to their everyday lives. In summary, students will 

practice answering simple questions on familiar topics. In order to 

do this, they will need a limited repertoire of basic vocabulary items 

and grammatical structures. 

英語コミュニケーシ

ョンⅡ 

It is essential to cultivate practical English communication ability 

to respond to a variety of situations. The goal of this course is to 

learn to produce appropriate spoken language in response to 

information heard through listening. This course aims to build a 

solid foundation for practical English ability, through both 

listening comprehension activities focusing on understanding 

English used in a variety of situations, and speaking activities 

designed to help learners express their own thoughts and 

intentions in ways appropriate to the situation. 

The English proficiency goals for this course are based on the A1 

and A2 levels of the Japanese equivalent of the Common European 

Framework (CEFR-J). In terms of listening ability, this means 

students will be able to understand speech about basic personal 

topics often encountered in daily life, such as family, shopping, 

neighborhood, and school. In terms of speaking ability, students 

will be able to give explanations, and participate in short exchanges 

of information, about their own background and other familiar 

topics. In summary, students will understand the main idea(s) of 

conversations and stories about familiar topics. Also, they will be 

able to briefly express their own thoughts and personal information 

in simple situations using a memorized repertoire of phrases, 

expressions, circumlocutions, and grammatical structures.  

健康と科学 現代病とも称される、現代の生活様式や環境に起因する様々な健康課題

に対し、私たちはどのように活動していくかが問われている。そこで、健康

に影響する外的・内的要素を知り、健康増進のために個人および集団とし

て取り組むとともに、健康の増進や疾病・異常の予防に関する膨大な情報

を適正に判断する能力の必要性について学習する。 

専門基礎科目 



教育心理学 教育心理学とは、教育活動を効果的に推進するために役立つ心理学的

な知見や技術を提供する学問である。この授業では、特に幼児教育・

初等教育の教育過程における心理学的な法則や事実を理解し、より効

果的な教育活動を展開するための教育心理学の基礎的事項について

理解する。また、子ども 1人 1人の発達に応じた教育的対応について

の理解を深め、教育現場における教育的内容に対応できる知識を習得

する。さらに、障害のある幼児・児童の心身の発達及び学習の過程に

ついても学ぶ。 

教職概論 本講義では、教職課程における入門科目として、①教職の意義や教員

の役割、職務内容等について理解し、学校組織の一員として児童の教

育をつかさどる教師としての使命観、倫理観及び一体感の習得をめざ

す。②学校現場の具体的な課題解決に必要な力量の形成に向けた主体

的な学びの意欲を動機づける。③教職に対する自己の適性等を熟考さ

せること通じて最終的な進路選択について指導助言し、④２年からの

教職課程に向けた見通しと展望を切り開く過程を支援する。 

教育原理 教育に関する欧語をとりあげて、教育の本質を理解させる。その延長

で、近代教育思想の父と言われる J.ルソーとペスタロッチの自然主義

とその教育方法の特徴を理解させる。こうした理解を基本に、現代に

おける教育の諸問題、例えば「能力」主義と競争主義、いじめと不登

校、学力の低下と克服の問題などをとりあげて理解を深める。 

教育制度論 学校の語源の歴史的理解から始まり、近代公教育としての義務教育制

度の成立から現代公教育制度への転換と変容に至るまでの過程を理

解する。そして教育制度の現状と問題、及び今日の教育改革動向を考

察して、教育制度とは何かについて、歴史的ならびに国際比較の観点

から考える。 

専門科目 

国語 日本語の主要な特性として、文字言語の豊かさがあげられる。表意文

字(漢字)・表音文字（カタカナ、ひらがな、ローマ字）を有し、これ

が豊かな言語表現をもたらした。日本の伝統的言語文化はこの多様な

文字表現の上に成り立っている。日本における文字言語獲得の過程

と、仮名の創造など先人の工夫を知り、豊かな伝統的言語文化（古文、

漢文、ことわざ、四字熟語等）を学ぶことによって国語への理解と 

愛着を深める。また、漢字の筆順等を含む書写についても学習する。 

算数 算数的活動が重視される新学習指導要領において、その根底に存在す

る数学的な概念や数学的な見方・考え方を身に付けることを目的とす

る。そこで、算数科で扱われる内容の理解を数学的に深めることを試



みる。まず算数科で扱う 4つの領域「数と計算」、「量と測定」、「図

形」、「数量関係」を数学の体系の中で位置付ける。そして個々の領

域の内容を数学の体系の中で捉えていく。またそれぞれに関係する数

学のトピックを具体的に示しながら、数学と数学的な見方・考え方を

身に付けることを目指す。 

社会 小学校社会科の内容を踏まえて、地域の産業と消費生活、健康な生活

や良好な生活環境、地域の地理的環境、地域の生活の変化と地域社会

に尽くした先人の働き等、地域社会学習の基本を学習する。地理的分

野では、わが国の国土環境と産業、公害と国民の健康・生活環境、自

然災害からの国土保全、国民の食生活と農水産業及び貿易。世界と日

本の地域構成について学習する。歴史分野では、縄文時代から現代ま

でのわが国の歴史を考える。公民分野では政治及び国際理解につい

て、基本的な概念・事項を体系的に習得する。 

理科 小学校学習指導要領理科の内容を踏まえて、小学校理科で扱う内容及

び観察、実験の基礎的知識を獲得することを目的にする。具体的には、

小学校学習指導要領理科の内容区分（物質・エネルギー・生命・地球）

ごとに、観察、実験、観測を通して自然科学の基礎的知識とその方法

を獲得する。さらに、小学校理科授業の安全指導に関して、観察、実

験の基礎的知識とその方法の獲得も目的とする。 

体育 幼稚園や小学校における心と体の健康の保持増進を図るための内容

について、様々な身体運動や遊びの実践を通して理解を深めていく。

そのために、それぞれの身体運動や遊びの特性を理解するとともに、

子どもの発達段階に応じた運動の技能のポイントや健康増進および

体力の向上に関する基本的な知識について学習する。また、身体活動

の場における事故やけがの防止や援助・指導の工夫などについても学

ぶ。 

音楽 小学校音楽教科書に掲載されている６年間の教材を、小学校学習指導

要領音楽編に基づいて、音楽理論、音楽史、楽器学、演奏形態、日本

の音楽、諸外国の音楽・民族音楽の観点から分類し、基礎的知識を習

得する。その知識に基づき、歌唱教材によって楽譜を正確に歌う力を

高め、コード理論や音楽理論の学習によって伴奏楽譜やコードによる

弾き歌いの技能を培い、教材曲の時代背景や成り立ちを理解し、表現

力・指導力を身につける。 

子どもの英語活動Ⅰ 小学校５・６年生の外国語活動において自信をもって指導することが

できるように、指導に必要な理論と指導の実際を理解させる。特に英

語によるコミュニケーション能力の育成と英語活動における指導力



の向上を目指す。そのために優れた実践例を紹介すると共に、グルー

プ活動や受講者の実際の発表を通して、実践的指導力を身につけさせ

る。 

子どもの英語活動Ⅱ 平成 25 年度に小学校の英語活動で実際に使用されている「Hi 

Friends」というテキスト内容を使用し、学生に実際の教材を使って

実演（模擬的なセッション）をやってもらいながら、小学校における

英語活動の授業の在り方について問い、そして主体的で独創的な考え

を導く。日本の小学生が英語を学ぶ時に大切な事は何なのか、ALT と

の連携なども踏まえて考える。教育現場で自信を持って英語を教える

事が出来るように、学生主体型の実践的な授業にする。 

子どもの音楽活動 学級集団や学校集団で行われる音楽活動は子どもに豊かな情操と音

楽的感性を育て、その体験が子どもの音楽と人間の形成に大きな影響

をあたえる。この音楽活動の授業では主に「学芸的行事〔音楽集会、

今月の歌など〕」「儀式的行事〔入学式、卒業式...など〕」を展開す

るための基本的な知識、技能を習得するため合唱を中心に理論的、実

践的学習を行う。 

ピアノ・声楽Ⅰ 本授業では、ピアノ・声楽の演奏技術の基礎を学び、音楽を使った活

動における指導能力の必要性について理解する。そのために、ピアノ・

声楽の演奏技術の基礎を学び、それに伴う音楽理論、知識を深め、音

楽を愛好する心情、音楽に対する豊かな感性を育成する。具体的には、

ひとこま 90 分のグループレッスンとし、アクティブラーニングとし

て相互にレッスンを聞き合うことを通して、バイエル教則本前半の演

奏技術、学生の能力に応じた伴奏形による幼児の歌や小学校共通歌唱

教材の弾き歌いの技能を習得する。 

ピアノ・声楽Ⅱ 本授業では、ピアノ・声楽の演奏技術を習得することによって、音楽

を使った活動における指導能力の向上を目指す。そのために、ピアノ・

声楽の演奏技術を高め、それに伴う音楽理論、知識をさらに深め、音

楽を愛好する心情、音楽に対する豊かな感性を育成する。具体的には、

ひとこま９０分のグループレッスンとし、アクティブラーニングとし

て相互にレッスンを聞き合うことを通して、バイエル教則本後半の演

奏技術、学生の能力に応じた伴奏形による子どもの歌や小学校共通歌

唱教材の弾き歌いの技能を習得する。 

臨床心理学 臨床心理学の概要や歴史を学習し、各発達段階におけるこころの問題

の特徴と対応について理解を深める。その上で、こころの問題のアセ

スメントの具体的方法と、それに基づいた臨床心理学的支援の技法に

ついて学習する。 



国語科教育法Ⅰ 小学校国語科教育における目標論、方法論、評価等について講義及び

演習を通して学習する。学習指導要領(国語) 

における目標を確認し、更に戦後国語科教育の目標の変遷をたどるこ

とにより、理解を深める。特に経験主義国語教育から能力主義教育、

ゆとり教育への転換の意味を理解する。各学年(２学年ごと)の目標・

内容・系統性等を確認し、各領域及び事項（「話すこと・聞くこと」

「書くこと」「読むこと」「伝統的な言語文化と国語の特質に関する

事項」）ごとの授業実践例参照により、授業展開について学ぶ。また

評価の考え方について学習する。 

国語科教育法Ⅱ 各学年の文学的文章教材・説明的文章教材の中から幾つかを対象とし

て取り上げ、具体的に分析を行うことで教材研究能力を培う。まず、

各教材が該当学年また６年間のなかでどのような系統のもとに位置

づけられているかを確認し、教材が単独に設定されているわけではな

いことを理解する。対比構造など「読み取るための基本的な読解技術」

を学び、その技術を応用して教材分析を行う。また視点論についても

学習し、その観点から教材を分析検討する。個人及びグループ研究と

し、研究発表を行う。 

国語科教育法Ⅲ 小学校国語教材を対象とした授業実践記録（ビデオ・学習指導案）の

授業展開・発問・板書の仕方等を参照し、その指導案に基づいた模擬

授業を行う。次いで、目標を設定し新たな教材を開発する。教材分析

の上、授業を構想し模擬授業を行う。教材は扱いやすさを考慮し、主

として詩教材、短い物語教材とする。また、「読む」「書く」二領域

を関連させた創作指導を学ぶ。物語教材の構造を分析し、その構造に

則った創作過程を体験することで創作指導法を身に付ける。その上

で、他の物語を教材として創作指導の模擬授業を行う。 

算数科教育法Ⅰ 算数科における教育目標の歴史的な変化を捉え、目標の変遷とその背

景を理解する。そして現行の算数科の目 

標と指導内容を「数と計算」、「量と測定」、「図形」、「数量関係」

の 4つの領域別に確認し、指導上の留意点を把握する。また指導に関

して ICT を活用した方法が注目されているため、その活用事例とソフ

トウエアの一つである GeoGebra を取り上げる。加えて算数科におけ

る「評価」について、その種類と方法を知る。また国内外における学

力調査を取り上げ、算数科における評価に関する知識をさらに深め

る。 

社会科教育法Ⅰ 小学校社会科の成立と変遷を、小学校社会科の基本的性格（社会的知

識と態度・能力の統一的育成）を軸として理解する。その育成方法の



歴史的変遷を視野におき、小学校社会科の学習方法原理（目標と内容、

方法の在り方）の 4類型について理解する。その上で、現行学習指導

要領に基づく各学年の社会科の目標と内容、考え方やその指導の在り

方を理解する。 

理科教育法Ⅰ 小学校理科教育の基礎について理解を図る。具体的には、小学校学習

指導要領理科編の歴史的変遷や現行の小学校学習指導要領理科編の

目的・目標、内容構成及び小学校理科の指導法、評価法について理解

を図る。さらに、児童の理科学力の現状と課題、特に課題となってい

る理科を学ぶ意義や理科学習の有用性の実感、自然体験・科学体験に

ついて説明する。そして、A 区分（エネルギー・粒子）、B 区分（生

命・地球）の指導法や各学年の探究能力育成法について説明をする。

さらに、評価法の説明と具体的な評価問題の作成を行わせる。また、

ICT を利用した授業を体験させ、観察や実験、観測の安全指導に関し

てもふれる。 

生活科教育法 生活科の目標と内容などに基づき、指導計画案の作成により指導計画

作成の基礎・基本を理解する。さらに、実践事例を参考に授業展開の

あり方、授業改善を図るための評価のあり方についても学ばせる。特

に、１学年は幼小連携の視点、２学年は上級学年の教科との連結の視

点も含め、発達段階に応じた指導のあり方も学んでいく。さらに、生

活科の指導事例の分析を踏まえて、具体的に教材研究を行い、学習指

導案の作成や模擬授業の実践等を通して、生活科における学習指導の

基本原理を身に付けるとともに実践的な指導力を培う。 

家庭科教育法 家庭科学習は児童に「衣食住などに関する実践的・体験的な活動を通

して基礎的・基本的な知識および技能を身に付け、家庭生活を大切に

する心情をはぐくむ」ことから①生活における様々な問題点を解決方

法する問題解決的な学習を追及・実践し、思考力・判断力・表現力を

はぐくみ言語活動の充実を図る授業とする。②社会の変化に対応した

豊かな心と確かな実践力をはぐくむために、少子高齢化や食育の推

進、持続可能な社会の構築などを十分理解させ、体験的な学習を取り

入れ実践力を身に付けることにつながる授業とする。③家族の一員と

しての自覚を高め、家庭生活を大切にする心情をはぐくむ授業とす

る。 

体育科教育法Ⅰ 小学校における運動遊びや体育学習領域の特性や内容について理解

するとともに、過去の教え込む、まねるという教育法から脱却し、子

どもたちに自己判断･自己決定の能力を身につけさせることを目指し

た教育実践を行う必要性について学ぶ。そのために、基本的な体育の



考え方や立場を概観した後、それらを踏まえ、実践への具体的な方策

について理解し、実際の教育現場で必要とされる知識や技術の指導力

の習得を目指す。 

音楽科教育法Ⅰ 「音楽科教育法Ⅰ」では、小学校音楽科の目標「表現及び鑑賞の活動

を通して、音楽を愛好する心情と音楽に対する感性を育てるととも

に、音楽活動の基礎的な能力を培い、豊かな情操を養う」に基づき、

児童の全人的な育成を担う役割があることを理解する。また、学習指

導要領にある各学年の目標及び内容の系統表、児童の教科書の内容を

研究し、内容分析や系統性を検討していく。アクティブラーニングに

より、グループで指導案を作成し、模擬授業を実施する。 

図画工作教育法Ⅰ 図画工作科の学習指導要領の目標、内容構成、指導計画の作成と内容

の取り扱いを理解する。各学年で扱う造形遊び・絵に表す・立体に表

す・工作に表す・鑑賞について、その目標と内容方法、評価、指導上

の留意事項等について実技を取り入れながら体験的に学ぶ。子どもの

製作活動における発達段階や図画教育の歴史、生涯学習の視点につい

て知る。 

道徳教育の指導法 「道徳の時間」では道徳的実践力を育成するために、道徳的価値の自

覚及び自己の生き方についての考えを深める学習を行うことが求め

られている。児童を取り巻く社会全体のモラルの低下、また、家庭や

地域社会の教育力の低下から、道徳教育の重要性を理解させ、道徳教

育の全体構想を理解させるとともに、１単位時間の「道徳の時間」の

充実を図り道徳的価値の自覚を高める指導計画・教材資料の検討及び

指導過程を検討・研究する。 

教育課程論 小学校は義務教育であり、公の性質を有するものであるから、全国的

に一定の教育水準を確保する必要がある。その観点から、教育課程の

基準の必要性や学習指導要領の性格に関する理解は不可欠である。教

育課程の編成・実施については、以下の事項について学習する。教育

課程編成の法的根拠、教育課程の一般方針、編成の手順、編成の基本

方針、編成に必要な事前の研究や調査、学校の教育目標の設定など。

さらに、教育課程の実際を学習していく。 

保育課程論 保育所保育における保育内容の充実と質の向上を図るための保育の

計画について理解する。具体的には保育課程の編成から指導計画作成

までの流れや作成上の留意点について、実際の園の保育課程を参考に

指導計画を作成し、考え方について理解する。また保育の計画、実践、

省察・評価、改善などの保育の循環や評価の必要性、保育所児童保育

要録へのつながりについても学ぶ。 



特別活動の指導法 特別活動は、望ましい集団活動を通して、心身の調和のとれた発達や

個性の伸長、よりよい生活や人間関係を築こうとする自主的･実践的

態度を育てるとともに、自己の生き方について考えを深める能力を養

う時間である。この授業では、特別活動の趣旨や目標、教育的意義に

ついて概観し、各教科、道徳、総合的な学習の時間との関連について

考察する。その上で、具体的な実践事例の検討や、指導計画の作成等

を通して、実践的指導力を身に付けさせる。 

教育の方法と技術 今日学校教育においては、児童の発達段階や個性に応じた様々な教育

の方法及び技術が求められる。電子辞書、電子黒板他マルチメディア

機器の活用方法及び技術を習得することが重要である。授業の目標、

内容、指導、評価に関する理論的知識の習得とともに、望ましい教育

方法の在り方を研究する。 

保育内容指導法（音楽

表現） 

本授業では、子ども自らが主体的に音楽にかかわっていくことができ

るように、保育現場で使われている音楽あそびなどの体験を通して、

音や音楽とからだの動きや表情などの表現の相互関係を理解し、遊び

を体得しながら音楽表現活動について学習する。心と身体で表現する

ことの喜びを体験することができるよう創造的な授業を学生ととも

に作り上げ、実践的指導力を高める。具体的には、アクティブラーニ

ングとして、グループ活動で日本語や英語による手遊びうた、リズム

遊びや楽器遊び、パネルシアターの演技、わらべうたなどを中心に行

い、幼児の発達段階に即した音楽教育法を研究する。 

保育内容指導法（造形

表現） 

学生自身がイメージを持ち感性を働かせながら表現することを通し

て、表現の喜びを得るとともに、造形的な表現活動の能力や創造性を

高める。子どもの発達を知り、造形表現活動のねらいと内容を理解し、

ねらいの達成のための教材について体験的に学ぶ。さらに、製作過程

を振り返り、製作によって幼児が発揮し伸長させる能力や材料用具等

の準備、保育者の援助や配慮について検討することで、造形表現活動

を幼児に指導できる力を養う。 

学習の科学 この授業では、学習に関する考え方の歴史的変遷、学習の基礎的なメ

カニズム、カリキュラム編成や授業方法等の学習に対する基礎的な考

え方を教育心理学及び教育工学における知見から体系的に理解する

ことで、学習者の主体的・効率的な学習はいかにして実現できるのか

について考える。授業形態は講義とする。授業内で出される課題につ

いてのグループディスカッション、心理学実験、プレゼンテーション

等のアクティブラーニングを部分的に取り入れる。 



環境教育論 科学技術の発展やそれに伴う経済成長は世界的な環境問題（地球温暖

化、生物多様性の喪失等）を引き起こした。このような状況下である

ため、環境教育の推進は喫緊の課題である。そして、環境教育を教え

る教員は環境教育に関する基礎的知識・技能を身につけることが必要

である。そこで、本授業では、環境教育の発展過程、現状、課題を踏

まえ、環境教育の目的や内容及び方法と環境教育のカリキュラムや授

業構成の特質を明らかにすることを目的とする。また、調査や実験を

実施し環境教育の一環として行われている科学的アプローチを体験

する。 

協同学習論 協同学習は、グループダイナミックス、認知心理学等の実証科学を基

盤とした近年特に注目されている学習指導法の理論である。この授業

では、まず協同学習の考え方が生まれた背景と基本的な考え方を学

び、その後に実際の協同学習の技法についてロールプレイを用いて体

験することで、教育現場で実践的に使用する技術を身につける。授業

形態は講義とする。本授業では多くを協同学習によるアクティブラー

ニングで学習する。 

保育内容総論 従来の保育内容の教科目を保育内容総論と保育内容演習に分けたも

のであり、保育所保育指針における「保育の目標」「子どもの発達」

「保育の内容」を関連付けて理解する。子どもの生活全体を通して、

養護と教育が一体的に展開することを具体的な保育実践につなげて

理解させる。 

保育内容指導法（健

康） 

別表第１の「保育内容演習」の教科目を指導法（健康）・指導法（人間

関係）・指導法（環境）に分けたものであることを理解する。養護と教

育にかかわる保育の内容が、それぞれの関連性を持ち、総合的に保育

を展開していくための知識、技術、判断力を習得する。健康な心と体

を育て、自ら健康で安全な生活をつくり出す力を養うことを「健康」

の領域で取り扱うことを理解する。 

保育内容指導法（人間

関係） 

人間関係の基盤となる社会性や道徳性は、乳幼児期の人とのかかわり

の中で形成される。本講義では、乳幼児期の人間関係の重要性をふま

えて、保育指針や幼稚園教育要領に示されている領域「人間関係」の

ねらいや内容を理解し、遊びや生活を通して総合的に援助できる保育

者の資質を養うことを目的とする。具体的内容としては、人とのかか

わりの重要性を学び、乳幼児が発達段階に応じて、どのような働きか

けによって人とかかわる力を身に付けていくかを理解する。また、具

体的な保育における遊びや生活を通して、子どものかかわる力を育む

支援の方法を学ぶ。 



教育相談 教育現場では、様々な問題が起こり、教師における教育相談の資質が

ますます重要になっている。そこで、本講義では、教育相談の歴史や

意義、カウンセリングを用いた援助内容や方法について、また学級経

営のあり方や児童・生徒の問題への対応について、さらには保護者や

諸機関・地域との連携や学校における教育相談のシステム構築につい

ての理解を深め、援助者としての資質の獲得を目指す。 

幼児理解 幼児を理解することが保育の出発点や基盤となる。そこで、幼児の実

際の姿や具体的事例を通して理解を深め、保育や教育の現場における

幼児理解の視点・方法・評価を学ぶ。 

ことばと遊び 絵本や紙芝居など、子どもの遊びを豊かに展開するための言語表現に

かかわる知識・技術を習得するとともに、子どもの表現活動を支援す

る教材の活用や具体的な展開について学ぶことを目的とする。本授業

では、まず、子どもの発達と絵本・紙芝居などの児童文化財との関連

および遊びとの関連について学び、さらに、絵本の読み聞かせ・人形

劇やぺープサート、ストリーテリングの方法・技術や保育指導の展開 

の仕方について学んでいく。 

実 習 

介護等体験 障害児（者）支援施設（知的、身体障害）、特別養護老人施設の社会福

祉施設で、5 日間の体験活動を行い、利用者の障害特性や高齢者の理

解を進める。また特別支援学校（知的、肢体、盲・聾の養護学校）で

の 2日間の授業や行事参加活動を通して、生徒との交流を深め、障害

特性の理解や対人援助方法について学ぶ。 

教育実習指導 教育実習Ⅰ（小学校）、教育実習Ⅰ（幼稚園）・教育実習Ⅱ（幼稚園）

にあたって「教育実習の意義と目的、留意すべき事項」について指導

する。小学校に関しては小学校教員経験者・教育学担当教員により「児

童の実態」「小学校教育における現代的課題」などの講話および「小学

校教科指導の実際」など実践的な側面での指導を行う。幼稚園に関し

ては幼稚園教諭経験者・教育学担当教員による「幼児の実態」「幼児教

育における現代的課題」「幼小連携の視点」等の講話を行う。また、教

育実習全般に関わる講話「教育実習の心構えと留意事項」「学級経営

と学習指導」等も実施する。実習終了後には作成した指導案や実習記

録簿を参考に体験を発表し、反省点を明らかにする。 

教育実習Ⅰ（小学

校） 

教育実習Ⅰ（小学校）は小幼コースの学生が履修する。4週間の教育

実習を通し、児童理解を深め、体験的総合的に小学校教諭の職務を

知る。また学習指導案の作成、実際の授業体験により、教科の適切

な指導方法を体得し、実践的な指導力を培う。更に子どもの個性や



生活環境を踏まえた学級経営の実際を学ぶ。地域との連携にも注目

し、保護者や地域の人々との連携の在り方を知る。 

教育実習Ⅱ（幼稚園） 2 週間の教育実習を通し、幼児理解を深め、体験的総合的に幼稚園教

諭の職務を知る。また保育指導案の作成、実際の保育体験により、保

育の適切な指導方法を体得し、実践的な指導力を培う。更に幼児の個

性や生活環境を踏まえた学級経営の実際を学ぶ。地域との連携にも注

目し、保護者や地域の人々との連携の在り方を知る。 

教職実践演習 本授業では、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について、教員と

して最低限度の資質・能力を身に付けているかどうかを確認してい

く。また、学校側の視点や意見を反映させるため、学校現場経験者に

よる講話等を取り入れる。「履修カルテ」を参照し、個別に補完的な指

導を行う。 

卒業研究 

卒業論文 大学教育の総まとめとして、各学生は自己研究の専門分野に応じた研

究課題を設定する。設定テーマに即した研究を行い、卒業論文として

年度末に完成する。指導教員は、各学生の研究課題に即して、学問的

な問題把握を指導し、文献や関連する研究紀要、資料等を提示し支援

する。解読の仕方、英訳の場合の要約、論文の書き方など技術的な側

面もきめ細かに指導する。学生は、卒業論文の構想を 4 年次当初にま

とめておくこととする。 

 


