
授業科目区分 専門科目 開設コース 小学校教員養成特別コース

授 業 科 目 名

（英 文 名）

学級づくりと教育的関係の構築

（ Classroom Management and Construction of Educational Relations ）

単     位 ２単位

担 当 教 員

山本 智一

吉川 芳則

長澤 憲保
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 ２年次

開 講 学 期 前期

授業のテーマ

及び到達目標

  この授業では，今日的な課題にも触れながら，教育的関係構築のあり方を実践的に探

究する。到達目標は，①学級経営の目標・内容・方法，②児童の実態把握と児童理解の

方法，③自主的・民主的な学級づくり，④保護者や地域社会，同僚等との連携・協力づ

くり，⑤授業で行う学級づくりのそれぞれが，教育的関係を構築する基盤である点こと

を理解することである。

これらについて，授業づくりと学級づくりが統一的に営まれる点や，児童相互の信頼

し合える関係づくりが，より豊かな教育的関係を構築する基盤である点を考慮できるよ

うになることを学習効果として期待している。

授業の内容・計画 第１回

長澤

5/18

○オリエンテーション                            

Ⅰ．学級経営の目標・内容・方法と児童の実態把握：講義

（１）学級経営のめざすもの                        

  ―１人１人を学習と生活の「主人公」に育む―

学級経営の目標・内容・方法について理解し，学校教育目標の実現を追求

する総合的な営みとして学級経営を捉えると共に，学級の実態や課題から出

発し，かかわり合う関係の育成として学級づくりのあり方を構想する。

【TV会議システム】

第２回

長澤

5/25前半

Ⅰ．学級経営の目標・内容・方法と児童の実態把握：演習

（２）学級観の捉え直しと学級づくりの構想力       

  ―「学級が正常に機能しない状態」の事例研究①―

  社会環境・家庭環境の変化，児童の育ちの変化によって，学級に集う児童

のあり方やかかわり方が大きく変化してきている今日，従来の学級観を捉え

直し，学級づくりへの豊かな構想力が必要である。事例研究を通して，学級

づくりに関する諸課題に着目しつつ，その原点を考える。

【TV会議システム+レポート課題】



第３回

長澤

5/25後半

Ⅰ．学級経営の目標・内容・方法と児童の実態把握：演習

（３）学級づくりと学年経営の協働体制づくり       

  ―「『落ち零さない』学年経営と教師間協力」の事例研究②―

個々の学級担任の意欲や努力をいかに学年経営，学校経営に結び付け，協

働し合う関係を構築し，教育力を結集するかが，個々の学級経営にも大きな

影響を持つ。「抱え込まない」「投げ出さない」学級経営を考えるとき，１

人１人の児童を大切にする協働体制づくりが重要である。事例研究を通して，

同僚性，教師間協働体制のあり方を考える。

【TV会議システム+レポート課題】

第４回

長澤

6/1

Ⅰ．学級経営の目標・内容・方法と児童の実態把握：演習

（４）社会性発達と学級づくりの指導①          

  ―幼児期の発達変化と小１プロブレム：事例研究③―

１年生で授業づくり・学級づくりが成立しない「小１プロブレム」の課題

を手掛かりに，低学年児童の発達的変化，特に社会性発達の変化を考察し，

低学年での授業づくり・学級づくりの創意・工夫の必要性を学ぶ。事例研究

を通して，低学年学級づくりの特性に学ぶ。

【TV会議システム】

第５回

長澤

6/8

Ⅰ．学級経営の目標・内容・方法と児童の実態把握：演習

（５）社会性発達と学級づくりの指導②          

  ―中・高学年児童の自立・自律と仲間関係の変化：事例研究④―

社会性発達の遅れやコミュニケーション能力の未熟さは，近年，中・高学

年児童の自我の自立・自律や仲間関係づくりのあり方にも影響してきている。

中・高学年児童の間で起こる事例を取り上げながら，学級づくりの課題と課

題解決のあり方を考える。

【TV会議システム】

第６回

吉川

6/15前半

Ⅱ．学級づくりに生きる生徒指導：講義・事例研究

（１）聴き取り調査の内容と方法の確認

生徒指導に関する事項・テーマ（非行，校内暴力，いじめ，不登校等）の中

で，各自で聞き取りによる事例研究の対象としたいものを選択し，選択理由，

考察希望内容を意見交流する。

・事例についての聴き取り方法，内容，報告の仕方について知る。

・選択した事項・テーマについて，問題状況，指導のあり方等，現職教員等

に事例聴き取り調査し，記録をまとめる。（課外）

【TV会議システム+レポート課題】

第７回

吉川

6/15後半

Ⅱ．学級づくりに生きる生徒指導：事例研究

（２）いじめに関する事例研究①

いじめに関する事例について問題点，対応方法，留意点や課題等を検討・協

議する。

【TV会議システム+レポート課題】



第８回

吉川

6/22前半

Ⅱ．学級づくりに生きる生徒指導：事例研究

（３）暴力行為に関する事例についての協議

暴力行為に関する事例について問題点，対応方法，留意点や課題等を検討・

協議する。

【TV会議システム+レポート課題】

第９回

吉川

6/22後半

Ⅱ．学級づくりに生きる生徒指導：事例研究

（４）聴き取り調査の結果についての協議，資料の作成，発表準備

グループごとに，聴き取り調査した事例について協議し，発表内容をまとめ

発表用資料を作成するとともに，プレゼンテーションの準備をする。

【TV会議システム+レポート課題】

第10回

吉川

6/29

Ⅱ．学級づくりに生きる生徒指導：事例研究

（５）聞き取り調査の結果についての発表：事例研究

聞き取り調査した事例，内容と考察についてグループごとに発表する。問題

の解決に向けての方策，留意点について質疑応答し，多面的に理解を深める。

【TV会議システム】

第11回

山本

7/6

Ⅲ．児童の自主性・自律性の高め方と学級づくり ：講義・演習

（１）学級風土をつくる

学校生活や学級のスタート時における学級経営のありかたについて，低学

年の学級経営を例に検討する。ひと・もの・こととの出会いの場作りにおい

て，具体的な体験も交えて考察するとともに，学校における潜在的カリキュ

ラムについての理解を深める。

【TV会議システム】

第12回

山本

7/13

Ⅲ．児童の自主性・自律性の高め方と学級づくり ：講義・演習

（２）教師の指導性を発揮する

児童の主体性を導くための教師の指導性について，中学年の学級経営を例

に検討する。朝の会・終わりの会や係活動など，日々の具体的な場面を想定

して，自主的・民主的な学級経営における教師の役割を考察する。

【TV会議システム】

第13回

山本

7/20

Ⅲ．児童の自主性・自律性の高め方と学級づくり ：講義・演習

（３）人間関係を築く

人間関係を築くための教師の支援について，高学年の学級経営を例に検討

する。国際的にも話題になっているキーコンピテンシーや協調学習支援に関

する具体的な事例をもとに，生徒指導や授業の場面での児童のかかわり合い

に焦点を当てて考察する。

【TV会議システム】



第14回

山本

7/27前半

Ⅲ． 授業で行う学級づくり

（１）自然を共感的に理解する活動における関係作り-フィールドビンゴ-

体験的に環境をとらえる活動としてのフィールドビンゴゲームを通して，仲

間とともに共感的に身の回りの環境を理解したり，季節の変化をとらえたり

する指導法を体験する。理科の学習を事例として，授業を通した子ども同士

の関係作りを考察する。

【TV会議システム+レポート課題】

第15回

山本

7/27後半

Ⅲ．授業で行う学級づくり

（２）学級での合意形成のプロセスにおける関係作り-アーギュメント-

児童の論証や討論を支援するアーギュメントについて解説する。主張・証

拠・理由付けを基本的な構造として，相手を説得する論証であるアーギュメ

ントの定義，意義，指導法を紹介し，理科においてアーギュメントを記述す

る演習を通して，授業で協働的に知識構築する学級風土や関係作りについて

考察する。

【TV会議システム+レポート課題】

成 績 評 価 の 方

法・観点等

評価方法：各課題に関するレポート(50%)，授業における協議や討論への参加度(30%)，

および発表などによる授業への貢献度 (20%)，により，総合的に評価する。

評価項目・観点等：

・「各課題に関するレポート」では，学級経営に関する体系的な知識と実践的な方法・

技術を理解していることを評価する。

・「授業における協議や討論への参加度」や「発表などによる授業への貢献度」につい

ては，学級経営の知識を生かして，学級経営における主体的な実践の構え・能力を表現

していることを評価する。

テキスト・教材・

参考書等

【テキスト】

・文部科学省「平成２２年度版 生徒指導提要」

【教材・参考書等】

・授業の中で適宜，プリントを配付する。

事前事後学修
自宅学習として，毎回135〜180分程度，該当内容に関する事前・事後学修の課題を課す。

事前：自身の小・中・高等学校時代の学級生活において，楽しかった（嫌だった）経験

を想起し，その理由・原因について整理しておくなど，該当内容について，自身

の経験を整理しておく。

事後：学んだ学級づくりの観点，手立て，仕掛け等の中で，自身が学級担任した際に特

に留意して取り組みたいものを仮説的に決め，他の講義，実習，文献等で確認し

ながら，実際の学級づくりの構想を明確にする。

そ の 他

アクティブ・ラーニング実施科目

講義で多くの参考資料を配付するのでファイルを用意すること。



授業科目区分 専門科目 開設コース 小学校教員養成特別コース

授 業 科 目 名

(英 文 名)

特別活動指導と自治的文化的活動の展開

（ Development of Extra-Curricular Activities and Autonomous Cultural 

Activities ）

単     位 ２単位

担 当 教 員

初田 隆

河邊 昭子

筒井 茂喜
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 ２年次

開 講 学 期 前期

授業のテーマ

及び到達目標

子どもたちが望ましい集団活動を通して自主的に文化創造を行っていくうえで，特

別活動の充実を欠かすことはできない。本授業では，特別活動の人間形成的意義や教

育課程上の役割を理解するとともに，指導事例や教育問題の分析・考察，掲示物やプ

リントなどの製作，授業観察等を通し，活動を設計する視点や指導・評価についての

実践的な力を養う。また，学級経営をめぐる今日的な課題について考えを深めさせた

い。

授業の内容・計画 第１回

●特別活動の目標や意義，歴史についての理解

資料を基に特別活動の歴史をたどりながら，その目標や意義の変遷，および

現代における特別活動の必要性について理解を深める。

第２回

●特別活動の内容と方法についての理解

学級活動，児童会活動，クラブ活動，学校行事（①儀式的行事②学芸的行事

③健康・安全・体育的行事④遠足・集団宿泊的行事⑤勤労生産・奉仕的行事）

のそれぞれについて，特に今日性の強いトピックを選び，資料を基に理解を深

める。

第３回

●学級活動についての理解

学級や学校における生活上の諸問題の解決，学級内の組織づくりや仕事の分

担処理など，児童の自発的な活動が効果的に展開されるための教師の指導のあ

り方について理解を深める。

第４回

●学級集団の理論についての理解

組織論，人間関係論，リーダーシップ論，準拠集団論などを手がかりに事例

分析を行い，学級づくりのあり方についての理解を深める。

第５回

●テーマについての資料を基にした討議及びレポートの作成

第１回～第４回の講義や演習を振り返り，学級活動に関わる内容において，

グループ討議を行い，レポートにまとめる。

（１～５は河邊が担当）

第６回

●学級開きにあたって夢を語ろう

・理想の学級をイメージし，「学級文化」の意味を考える。



第７回

●製作を通した考察

・掲示物やプリントなどの製作（１）

学級開きから終業式まで，１年間の学級運営， 特別活動の流れを想起し

「クラス目標」「学級活動ノート」「学級組織図」「学級通信」「行事計画」

など学級づくりに必要な，具体的な掲示物，プリントなどを作成する。

第８回 ・掲示物やプリントなどの製作（２）主に行事計画について検討する。

第９回 ・掲示物やプリントなどの製作（３）主に学級通信の制作を行う。

第10回

・掲示物やプリントなど，製作物の発表・討議

（６～10は初田が担当）

第 11 回
●児童会活動（異年齢集団活動）の目的，内容及び児童会役員の意義について考

究する。

第 12 回
●異年齢集団活動の具体的事例を検討し，児童会活動への理解を深める。

第 13 回
●グループ別に児童会活動（異年齢集団活動）の原案作成。

第 14 回 ●模擬職員会議での原案検討を通して実践力を身につける。

第 15 回
●現場教員の講話を通して，「子どものための児童会活動」への実践力を高める。

（11～15 は筒井が担当）

成 績 評 価 の 方

法・観点等

〇成績評価は，授業の進行に合わせて課される複数の小課題レポート（合計80％）に，

討論への参加状況・模擬授業への貢献度（20％）を加味して総合的に行う。

〇評価の観点は次のとおりである。

１特別活動の人間形成的意義や教育課程上の役割を理解することができる。

２ケーススタディによって，学級経営をめぐる今日的な課題の分析・考察をすることが

できる。

３学級経営をめぐる今日的な課題を視野に入れ，特別活動の計画立案や模擬授業を行う

ことができる。

・出席状況(２割)と授業中の参加態度(２割)，掲示物やプリントなどの制作物(２割)で

評価する。

テキスト・教材・

参考書等

適宜資料を配付するとともに，参考図書についてはそのつど指示を行う。

事前事後学修
グループ討議のための資料等の準備をする。（５時間）

課題に応じてグループ発表の準備を行う。（１０時間）

そ の 他

（オンライン対応）

各回の授業形式や準備物などについては事前にLive Campusにて連絡をします。授業は

原則として時間割上の開講時間にZoomを通して行いますが、必要に応じてTeamsを用い

ることもあります。



授業科目区分 専門科目 開設コース 小学校教員養成特別コース

授 業 科 目 名

（英 文 名）

道徳教育諸理論と道徳の授業づくり

( Theories and Practices of Moral Education and Development of Moral Teaching )

単     位 ２単位

担 当 教 員

谷田 増幸

淀澤 勝治
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

子どもたちの道徳性を育成し、好ましい人間関係や教師との信頼関係を確立し、学

級の雰囲気を温かなものにするためには、道徳教育の充実は欠かせない。本授業では、

「人格の基盤としての道徳性の育成」という道徳教育の意義を理解するとともに、各学

校において実践されている道徳授業の基本的な考え方や指導プログラムについて理解

を深め、実際の指導プログラムに即して授業観察・分析・考察を行い、授業を構想する

際の視点や指導と評価にかかる実践的な力量を養う。また、子どもの道徳性をめぐる今

日的諸課題についても考察し、「心の教育」の基盤としての道徳教育推進のための方策

についても理解を深める。

  発表や討論を採用しながら、「特別の教科 道徳」の授業を実施するために必要な実

践的理解と指導力を獲得できるよう配慮する。

授業の内容・計画 第１回 ・開講にあたって 子どもを取り巻く社会の変化と学校における道徳教育

子どもを取り巻く社会の変化や子どもの心にかかる実態を踏まえながら、

学校における道徳教育の諸課題を検討する。(講義)（担当：谷田）

第２回 ・第１部 学習指導要領の基本的な考え方

① 平成20年までの道徳教育に関する改訂の流れ

  学習指導要領は学校における道徳教育を進める上で大綱的な基準を示して

いる。この授業ではまずその基本的な考え方を把握する。本時は道徳の時

間が設けられてから前回改訂（移行期間）までの流れを理解する。

（講義）（担当：谷田）

第３回 ・第１部 学習指導要領についての理解

  ②道徳教育についての基本的な考え方

学習指導要領を踏まえ、「特別の教科 道徳」を要として学校の教育活動

全体を通じて行う道徳教育などについて、その基本的な考え方を理解する。

（講義）（担当：谷田）



第４回 ・第１部 学習指導要領についての理解

  ③道徳教育の目標及び道徳科の内容

学校における道徳教育の目標と要としての「特別の教科 道徳」の目標に

ついて、それらの関係を押さえて明確に理解する。併せて、道徳科の内容

（内容の捉え方と内容構成の考え方）について、その提示の仕方等を踏ま

えながら、正確な理解が図られるようにする。 （講義）（担当：谷田）

第５回 ・第２部 現代の代表的な道徳授業論の検討

① 価値の内面化を志向する道徳授業論と授業の事例研究（１）

第２部では、学習指導要領を踏まえつつ、具体的に道徳授業の進め方を、我

が国の主要な道徳授業論を取り上げ、その意義と課題を検討する。本時では、

価値の一般化、構造化論等に焦点を当てる。

（ケーススタディ）（担当：谷田）

第６回 ・第２部 現代の代表的な道徳授業論の検討

  ②価値の内面化を志向する道徳授業論と授業の事例研究（２）

本時は再現構成法、一読四分進法等について、それらの意義と課題につい

て検討する。 （ケーススタディ）（担当：谷田）

第７回 ・第２部 現代の代表的な道徳授業論の検討

  ③ 価値の相対化に焦点を置く道徳授業論と授業の事例研究（１）

本時では、価値の相対化に焦点を置いて、価値の明確化、構成的グループ

エンカウンター等の道徳授業論を取り上げ、その意義と課題を検討する。

（ケーススタディ）（担当：谷田）

第８回 ・第２部 現代の代表的な道徳授業論の検討

  ④価値の相対化に焦点を置く道徳授業論と授業の事例研究（２）

ここでは、ジレンマ授業を取り上げ、考え方、授業展開や資料の扱い方等

を踏まえ、その意義と課題を検討する。（ケーススタディ）（担当：淀澤）

第９回 ・第２部 現代の代表的な道徳授業論の検討

  ⑤「統合的道徳授業論」と授業の事例研究

ここでは、上記で取り上げた道徳授業論の問題点の検討などから、新たに

提案された「統合的道徳授業論」を取り上げ、その意義と課題を検討する。

さらにはその他の統合論の可能性も検討したい。

（ケーススタディ）（担当：淀澤）

第10回 ・第３部 道徳の授業設計と指導案作成

①学級における指導計画の意義（授業設計）

  第２部で明らかになった検討課題を踏まえ、第３部では授業構築に必要な

具体的諸課題を取り上げ、受講者が各々独自の道徳授業の開発ができるこ

とを目標とする。本時は指導計画を扱う。

（ワークショップ）（担当：淀澤）



第11回 ・第３部 道徳の授業設計と指導案作成

  ② 道徳学習指導案作成の基本的な手順（指導案の書き方）

  本時では、指導案作成に焦点を置く。（ワークショップ）（担当：淀澤）

第12回 ・第３部 道徳の授業設計と指導案作成

  ③多様な教材の活用と教材開発

  本時では、児童生徒が問題意識をもって多面的・多角的に考えたり、感動

を覚えたりするような教材に焦点を置くとともに、自作教材の開発も念頭

に置いて学習を進める。（ワークショップ）（担当：淀澤）

第13回 ・第３部 道徳の授業設計と指導案作成

  ④道徳授業の指導過程の開発

  本時では、授業の展開過程の工夫に焦点を置いて学習する。

                  （ワークショップ）（担当：淀澤）

第14回 ・第３部 道徳の授業設計と指導案作成

  ⑤授業評価の方法と実際

  本時では、授業の評価、児童生徒の学習の評価等について検討する。

                  （ワークショップ）（担当：淀澤）

第15回 ・まとめ 作成した学習指導案の検討

各自の作成した学習指導案の検討を行うことによって、全体を振り返り、

まとめを行う。 （ワークショップ）（担当：淀澤）

成 績 評 価 の 方

法・観点等

到達目標

①学習指導要領において示されている道徳教育に関する基本的事項を理解できる。

②現代の代表的な道徳授業論の諸理論と実践例を適切に理解できる。

③道徳授業の教材選択及びその教材に応じた学習指導案を作成することができる。

④授業の指導と評価に関する方法を理解し、それに伴う諸課題を明らかにすること

  ができる。

上記の①から④の各到達目標等に関するレポートや学習指導案（70％）に、プレゼン

テーション、質問や意見・話し合いなど授業への参加度・貢献度（30％）を加味して総

合的に評価する。

テキスト・教材・

参考書等

【テキスト】

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）

【教材・参考書等】その他の教材や参考書は授業において紹介するか、適宜プリント配付

する。

事前事後学修
・テキストを事前に読んでおくこと。（全３０時間）

・授業後には、授業の内容や話し合いを通して得た課題を踏まえて、学習内容の整理や学

習指導案の改善・充実等を行うこと。（全３０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 小学校教員養成特別コース

授 業 科 目 名

（英 文 名）

教科の授業づくりと授業分析・評価

( Development、 Analysis and Evaluation of Teaching ）

単     位 ２単位

担当教員

筒井 茂喜

山本 智一

和田あずさ
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 ２年次

開 講 学 期 前期

授業のテーマ

及び到達目標

・授業の到達目標は以下の通りである。

(1) 小学校における理科・外国語活動・体育について学習指導要領や教科書を理解

し教材研究を行うことができる。

(2) 子どもの実態を踏まえた学習指導案を理科・外国語活動・体育のねらいに即し

て立案できる。

(3) 授業分析や授業改善の方法を理解し、次の改善策や課題を提示できる。

・期待される学習効果は以下の通りである。

(1) 理科・外国語活動・体育の授業観察と授業づくりを行うことにより、小学校教

員に求められる教科の授業づくりと授業分析・評価に関する理論と方法が身に

付く。

第1回

5/14

本講義についてのオリエンテーション

・外国語活動①（和田）

外国語活動・外国語科の授業づくりについて講義する。

外国語活動・外国語科の授業づくりの理論と方法を理解する。

【TV会議システム】

第2回

5/21

・外国語活動②（和田）

外国語活動・外国語科の授業分析・評価について講義する。

外国語活動・外国語科の授業分析・評価の視点と方法を理解する。

【TV会議システム+レポート課題】

第3回

5/28

・外国語活動③（和田）

外国語活動・外国語科の授業事例を検討する。

授業分析・評価の視点を活用して、授業事例を検討し、学習指導案の作成と

改善を行う。【TV会議システム+レポート課題】

第4回

6/4

・外国語活動④（和田）

外国語活動・外国語科の授業づくりの実践と反省①

作成した学習指導案に基づき、指導計画・目標・方法等について議論し、授

業改善を行う。【TV会議システム+レポート課題】



第5回

6/4

・外国語活動⑤（和田）

外国語活動・外国語科の授業づくりの実践と反省②

作成した学習指導案に基づき、指導計画・目標・方法について議論し、授業

改善を行う。【TV会議システム+レポート課題】

第6回

6/11

・体育の授業づくり①（筒井）

ボール運動領域の目標や内容を概観するとともに、優れた教材を例に授業

づくりのための教材研究を行う。【TV会議システム】

第7回

6/18

・体育の授業づくり②（筒井）

ゴール型ゲームにおける典型教材（シュートボール）を経験するとともに、

ゴール型ゲームにおける優れた教材の持つ条件を教育内容の系統性の観点

から考究する。【TV会議システム+レポート課題】

第8回

6/18

・体育の授業づくり③（筒井）

ゴール型ゲームにおける典型教材（フットビー）を経験するとともに、ゴ

ール型ゲームにおける優れた教材の持つ条件をルール及び教具の観点から

考究する。【TV会議システム+レポート課題】

第9回

6/25

・体育の授業づくり④（筒井）

ベースボール型ゲームにおける典型教材（並びっこベースボール）を経験

するとともに、ベースボール型ゲームにおける優れた教材の持つ条件を教

育内容の系統性の観点から考究する。【TV会議システム+レポート課題】

第10回

6/25

・体育の授業づくり⑤（レポート作成）とする。

① から④までの学びを生かし、ゴール型ゲームまたはベースボール型ゲ

ームにおける教材を考え提出する。【TV会議システム+レポート課題】

第11回

7/2

・理科の教材研究（山本）

理科の目標や内容を概観するとともに、電気に関する単元を例に、授業づく

りのための教材研究や予備実験を行う。【TV会議システム】

第12回

7/9

・理科の授業づくり①（山本）

理科の授業分析･評価の視点と方法を理解し、第3〜6学年の電気に関する学習

について、教材研究・予備実験したことをもとに、単元の学習指導案を作成

する。【TV会議システム+レポート課題】

第13回

7/9

・理科の授業づくり②（山本）

理科の授業分析･評価の視点と方法を理解し、第3〜6学年の電気に関する学習

について、教材研究・予備実験したことをもとに、本時の学習指導案を作成

する。【TV会議システム+レポート課題】

第14回

7/16

・理科の模擬授業の実践と反省①（山本）

作成した学習指導案に基づく導入部分の模擬授業を実践し、理科の授業分析･

評価の視点から反省的に議論を行う。

【TV会議システム+レポート課題】

第15回

7/16

・理科の模擬授業の実践と反省②（山本）

模擬授業の反省を生かして、改善した指導案を作成する。

【TV会議システム+レポート課題】



成 績 評 価 の 方

法・観点等

１ 授業への貢献度３割、授業で作成したレポートなどの得点４割、授業への参加態度

（課題への積極的な取り組み、授業での積極的発言等）３割、として評価する。

２ 授業目標の達成度の評価は、(1)(2)については授業観察記録と作成した学習指導細

案等のレベルを評価する。(3)については、講義で作成したレポートに提案された「次

の授業への改善策と課題」のレベルを評価する。なお、欠席日数が1/3以上ある場合は

評価の対象としない。

テキスト・教材・

参考書等

【参考資料等】

 文部科学省『小学校学習指導要領』．文部科学省『小学校学習指導要領解説理科編、

体育編』、東洋館出版．文部科学省『小学校学習指導要領解説外国語活動編・外国

語編』、開隆堂出版.

 深澤広明・恒吉宏典 編『重要用語300の基礎知識 授業研究』、明治図書

【テキスト】特になし

事前事後学修
事前は対象教材について、教育内容の系統性を学修し、授業に臨むこと（全，15時間）。

事後は、講義に身につけた知識をもとに、他の類似教材についての指導法を考究するこ

と（全，15時間）。

そ の 他



授業科目区分 専門科目 開設コース 小学校教員養成特別コース

授 業 科 目 名

(英 文 名)

総合学習の創造過程と評価法

( Development and Evaluation of Integrated Studies ）

単     位 ２単位

担 当 教 員

勝見 健史

山本 智一
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 ２年次

開 講 学 期 前期

授業の目標及び

期待される学習

効果

○総合的な学習の時間が創設されるに至った歴史的経緯や背景を踏まえ，これまで先進

的に行われてきた実践などを参考にしながら，その意義や指導方法及び評価方法につ

いて議論する。また，連携協力校の総合学習の計画・実行・評価の実際について，地域

や児童の実態に即した活動計画を構想できたかを検討する。

○学校全体での総合学習の位置づけを理解した上で，年間計画や活動計画が立案・実行・

評価ができるようになることが期待される。

授業の内容・計画 第１回

5/19

オリエンテーション（勝見）

本講義の全体構成を把握する。わが国の教育課程の中に位置付く総合的な

学習の時間の意義と内容について，学校教育現場の現状と課題を手がかりに

して概観する。  【TV会議システム】

第２回

5/26

総合学習のねらい（１）（勝見）

小学校における総合的な学習の意義やねらいについて，学習指導要領に

記された事項を中心に理解し，計画立案をする上での留意点などについて理

解する。また，教育課程の中に総合的な学習の時間が位置づけられたことにつ

いて，その歴史的経緯を概観するとともに，その背景にある社会的な動きにつ

いて理解する。【TV会議システム】

第３回

6/2

総合学習のカリキュラム研究（１）（勝見）

総合的な学習の時間におけるスコープとシーケンスを考慮したカリキュラ

ム編成の方法について，各地の総合的な学習の時間のカリキュラム事例を通

して理解する。  【TV会議システム】

第４回

6/9

総合学習のカリキュラム研究（２）（勝見）

総合的な学習の単元構想にあたって，カリキュラムとの整合，テーマ設定の

方法，追究対象となる素材の選定方法，学習過程での活動等について理解す

る。      【TV会議システム】



第５回

6/16

前半

総合学習の素材開発研究（１）（勝見）

総合的な学習の単元で追究対象となる具体的素材の収集と検討を行う。そ

の際，素材の価値解釈を行い，カリキュラムと整合させた扱い方について考察

する。【TV会議システム+レポート課題】

第６回

6/16

後半

総合学習の素材開発研究（２）（勝見）

総合的な学習の単元で追究対象となる具体的素材の収集と検討を行う。そ

の際，素材の価値解釈を行い，カリキュラムと整合させた扱い方について考察

する。【TV会議システム+レポート課題】

第７回

6/23

前半

総合学習の単元構想演習（勝見）

これまで学習してきた総合的な学習のカリキュラム，具体的素材，活動展開

の要諦を活かして，特定の学年を想定した単元を構想する

【TV会議システム+レポート課題】

第８回

6/23

後半

総合学習の評価（勝見）

総合的な学習の時間における児童・生徒の学習状況の評価の観点，評価の方

法について理解し，総合的な学習の時間における意味的・解釈的な授業評価の

方法について考察する。児童・生徒の学習改善と促進に活きる評価の機能を理

解する。とりわけ，ポートフォリオを中心とした評価方法について理解する。

【TV会議システム】

第９回

6/30

総合学習で培う科学的リテラシー(1) （山本）

これからの社会で求められる能力の一つとして，科学的リテラシーを取り

上げ，科学が関連している社会の論争的な問題（Socio-scientific issue）を

総合学習の題材として扱うことの意義を理解する。【TV会議システム】

第10回

7/7

総合学習で培う科学的リテラシー(2) （山本）

科学が関連している社会の論争的な問題について，食の問題を例として，総

合学習での教材化を検討する。①基本的な知識の学習，②問題をめぐる賛否両

論の調査，③意思決定というプロセスで単元を構想する手法をもとに，一連の

探究活動の組み立て方を理解する。【TV会議システム】

第11回

7/14

社会の科学問題を扱った素材開発研究(1) （山本）

環境・資源エネルギー・健康・食・科学技術を素材にした総合学習について，

自分が得意とするテーマや，興味・関心のあるテーマを設定し，素材開発を行

う。素材が持つ内容的な構造をマップに表現・整理する。【TV会議システム】

第12回

7/21前半

社会の科学問題を扱った素材開発研究(2) （山本）

第11回で設定したテーマについて，単元構想を検討する。指導案形式に沿っ

て，素材の価値と子どもの育ちを想定するとともに，育てたい力と評価の計画

を一連の探究活動に位置づけて表現する。【TV会議システム+レポート課題】

第13回

7/21後半

社会の科学問題を扱った素材開発研究(3) （山本）

第11回で設定したテーマについて，導入の１時間を検討する。素材と子ども

の出会わせ方や問題意識の持たせ方について，教師の支援の具体を検討する。

【TV会議システム+レポート課題】



第14回

7/29前半

社会の科学問題を扱った素材開発研究(4) （山本）

第11〜14回までに取り組んだ素材開発について，発表と交流の場を持つ。素

材が持つ意義と活動の実行可能性を吟味するとともに，それぞれの素材開発

が，科学的リテラシーの育成にどのように寄与できるのかを議論する。

【TV会議システム+レポート課題】

第15回

7/29後半

総括（山本）

総合学習の意義，カリキュラム，素材選び，探究活動の構成，育成する力の

評価など，講義で扱ってきた内容について，総括を行う。

【TV会議システム+レポート課題】

成 績 評 価 の 方

法・評価項目・観

点等

発表・討論及び報告(４割），レポート（４割），参加度（２割）を総合的に評価する。

評価の観点（出席状況を除く）としては以下の点が挙げられる。

・発表・討議・報告については，実践報告の的確さと発表における説得力を評価する。

・活動計画案においては，目標・活動・評価の一貫性，学習活動の実行可能性，ならび

に子どもたちの興味関心を引き出す可能性を評価する。

到達目標

・総合的な学習の意義やカリキュラムの位置づけについて理解している。

・総合的な学習における学習対象の価値の分析を行うことができる。

・総合的な学習の評価方法について理解している。

・総合的な学習の指導と評価の計画を立案することができる。

テキスト・教材・

参考書等

適宜，講義等に必要な資料は配付するが，文部科学省『小学校学習指導要領解説総合

的な学習の時間編』東洋館出版社，を準備しておくこと。

その他，参考文献は，講義の中で紹介するので購入のこと。

事前事後学修 事前学修として，子どもを取り巻く実生活の中から，総合学習の素材となり得る事柄に

ついて，文献や新聞記事などから情報を収集しておくこと。

そ の 他



授業科目区分 専門科目 開設コース 小学校教員養成特別コース

授 業 科 目 名

（英 文 名）

教育実地基礎研究Ⅰ（レポート作成法の研究）

（ Practical Education for Prospective Teachers Ⅰ ）

単     位 ２単位

担 当 教 員

別惣 淳二

前芝 武史

勝見 健史

河邊 昭子

山本 智一

筒井 茂喜

和田あずさ

加藤 久恵

必修・選択の別 選択

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】

この科目のテーマは、学校教育の現代的課題を研究テーマにして、歴史の面、制度の

面、カリキュラムの面、指導内容の構造的理解の面、教育方法の面、教育評価の面等か

ら検討を行い、その成果を研究レポート・論文やプレゼンテーションにまとめることを

通して、実践的研究を行うための教育の基本的理解を得ることにある。

【到達目標】

この科目の目標は、①論文の書き方として、各自の研究テーマに沿った文献を読んで

先行研究の分析を行い、研究の位置づけを明確にするとともに、今後の研究課題を提示す

ることができる。②執筆した論文の内容を Power Point を使って適切にプレゼンテーショ

ンを行うことができる。③グループ内での個々の論文発表について、討論や協議に積極的

に参加し、主体的に学ぶことができる。

授業の内容・計画 第１回

レポート・論文の書き方（第 1 回）(キーワード:研究レポート・論文の定義)

（１コマ 授業担当教員全員が担当する）［講義］

授業の目標・計画、授業方法、指導担当教員等について説明を受ける。また、

論文タイトルや指導担当教員を決定するために、希望調査を実施する。各自ど

のようなテーマで論文を執筆するかを検討する。

講義として、「レポート・論文の書き方（第1回）」を行い、大学院で執筆

する論文について理解を深める。

第２回

レポート・論文の書き方（第 2回）(キーワード:論文の構成、研究テーマの設

定、調査の方法と倫理)（１コマ 授業担当教員全員が担当する）［講義］

大学院における論文の書き方について説明し、執筆に向けての知識を修得す

る。

第1回目に配付された希望調査を提出する。

第３回

論文検索の仕方（0.5 コマ 授業担当教員全員が担当する）［講義］

図書館における論文検索の仕方について講義を受ける。

レポート・論文の書き方（第 3回）(キーワード:論文の文章表現法、註と引用

の方法)（0.5 コマ 授業担当教員全員が担当する）［講義］

大学院における論文の書き方について説明し、執筆に向けての知識を修得す

る。

希望調査に基づき、テーマによって論文執筆のグループ分けを行った結果

について報告する。

各グループに分かれて、担当教員と次回の演習に向けての打ち合わせを行

う。



第４回

論文執筆（第 1 回）(キーワード:歴史的背景の検討)（１コマ 授業担当教員

全員がグループに分かれて担当する）［演習］

8つのグループに分かれて、執筆する論文のテーマ・要旨・構想・章立てを

発表し、担当教員より個別に指導を受ける。

第５回

論文執筆（第 2 回）(キーワード:先行研究の検討)（１コマ 授業担当教員全

員がグループに分かれて担当する）［演習］

8つのグループに分かれて、個々人が現代的な教育課題をテーマに執筆した

論文を発表し、担当教員やグループメンバーから、内容について質問や指導

を受ける。

第６回

論文執筆（第 3 回）(キーワード:研究課題の教育的意義についての検討)（１

コマ 授業担当教員全員がグループに分かれて担当する）［演習］

8つのグループに分かれて、個々人が現代的な教育課題をテーマに執筆した

論文を発表し、担当教員やグループメンバーから、内容について質問や指導

を受ける。

第７回

論文執筆（第 4 回）(キーワード:教育制度や答申からの検討)（１コマ 授業

担当教員全員がグループに分かれて担当する）［演習］

8つのグループに分かれて、個々人が現代的な教育課題をテーマに執筆した

論文を発表し、担当教員やグループメンバーから、内容について質問や指導

を受ける。

第８回

論文執筆（第 5 回）(キーワード:学習指導要領との関連の検討)（１コマ 授

業担当教員全員がグループに分かれて担当する）［演習］

8つのグループに分かれて、個々人が現代的な教育課題をテーマに執筆した

論文を発表し、担当教員やグループメンバーから、内容について質問や指導

を受ける。

第９回

論文執筆（第 6 回）(キーワード:教育課程の観点からの検討)（１コマ 授業

担当教員全員がグループに分かれて担当する）［演習］

8 つのグループに分かれて、個々人が現代的な教育課題をテーマに執筆した

論文を発表し、担当教員やグループメンバーから、内容について質問や指導を

受ける。

第10回

論文執筆（第 7 回）(キーワード:指導内容の構造的理解についての検討)（１

コマ 授業担当教員全員がグループに分かれて担当する）［演習］

8 つのグループに分かれて、個々人が現代的な教育課題をテーマに執筆した

論文を発表し、担当教員やグループメンバーから、内容について質問や指導を

受ける。（各自が論文の草稿を担当教員に提出する。）

第11回

論文執筆（第 8 回）(キーワード:指導方法についての検討)（１コマ 授業担

当教員全員がグループに分かれて担当する）［演習］

8 つのグループに分かれて、個々人が現代的な教育課題をテーマに執筆した

論文を発表し、担当教員やグループメンバーから、内容について質問や指導を

受ける。

（各自が指導教員から校正・参考文献等のチェック済み原稿を受け取る。）

第12回

論文執筆（第 9 回）(キーワード:指導形態についての検討)（１コマ 授業担

当教員全員がグループに分かれて担当する）［演習］

8 つのグループに分かれて、個々人が現代的な教育課題をテーマに執筆した

論文を発表し、担当教員やグループメンバーから、内容について質問や指導を

受ける。



第13回

プレゼンテーションの方法と評価方法についての理解（１コマ 授業担当教員

全員が担当する）［講義・演習］

執筆した論文のプレゼンテーションを行うために、プレゼンテーションの

意義、基本操作、文字入力法、効果についての知識を学ぶ。また、評価方法

について理解する。

第14回

プレゼンテーションと評価方法の実践（１コマ 授業担当教員全員がグループ

に分かれて担当する）［演習］

8つのグループに分かれて、論文内容についてのプレゼンテーションを実際

に行うことにより発表するための能力を培う。また、発表者のプレゼンテー

ションを視聴して具体的な評価方法を学ぶ。

第15回

論文執筆（第 10回）(キーワード:教育評価の方法についての検討)（1コマ 授

業担当教員全員がグループに分かれて担当する）［演習］

プレゼンテーション終了後は、グループごとに現代的な教育課題をテーマ

に執筆した論文について発表を行い、担当教員やグループメンバーから内容

について質問や指導を受ける。

成 績 評 価 の 方

法・観点等

・評価方法

授業における協議や討議への参加度（評価割合：10%）、提出論文（評価割合：60%）、

リフレクションカード（評価割合:10％）、プレゼンテーション（評価割合：20%）によ

り総合的に評価する。

8割以上の出席がない場合（4回以上の欠席）は、成績評価の対象とはしない。

・評価の観点

①授業での協議や討議への参加の評価では、協議や討議への積極的な参加度と主体的な

学習姿勢を評価の観点とする。

②提出論文の評価では、文章が論理的で、適切な表現がなされているかどうか、また各

自の研究テーマに沿った文献を読んで先行研究の分析を行い、研究の位置づけを明確に

するとともに、今後の研究課題を提示できているかどうかを評価の観点とする。

③リフレクションカードの評価では、自身の書く能力の成長や新たな気づきについての

記載内容を評価の観点とする。

④プレゼンテーションの評価では、「研究内容の伝達力」「話し方の工夫、説得力」「プ

レゼンテーションの創意・工夫」「情報機器等の活用力」を評価の観点とする。

テキスト・教材・

参考書等

【テキスト】

吉田健生著『大学生と大学院生のためのレポート・論文の書き方【第２版】』(ナカニ

シヤ出版)

【参考書等】

教員から配付される教材（プリント等）

事前事後学修
「論文執筆」が始まれば、各自が発表担当日までに論文執筆を行う。

「プレゼンテーション」では、発表担当日までに各自の書いた論文に基づきプレゼンテ

ーションの準備を行う。

最終的に、締め切り日までに各自の論文を完成させる（全 50 時間）。

授業において各自が作成した論文は、履修生全員が協力し合って１冊の作品集にまとめ

る(10 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 小学校教員養成特別コース

授 業 科 目 名

（英 文 名）

教育実地基礎研究Ⅱ（教育実践研究法の研究）

（ Practical Education for Prospective Teachers Ⅱ ）

単     位 ２単位

担当教 員

鈴木 正敏

別惣 淳二

山本 智一

筒井 茂喜

和田あずさ

必修・選択の別 選択

授 業 の 方 法 講義・演習

標準履修年次 ２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】

・学校教育における活動の中核は授業であり，よい授業を実践するためには，授業を分

析・評価し長所，短所を把握し，短所の改善を図ることが必要である。この授業では，

１）授業分析の手順，質的データや量的データの分析方法，質的データを量的データに

加工する方法等について理解する。２）分析結果から長所や短所の原因を究明し，改善

策を設定することができることを目標とする。

【到達目標】

・自分の授業改善を図る基本的な知識・技術として，教育実習や教員になってからの授

業研究に有効に機能すると期待できる。

授業の内容・計画 第１回

第１回から第５回までは講義

・授業の目標・計画，授業方法等の理解

授業内容は教育実践研究の動向，授業分析の意義，授業分析の手順と分析

方法，改善策の設定，その計画等であることを理解する。（筒井）

第２回

・教育実践研究の目的と動向の理解

現在まで行われてきた実践研究の成果や課題を示した資料をもとにして教

育実践研究の意義と動向を理解する。（筒井）

第３回

・授業分析の目的と授業分析の条件の理解

授業研究の具体的内容として授業分析を取り上げ，資料をもとにして授業

分析の目的や方法，研究結果について理解する。正確な授業記録，学習結果

等が分析の資料となることを理解する。（筒井）

第４回

・授業分析の手順の理解（１）

資料をもとにして，5．学習結果の診断基準の作成，6．授業記録や学習結

果の分析と判定，7．改善策の検討，8．報告書の作成，についてその具体的

内容・方法を理解する。（山本）

第５回

・授業分析の手順の理解（２）

資料をもとにして，5．学習結果の診断基準の作成，6．授業記録や学習結

果の分析と判定，7．改善策の検討，8．報告書の作成，についてその具体的

内容・方法を理解する。（山本）



第６回

第６回から第９回は演習

・授業記録の作成と質的データの分析

班別で小学校の授業から教師行動と抽出児の学習行動・結果を逐語記録等

として記録紙，授業展開における教師の発問やその意図と学習結果の関係に

ついて分析・検討レポートとしてまとめる。（山本）

第７回

・質的研究と量的研究の長所・短所の解析

質的データの分析と，量的データの分析をもとにした研究との関係につい

て，実際の研究論文を検討する中でその長所・短所を理解する。（鈴木）

第８回

・質的データと量的データの複合分析

逐語記録や教師の行動，子どもの態度尺度等と，数量化した学習成果との

関係について分析・検討する。（鈴木）

第９回

・質的データの分析結果の発表

質的データの分析・検討レポートを全体の中で班ごとに発表する。発表後

の討議の結果を加え，レポートを修正する。（鈴木）

第10回

第10回は講義

・量的データへの加工・変換・分析

ふりかえりカードや学習カード，ノートの記述内容等の資料をもとに質的

データから量的データへの加工や変換，その分析について理解する。（別惣）

第11回

第11回から第14回までは演習

・量的データの収集計画

授業分析等の手順に沿って計画を立て，役割分担をする方法について理解

する。（別惣）

第12回

・データの分析方法の理解

実際のデータを分析する際の方法論について，オンラインソフトなどを利

用して理解を深める。（別惣）

第13回

・データの分析とまとめ

提供されたデータを分析し，その結果，考察，結論について整理し，まと

めて発表原稿を作成する。（和田）

第14回

・分析結果の発表

班毎に分析結果を発表し，全体で討議する。討議の結果を加えて再吟味し，

報告書としてまとめる。（和田）

第15回

講義

・総括

授業分析の意義や手順の理解の確認，報告書の評価等をし，今後の課題を

明確にする。（和田）



成 績 評 価 の 方

法・観点等

成績評価の方法：

授業におけるグループ討議などへの参加度・貢献度（30％），各担当教員へのレポート

（70％）を合わせて総合的に評価する。

成績評価の観点：

1）授業研究にかかわる研究方法について，それぞれの手法とその長所・短所を理解し，

自らの研究に活用することができる。

2）研究方法のうち，量的データの分析についての具体的な手法を理解し，実際のデータ

を分析することができる。また，そのような分析を用いて書かれた論文について理解す

ることができる。

3）研究方法のうち，質的データの分析についての具体的な手法を理解し，量的との方法

論的比較を行いながら，データの収集と分析について具体的な計画を立てることができ

る。

各レポートにおいて，上記の3つの点を満たしているかどうかを評価の観点とする。

テキスト・教材・

参考書等

適宜，講義等に必要な資料は配付する。

事前事後学修
・教育研究における量的・質的研究方法について，各自の興味関心に沿った論文を選び，

事前に読んで自分なりの課題を把握しておくこと。（全30時間）

・授業後には，各回ごとに網羅された事項について復習するとともに，自分の研究テー

マに即して応用可能であるかどうかを検討すること。また，出された課題のレポートに

ついて，各自取り組んで提出すること。（全30時間）

そ の 他

・アクティブラーニング実施科目

・履修にあたっては，実地研究I・IIと同時期になるので，教育現場での課題意識を持ち

ながら実習と授業との往還型の学びを目指すこと。


