
授業科目区分 専門科目 開設コース 学校臨床科学コース

授 業 科 目 名

（英 文 名）

学習指導と授業デザイン

( Teaching Approaches and Instructional Design )

単     位 ２単位

担当教員

宮田佳緒里

松本 伸示

溝邊 和成必修・選択の別 選択必修

授 業 の 方 法 講義・演習

標準履修年次 １年次

開 講 学 期 前期

授業のテーマ

及び到達目標

     

授業実践の基盤となる教授学習過程についての教育学的知見、心理学的知見を学び、習

得した理論や技能等を踏まえて授業をデザインできることを目標とする。

共同で単元開発、本時案や教材の作成を行い、それを実践・検討することをとおして、

教育実践上の課題に対して優れた学習指導を創出できる実践力を培うことが期待される。

授業の内容・計画 第１回 オリエンテーション：宮田

15回の授業内容の概略と進め方、準備物等の説明を行う。グループ分けと，

第2，3回の課題レポートの説明を行う。

第２回
学習指導と発問：溝邊

学習指導に欠かせない「発問」に関する事例紹介や演習を通して、その意

義・意味の理解を深める。

第３回
学習指導と板書：溝邊

学習指導の基礎となる「板書」の最近事情紹介や具体的演習を通して、そ

の意義・意味の理解を深める。

第４回 模擬授業の共同立案（1）模擬授業のための学習指導案の作成：宮田

グループに分かれて、模擬授業遠隔化の方向性を決める。本時案を中心に、

模擬授業のための学習指導案または教材作成計画を作る。

第５回
対話型模擬授業検討会の進め方（1）：宮田

模擬授業の事後研の方法の一つである、対話型模擬授業検討会について、

資料を参照することにより、理解を深める。

第６回 対話型模擬授業検討会の進め方（2）：宮田

対話型模擬授業検討会の実践記録等を検討し，実践上の留意点を考察する。

第７回 模擬授業の共同立案（2）模擬授業のための本時案や教材の準備：宮田

グループに分かれて、模擬授業のための本時案や教材を作成する。

第８回 模擬授業の実践と授業カンファレンス（1）国語科の模擬授業：宮田

一方のグループが、開発された本時案に基づく模擬授業または教材配信を行

う。その後、模擬授業を振り返り、意見交換を行う。



第９回 模擬授業の実践と授業カンファレンス（2）算数科の模擬授業：宮田

前回授業をしなかったグループが模擬授業または教材配信を行う。その後、

模擬授業を振り返り、意見交換を行う。

第10回 学習指導案の改善案の作成（1）：宮田・溝邊

授業カンファレンスでの討議内容を踏まえ、グループで単元構成・展開に配

慮した改善案を作成する。

第11回 模擬授業の実践と授業カンファレンス（3）国語科の模擬授業２：宮田

一方のグループが改善された本時案に基づく模擬授業または教材配信を行

う。その後、模擬授業を振り返り、意見交換を行う。

第12回 模擬授業の実践と授業カンファレンス（4）算数科の模擬授業２：宮田

前回授業をしなかったグループが模擬授業または教材配信を行う。その後、

模擬授業を振り返り、意見交換を行う。

第13回 単元構成・展開の視点からの学習指導案検討（１）：宮田

一方のグループの模擬授業や学習指導案全般について、単元構成・展開の視

点から検討し意見交換を行う。

第14回 単元構成・展開の視点からの学習指導案検討（２）：宮田

前回検討しなかったグループの模擬授業や学習指導案全般について、単元構

成・展開の視点から検討し意見交換を行う。

第15回 学習指導案の改善案の作成（２）・総括：宮田

これまでの討議内容を基に、グループで学習指導案または，教材作成計画と

教材の最終版を作成する。本講義全体の総括を行う。

成 績 評 価 の 方

法・観点等  

成績評価の方法

レポート（学習指導案）とその発表内容について、到達状況を授業担当教員が協議し、

評価する（80%）。

授業カンファレンスの運営への参加度について、授業担当教員が協議し、評価する（20%）。

到達目標

・単元目標を明確にし、目標達成に向けた単元計画を開発できている。

・本時の目標を明確にし、目標達成に向けた本時案を開発できている。

・授業カンファレンスにおいて、授業者・学習者の立場から授業を省察できている。

・改善学習指導案が、カンファレンスの内容を踏まえたものになっている。

テキスト・教材・

参考書等  

【テキスト】特に定めない。

【参考書】

・高垣マユミ『授業デザインの最前線－理論と実践をつなぐ知のコラボレーション－』北

大路書房、2005年.

・河野義章編『わかる授業の科学的探究 授業研究法入門』図書文化、2009年．

事前事後学修 受講生には、講義内容に関連する文献の熟読をはじめ、学習指導案を作成するための情

報収集、学習指導案の作成、課題整理レポートの作成など、毎時間課題が要求される（授

業時間外に毎回4時間程度）。



その他 ◯アクティブ・ラーニング実施科目

◯授業は原則として担当教員３名のT.Tによって行います。（上記「授業の内容・計画」の

担当者は、その回のメインとなる担当者です。）

○日程・授業形態

第１回     （05/19） ：Zoom により行います。資料は Microsoft Teams の「ファイル」

にアップロードしますので，前もってダウンロードしておいてく

ださい。

第２・３回 （課外） ：課題を Teams の「課題」にアップロードします。解答済みのフ

ァイルをアップロードして提出してください。

第４回     （05/26） ：Zoom によるグループ活動を行います。

第５・６回 （06/02） ：資料を Teams の「ファイル」に，課題を「課題」にアップロー

ドします。解答済みのファイルをアップロードして提出してくだ

さい。

第７回     （06/09） ：第 4 回と同様。

第８回     （06/16） ：Zoom により行います。指導案や教材など，学生からの配布物は

Teams の「ファイル」の各グループのフォルダにアップロード

してください。

第９回     （06/23） ：第 8 回と同様。

第 10 回    （06/30） ：第 4 回と同様。

第 11 回    （07/07） ：第 8 回と同様。

第 12 回    （07/14） ：第 8 回と同様。

第 13・14 回（07/21） ：第 8 回と同様。

第 15 回    （07/28） ：第 4 回と同様。



授業科目区分 専門科目 開設コース 学校臨床科学コース

授 業 科 目 名

（英 文 名）

授業研究の理論と実践

( Theory and practice for Lesson Study )

単     位 ２単位

担当教員

奥村 好美

松本 伸示

溝邊 和成

伊藤 博之

必修・選択の別 選択必修

授 業 の 方 法 講義・演習

標準履修年次 １年次・２年次

開 講 学 期 後期

授業のテーマ

及び到達目標

     

児童・生徒の成長・発達をふまえ創造的な学力を保障する高度な授業実践を省察的・協

働的に実施するために、授業研究の理論等にもとづき、具体的に授業の創造（授業デザイ

ン）、実施（授業実践）、検討（分析・評価）、改善を行うことができるような力を育成

することを目標とする。また、これまでの授業研究会のあり方を振り返る。

授業の内容・計画 第１回

10/1

オリエンテーション（奥村）（対面）

本授業の目的、期待される学習効果について説明すると共に 15 回分の授業の

進め方について確認する。

第２回

10/8

従来の授業研究の相対化（溝邊）（対面）

これまでの授業研究に関する経験を交流して、従来の模擬授業のメリット・

デメリットを考える。

第３回

10/15

高度授業実践に向けた授業研究の理論①（奥村）（対面）

授業研究に活かすことを目的として、コルトハーヘンの教師教育学の理論を

学ぶ。

第４回

10/22

高度授業実践に向けた授業研究の理論②（奥村）（対面）

第２回で学んだ教師教育学の理論に基づき、授業研究のあり方を考える。

第５回

10/29

高度授業実践に向けた授業研究の実践例（奥村）（対面）

高度授業実践の実現に向けて、授業研究会の事例を検討する。

第６回

11/5

指導案検討（全員）（対面）

高度授業実践の実現に向けて、教科教育の専門的な知見を踏まえて、模擬授

業の指導案を検討する。

第７回

11/12

相互検討会の進め方（全員）（対面）

高度授業実践の実現に向けて、第８回以降の授業研究会の進め方を検討する。

第８回

未定

高度な授業実践に向けた模擬授業と相互検討会①（全員）（遠隔・ZOOM）

高度授業実践の実現に向けて、社会系教科の模擬授業を行い、対話を通じて

検討する。



第９回

未定

高度な授業実践に向けた模擬授業と相互検討会②（全員）（遠隔・ZOOM）

高度授業実践の実現に向けて、理数系教科の模擬授業を行い、対話を通じて

検討する。

第10回

未定

高度な授業実践に向けた模擬授業と相互検討会③（全員）（遠隔・ZOOM）

高度授業実践の実現に向けて、芸術系教科の模擬授業を行い、対話を通じて

検討する。

第11回

未定

高度な授業実践に向けた模擬授業と相互検討会④（全員）（遠隔・ZOOM）

高度授業実践の実現に向けて、保健体育科の模擬授業を行い、対話を通じて

検討する。

第12回

未定

高度な授業実践に向けた模擬授業と相互検討会⑤（全員）（遠隔・ZOOM）

高度授業実践の実現に向けて、技術・家庭科の模擬授業を行い、対話を通じ

て検討する。

第13回

未定

高度な授業実践に向けた模擬授業と相互検討会⑥（全員）（遠隔・ZOOM）

高度授業実践の実現に向けて、道徳の模擬授業を行い、対話を通じて検討す

る。

第14回

未定

高度な授業実践に向けた模擬授業と相互検討会⑦（全員）（遠隔・ZOOM）

高度授業実践の実現に向けて、総合学習の模擬授業を行い、対話を通じて検

討する。

第15回

未定

高度授業実践に向けた授業改善について（全員）（未定）

これまでの授業研究会を振り返り、高度授業実践に向けたより良い授業研究
会の方途を探る。

成 績 評 価 の 方

法・観点等  

指導案の完成度評価（30％）、授業実践（30％）、授業改善に関するレポート（40％）

以下の到達目標を観点に評価を行う。

・児童・生徒の成長・発達をふまえ創造的な学力を保障する高度な授業実践を省察的・協

働的に実施するために、授業研究の理論等を理解している。

・授業研究の理論等をふまえ、自身の授業の創造（授業デザイン）、実施（授業実践）、

検討（分析・評価）、改善を高度に行うことができる。

テキスト・教材・

参考書等  

【テキスト】

・受講生のバックグラウンドとなる教科の学習指導要領、および学習指導要領の解説（尚、

これらは文部科学省の HP よりダウンロードすることも可）

【参考書】

・フレット・コルトハーヘン著、武田信子監訳『教師教育学 理論と実践をつなぐリアリ

スティック・アプローチ』学文社、2010年

・渡辺貴裕『授業づくりの考え方―小学校の模擬授業とリフレクションで学ぶ』くろしお

出版、2019年。

事前事後学修 事前学修（全30時間）：講義内容に関連する文献を読み込み、予習を行う。学習指導要

領及び学習指導要領解説を読みこみ、各自が学習指導案を作成する。

事後学修（全30時間）：講義内容に関連する文献を読み込み、復習を行う。高度な授業

実践に向けて自らの模擬授業を振り返り、教育活動の改善を考える。

そ の 他 アクティブ・ラーニング実施科目。





授業科目区分 専門科目 開設コース 学校臨床科学コース

授 業 科 目 名

（英 文 名）

道徳教育及び道徳授業の理論と実際

（ Theory and Practice in Moral Education and Moral Teaching ）

単     位 ２単位

担当教員

谷田 増幸

淀澤 勝治

上村 崇

今川 美幸

必修・選択の別 選択必修

授 業 の 方 法 講義・演習

標準履修年次 １年次

開 講 学 期 前期

授業のテーマ

及び到達目標

     

本科目は、現代社会における道徳教育の基本的な意義と諸課題について、歴史的、哲

学的、社会学的、心理学的及び教育学的な諸観点から検討し、その上で学校の教育活動

全体を通じて行われる道徳教育及び「特別の教科 道徳」（道徳科）の授業に係る諸理

論とその実際について、実践事例に則しながら各々の意義と課題の検討を行う。

それらによって、学校における道徳教育及び道徳授業の基本的な知識・技能等を習得させ、

道徳授業の教材開発と指導過程の開発など「心の教育」実践に向けた基盤的力量の形成

を図る。

授業の内容・計画
「「心の教育」の基盤としての道徳教育」について，主に前半で谷田（全６回）上村（２

回）・今川（１回）が担当し，「道徳授業の諸理論と実践の事例研究」について主に後半

で淀澤（全６回）が担当する。

オンライン授業形式での実施となったため，さまざまな制約から当初設定していた内容や

授業形態は大幅に変更となっている。

第１回

5/13

「友情と愛について」［テキスト使用］(谷田)

第２回

5/20

「生きるうえで大切なこと」［テキスト使用］(谷田)



第３回

5/27

「確かなこととは何だろう」［テキスト使用］（谷田）

第４回

6/3

「災いを生きる」［テキスト使用］(谷田)

第５回
(課題提示)：「正義を生きる」［テキスト使用］(谷田)

第６回
(課題提示)：「自由を生きる」［テキスト使用］(谷田)

第７回

6/10

多文化共生教育と道徳教育(今川)

第８回

6/17

道徳教育とクリティカル・シンキング(上村)

第９回

6/24

道徳教育と哲学対話(上村)

第10回

7/1

道徳性の発達と道徳教育(淀澤)



第11回

7/8

価値の内面化を志向する道徳授業の事例研究－自我関与が中心の学習－(淀

澤)

第12回

7/15

価値の相対化論に基づく道徳授業の事例研究－価値の明確化・SGE－(淀澤)

第13回

7/22

統合的道徳授業論と授業の事例研究(淀澤)

第14回

7/29

討議による道徳授業論と授業の事例研究(淀澤)

第15回
(課題提示)：問題解決的な学習や道徳的行為に関する体験的な学習(淀澤)

成 績 評 価 の 方

法・観点等  

レポートにより，授業への参加態度と理解度を総合的に評価する(満点:100点)。レポー

トは，担当教員それぞれに提出するものとする。成績評価の観点として次の３点をあげ

る。

①学校における道徳教育の課題を現代社会の特質と関連させて理解できること。

②道徳教育及び道徳授業の諸理論について各々の特長や諸課題が理解できること。

③道徳授業を構成する諸事項について適切な理解を有していること。



テキスト・教材・

参考書等  

【テキスト】

（下記◆２点のテキストは，前半（谷田担当部分）に用いるので，早めに準備しておく

こと。）

◆直江清隆編『高校倫理の古典でまなぶ哲学トレーニング１－人間を理解する』岩波書

店，2016年。

◆直江清隆編『高校倫理の古典でまなぶ哲学トレーニング２－社会を考える』岩波書店，

2016年。

（下記■３点の文部科学省で編集された『解説』は受講者の各学校種に応じて準備する

こと。）

■文部科学省『小学校学習指導要領解説 特別の教科 道徳編（平成 29 年 7月）』廣済

堂あかつき

■文部科学省『中学校学習指導要領解説 特別の教科 道徳編（平成 29 年 7月）』教育

出版

■文部科学省『高等学校学習指導要領解説 総則編（平成 30 年 7 月）』東洋館出版社

【教材・参考書等】

事前事後学修
毎回の授業のレジュメ（資料等を含む）には，学習課題や手引き等が記載されている。

それらを各回の授業日の 1 週間前までに Live Campus 上に掲載・配信するので（履修

登録期間の対応は現在検討中），そこからダウンロードして事前に読んでおく（事前学

修 30 時間）。

上記のテキストや参考書，授業で紹介された文献を読んで授業の理解を深める（事後学
そ の 他

アクティブラーニング実施科目。授業は次のように実施する。

１．形態は，Live Campus によるレポート課題の提出と Zoom による説明を組み合わ

せたものを基本とする。状況や教員によっては，Live Campus によるレポート課題

の提出のみとする場合がある。（各回で授業形態が異なる場合があるのでレポート課

題の提出の仕方など留意しておく。）

２．Zoom での授業は，原則として水曜日の 1 時限に実施する。Zoom での授業は，導

入で目標やレポート課題を説明した後，Zoom から一時退出してレポート課題（作文

等）に取り組み，再び Zoom に戻って補足説明やまとめをする，という流れを基本と

する。レポートは授業後すぐに Live Campus から提出する。レポート提出をもって

授業への出席とみなし，レポートの記述内容から参加態度・理解度を評価する。授業

内容に関する質問は、レポートの余白に書いてもよいことにする。

３．質疑応答は，メールを基本とする。



授業科目区分 専門科目 開設コース 学校臨床科学コース

授 業 科 目 名

（英 文 名）

教育相談の理論と技能開発

（ Theory and Skill Development in School Counseling ）

単     位 ２単位

担当教員

松本 剛

隈元みちる

山本 真也

（未 定）

必修・選択の別 選択必修

授 業 の 方 法 講義・演習

標準履修年次 １年次

開 講 学 期 後期

授業のテーマ

及び到達目標

     

【授業のテーマ】

学校教育相談の理論を学び、教師カウンセラーとしての技能を学ぶ方法をアクティブ・ラ

ーニングの形式で学ぶ

【到達目標と内容】

教育現場で、教師がかかわる教育相談の実際について、心理相談との関連を整理しつつ、

実践力を養うことを目的とし、学校における教育相談の必要性を整理し、教師として教

育相談に関わる際の技能を開発することを目標とする。そのために、ディスカッション、

ロールプレイ、グループワークなどを通じた実習を行う。

授業の内容・計画 第１回

10/2

オリエンテーション（１コマ 全員同時履修）〔講義・ロールプレイ〕

授業の展開についての説明と話し合いを行う。また、授業のための準備として、

カウンセラーとしての模擬体験（クライアントはＭ１など）を 10～15 分程度行

い、その録音（録画）をもとに逐語録を作成することを指示する。続いて、学校

における教育相談についてカウンセリング心理学の理論（傾聴の意義と技法）を

中心に講義する。また、その果たすべきありかたをグループワークによってまと

め、発表しあい、それらを検討する。（講義；松本・隈元・山本）

第２回

10/9

教育相談と心理相談の特質と連携（２コマ 全員）〔講義・シミュレーション〕

学校における教育相談についてカウンセリング心理学の理論（精神分析とＴ

Ａ）を中心に講義し、演習を通じて理解を深める。また、その果たすべきありか

たをグループワークによってまとめ、発表しあい、それらを検討する。（事例検

討などの手法を用いる。） （松本）

第３回

10/16

教育相談と心理相談の特質と連携（２コマ 全員）〔講義・シミュレーション〕

学校における教育相談についてカウンセリング心理学の理論（ヒューマニスティ

ック・アプローチ）を中心に講義し、演習を通じて理解を深める。また、その果

たすべきありかたをグループワークによってまとめ、発表しあい、それらを検討

する。 （松本）

第４回

10/23

教育相談と心理相談の特質と連携（２コマ 全員）〔講義・シミュレーション〕

学校における教育相談に関わるグループ・カウンセリングの理論と実際について

講義する。また、学校教育において、その活用の可能性をグループワークによっ

てまとめ、発表しあい、それらを検討する。 （松本）



第５回

10/30

教育相談と心理相談の特質と連携（２コマ 全員）〔講義・シミュレーション〕

学校における教育相談についてカウンセリング心理学の理論（行動療法）を中

心に講義する。また、その果たすべきありかたをグループワークによってまとめ、

発表しあい、それらを検討する。（山本）

第６回

11/6

教育相談と心理相談の特質と連携（２コマ 全員）〔講義・シミュレーション〕

学校における教育相談についてカウンセリング心理学の理論（応用行動分析）

について、演習を通じて理解する。また、その果たすべきありかたをグループワ

ークによってまとめ、発表しあい、それらを検討する。（事例検討などの手法を

用いる。） （山本）

第７回

11/13

マイクロカウンセリングに関する演習〔演習・ワークショップ〕

教育相談に関わるカウンセリング技法の修得のため、マイクロカウンセリン

グ技法の基本的かかわり技法に関する演習を行う。ここでは、傾聴・共感・質

問に関する技法を体験学習する。 （隈元）

第８回

11/20

マイクロカウンセリングに関する演習〔演習・ワークショップ〕

教育相談に関わるカウンセリング技法の修得のため、マイクロカウンセリン

グ技法の基本的かかわり技法に関する演習を行う。ここでは、いいかえ・要

約・感情の把握に関する技法を体験学習する。 （隈元）

第９回

11/27

カウンセリングデモとふりかえり〔演習・ワークショップ〕

教育相談に関わるカウンセリング技法の修得のため、マイクロカウンセリ

ング技法の基本的かかわり技法に関する演習を行う。ここでは、カウンセリ

ングデモを行い、それをふりかえりながら教育相談に応用することができる

ようディスカッションを行う。 （隈元）

第10回

12/4

受講者の 1/3 がひとつのグループとなり、3グループ（Gr.Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）が同時

進行形式で演習形式により教育相談の導入部分のありかたを学ぶ。〔ロールプレ

イ〕

第１回で示したカウンセラー模擬体験の録音（録画）と逐語録をもとにした

カウンセリング・プロセスを少人数で検討し、教師カウンセラーとしての自

分自身のかかわりをふりかえる。（45分/1 人 ・ 2人×3Gr.）

（ Gr.Ⅰ未定・Gr.Ⅱ松本・Gr.Ⅲ隈元 ）

第11回

12/11

受講者の 1/3 がひとつのグループとなり、3グループ（Gr.Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）が同時

進行形式で演習形式により教育相談の関係性を学ぶ。〔ロールプレイ〕

第１回で示したカウンセラー模擬体験の録音（録画）と逐語録をもとにした

カウンセリング・プロセスを少人数で検討し、教師カウンセラーとしての自

分自身のかかわりをふりかえる。（45分/1 人 ・ 2人×3Gr.）

（ Gr.Ⅰ隈元・Gr.Ⅱ未定・Gr.Ⅲ松本 ）

第12回

12/18

受講者の 1/3 がひとつのグループとなり、3グループ（Gr.Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）が同時

進行形式で演習形式により教育相談の進め方についての留意点を学ぶ。〔ロール

プレイ〕

第１回で示したカウンセラー模擬体験の録音（録画）と逐語録をもとにした

カウンセリング・プロセスを少人数で検討し、教師カウンセラーとしての自

分自身のかかわりをふりかえる。（45分/1 人 ・ 2人×3Gr.）

（ Gr.Ⅰ松本・Gr.Ⅱ隈元・Gr.Ⅲ未定 ）



第13回

1/8

受講者の 1/3 がひとつのグループとなり、3グループ（Gr.Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）が同時

進行形式で演習形式により教育相談の展開について考察する。〔ロールプレイ〕

第１回で示したカウンセラー模擬体験の録音（録画）と逐語録をもとにした

カウンセリング・プロセスを少人数で検討し、教師カウンセラーとしての自

分自身のかかわりをふりかえる。（45分/1 人 ・ 2人×3Gr.）

（ Gr.Ⅰ未定・Gr.Ⅱ松本・Gr.Ⅲ隈元 ）

第14回

1/15

受講者の 1/3 がひとつのグループとなり、3グループ（Gr.Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）が同時

進行形式で演習形式により教育相談技能への理解向上をめざす。〔ロールプレイ〕

第１回で示したカウンセラー模擬体験の録音（録画）と逐語録をもとにした

カウンセリング・プロセスを少人数で検討し、教師カウンセラーとしての自

分自身のかかわりをふりかえる。（45分/1 人 ・ 2人×3Gr.）

（ Gr.Ⅰ隈元・Gr.Ⅱ未定・Gr.Ⅲ松本 ）

第15回

1/22

まとめ（１コマ 全員）〔講義・シミュレーション〕

適応指導教室などの不登校児童生徒への支援に関して講義する。（学校外諸施

設において行う実地研究Ⅲの準備の一環とする内容を含む。）また、その果たす

べきありかたをグループワークによって話し合い、発表しあい、それらを検討

する。（K-J法などの手法を用いる。）また、授業の全体をふりかえり、教師と

して学校における教育相談のありかたを討議し、まとめる。後期の適応指導教

室等における実習Ⅲにおいて、本授業で学んだ教育相談における理論や教師の

ありかたを生かすための話し合いを含める。 （松本・隈元・未定）

成 績 評 価 の 方

法・観点等  

【到達目標】

１ 教育相談の理論、演習を通じて、その指導のあり方について理解することができる。

２ 教育相談の方法および校内における推進についての理解を深め、教育相談の位置づ

けを構想することができる。

３ 教育相談のロールプレイをもとに、自分自身をふりかえるとともに、多角的な生徒

指導につなげることができ、生徒指導のありかたについて再考することができる。

【成績評価の方法】

「教育相談と心理相談の理論と応用」「マイクロカウンセリングの実習」「教育相談技

能向上のための逐語録演習」「カウンセリングマインドを生かした教育相談の演習」の

それぞれに関する講義・演習への取り組みや貢献度、レポートについて、それぞれ総合

的に各25％の割合で評価する。

【評価の観点】

１ 授業における積極的な参加、討議における他者との円滑で促進的な態度

２ 逐語記録の内容（質的な充実度）とそのふりかえり、及び考察

３ 他者の事例へのかかわりにおける的確さ

これらを総合的に判定する。

テキスト・教材・

参考書等  

【参考図書】

・「傾聴の心理学 PCA をまなぶ」（創元社） 坂中正義他

・「教師カウンセラー・実践ハンドブック」（金子書房） 上地安昭編



事前事後学修 【事前】授業の前にロールプレイを実施、録音し、その逐語録を作成する。教育相談に関

する理論的背景を事前に学び、授業においてそれらへのコメント・疑問を提出する。（30
時間）

【事後】各時間における授業で学んだ内容についてまとめ、それをもとにレポートを作成

して、最後の授業時のディスカッションの材料とする。最後に全体に関する総合レポート

を提出する。（30時間）

そ の 他 アクティブ・ラーニングを多く用いる。



授業科目区分 専門科目 開設コース 学校臨床科学コース

授 業 科 目 名

（英 文 名）

円滑な学級経営のための力量形成

（ Professional Development for Classroom Management ）

単     位 １単位

担当教員

山中 一英

高尾一二三
必修・選択の別 選択必修

授 業 の 方 法 講義・演習

標準履修年次 １年次

開 講 学 期 後期

授業のテーマ

及び到達目標

     

円滑な学級経営を行うために必要となる主に心理学をベースにした様々な理論や研究の

知見，考え方を教示する。また，日々の授業や学級内の諸活動を通した学級の集団づくり，

教員と児童生徒ならびに児童生徒同士の人間関係づくりに関して，授業者あるいは受講者

が理論から導出される取り組みを提示したり，受講者がこれまでに行ってきた実践を提示

しあったりしたうえで，それらの妥当性や意義，問題点について討論し，より有用で洗練

された実践の取り組みを構築していく。さらに，受講者が経験した学級経営上の諸問題に

関して，それぞれの問題事象への対応の適切さや妥当性について討論し，より有用な実践

のあり方を検討していく。

期待される学習効果は以下のとおりである。

・円滑な学級経営を行うために必要な知識を獲得する。

・学級経営を望ましいものにするための種々の実践を批判的に検討し，それらをより有用

で洗練されたものにしていく力量を獲得する。

・学級経営を望ましいものにするための種々の実践を，実践の場の現状に応じて適切かつ

柔軟に変更していく力量を獲得する。

・学級経営上の様々な問題事象に対して，より適切かつ妥当な対応をしていく力量を獲得

する。

授業の内容・計画 第１回

（山中・

高尾）

学級経営の特徴と課題〔講義・ワークショップ〕

学級経営の特徴や定義に関する心理学を基礎にした授業者の考えを説明し，

その妥当性について議論する。そして，それをふまえて，検討すべき学級経営

上の課題や論点を導出する。

第２回

（山中）

学級集団の意義〔講義・ワークショップ〕

児童生徒の学習の促進や社会性の育成に学級集団が果たす役割や意義をめぐ

って，関連する心理学の理論や研究の知見，その基底にある考え方について解

説する。そして，それをふまえながら，学習の促進や社会性の育成に求められ

る学級集団のあり方やそれを実現するのに必要な実践の方向性に関して検討す

る。

第３回

（山中）

教員と児童生徒の人間関係づくり〔講義・ワークショップ〕

教員と児童生徒の望ましい人間関係を構築するために必要な知識や考え方を

提示するとともに，その有用性や適用可能性について議論する。また，教員と

児童生徒の望ましい人間関係のあり方に関して，受講者から開示される考え方

や実践に対して，疑問を提示しあったり望ましい点や改善すべき点を指摘しあ

ったりしながら検討を重ねる。



第４回

（山中）

児童生徒同士の人間関係づくり〔講義・ワークショップ〕

ソーシャルスキル・トレーニングやアサーション・トレーニングなどの人間

関係づくりを直接の目的とした心理学的な実践について概観したうえで，日々

の授業が児童生徒同士の人間関係づくりに大きく関与する可能性を詳述する。

そして，それをもとに，児童生徒同士の人間関係づくりを促進する取り組みに

ついて議論する。

第５回

（山中）

児童生徒ならびに学級集団の理解〔講義及びワークショップ〕

児童生徒の心理過程や人間関係ならびに学級集団のありようを的確かつ柔軟

に把握するための具体的方法と留意点，関連する心理学的理論や研究の知見を

教示する。そして，その妥当性や意義，問題点について検討する。

第６回

（山中）

学習環境のデザイン〔講義及びワークショップ〕

社会構成主義，アフォーダンス，状況論といった考え方について詳しく解説

するとともに，その有用性や適用可能性に関して討論する。そして，それをふ

まえて，実践の具体や工夫など教室の学習環境をより望ましいものにするため

のデザインについて協議する。

第７回〜

第８回

（山中・

高尾）

学級経営上の問題事象にかかわる事例分析〔ケーススタディ〕

授業者もしくは受講者が提示する学級経営上の問題事象を含む事例につい

て，「問題の抽出と明確化（問題点は何か，なぜそれを問題だと認識するのか）」

「原因の追究（その問題の原因としてどのようなことが考えられるか）」「対

応策の案出（どのような対応策が有効か）」にかかわる検討を相互に議論しな

がら行う。

成 績 評 価 の 方

法・観点等  

〔到達目標〕

・円滑な学級経営を行うために必要となる種々の基本的な知識を獲得していること

・実践の場の現状に適切に対応する，より有用で洗練された実践を構築していく力量を獲

得していること

・学級経営上の様々な問題事象に対して，より適切かつ妥当な対応をしていく力量を獲得

していること

〔成績評価の方法〕

授業中に行う討論への参加度・貢献度（評価割合：30％），授業期間中に提出を求める

ワークシートの内容（評価割合：30％），全授業終了後に提出を求めるレポートの内容

（評価割合：40％）によって総合的に評価する。

〔成績評価の観点〕

・「討論への参加度・貢献度」に関する観点

主張の明確さ，内容のオリジナリティ，討論の活性化や他者の思考促進への貢献

・「ワークシートの内容」に関する観点

内容の理解度，思考の多面性，構成の論理性

・「レポートの内容」に関する観点

授業で習得した知識の集約・整理，授業で扱った事柄に関わる過去の自らの行動や思考

についての省察，授業で扱った事柄に関わる新たな実践または自分なりの実践の構築



テキスト・教材・

参考書等  

テキストは使用しない。

参考文献・図書は以下のとおり。

山中一英 (2009).「学級集団と友人関係」をめぐる諸問題への社会心理学的接近 兵庫

教育大学研究紀要,34,23-34.

山中一英 (2012). 学級の中で友人関係や他者はどのように捉えられうるか？  吉田俊

和・橋本 剛・小川一美（編） 対人関係の社会心理学（pp.27-44） ナカニシヤ出版

山中一英 (2017). 学級の集団づくりと人間関係づくりを支える授業の構造 兵庫教育

（兵庫県立教育研修所）,69(2),4-7.

山中一英 (2018). 学校教育の社会心理学的論点とその展開可能性―「対話的な学び」

と「教師教育」に焦点をあてた考察の試み― 教育心理学年報,57,61-78.

これら以外の参考文献・図書については，随時提示する。

事前事後学修 事前学修：現職教員院生に関しては，これまでの実践を振り返り，自らの学級経営の特徴

ならびに課題について言語化すること。ストレート院生に関しては，実習等で

の経験を振り返り，学級経営に関連する疑問点等を抽出すること。〔15時間〕

事後学修：現職教員院生に関しては，授業を通して学んだ知識や視点に基づき自らの学級

経営について省察を繰り返すこと。ストレート院生に関しては，授業を通して

学んだ知識や視点に基づき，どのような学級経営をしていくか，思考を重ねる

こと。〔15時間〕

そ の 他 アクティブ・ラーニング実施科目



授業科目区分 専門科目 開設コース 学校臨床科学コース

授 業 科 目 名

（英 文 名）

社会心理学に基づく学級経営の実践開発

（Practice development for classroom management based on social psychology ）

単     位 １単位

担当教員

竹西 亜古

金綱 知征
必修・選択の別 選択必修

授 業 の 方 法 講義・演習

標準履修年次 １年次

開 講 学 期 後期

授業のテーマ

及び到達目標

     

社会心理学は、集団・組織や人間関係さらには社会の様々な現象に対する人の心理と

行動を、調査や実験に基づく客観的データの分析を通して明らかにする学問である。こ

の授業では、学級経営に関わるいくつかの問題を社会心理学の理論と知見から、受講生

と共に分析していく。また単元ごとに課題を設け、学修した知識を学級経営の実践に結

びつける演習を行うことで、受講生の主体的学びを深める。この授業の目標は、受講生

が自らの学級経営・クラス運営を客観的に見直し、改善するための科学的視点と方法を

修得することにある。そのためには、学級経営に携わる教師が、客観的な観点に立ち、

科学的・実証的分析能力を備え、自らをも取り巻く複雑な状況から要因を洗い出し、検

証できることが求められる。授業では、学級経営に関わる現象・問題を４つの側面（授

業の内容・計画の（１）から（４））に整理し、それぞれの分析と検証のために有効な

道具となる理論や研究を解説する。その上で討論やワークショップを通じて、それらの

学問的知見を受講生各人の実践経験や課題意識と対応・融合させ、実証に基づく省察を

促すとともにより発展的な実践に結びつく発想を引き出す。

授業の内容・計画 第１回 オリエンテーション：社会心理学と学級経営 (担当：竹西亜古)

本時はオリエンテーションをかねて、まず社会心理学がどのような学問であ

り、なぜ学級経営の分析において有効であるのか解説する。さらに実験心理学

の方法論（研究法）について述べ、実証とはいかなる行為であり、思考法であ

るかを修得する。

第２回 リーダーシップ理論を学級経営に応用する：教師の自己と児童生徒への相互影響

過程（担当 竹西亜古）

このセクションでは、教師としての行動を「リーダーシップ理論」から捉え、

自らの行動を客観的に省察するための枠組みを修得する。本時では、リーダーシ

ップを集団内の相互作用過程と捉えるモデルを示し、学級経営の記述分析枠組み

としての有用性について論じる。

第３回 フェアな学級をつくる① ：学級内での心理的公正とはなにか（担当 竹西亜古）

本時は、教師としての行動を「心理的公正理論」から分析し、受講生の省察を

促す。そのために「社会的交換」「分配的公正」「手続き的公正」に関する理論

と知見を解説し、フェアであることの意味と機能、特に集団や成員におよぼす影

響を示す。その上で児童生徒に接するとき、教師として、いかなる行動がフェア

であるのか、さらにはフェアな学級を実現するために何が必要なのかを、受講生

とともに考える。



第４回 フェアな学級をつくる②：実践課題演習１「分配的公正の原理『必要』を学ぶ

教育活動を開発する」（担当 竹西亜古・）

本時は、前時に引き続き「フェアな学級」のあり方を追求する。分配的公正

の原理である『衡平』『平等』『必要』がいかなる価値と結びつき、どのよう

な集団形成を促進するかをグループワークとディスカッションを用いて考え

る。その上で児童の発達段階上、理解が難しい『必要』が公正原理のひとつで

あることを学習できるプログラムを試作し検討する。

第５回
フェアな学級をつくる③：実践課題演習２「学級における決定手続きを公正さか

ら考える教育活動を開発する」（担当 竹西亜古・）

本時は、前時に引き続き「フェアな学級」のあり方を追求する。グループワー

クとディスカッションを用いて、教師の手続き的公正とはどのようなものかを、

まず、学級内における個人の権利尊重や合理的支援との関係で考える。その上で、

手続き的公正リーターシップの理論に基づき、フォロワーである児童生徒もまた

フェアな学級の一員である自覚をもたらす教育実践を考える。

第６回 リスク認知からみた問題行動①：リスク過少視といじめ（担当 竹西亜古・金

綱知征）

本時は、いじめ、攻撃行動、反社会性に焦点を当て、学級内の相互作用を捉

える。まず攻撃性の生物学的基盤を紹介し、攻撃の機能について受講生の認識

を新たにする。その上で「社会的学習理論」「非行の絆理論」「リスク認知モ

デル」等の理論・知見から、いじめや攻撃行動、反社会行動を促進する要因を

解説し、それらの要因の除去と抑制の方法について受講生の考察を求める。

第７回
リスク認知からみた問題行動②：実践課題演習３「いじめを予防するリスクコミ

ュニケーションの実践計画をつくる」（担当 竹西亜古・金綱知征）

本時では、非行と問題行動へのリスク認知に関するモデルや研究、さらには科

学的安全性に関するリスクコミュニケーション研究の知見を紹介し、予防的・開

発的生徒指導への展開を考える。その上で、受講生がグループワークを用いて、

児童生徒に向けたリスクコミュニケーションを作成・共有し、教員を含む全員で

検討する。

第８回 社会とつながる学級づくり：地域連携の活用や開かれた学級から自らの学級経営

を検証する」（まとめと総合的リフレクション）（担当 竹西亜古）

本時は、授業のまとめを兼ねて「開かれた学級」「社会とつながる学級」につ

いて考える。21世紀は持続可能な社会に向けて、グローバルな視点とローカルな

実存（地域に根ざしたアイデンティティ）が求められる。本時は「社会的アイデ

ンティティ」に関する現象と理論を紹介する。その上で、今後教育現場で一層の

促進が期待されるコミュニティとのつながり（地域連携や地域カリキュラム）に

ついて、グループディスカッションを行う。その結果と、すべての授業の振り返

りを兼ねて、受講生自らの今後の学級経営について幅広い考察を求める。



成 績 評 価 の 方

法・観点等  

到達目標：１）社会心理学的理解から学級経営の諸現象を捉え直すことができる。２）社

会心理学の方法論を学級経営上の問題解決に応用できる。

成績評価：以下の２点を総合して行う。

１）授業の４，５，７回目に実施する〈実践課題演習１～３〉における成果評価（30％：

各回10％＊３回）

２）最終レポート(70%)

評価の観点：１）学級経営の諸現象に対する、社会心理学的理解がどの程度、定着・深化

しているか。２）社会心理学的パラダイムや手法を用いた解決へのアプローチを、どこま

で構築できるか。

テキスト・教材・

参考書等  

〈テキスト〉 テキストは用いないが、授業中に資料を配付。

〈参考書・参考文献〉以下の他に随時紹介する。

・竹西 亜古(2011)「感情とリーダーシップ」 久保真人編『感情マネジメントと癒しの心

理学』朝倉実践心理学講座７ 朝倉書店

・竹西亜古・稲田雄一郎・竹西正典（2015）「学級担任のオーセンティック発話と児童の

自己概念および自己開示との関連」兵庫教育大学研究紀要, Vol.47, pp.95-107.

・竹西 正典・竹西 亜古(2006) 「手続き的公正の集団価値性と自己価値性：向集団行動お

よび自尊感情における社会的アイデンティティ媒介モデルの検討」社会心理学研究 第2

2巻第２号 pp.198-220.

事前事後学修 事前学修：自らの学級経営を振り返り、課題を確認しておくこと。また心理学に関する入

門書を通読しておくこと（15時間）

事後学修：授業で得た知見および実践課題演習で得た学びを振り返り、省察を深めた上で、

学級経営上の課題解決に向けた方策を考えること（15時間）

そ の 他 アクティブ・ラーニング実施科目



授業科目区分      専門科目 開設コース 学校臨床科学コース

授 業 科 目 名

(英 文 名)

特別活動・地域教育活動プログラムの開発

（ Program Development of Extracurricular activities and Community Educational

Action ）

単     位 ２単位

担当教員

安原 一樹

森田 啓之
必修・選択の別 選択必修

授 業 の 方 法      講義・演習

標準履修年次      １年次

開 講 学 期      前期

授業のテーマ

及び到達目標

    

就学前、初等教育及び中等教育学齢期を対象とする地域教育活動の実際と活動プログラ

ムの開発について、学校の特別活動に絡めて、理論的・実践的な学習を行う。具体的に

は、特に社会教育及び社会体育の領域に焦点を置いて、学校における特活における体験活

動等による教育の取組と連携しながら学習をすすめる。さらに、地域において多様に展開

されている地域教育活動の実践的なプログラムを計画・立案・作成する知識及び技能など

実践的な力量の習得をめざすことを通して、学校における特活の新たな実践構築も企図す

る。

学習にあたっては、可能な限り社会教育・スポーツ関連施設における事例研究と実際の

事業への参画などを通じて実践的・体験的な学習を行う。

実際的な理解と実践的技量の獲得を図る。

授業の内容・計画 第１回

安原

１．生涯学習体系化

   活力ある生涯学習社会の構築

（１） 生涯学習推進の視点

（２） 活力ある地域社会の構築と生涯学習の推進

第２回

安原

２．生涯学習体系化における学校（講義）

人生 80 年時代における初等中教育の意義を「生涯学習体系化」の社会的文脈

において読み解き、とくに学校における教科外教育（道徳をのぞく）の今後の

あり方を論じる。

第３回

安原

３－１．生涯学習体系化における社会教育（１）（講義）

生涯学習体系化の中で、地域教育活動を支える社会教育行政の動向を「地域

子ども会」および「地域スポーツ少年団」の歴史的意義にふれながら論じる。

第４回

安原

３－２．生涯学習体系化における社会教育（２）（講義）

兵庫県内各地の公的施設を中心に事業展開されてきた地域教育活動の実践プ

ログラムの意義および展開、評価について論じる。



第５回

安原

３－３．生涯学習体系化における社会教育（３）（講義）

全国各地の公的施設を中心に事業展開されてきた地域教育活動の実践プログ

ラムの意義および展開、評価について論じる。

第６回

安原

３－４．生涯学習体系化における社会教育（４）（講義・演習）

全国各地において、学校を巻き込みユニークな実践を展開してきた公的施設

の事業展開を通じて地域教育活動の実践プログラムの意義について論じる。

第７回

森田・里

「地域青少年スポーツの実践プログラム開発（１）」（講義・演習）

「地域スポーツ少年団」の歴史的意義にふれながら今日の状況を全国的に論
じる

第８回

森田・里

「地域青少年スポーツの実践プログラム開発（２）」（講義・演習）

「地域スポーツ少年団」の歴史的意義にふれながら今日の兵庫県における状
況を論じる

第９回

森田・里

「地域青少年スポーツの実践プログラム開発（３）」（講義・演習）

「地域スポーツ少年団」の兵庫県におけるスポーツクラブ２１の実施状況に
関連づけて論じる

第 10回

森田・里

「地域青少年スポーツの実践プログラム開発（４）」（講義・演習）

これからの地域スポーツ少年活動の新しい方向性と課題を論じる

第 11回

安原

藤原

「地域活動を活かした特活の授業実践プログラム開発（１）」（講義）

学校における特別活動において、地域活動をどう活かすかを論じる

第 12回

安原

藤原

「地域活動を活かした特活の授業実践プログラム開発（２）」（演習）

学校における特別活動において、実際の地域活動の活かし方をグループ討議

を通じて描く（その１）

第 13回

安原

藤原

「地域活動を活かした特活の授業実践プログラム開発（３）」（演習）

学校における特別活動において、実際の地域活動の活かし方をグループ討

議を通じて描く（その２）

第 14回

安原

「特別活動・地域教育活動プログラムの開発評価論」（講義・演習）

地域教育活動に絡めた特別活動の評価について、学習評価論、プログラム評

価論、事業評価論等の観点から論じる。

第 15回

安原

「特別活動・地域教育活動プログラムの開発」（総括）

学校外教育としての青少年地域活動および青少年スポーツ活動の今日的意義

を学校における特別活動に対比、絡めながら論じ、これからの課題をまとめ

る。

成績評価の方

法・観点等

出席状況（70%）、講義中の発表および討議への参加状況(10%)、課題レポート等

（20%）により総合的に評価する。



テキスト・教材・

参考書等  

参考資料等：文部科学省、青少年育成国民会議、兵庫県教育委員会、神戸市教育委員

会、兵庫県立嬉野台生涯教育センター、その他関連施設・機関等が発行・発刊した資料お

よび実践プログラム集など、岡本包治ほか編『社会教育の計画とプログラム』（全日本社

会教育連合会） テキスト：自作

事前事後学修

そ の 他 社会教育および社会体育施設等への実際的な事業参画や実習観察に可能な限り便宜を図

る。必要に応じて、参考資料集等は配布する。



授業科目区分 専門科目 開設コース 学校臨床科学コース

授 業 科 目 名

（英 文 名）

学校カリキュラムのデザインと評価

（ The design and evaluation of the curriculum of the school ）

単     位 ２単位

担当教員

伊藤 博之

奥村 好美

（岸田 蘭子）
必修・選択の別 選択必修

授 業 の 方 法 講義・演習

標準履修年次 １年次・２年次

開 講 学 期 後期

授業のテーマ

及び到達目標

     

各校の自然的・社会的地域環境や児童・生徒の実態等に即して作成される学校カリキ

ュラムのデザインと評価およびマネジメントに関する理論及び方法・技術の習得を目標

とする。教育現場の豊かな発想と理論に基づく学校カリキュラムのデザインと評価およ

びマネジメントを学校現場で進めていく力量形成をめざす。

授業の内容・計画 10/05

第１回

【伊藤】

【奥村】

オリエンテーション

10/12

第２回

【伊藤】

カリキュラムとカリキュラム・マネジメント①

カリキュラムとカリキュラム・マネジメントについて，基礎的事項（意義と編成条

件や編成原則等）の整理を行う。

10/19

第３回

【伊藤】

カリキュラム・マネジメントの手法①

カリキュラム・マネジメントの３つの側面を確認した上で，第１の側面と

してPDCAサイクルに基づくマネジメント理論について学ぶ。

具体的には，タイラー（Tyler），ブルーム（Bloom），スキルベック（Skilb

eck）の３氏の所論を検討することを通じて，学校カリキュラム開発の原則とさ

れるPDCA(Plan-Do-Check-Act)を支える理論の歴史的展開を学ぶ。

10/26

第４回

【伊藤】

カリキュラム・マネジメントの手法②-1

カリキュラム・マネジメントの第２の側面として教科横断的課題追求について

なぜ教科横断的視点が盛り込まれたのかを「目指すべき学力像の変化」との関連

で学ぶ。

11/02

第５回

【伊藤】

カリキュラム・マネジメントの手法②-2／カリキュラム・マネジメントの実践事例①

カリキュラム・マネジメントの第２の側面として教科横断的課題追求につい

て先行実践（兵庫教育大学附属中学校のクロスカリキ

ュラム）から学ぶ。



11/09

第６回

【伊藤】

カリキュラム・マネジメントの手法③

カリキュラム・マネジメントの第３の側面として物的・人的資源の有効活用

について先行実践から学ぶ。

カリキュラム・マネジメント重視の背景①

特色あるカリキュラムのデザインやカリキュラム・マネジメントが近年求め

られるようになった背景（特に求められる新入社員像の変化）について学ぶ。

11/16

第７回

【伊藤】

カリキュラム・マネジメント重視の背景②

特色あるカリキュラムのデザインやカリキュラム・マネジメントが近年求め

られるようになった背景（特に政治・経済的背景：「規制緩和」）について学

ぶ。

集中

(11/23)

第８回

【奥村】

カリキュラム評価のアプローチ

ゴールフリー評価，目標に準拠した評価といったアプローチを学び，カリキュラム評

価としての逆向き設計論について検討する。

集中

(11/23)

第９回

【奥村】

カリキュラム評価の具体的手法

チェックリストやモデル図を使った事例などカリキュラム評価の具体的な手法につ

いて学ぶ。

集中

(11/29)

第10回

【岸田】

【奥村】

カリキュラム評価，カリキュラム・マネジメントの実践事例②－１

実際の事例（京都市立高倉小学校）を実践者（岸田）自身の語りから，カリキュラム

評価やカリキュラム・マネジメントのあり方について学ぶ。

集中

(11/29)

第11回

【岸田】

【奥村】

カリキュラム評価，カリキュラム・マネジメントの実践事例②－２

前時の続き

実践事例についての感想・疑問の交流

岸田校長のお話についての感想や疑問を交流する。

11/30

第12回

【奥村】

オランダの教育制度概要

憲法で「教育の自由」が保証されているオランダの教育制度から、特色あるカ

リキュラムを実現しうる制度のあり方を考える。

12/07

第13回

【奥村】

オランダのダルトンスクールのカリキュラム設計・評価

オランダのダルトンプランのカリキュラムをもとに，学校全体で学び方や共働的スキ

ルを育成するためにどのようなカリキュラムが設計され，どう評価がなされているのか

を検討する。

12/14

第14回

【奥村】

カリキュラム・マネジメントやカリキュラム評価の交流会

本授業で学んだ手法等を用いて自校もしくは自身が作成したカリキュラムの評価・分

析を行ったものを持ち寄り、互いに交流を行う。



12/21

第15回

【伊藤】

【奥村】

授業のまとめと振り返り

教員側から授業で行ったことのまとめを行ったうえで，受講者自身が書き込ん

だSS（１枚物の振り返り票）への書き込み内容を、自分の視点から再構成し､発

表・共有する。

成 績 評 価 の 方

法・観点等  

○成績評価は，各回の振り返り票への記入内容（60％），カリキュラム評価案の作成（20％），

カリキュラム評価案検討会への貢献度（20％）をもとに総合的に行う。

○評価の観点は以下のとおりである。

「各回の振り返り票」「カリキュラム評価案」「カリキュラム評価案検討会」にかかわ

る評価では，対応する到達目標への到達度と，自身の学びへのメタ認知の向上の度合いを

評価の観点とする。

○到達目標は以下のとおりである。

①学校カリキュラムのデザイン・評価に関連する専門用語の意味・定義を正しく述べる

ことができる。②教育現場における学校カリキュラムの位置づけと実態や固有の課題につ

いて具体的に説明できる。③学校カリキュラムのデザイン・評価を含むマネジメントの手

法について，留意点とともに説明できる。④政策的背景を念頭に置いた学校カリキュラム

のデザインについて，自分の意見を述べることができる。⑤教育現場でカリキュラム評

価・改善を実践する足がかりを得ることができる。

テキスト・教材・

参考書等  

【テキスト】田中・水原・三石・西岡『新しい時代の教育課程〔第４版〕』有斐閣，20

18年。

【教材・参考書等】田中耕治編『よくわかる教育課程 第２版』ミネルヴァ書房，2018

年。

事前事後学修 １授業について２時間は，授業の振り返り（SSへの記入と提出）《事後学習》を行うと

ともに，授業内で示す参考文献の参照や課題の準備《事後学習》を行ってください。

そ の 他 〇アクティブ・ラーニング実施科目

○基本的に現職向けの授業内容です。（ただし希望があれば，相談の上，学卒院生も受

講可とします。）

○授業は原則として担当教員２名でのT.Tによって行います。（上記「授業の内容・計画」

の【】内の担当者は、メインとなる担当者です。）

※予定としては、集中講義以外は対面型授業を予定しています。

ただし、実際に受講する人数が確定していないので、開講後に、関係者との協議の上、

教室を変更したり遠隔授業に切り替えたりする可能性があります。

※集中講義（11/23 & 29）はZoomによる同期型遠隔授業とします。



授業科目区分 専門科目 開設コース 学校臨床科学コース

授 業 科 目 名

（英 文 名）

教師発達とメンタリング

（ Teachers' development and mentoring ）

単     位 ２単位

担当教員

宮田佳緒里

別惣 淳二
必修・選択の別 選択必修

授 業 の 方 法 講義・演習

標準履修年次 １年次

開 講 学 期 前期

授業のテーマ

及び到達目標

     

教育専門職としての資質・能力の形成と向上に関わる理論的知見にもとづき、自らの

職能発達を目指す教育実践者としてのあり方、それを支援するメンターとしての指導・

助言のあり方を考察できるようになることを目標とする。また、校内におけるメンタリ

ングの実践例の検討や模擬メンタリング等を通して、教師発達支援の実践的方法・技術

の習得を目指す。

この授業を通して、現職院生は若年教師等の実践的資質・能力を向上させるための支

援に活用できるメンタリングの理論的知見と実践的方法・技術を獲得することが期待さ

れる。学卒院生は、自身の教職キャリアに対する見通しを持ち、将来的にメンタリング

を受ける側・行う側に立った時に、効果的にメンタリング活動に取り組むための理論的

知見と実践的方法を獲得することが期待される。

授業の内容・計画 第１回 教職の専門性基準と国際動向：別惣

高度な実践的指導力形成をめざす教員養成・研修の基準となるべき教職の

専門性基準の成立過程とその理念・内容と運用のあり方を、欧米等の諸外国の

実例を通して比較・検討しながら学ぶ。

第２回 教師の意思決定、行為選択の特徴：別惣

教師の専門的資質・能力の一つである意思決定、行為選択に関する研究の成

果に学びながら、教師の意思決定、行為選択の特徴を構造的、機能的に理解す

る。

第３回 教師の意思決定、行為選択と知識基礎との関係：別惣

教師の専門的資質・能力の一つである意思決定、行為選択と知識基礎の関係

に学びながら、教師の意思決定、行為選択の特徴を構造的、機能的に理解する。

第４回 教師の意思決定、行為選択に関する事例分析：別惣

受講生の過去の教育実践上の意思決定の失敗事例を取り上げて、受講生相互

に失敗事例を分析し、代替策の考案や問題解決に向けて改善案の作成に取り組

む。

第５回 反省的実践家としての教師の特徴と自律的な生涯発達：別惣

変化する諸状況のなかで、高度な教育実践を展開し、専門職として信頼され

る資質・能力を生涯にわたって維持・発展させるために、反省的実践家として

の教師の特徴について考察する。



第６回 反省的実践家としての教師の学びとその促進：別惣

反省的実践家としての教師が活用する実践的知識とその獲得を促進する要件

について理解する。次に、教育実習生の省察プロセスに注目したコルトハーヘ

ンが考えた教師の専門家としての学びについて考察する。

第７回 教師の省察力を高める授業研究法：別惣

「授業リフレクション研究」を用いて、教師の実践的知識と省察力をいかに

高めていくべきかを学び、それを支えるメンターの役割や組織的要因を考察す

る。

第８回 教師のメンタリング：宮田

メンタリングの概要と学校内で行われるメンタリングの具体例を概観し、メ

ンタリングに対する大まかなイメージを構築する。

第９回 初任教師の発達課題とメンタリング行動の特徴：宮田

初任教師の発達課題と、その課題に応じたメンタリング行動の特徴を学ぶ。

また、初任教師を対象とした一対一のメンタリングを取り上げ、メンタリング

を成功させるためのコミュニケーションのあり方を検討する。

第10回 異性間関係の複雑さと管理の方法：宮田

一対一のメンタリングにおいて生じがちな、異性間関係の複雑さを学ぶ。ま

た、メンタリングに関わる複雑さを管理する手立てを考察する。

第11回 模擬メンタリングの実践１：宮田

模擬的に一対一のメンタリング活動に取り組むことにより、メンタリングの

具体的な進め方を習得する。また、メンター、メンティそれぞれの立場から、

本時のメンタリング活動をふり返り、改善案を考察する。

第12回 若手教師の発達課題とメンタリング：宮田

若手教師の発達課題と、その課題に応じたメンタリング行動の特徴を学ぶ。

若手教師の経験の質を高めるための取り組みとして、グループメンタリングを

取り上げ、その特徴や実践例を学び、効果的な運営方法について考察する。

第13回 中堅教師・熟練教師の発達課題とメンタリング：宮田

中堅教師の発達課題と熟練教師の発達課題に焦点を当て、その課題に応じた

メンタリング行動の特徴を学ぶ。メンタリングの互恵的側面や、同僚の役割に

基づき、メンタリングがメンターに及ぼす有効性を考察する。

第14回 模擬メンタリングの実践２：宮田

これまでに習得した理論を踏まえて、改めて模擬メンタリングを行う。メン

ター、メンティそれぞれの立場から、メンタリング活動全体をふり返り、効果

的なメンタリング行動のあり方を考察する。

第15回 総括：別惣・宮田

授業全体を振り返りながら、学んだ内容について各受講生が総括する。



成 績 評 価 の 方

法・観点等  

成績評価

①課題レポート（50%）、②授業での討論やロールプレイへの取り組み（25%）、③意欲的

参加（25％）を考慮して行う。

到達目標

①教師の専門性として意思決定、行為選択の特徴について説明できる。

②教師の専門的資質・能力を生涯にわたって発達させるために教師の省察力がいかに重要

かについて説明できる。

③教師の実践的知識や省察力を高める上でどのような方法が有効かについて説明できる。

④教師が各発達段階で直面する課題とそれに応じたメンタリング行動について理解でき

る。

⑤メンティの抱える課題や特性に即して、柔軟に対応することができる。

⑥自身の課題や考えを明確化し、メンターと協力して課題解決に取り組める。

テキスト・教材・

参考書等  

【テキスト】特に定めない。資料を配付する。

【参考書】

・ 吉崎静夫『教師の意思決定と授業研究』ぎょうせい、1991 年．

・ 佐藤学『教師というアポリア―反省的実践へ―』世織書房、1997 年．

・ Ｆ・コルトハーヘン編『教師教育学－理論と実践をつなぐリアリスティック・アプロー

チ－』学文社、2010．
・ 中原淳（監修）『教師の学びを科学する―データから見える若手の育成と熟達のモデル

―』北大路書房、2015 年．

・ 横浜市教育委員会（編著）『教師力向上の鍵』時事通信社、2011 年．

・ クラム、K、E（渡辺直登・伊藤知子訳）『メンタリング―会社の中の発達支援関係―』

白桃書房、2003．

事前事後学修
・講義レジュメ、参考図書等の補助資料を事前に参照し、理解を深めること（授業外で毎

回２時間程度、全30時間）。

・事後には、授業内容、及び補助資料を参照して、課題レポートの作成に取り組むこと（授

業外で毎回２時間程度、全30時間）。

そ の 他 アクティブ・ラーニング実施科目

別惣担当回（第 1 回～第 7 回）：授業日 5 月 14 日、21 日、28 日、6 月 4 日、11 日、18 日

事前に資料を Live Campus にアップロードしますので、各自でダウンロードしてくださ

い。授業日の授業は、Zoom を使って授業を行います。授業後に授業で学んだことについて

レポートにまとめ、Live Campus に提出してください。第 7 回と第 15 回の分は、課題を

出しますので、Live Campus にレポートを提出してください。

宮田担当回（第 8 回～第 14 回）：授業日 6 月 25 日，7 月 2 日，9 日，16 日，30 日

事前に資料を Live Campus「授業共有ファイル」にアップロードしますので，各自でダ

ウンロードしてください。授業日は，定時に Zoom を使って授業を行います。授業後に，

その日の振り返りを Live Campus「授業アンケート」に書き込んでください。授業日に受

講できなかった場合は，別途課題を出しますので，ご連絡ください。

第 15 回 課題を Live Campus「レポート」にアップロードします。解答の上，Live Campus
を通じて提出してください。

課題の提出期限：8 月 7 日



授業科目区分 専門科目 開設コース 学校臨床科学コース

授 業 科 目 名

（英 文 名）

総合学習の理論構築と実践力形成

（ Theoretical construction and practical skill formation of integrated 

studies ）

単     位 ２単位

担当教員

溝邊 和成

松本 伸示

奥村 好美
必修・選択の別 選択必修

授 業 の 方 法 講義・演習

標準履修年次 １年次・２年次

開 講 学 期 前期

授業のテーマ

及び到達目標

    

国内外の総合学習の関する実践等を取り上げ、教育的意義に関する史的検討を行うと

ともに国内の最近に見られる「総合的な学習の時間」での取り組み等を参考に、単元開

発や教材づくりの演習を通して、教育実践上の課題に対して実践力を培う。

授業の内容・計画 第１回
授業目標と15回の授業内容の概略及び進め方（３グループを編成し、諸外国の

総合学習、国内の総合学習の調査研究を行い、全体発表・交流を行う）につい

て説明を行う。5/15【TV会議システム/全体】

第２回
諸外国の総合に関する検討（調査）①（課題の確認と調査計画立案）

グループごとにサークルをつくって課題の確認（問いの生成）を行い、具体的な役割

分担等を検討しつつ、調査計画の立案をする。5/22【TV会議システム/グループ＋レ

ポート課題】

第３回
諸外国の総合に関する検討（調査）②（情報収集・考察とレポート作成）

担当した内容に関して、インターネットや図書館での検索を行い、効果的な情報収集

を工夫する。得られた情報をもとに、レポート作成のための分析・整理を行う。

5/29【TV会議システム/グループ＋レポート課題】

第４回
諸外国の総合に関する検討（調査）③（発表資料作成・発表練習）

発表のための資料等の確認とともに効果的な資料提示を考えながら、協働して発表練

習を行う。6/5【TV会議システム/グループ＋レポート課題】

第５回
諸外国の総合に関する検討（調査）④（発表・考察・まとめ）

グループごとに調査発表を行い、それぞれの主張点（特徴）について共有するととも

に、その共通点と差異点をとらえることで全体のまとめとする。

6/5【TV会議システム/全体＋レポート課題】

第６回
国内の総合に関する検討（調査）①（課題の確認と調査計画立案）

諸外国の総合に関する一連の調査・発表の経験をもとに、国内の総合に関する問いの

生成と調査計画を立案する。6/12【TV会議システム/グループ＋レポート課題】

第７回
国内の総合に関する検討（調査）②（情報収集・考察とレポート作成）

諸外国の総合に関する調査・発表で得られた観点を参考に、またその比較考察のデー

タをもとに、国内の総合に関する情報収集を行い、レポートを作成する。6/19【TV会

議システム/グループ＋レポート課題】

第８回
国内の総合に関する検討（調査）③（発表資料作成・発表練習）

効果的な発表に必要な情報整理、発表順序、表現方法、発表担当などにもグループ内

で検討を加え、発表練習を行う。6/19【TV会議システム/グループ＋レポート課題】



第９回
国内の総合に関する検討（調査）④（発表・考察・まとめ）

他のグループの発表内容と比較しながら、全体としての傾向を把握できるようにまと

めを行う。その過程でお互いの情報への補足説明等も加えた意見交流を十分に行う。

6/26【TV会議システム/全体＋レポート課題】

第10回
総合学習の単元開発・教材づくり①（計画：グループまたは個人）

これまでの活動をもとに、総合学習にふさわしい単元開発・教材づくりについて計画

を立てる。活動形態は個人またはグループ（２〜３名）とし、いずれかを選択する。

7/3【TV会議システム/グループ＋レポート課題】

第11回
総合学習の単元開発・教材づくり②（作業：グループまたは個人）

様々な資料を提供し合うことができるよう作業上の「お知らせ版」等を用意し、協働

的な活動として取り組むようにする。7/3【TV会議システム/グループ＋レポート課

題】

第12回
総合学習の単元開発・教材づくり②（作業：グループまたは個人）

前回に続き、同様の作業を行う。対象とする内容や進捗状況に応じて、同一作業を組

み入れたり、ジグソー学習法を取り入れた情報交流を行ったりしながら、内容の充実を

めざす。7/10【TV会議システム/グループ＋レポート課題】

第13回
総合学習の単元開発・教材づくり③（準備：グループまたは個人）

発表のために用意してきている内容をはじめ、具体物に至るまで点検を行うととも

に、発表に向けた練習のチェックをグループ間でも行い、その質を高める。

7/10【TV会議システム＋レポート課題】

第14回
総合学習の単元開発・教材づくり③（発表：全体）

発表に対する評価チェックシート等を用意し、発表後のリフレクションにも活用でき

るようにする。リフレクションでは、個別、グループ、全体とステップを踏んで行い、

今後の課題把握にまで高める。7/17【TV会議システム/全体＋レポート課題】

第15回
本授業の振り返り・総括

本授業の全体を振り返りながら、自ら得られた成果と課題を整理し、そのまとめとし

て冊子づくりを行う。7/31【TV会議システム/全体＋レポート課題】

成 績 評 価 の 方

法・観点等

レポートとその発表等について到達状況を授業担当教員が協議し、評価する（60%）。

グループおよび全体の発表や作業等の授業への参加度について、授業担当教員が協議して

評価する（40%）。

テキスト・教材・

参考書等  

【テキスト】

小・中学校学習指導要領、小・中学校学習指導要領解説・総合的な学習の時間

【参考書等】

今、求められる力を高める総合的な学習の時間の展開（小、中、高等学校編）

事前事後学修
事前学修(全30時間)：レポート作成・発表のための資料収集、内容検討に取り組む。

事後学修（全30時間）：毎時間での学修内容をリフレクションし、整理する。

そ の 他 アクティヴ・ラーニング実施科目



授業科目区分 専門科目 開設コース 学校臨床科学コース

授 業 科 目 名

（英 文 名）

生徒指導とキャリア教育

（ Program Development for Student Guidance and Counseling, Career Education ）

単     位 ２単位

担当教員

森本 哲介

松本  剛

新井  肇
必修・選択の別 選択必修

授 業 の 方 法 講義・演習

標準履修年次 １年次

開 講 学 期 後期

授業のテーマ

及び到達目標

     

本講義では，小学校から高等学校における生徒指導上の課題の未然防止やキャリア教

育に関する理論と実践について学習する。今日の生徒指導では，不登校，いじめ，イン

ターネット，特別な支援を要する児童生徒への対応をはじめ，自殺，非行などの様々な

問題があり，このような問題が生徒に与える短期的・長期的な影響を理解し、学校全体

で関わっていく必要がある。そのためには，組織的な指導体制の構築と個別の事例に幅

広く対応できる能力の両方が求められる。この目標を達成するために，問題が発生した

ときの危機対応等を取り上げ，学校心理学などの理論を参考にしつつディスカッション

を重ねることにより，実践的な対応を模索する。また，キャリア教育では，キャリア理

論に基づいた教育を学校現場の特色に合わせて立案できる能力が求められる。その目標

を達成するために，キャリア教育の現状について学習するとともに，キャリア教育プロ

グラムの開発を試みることにより，体験的に相互学習を行う。

授業の内容・計画 第１回

（森本）

キャリア教育のため基礎【講義・演習】

講義全体に関するオリエンテーションを行う。次に、特別活動を要としたキャ

リア教育の視点について説明する。キャリア教育の実践発表のためのグループ分

け（グループ数は人数によって調整）を行う。

第２回

（森本）

キャリア教育のための基礎【講義・演習】

キャリア教育の一環として心理テストを利用した自己形成支援を実践する。授

業の後半は、グループワークとし、キャリア教育において育成を目指す資質・能

力について決定する。

第３回

（森本）

キャリア教育の構成【講義・演習】

キャリア教育の一環として、職業テストを利用したキャリア教育を実践する。

授業の後半はグループワークとし、グループのキャリア教育の年間指導計画にお

ける位置づけや授業の実践内容について打ち合わせる。なお、キャリア教育の内

容は汎用性のあるものであることが望ましいが，発表は具体性を持たせるため，

地域や校種，学校規模等の実施背景を細かく設定した内容のものを行う。

第４回

（森本）

開発したキャリア教育のプログラムと実施計画の発表および討論①【演習】

前半のグループが発表する。内容に基づいて討論する。

第５回

（森本）

開発したキャリア教育のプログラムと実施計画の発表および討論②と総括【演習】

後半のグループが発表する。内容に基づいて討論する。さらに全発表を通して，

学校現場で実施可能なキャリア教育の要点を考察する。



第６回

（松本）

生徒指導に対する教員のありようの課題整理【演習】

学校における生徒指導に対応するための教師のありようをふりかえる。自分自身のあ

りようが，生徒指導にどのように影響しているかについて捉え直すことの必要性につい

て講義し，自分の特性をふり返りながら，生徒指導と関わる教師である自分自身につい

て考え直す。

第７回

（松本）

ファシリテーターとしての教師に関するディスカッション【演習】

生徒指導に関わる教師として，「ファシリテーターとしての教師」のありようを知る。

エンカウンター・グループのファシリテーター役割を学び，生徒指導における教師と児

童生徒関係を見直すため，各人の児童生徒との関係生とファシリテーターとしての教師

のありようについてディスカッションする。

第８回

（松本）

教師役割の見直しのための演習とディスカッション【演習】

学校におけるさまざまな教員構成をふりかえり，その役割について，生徒指導体制・

校内外における連携のありかた・運営上の留意点の各観点より話し合い，教員の多様性

から生徒指導を考え直す。

第９回

（松本）

保護者とのよりよい関係を見直すためのディスカッション【ケーススタディ】

教師-保護者関係を見直し，その対応上の課題を話し合い，どのような関係性を築いて

いくことが大切であるかについてディスカッションする。保護者対応の留意点について

整理し、自分自身が保護者対応をどのように進めていけばよいかを見いだす。

第10回

（松本）

生徒指導に関わる諸問題の背景に関するディスカッション【ケーススタディ】

第６-９回において検討された生徒指導に関わる自分自身のありようについて，個人

作業としてまとめたうえでそれらをグループで紹介し合い，自分の特性を整理し，教師

の役割のひとつとしての生徒指導のありかたについて相互に見いだす。

第11回

（新井）

これからの生徒指導の方向性と課題【講義・演習】

児童生徒の問題行動の現状と社会的背景を踏まえて，日本の学校における生徒指

導の歴史を振り返るとともに，生徒指導の意義・内容・目的ついて理解する。そ

のうえで，これからの生徒指導の方向性と課題について検討する。

第12回

（新井）

いじめ問題の理解と対応の実際【講義・演習】

生徒指導の重要課題であるいじめ問題の理解と組織的対応の進め方について，開

発的・予防的生徒指導の観点から考察する。特に，「いじめ防止対策推進法」の

もとでのいじめ問題への対応の現状と課題，今後の方向性について検討する。各

自、学校（現任校もしくは母校）の「いじめ防止のための基本方針」の内容につ

いて分析したレポートを持ち寄り、意見交換する。

第13回

（新井）

学校危機対応の理論と実際【演習】

学校もゼロリスクではないという認識に立ち，いじめの重大事態の具体的事例を

とりあげ，いかにして危機を回避するのか，また，いかにして発生した危機に対

応するのか，という観点から，学校危機対応に関する理論と方法について体験的

に学習する。

第14回

（新井）

児童生徒の危機に対する組織的生徒指導の進め方【事例研究】

児童生徒の危機に対する支援の方向性について，学校内外の連携・協働の課題

を明らかにしたうえで，具体的事例をとりあげてコーディネートの視点から検

討する。児童生徒の危機に関する困難事例をとりあげ、インシデント・プロセ

ス法による事例研究について体験的に学習する。

第15回

（新井）

学校の生徒指導体制と教職員のメンタルヘルス【講義・演習】

生徒指導の担い手である教職員のメンタルヘルスと学校の生徒指導体制のあり

方について，バーンアウトとソーシャルサポートの関係に焦点をあて，学校内外

の連携に基づくメンタルサポートの方向性と課題について，具体的事例も交えな

がら検討する。



成 績 評 価 の 方

法・観点等  

【到達目標】

１ 生徒指導上の問題に対して，教職員集団，関係機関や地域との連携など対応を組織化

する意義がわかり、かつ未然防止の視点に立つ具体的な援助資源を学び、活用すること

ができる。

２ 児童生徒の内的葛藤や問題行動を的確に理解し，適切に対処することができる。児

童生徒の問題行動、保護者対応などについて、その現状を理解し、演習を通じて、そ

の指導のあり方について理解し自分の意見を持つことができる。

３ キャリア理論に基づいており，かつ学校現場の特色に合わせたキャリア教育計画の

立案ができる。

【評価の観点】

１ 生徒指導上の諸課題について，未然防止のために必要な要素を理解している。学校の

実態に応じた未然防止プログラムの導入方法がわかる。

２ 生徒指導上の問題に対して，教職員集団，関係機関や地域との連携など，対応を組

織化する意義がわかり，新しい視点を持つことができるようになる。また，生徒指導

のあり方についてグループで共働して整理することができる。

３ キャリア教育プログラムの実施計画における，理論的背景，目標や期待される効果

の明確さ，プログラムの精度

これらを総合的に評価する。

【成績評価の方法】

授業における協議，討論等への参加度（30％），発表やグループ活動への貢献度（40％），

課題に関するレポート（30％）により総合的に評価する。

テキスト・教材・

参考書等  

【テキスト】

授業中に、適宜資料を配付する。

【参考書等】

文部科学省 生徒指導提要（教育図書、2010/11）

事前事後学修 事前学修として、次時の授業に向けて提示する関連図書・論文等に目を通す（30時間）。

事後学修として、配付資料等を活用して授業内容の振り返りを行う（30時間）。また、グ

ループ等で活動を行う単元では、受講者間での協議や発表等のための準備を課外において

も行う。

そ の 他 グループワークやペアワーク、実践事例の検討等のアクティブ・ラーニングを実施する。



授業科目区分 専門科目 開設コース 学校臨床科学コース

授 業 科 目 名

（英 文 名）

学校臨床科学における質的研究

( Qualitative Approach to School Education Research )

単     位 １単位

担当教員

隈元みちる

山中 一英

山本 真也
必修・選択の別 選択必修

授 業 の 方 法 講義・演習

標準履修年次 １年次

開 講 学 期 後期

授業のテーマ

及び到達目標

     

本授業では，学校教育に関わるさまざまな個人及び集団場面において科学的視点を持ちながら
適切にアプローチするために必要な質的研究の理論と基礎的方法を習得することを目標とする。

☆本授業は原則として下記の形式により対面を中心に行うが，一部非同期型オンライン授業と
なる場合がある。状況により変更の可能性があるので，各回の担当者からの指示をよく聞いてお
くこと。

業 の 内 容 ・ 計 画 第１回

(11/26)

質的研究のエッセンス（講義）（担当：山中）
質的研究の意義や特徴，基底にある考え方について，量的研究との違いに言及し
ながら，解説する。

第２回

(12/3)

質的研究における観察法（担当：山本）
学校現場を含むフィールドにおいて、研究対象の観察を行う観点について学ぶ。ま

た、精度の高い観察を実現するための測定方法について、事例を取り上げつつ説明
する。

第３回

(12/10)

質的研究におけるインタビュー（講義）（担当：隈元）
インタビュー調査の基礎的理論について学び，実際にインタビューを行う際の手順

や留意点を学ぶ。さらに，学んだインタビューの方法を用いて行われた研究論文を読
む。その後，自身の関心にもとづくインタビュー研究を計画する。

第４回

(12/17)

インタビュー調査の実際（講義・演習）（担当：隈元）
インタビューデータの整理方法，考察の導き方などを学習する。そのうえで，インタ

ビューを用いて行われた研究論文を解説する。最後に，実際のインタビュー項目を作
成する。

第５回

(12/24)

応用行動分析学の理論（講義）（担当：山本）＊非同期オンラインを予定
応用行動分析学に関する基礎的な理論について学ぶ。特に，強化の法則と機能的アセ
スメントについて取り上げる。また，学校教育の中でその理論を活用する方法について，事
例の説明を行いながら説明する。

第６回

(1/7)

応用行動分析学の研究法（講義）（担当：山本）
応用行動分析学の枠組みを用いて研究を行う際に必要とされる科学的視点，ま

た，変数間の共変関係を明らかにするための研究方法について学ぶ。特に行動測定
の方法，および，ABAデザイン，マルチプルベースラインデザイン等の各実験デザイン
について説明する。



第７回

(1/14)

質的研究の具体的方法と展開可能性（講義）（担当：山中）
心理学や社会学に関する実際の研究例にもとづき，質的研究の展開可能性につ

いて詳説する。

第８回

(1/21)

まとめ（ディスカッション）（担当：隈元，山中，山本）
これまで学んだ学校教育に関わるさまざまな個人及び集団場面において実施しうる質
的研究法をもとに，参加者自身の問題意識はどのような視点及び方法論によって検証可能
かについてディスカッションし，まとめとする。

成績評価の方法・

観点等  

【到達目標】
学校教育に関わるさまざまな個人及び集団場面において科学的視点を持ちながら適切にア

プローチするために必要な質的研究の理論と基礎的方法を習得する。
【成績評価の方法】
それぞれの担当者によるレポート（70％），授業への貢献度（30％）を総合して評価する。

【評価の観点】
１ 学校教育活動において科学的視点を持ちながらアプローチする意義への理解
２ 自身の実践・問題意識への本授業で学んだ視点・方法の適用・援用
３ 授業への積極的な参加

テキスト・教材・

参考書等  

【テキスト】
授業中に適宜資料を配付する。

【参考書等】
秋田喜代美・藤江康彦（編著）『これからの質的研究法〜15の事例にみる学校教育実践研
究〜』東京図書

奥田健次. (2006). 不登校を示した高機能広汎性発達障害児への登校支援のための行動コンサル
テーションの効果: トークン・エコノミー法と強化基準変更法を使った登校支援プログラム.行動
分析学研究, 20(1), 2-12.

岩本佳世, & 野呂文行. (2018). 通常学級における学級全体への支援と個別支援の組合せ――発
達障害・知的障害児童を含む学級全児童の学習準備行動への効果――.行動分析学研究, 32
(2), 138-152.

これら以外の参考書等については，授業中に適宜紹介する。

事前事後学修
【事前】
授業中に配布された資料を読み込み，論点および疑問点を明らかにしておく。
（8時間）

【事後】
各自で学んだ内容についてまとめ，それらを実際の事例や自身の問題意識について適用・援

用する方法を考察する。（8時間）

そ の 他 アクティブ・ラーニング実施科目



授業科目区分 専門科目 開設コース 学校臨床科学コース

授 業 科 目 名

（英 文 名）

学校におけるデータの取り方と分析

（ Survey Methods and Data Analyses for School Education ）

単     位 １単位

担当教員

竹西 亜古

宮田佳緒里
必修・選択の別 選択必修

授 業 の 方 法 講義・演習

標準履修年次 １年次

開 講 学 期 後期

授業のテーマ

及び到達目標

     

教育活動の効果性は、教師の主観によって語られてはならない。「子どもがよくなった」

「児童生徒理解がすすんだ」などと主張するためには、エビデンスとなる客観性の高い

データが必要である。このようなデータを収集・分析する方法は、社会調査法・心理調

査法として発展してきた。この授業では、調査法の基礎を学び、演習で調査票の作成か

ら分析までを行う。この授業の目標は、教育活動のエビデンスとして耐えうる客観的デ

ータの取り方を、体験的に修得することである。

授業の内容・計画 第１回
【複数教員によるティーム・ティーチングを含んだ共同方式】

（１）研究法の基本 ①なぜ学校でデータを取るのか（担当：竹西亜古、宮田佳緖里

以下の授業はすべて共同方式：各回担当者のティーム・ティーチングによる）

  教育活動の効果性を客観的データで捉えることの意義と必要性を、受講生自身の振

り返り、グループディスカッション等から省察する。その上で、陥りがちな主観的

思考の特徴を知り、科学的パラダイムや客観的思考に必要な要素を考える。

第２回
（１）研究法の基本 ②実証の意味、調査計画・実験計画法（担当：竹西亜古、宮田佳

緖里）心理学研究法「観察」「調査」「実験」について事例による思考シミュレーシ

ョンを用いて学ぶ。科学的パラダイムに必要な要素についての理解を深め、心理概念

の操作的定義とは何かについて修得する。

第３回
（２）データの取り方 ①サンプリング、属性（担当：竹西亜古、宮田佳緖里）

  調査法について学ぶ回の１回目。ここからは毎時グループ演習の形式を取り、実際

に受講生が調査を企画・実施する。本時では、調査の企画・設計を中心に、サンプリ

ングやフェースシートの作成について学ぶ。同時に、調査の実施対象を決め、実施の

具体的方法（配付・回収など）についての検討を行う。

第４回
（２）データの取り方 ②ワーディング、調査票の構成（担当：竹西亜古、宮田佳緖里）

調査法について学ぶ回の２回目。本時では、まず尺度の種類と利用方法、分析方法

にていて学ぶ。その上で、測定しようとする心理概念の操作的定義と明確にし、測定

項目を作成する。グループ発表で共有、修正を行ったのち、調査票の作成を行う。な

お、本時と次時の間に、作成した調査票を用いて実査を行う課外演習が設定

される。

第５回
（３）データの整理と分析 ①分布と記述統計（担当：竹西亜古、宮田佳緖里）

調査によって得たデータの分析方法を学ぶ１回目。本時までに回収された調査票を

コーディングする手法、データ入力の手法を学び、グループごとにデータセットを作

成する。その上で、基本統計である「度数分布」「クロス集計」「平均値」「標準偏

差」について、その意味と算出方法、利用方法について学ぶ。



第６回
（３）データの整理と分析 ②χ２検定、ｔ検定、分散分析（担当：竹西亜古、宮田佳

緖里）

調査によって得たデータの分析方法を学ぶ２回目。本時では、ノンパラメトリック

検定とパラメトリック検定について学ぶ。グループごとのデータを用いて、「χ２検

定」「ｔ検定」「一元配置分散分析」「二元配置分散分析」について実習的に学ぶ。

また本時では、統計分析ソフトの使用方法についても学習する。

第７回 （３）データの整理と分析 ③相関、因子分析、妥当性と信頼性（担当：竹西亜古、宮

田佳緖里）

調査によって得たデータの分析方法を学ぶ３回目。本時では、相関構造に基

づく分析を概観し、その意味と利用方法について学ぶ。さらに、調査の精度を

あげるために何が必要かを考える。

第８回
（４）結果の解釈と考察の仕方 （担当：竹西亜古、宮田佳緖里）

授業のまとめとなる本時では、グループごとに得られた分析結果を発表し共有す

る。その上で「分析結果を解釈する」とはどのような知的活動であるかについて議論

し、深める。

成 績 評 価 の 方

法・観点等  
到達目標：教育活動の効果性を客観的に検証しうる方法として、心理学研究法に則った調

査の企画・実施、データの分析・考察ができるようになる。

成績評価：以下の２点を総合して行う。

１）最終レポート（70％）：一連の演習の結果に基づき「調査報告書」を作成し、最終

レポートとして提出する。「調査の目的・方法」はグループによる共通記述を可とするが、

「分析結果の提示・表現（どの分析を用いるか、さらにはどのような図表で表現するか）」

および「考察（結果の解釈）」の部分は、各受講生のオリジナルを求める。このオリジナ

ルな部分における評価を、レポート評価とする。

２）グループワークにおける活動・討論（30％）：上記の評価でカバーしきれない部分、

すなわち「調査の企画」「調査計画・実験計画」「項目作成」等のグループワーク時の活

動・討論における主体性、主導性、発想・意見、について受講生個別に評価する。

評価の観点：１）適切な調査の企画・実施とデータ分析・解釈ができているか。２）分析

の報告にあたって、適切な分析方法、分かりやすい表現（図表などを含む）ができている

か。

テキスト・教材・

参考書等  

【テキスト】

授業中に資料を配付する。また担当教員が作成した演習課題を随時用いる。

【参考書等】

SPSSでやさしく学ぶ統計解析 第6版 石村貞夫、石村友二郞（東京図書)

心理統計学の基礎―統合的理解のために 南風原朝和 (有斐閣アルマ)

事前事後学修 事前学習：教育活動の効果性検証の必要性と現状について省察しておくこと。（全15時間）

事後学習：教育心理学か社会心理学の論文で調査を扱ったものを１本以上読むこと。（全1

5時間）

そ の 他 １）本授業は、グループ演習が主体となるため、欠席は基本みとめられない。また、協働

作業に従事するとの認識をもって受講すること。

２）本授業では、授業時間外にグループで行う課題（調査項目の精査、調査の実施＝デー

タの収集等）が設定される場合がある。その旨を了解して受講すること。

３）アクティブ・ラーニング実施科目



授業科目区分 専門科目 開設コース 学校臨床科学コース

授 業 科 目 名

（英 文 名）

学校臨床科学における実践研究Ⅰ

（ Seminar of Research on Theory and Practice on School Education Ⅰ ）

単     位 ４単位

担当教員

溝邊 和成

松本 伸示

伊藤 博之

宮田佳緒里

奥村 好美

谷田 増幸

松本  剛

竹西 亜古

安原 一樹

淀澤 勝治

山中 一英

隈元みちる

森本 哲介

必修・選択の別 必修

授 業 の 方 法 演習

標準履修年次 １年次

開 講 学 期 通年

授業のテーマ

及び到達目標

    

本授業の目標は次のとおりである。

①各学生が問題意識を記述し、発表とふり返りを行うことにより、大学院で追究したい

目標や内容を明らかにする。

②上記の問題意識から発生する研究目的を明確にし、それを明らかにするための方法

について考え、研究計画を立案する。

期待される学習効果は，「学校臨床科学における実践研究Ⅱ」とともに、共通科目、

選択科目及び実習科目を履修することによって各学生が学び、獲得しつつある学校臨床

の知見と自らの経験を統合し、学生が課題の発見、仮説の設定、検証の過程などの方法

を習得し、研究計画を立てる等の教育実践研究を行っていくための力量が形成されるこ

とである。

授業の内容・計画 第１回
オリエンテーション

本授業の課題及び進め方等について説明する。各学生の「学校臨床科学におけ

る実践研究」の核となる分野の教員と分野別（個別）に授業を行う。また、A、

Bの2グループにわけ、各グループで分野をまたがった指導を行う。これらの方

式を２回程度繰り返す。そして、第30回は全体で最終発表を行う。

（担当：全教員。以下、個別、グループに分かれることがあるが、すべての授

業で、基本的に全教員が担当する。）

第２回

～

第９回

分野別に学生の課題の発見のため、討議する。（ワークショップ）

第10回

～

第15回

A、Bのグループに分かれ、分野別に検討した問題意識、先行研究、研究の方針

等について発表し、多分野にまたがった討議を行う。（ワークショップ）



第16回

～

第21回

第10回〜15回の集団指導の討議内容をふまえ、分野別に、具体的な実践研究計

画や検証計画を練る。（ワークショップ）

第22回

～

第30回

A、Bのグループに分かれ、分野別に検討した実践研究計画の内容について発表し、多分

野にまたがった討議を行う。（ワークショップ）

成 績 評 価 の 方

法・観点等  

学生に対する評価

授業への関与度・貢献度（40%）、及び作成した「学校臨床科学における実践研究」計画（

60%）により、どの程度下記の到達目標を達成しているかを総合的に評価する。

到達目標は次の通り。

①問題意識を記述し、発表とふり返りを行うことにより、追究したい目標や内容を明らかにでき

る

②上記の問題意識から発生する研究目的を明確にし、それを明らかにするための方法について考

え、研究計画を立案できる。

テキスト・教材・

参考書等  

【テキスト】

授業において適宜指示する。

【参考書等】

授業において適宜指示する。

事前事後学修 事前学修（全30時間）：学校現場の課題や自らの問題意識に関連すると考えられる文献や

資料を読み，毎時間の課題等に対する準備を行う。

事後学修（全30時間）：毎時間の学修内容を振り返り，他の科目及び実習科目などの学修

の成果も統合しつつ，個別にクリティカルな分析・検討を行う。

そ の 他 アクティヴ・ラーニング実施科目



授業科目区分 専門科目 開設コース 学校臨床科学コース

授 業 科 目 名

（英 文 名）

学校臨床科学における実践研究Ⅱ

（ Seminar of Research on Theory and Practice on School Education Ⅱ ）

単     位 ４単位

担当教員

溝邊 和成

松本 伸示

伊藤 博之

宮田佳緒里

奥村 好美

谷田 増幸

松本  剛

竹西 亜古

安原 一樹

淀澤 勝治

山中 一英

隈元みちる

森本 哲介

必修・選択の別 必修

授 業 の 方 法 演習

標準履修年次 ２年次

開 講 学 期 通年

授業のテーマ

及び到達目標

    

本授業の目標は次のとおりである。

① 各学生が前年度の「学校臨床科学における実践研究Ⅰ」で得られた研究計画に従っ

て、調査・実習等を行う。

② 上記の調査・実習等で得られたデータをまとめ、研究成果として発表する。

期待される学習効果は，これまでに得られた知見・経験に基づく研究計画の作成と具

体的な調査・実習等による効果検証等を行うことができる教育実践研究遂行力の形成で

ある。

授業の内容・計画 第１回
オリエンテーション

本授業は、「学校臨床科学における実践研究Ⅰ」に続く科目である点を確認する。

また、授業の進め方として、個別、グループ、全体と学修形態を弾力的に運用

し、学生の実践研究計画・実施に応じた展開を行うことを説明する。第29・30

回は、学修のまとめとして全体での発表を実施する。

（担当：全教員）

第２回

～

第９回

課題別追究

それぞれの担当教員と討議し、課題解決に向けて、研究計画を実施する（開発実

習に対応）。得られた結果や分析については、個別に担当教員と情報共有してい

く。

第10回

～

第15回

グループ別発表・討議

A、Bのグループに分かれ、調査・実習等で得られた結果やその分析・考察等を

発表し、討議を行う。

第16回

～

第18回

課題別追究

第10回〜15回の討議をふまえ、課題解決に向けて、研究計画（修正版）を実施す

る（改善実習に対応）。得られた結果や分析については、個別に担当教員と情報

共有していく。



第19回

～

第24回

グループ別発表・討議

A、Bのグループに分かれ、調査・実習等で得られた結果やその分析・考察等を

発表し、討議を行う。

第25回

～

第26回

課題別追究

第19回〜24回の討議をふまえ、全体発表に向けて、個別に担当教員の指導を受け

ながら、準備をしていく。

第27回

～

第30回

全体発表

学修のまとめとして全体で発表・検討会を実施する。個々の学生は、発表を通

して、学校臨床科学のための実践研究について振り返り、まとめを行う。

成 績 評 価 の 方

法・観点等  

学生に対する評価

授業への関与度・貢献度（40%）、及び作成した「学校臨床科学における実践研究」の具体

的実施（60%）により、どの程度下記の到達目標を達成しているかを総合的に評価する。

到達目標は次の通り。

① 自らが立てた研究計画に従って、調査・実習等を行うことができる。

② 調査・実習等で得られたデータをまとめ、成果として発表することができる。

③ 他者との協議を踏まえ、自らの研究について振り返りをすることができる。

テキスト・教材・

参考書等  

【テキスト】

授業において適宜指示する。

【参考書等】

授業において適宜指示する。

事前事後学修 事前学修（全30時間）：学校現場の課題や自らの調査・実践等に関する資料を熟読し，毎

時間の課題等に対する準備を行う。発表のための資料作成を行う。

事後学修（全30時間）：毎時間の学修内容を振り返るとともに，個別にこれまでの学修の

成果や課題を踏まえ，クリティカルにまとめを行う。

そ の 他 アクティヴ・ラーニング実施科目


