
授業科目区分 専門科目 開設コース グローバル化推進教育リーダーコース

授 業 科 目 名

（英 文 名）

国際理解教育

（ Global Understanding ）

単     位 ２単位

担 当 教 員

川﨑 由花

クレア・グレイディ

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 １年次

開 講 学 期 後期

授業のテーマ

及び到達目標

グローバル化が進む今日においては、価値観や生活環境の異なる人々について知り、

その人たちの文化を理解して、何事にも柔軟に対応できる力・考える力を養うための教

育が求められている。本授業では、１）様々な国や地域に内在するグローバルイシュー

について学び、課題解決に向けて議論を交わすことで思考力を養いつつ学生自身の国際

理解に係る知識を獲得すること、２）得た知識を既存の教科に応用して児童・生徒への

グローバル教育が実践できる授業開発の力を養うことを到達目標とする。

授業の内容・計画 第１回

オリエンテーション――世界と日本の社会の国際化       （担当：全員）

本授業の授業計画・方法等について説明する。また、グローバルとは何か，

グローバル社会、グローバル人材等について考える。

第２回

自己認識と他者理解、コンセンサスメーキングI      （担当：川﨑）

『レヌカの学び』とその応用から、グローバル社会に必要な受容、共感、対

話などの姿勢を育む学びについて考察する。

第３回

自己認識と他者理解、コンセンサスメーキングII    （担当：川﨑）

「ちがいのちがい」を考えることにより、子どもたちを多様な価値観への認

識を導き、合意形成を行う、主体的で対話的な学びをデザインについて考察す

る。

第４回

異なる社会の異なる常識                （担当：川﨑）

先入観、ステレオタイプ、～らしさ等の言葉を手掛かりに、異なる社会におけ

る異なる常識について考える。

第５回

写真教材との対話から学びを引き出す・深めるⅠ      （担当：川﨑）

「フォトランゲージ」の基本手法とその効果を学び、気づきから主体的学びを

引き出す応用的手法の展開を考察する。

第６回

写真教材との対話から学びを引き出す・深めるII      （担当：川﨑）

教材『地球の食卓』を用いて異文化との出会い、違いと共通性の認識などの

観点で比較検討する。また、時間軸での比較教材の有効性を考察する。

第７回

行動変容のための構造的理解Ⅰ              （担当：川﨑）

世界のあり様を体験的に学ぶシミュレーション教材「世界がもし100人の村だ

ったら」の要素を確認し、学習分野との関連を分析する。



第８回

行動変容のための構造的理解II              （担当：川﨑）

『世界がもし100人の村だったら』の学びを子どもたちの行動変容につなげ

るための展開を考察する。

第９回

身近な社会とグローバルイシューI            （担当：川﨑）

スマートフォンを通じてグローバル経済の仕組みと社会問題を理解し、自分

とのつながりについて考え、地球市民としての行動について考える。

第10回

身近な社会とグローバルイシューII             （担当：川﨑）

「100円ショップ」を題材に、買い物の基準等について考えるとともに、「買

う」という行為で、消費者である「私」はだれとどのように。

第11回

ゴミと生活                       （担当：川﨑）

私たちの生活と密接な関係にあるゴミ（食物、プラスティック等）を取り上げ、

世界各地で起きているゴミ問題について学び、それらの問題解決のための行動、

持続可能な社会のための行動について考える。

第12回

グローバル市民としての意識形成            （担当：川﨑）

ランキングの手法で自己の価値観を確認し、他者との対話を通してグローバ

ル市民としての意識形成を試みる。

第13回

つくる責任つかう責任                 （担当：川﨑）

コットン、コーヒーなど具体的産物のサプライチェーンを通して相互依存関

係にある世界の構造を理解する。

第14回

模擬授業                       （担当：全員）

第1回～第13回の授業で取り上げた内容を、学校での授業に応用し、10分程

度の模擬授業を行う。

第15回

発表、授業のまとめ                    （担当：全員）

多文化共生社会の実現とグローバル市民育成のための教育実践への応用を考

察し、発表する。

成績評価の方法・

観点等

【到達目標・評価の観点】

・様々な国や地域のかかえる課題について理解し，議論することができる。

・授業で取り上げた教材を学生各自の学校での授業に応用し、国際理解教育を推進する

授業づくりを考案することができる。

【評価方法】

「授業の目標及び期待される学習効果」を踏まえ、課題（60%）、開発教材を用いた模

擬授業（30%）に授業への参加度・貢献度（10％）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】

・授業中に教員より配付される教材（プリント等）を用いる。

【参考書等】

・参考書等は授業中に適宜提示する。

事前事後学修
・事前学修：毎回の授業で課される課題に取り組むこと。（30時間）

・事後学修：授業後に示される課題に取り組むこと。（30時間）



その他

・アクティブ・ラーニング実施科目

・グローバル化推進教育リーダーコース以外の受講希望者は、事前に担当教員にご相談

ください。なお、受講人数により受講できない場合があります。

・シラバスの内容および順番は変更することがあります。

・授業形態は，オンライン授業（Zoom等）または対面授業とし，必要に応じて課題配信・

レポート提出等にはLive Campusを活用します。



授業科目区分 専門科目 開設コース グローバル化推進教育リーダーコース

授 業 科 目 名

（英 文 名）

世界の教育

（ World Educations ）

単     位 ２単位

担 当 教 員

川﨑 由花

クレア・グレイディ
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

本授業では、様々な国や地域の教育制度・学校教育をテーマとして取り上げる。海外の

現職教員および実際に学校視察を行った日本の研究者から、学校現場の実情についての講

義を受けることで、１）日本および様々な国・地域の教育制度について学び、２）事例研

究から教育現場の実情について知り、３）そこから得られる知見を学生自身の研究課題に

照らして考察する力を養うことを到達目標とする。また近年注目される国際バカロレア教

育についても学習する。

授業の内容・計画
第１回

全体概要解説、オリエンテーション    （担当：川﨑、グレイディ）

本授業の概要と授業の進め方、期待される学習効果等について説明すると

ともに、授業計画・課題を確認する。

第２回

日本の学校、学校制度               （担当：川﨑）

カリキュラム、教職員、施設設備また生徒指導や地域社会との関係等につい

て、日本の学校の「独自性」「特異性」の検討から、日本の学校教育、公教育の

在り方を考察する。

第３回

事例研究：オランダの教育事情           （担当：川﨑）

オランダの学校・学校制度について概観し、日本の教育との比較検討をする

とともに、学生それぞれの研究課題に照らして考察をする。

第４回

事例研究：台湾の教育事情              （担当：川﨑）

台湾の学校・学校制度について概観し、日本の教育との比較検討をするとと

もに、学生それぞれの研究課題に照らして考察をする。

第５回

事例研究：フィリピンの教育事情           （担当：川﨑）

フィリピンの学校・学校制度について概観し，日本の教育との比較検討を

するとともに、学生それぞれの研究課題に照らして考察をする。

第６回

事例研究：ミャンマーの教育事情           （担当：川﨑）

ミャンマーの学校・学校制度について概観し，日本の教育との比較検討を

するとともに、学生それぞれの研究課題に照らして考察をする。

第７回

事例研究：モロッコの教育事情           （担当：川﨑）

モロッコの学校・学校制度について概観し，日本の教育との比較検討をす

るとともに、学生それぞれの研究課題に照らして考察をする。



第８回

国際バカロレア教育-概念、 PYP         （担当：グレイディ）

国際バカロレア（IB：International Baccalaureate）について概観し，その教

育プログラムの一つである3-12歳を対象にしたPrimary Years Programme（初

等課程プログラム）について学ぶ。

第９回

国際バカロレア教育-MYP, DP           （担当：グレイディ）

11-16歳を対象にしたMiddle Years Programme（MYP、中等課程プログラム）

および、16-19歳を対象にしたDiploma Programme（DP、ディプロマ・プログ

ラム）について概観し、導入に向けての課題等を考察する。

第10回
事例研究：アメリカの教育事情      （担当：グレイディ、川﨑）

の学校・学校制度について概観し，日本の教育との比較検討をするととも

に、学生それぞれの研究課題に照らして考察をする。

第11回
事例研究：オーストラリア／ニュージーランドの教育事情 （担当：川﨑）

の学校・学校制度について概観し，日本の教育との比較検討をするととも

に、学生それぞれの研究課題に照らして考察をする。

第12回
事例研究：（中東）の教育事情            （担当：川﨑）

（中東）の学校・学校制度について概観し，日本の教育との比較検討をす

るとともに、学生それぞれの研究課題に照らして考察をする。

第13回
事例研究：（アフリカ）の教育事情           （担当：川﨑）

（アフリカ）の学校・学校制度について概観し，日本の教育との比較検討

をするとともに、学生それぞれの研究課題に照らして考察をする。

第14回
発表                 （担当：グレイディ、川﨑）

本授業で学んだ各国の教育事情を学生自身の研究課題に照らし、応用可能な

側面、応用方法、提案等、パワーポイントを作成して発表する。

第15回

発表、まとめ               （担当：グレイディ、川﨑）

第 14 回に続き、本授業で学んだ各国の教育事情を学生自身の研究課題に照ら

し、応用可能な側面、応用方法、提案等、パワーポイントを作成して発表する。

全授業の総括を行う。

成績評価の方

法・観点等

【到達目標・評価の観点】

・授業で取り上げた国や地域の教育制度・教育課題等について理解できている。

・それらの課題等を学生各自の研究課題に照らして検討することができる。

【評価方法】

課題（80％）、発表（20％）に授業への参加度・貢献度を加味して総合的に評価する。

テキスト・教材・

参考書等

・教員から配付される教材（プリント等）

・参考書等は適宜指示する。

事前事後学修
・事前学修：授業内容に関する論文等を読んでおく。（30時間）

・事後学修：授業中に示す課題レポート、発表用パワーポイントを作成する。（30時間）

その他

・アクティブ・ラーニング実施科目

・グローバル化推進教育リーダーコース以外の受講希望者は、事前に担当教員にご相談く

ださい。なお、受講人数により受講できない場合があります。

・授業内容は変更される場合があります。

・ZoomなどのTV会議システムを活用し講義等をリアルタイムで配信するとともに、

Live Campusを用いて課題を配信し、レポートを提出する等の形態で授業を実施する。



授業科目区分 専門科目 開設コース グローバル化推進教育リーダーコース

授 業 科 目 名
（英 文 名）

国際教育協力
（ International Cooperation in Education ）

単     位 ２単位

担 当 教 員

藤原 孝章

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

学校教育における国際理解教育の動向を概観し、その上で、国際教育協力に焦点をあて
る。国連ミレニアム開発目標（MDGs）とその後続の SDGs（持続可能な開発目標）について、
教育協力における JICA や NGO の取り組みを取り上げながら、グローバルな視点から学校教
育のあり方を考察する。
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特色、学ぶべき点と固有の課題

について具体的に把握し、現任校において具体的な国際教育協力プログラムを作成できる
力量を養うことを到達目標とする。

授業の内容・計画 第１回
国際理解教育の理論           

国際教育協力の意義を理解するとともに、学校教育における国際理解教育
や開発教育について歴史的、理論的背景を理解する。

第２回

国際理解教育とESD／GCED        
「国連ESDの10年」を経て「ESDグローバル・アクション・プログラム」,グ

ローバル・シティズンシップ教育（GCED）が世界的に推進されていることか
ら、国際理解教育を中核とするESD／GCEDのあり方を検討する。

第３回

国際教育協力（国際理解教育・開発教育）のためのカリキュラム
学校で国際教育虚力を実践するための学習目標、学習領域、カリキュラム

開発のあり方について理解を深める。

第４回

EFA、MDGs、SDGsの取り組み ①貧困と教育協力
貧困の削減は開発途上国にとって長年の課題である。貧困は、教育、雇用、

地域開発，ジェンダーなど多くの要因が連鎖している。タイ，バンコクのス
ラムを事例に、貧困削減と教育協力のあり方と課題を検証する。

第５回

EFA、MDGs、SDGs の取り組み ②エスニック・マイノリティーと教育協力
移民、難民、先住民族，少数民族などエスニック・マイノリティーの子ども

の教育は，先進国、開発途上国を問わず社会的包摂の課題となっている。タイ
北部の学校を事例に、開発途上国における少数民族と教育協力のあり方と課題
を検証する。

第６回

教育の質の向上を目指す取り組み ① 環境教育と持続可能な農業
グローバリゼーションの波は、開発途上国をも容赦なく襲っている。大都

市への人口流入、化学肥料を大量に使った単一耕作など都市や農村の環境に
不可を与えている。タイ北部のNGOを事例に、環境意識の高揚と有機農業の紹
介などノンフォーマル教育に焦点をあてる。

第７回
教育の質の向上を目指す取り組み ②エイズと住民参加型の教育協力  
エイズは、養育者の死亡や一家離散など、開発途上国の村落コミュニティ

に、大きな影響を与えてきた。タイ北部の村落におけるコミュニティベース
ドアプローチを取り上げ、その成果と課題を検証する。



第８回

教育の質の向上を目指す取り組み ③海外体験学習
国際教育協力にとって、海外における観光、人権、持続可能な開発のフィ

ールドに出向くことは、すなわち体験することは重要なことである。スタデ
ィツアーや海外体験学習の事例を取り上げて、体験を通して教育協力の課題
を学ぶことの意義を考察する。

第９回

アクティブ・ラーニング（ワークショップの実施とそのふりかえり）による
授業づくり①

国際理解教育や開発教育で実践されている様々な教材を体験することによ
り、アクティブ・ラーニングにおける学習目標や学習方法について理解する
とともに、授業づくりのためのポイントについて考察する。例として、「ち
がいのちがい」：アクティブ・ラーニングの入り口として「ちがいのちがい」
を体験し、学びのプロセス重視、多角的考察、コミュニケーション・スキル
の習得などについて理解する。

第10回

アクティブ・ラーニング（ワークショップの実施とそのふりかえり）による
授業づくり②
「援助する前に考えよう」のワークショップを通して、学校建設や寄付

についての是非、意義、教育協力の課題について考察する。この際、JICA
地球ひろばが提供する映像教材なども用いる。

第11回

アクティブ・ラーニング（ワークショップの実施とそのふりかえり）による
授業づくり③
引き続き、 援助する前に考えよう」のワークショップを通して、学校

建設や寄付についての是非、意義、教育協力の課題について考察する。こ
の際、JICA地球ひろばが提供する映像教材なども用いる。

第12回
勤務校でできる国際教育協力①    

受講生が各自の勤務校でできる国際理解教育及び国際教育協力についてま
とめる。

第13回
勤務校でできる国際教育協力②     
受講生各自が作成したプランを発表し、相互に検討・論議する。

第14回
勤務校でできる国際教育協力③     
受講生が各自の勤務校でできる国際理解教育及び国際教育協力についてまと

める。

第15回
授業のまとめ              
授業を振り返り、学校現場で何を導入できるか報告書を作る。

成績評価の方法・
観点等

【到達目標・評価の観点】
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特色、学ぶべき点と固有の課

題について具体的に把握し、現任校において具体的な国際教育協力プログラムを作成で
きるようにする。
【評価方法】
報告書（評価割合：７０％），発表（評価割合：３０％）に授業への参加度・貢献度

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/教員から配付される教材（プリント等）
日本国際理解教育学会編（2015）『国際理解教育ハンドブック』明石書店
田中治彦・三宅隆史・湯本浩之編（2016）『SDGSと開発教育』学文社

・参考図書等は適宜指示する。
藤原孝章（2008）『ひょうたん島問題＾多文化共生社会ニッポンの学習課題』明石書店

事前事後学修

・事前学修：シラバスに示された内容に関する文献検索，論文講読をし予習をすること
（30時間）。
・事後学修：集中講義終了後は関係論文・書籍を読み授業内容の理解を深めること（15
時間）。かつ授業終了後の最終課題を課す（15時間）。

その他

・アクティブ・ラーニング実施科目
・グローバル化推進教育リーダーコース以外の受講希望者は，事前に担当教員にご相談
ください。なお，受講人数等により受講できない場合があります。

・ZoomなどのTV会議システムを活用し講義等をリアルタイムで配信するとともに、
Live Campusを用いて課題を配信し、レポートを提出する等の形態で授業を実施する。



授業科目区分 専門科目 開設コース グローバル化推進教育リーダーコース

授 業 科 目 名

（英 文 名）

フィールドワーク・プレ演習

（ Preliminary Seminar on Fieldwork ）

単     位 ２単位

担 当 教 員

川﨑 由花

クレア・グレイディ

和田 あずさ
必修・選択の別 選択必修

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

児童・生徒に対する国際理解教育のあり方を踏まえ、海外の教育機関等において受講生

各自の研究、あるいは教育実践に資する海外フィールドワークを企画立案し、実施に向け

て活動計画案を作成することを目的とする。また、海外の教育機関等と連絡調整をするコ

ミュニケーション力を身につけ、海外研修等の企画・実施者としてのスキルを育成するこ

とを目指す。

授業の内容・計画
第1回

オリエンテーション                  （担当：全員）

本演習のねらい及び海外フィールドワークの実施方法や計画方法等につい

て理解する。

第２回

海外フィールドワークの意義と目的       （担当：川﨑、グレイディ）

学生自身の研究課題と学校現場での必要性に基づいた海外フィールドワー

ク活動の意義・目的等について意見交換を行い、それぞれのフィールドワーク

の方向性を検討する。

第３回

海外フィールドワーク事例研究①        （担当：川﨑、グレイディ）

台湾におけるフィールドワーク事例を元に、新たなフィールドワークの開発

に向けて検討する。

第４回

海外フィールドワーク事例研究②        （担当：川﨑、グレイディ）

ニュージーランドにおけるフィールドワーク事例を元に、新たなフィールド

ワークの開発に向けて検討する。

第５回

海外フィールドワーク事例研究③        （担当：川﨑、グレイディ）

マレーシア，他におけるフィールドワーク事例を元に、新たなフィールドワ

ークの開発に向けて検討する。

第６回

海外フィールドワークの基本方針策定      （担当：川﨑、グレイディ）

第２回から第５回の授業で学んだことを参考に、学生各自が実施をする海外

フィールドワークの企画・立案に向けて、基本方針（実施時期，訪問先等）を

策定する。

第７回

中間発表               （担当：川﨑、グレイディ、和田）

学生各自が実施する海外フィールドワークの計画について発表し、課題等に

ついて検討する。

第８回

海外フィールドワーク実施準備にかかる英語演習①（担当：川﨑、グレイディ）

海外フィールドワーク受け入れ先との連絡に必要なEメール文について内容

を検討し、英語で作成する。



第９回

海外フィールドワーク実施準備にかかる英語演習②（担当：川﨑、グレイディ）

海外フィールドワーク受け入れ先に提出する自己紹介文等の内容・形式につ

いて学び、英語で作成する。

第10回

海外フィールドワーク実施準備にかかる英語演習③（担当：川﨑、グレイディ）

海外フィールドワーク受け入れ先へ提出する書類、Eメールの英文を仕上げ、

送付する。

第11回

海外フィールドワーク受け入れ先からの返信等 （担当：川﨑、グレイディ）

学生各自が受け取った海外フィールドワーク受け入れ先からの返信メール

について内容を理解する。次のステップについて検討する。

第12回
航空券・ホテル等の手配            （担当：川﨑、グレイディ）

各自手配した航空券・ホテル等について報告し、課題等について検討する。

第13回
海外フィールドワーク実施計画作成①      （担当：川﨑、グレイディ）

これまでの授業内容を元に、海外フィールドワーク実施計画を作成する。

第14回

海外フィールドワーク実施計画作成②      （担当：川﨑、グレイディ）

第13回の授業で作成した実施計画について、課題等を検討し、加筆修正後、

最終版を仕上げる。

第15回
発表                 （担当：川﨑、グレイディ、和田）

学生各自の海外フィールドワーク実施計画について発表する。

成績評価の方

法・観点等

【到達目標・評価の観点】

現任校等におけるグローバル教育に係る現状と課題，あるいは，学生自身の研究課題

を分析し、海外の教育機関等との連携を図りながら、グローバル化推進教育に資する海

外フィールドワークの実施計画が立案できる。

【評価方法】

海外フィールドワーク活動計画案の提出（評価割合：６０％）を重視し，授業への参

加度・貢献度（評価割合：４０％）を加味して，判定する。

テキスト・教材・

参考書等
必要に応じて講義中に指示する。

事前事後学修

・事前学修：指定期日までに「海外フィールドワーク活動計画案」を作成し、担当教員に

提出する。（30時間）

・事後学修：訪問予定校等の情報収集をする。（30時間）

その他

・アクティブ・ラーニング実施科目

・受講対象者は、「グローバル・フィールドワークⅠ（海外）」において、独自のフィ

ールドワーク実施を予定している学生に限定する。履修登録前に担当教員に相談をする

こと。

・ZoomなどのTV会議システムを活用し講義等をリアルタイムで配信するとともに、

Live Campusを用いて課題を配信し、レポートを提出する等の形態で授業を実施する。

後期は状況により対面の授業を実施する場合もある。



授業科目区分 専門科目：グローバル授業実践領域 開設コース グローバル化推進教育リーダーコース

授 業 科 目 名

（英 文 名）

実用外国語演習

（ Practical Foreign Languages Seminar ）

単     位 ２単位

担 当 教 員

クレア・グレイディ

川﨑 由花
必修・選択の別 選択必修

授 業 の 方 法 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

英語が世界の共通語であることはだれもが認めるところであろう。本授業では，グロー

バルな社会で実際に役立つ英語力を育成することを目標とする。英語の４技能「聞く」、

「話す」、「読む」、「書く」の内、前半（第1回～第8回）では「聞く」、「話す」力の

トレーニングを行い、後半（第9回～第15回）では「読む」、「書く」ことに焦点を合わ

せ、実用的な場面設定のもと，使える英語の習得をめざす。

授業の内容・方法 第１回

オリエンテーション、および、英語能力確認（担当：川﨑、クレア）

まずは、英語の能力に対して、どんなスキルが「実用」なのかを考える。その

後、簡単な能力試験を行う。

第２回

自己紹介（担当：クレア）

最初は、自分のことについて英語で伝えられるようになる必要がある。趣味・

興味（現在形）だけでなく、自分の育ち・経験（過去形）と、夢・計画（未来

形）について正しい文法で語れるようになる。

第３回

発音とフォニックス（担当：クレア）

カタカナ英語は、発音に影響を与えるだけではなく、聞き取りにも影響がある

ため、フォニックスを利用して英語らしい発音ができるようになり、聞き取り

にくい音素を聞き取れるようになる。

第４回

句動詞（担当：クレア）

「着く」は英語で“arrive”であるが、英語ネイティブがよく使うのは句動詞の

“get to”である。比較的に簡単な単語を合わせて、句動詞を使ってより多くの表

現ができるようになる。

第５回

病気やケガ（担当：クレア）

海外を旅行する時や、留学生を受け入れている時には、病気・ケガについて英

語で話し、理解する必要がある。このため、病気・ケガに関する言葉と、体の

部分の言い方、気持ちについても自分から言えるように、そして聞いて分かる

ようになる。

第６回

天気と衣服（担当：クレア）

気候は地域によって異なるが、気候によって人が着る服も異なる。日本の天気

と服について英語で言えるように、そして世界中の天気と服についても言える

ようになる。なお、テレビの天気予報を英語で聞き取れるようになる。

第７回

食べ物、アレルギーと世界の食文化（担当：クレア）

日本の食べ物を英語で説明できるように、そして世界の食べ物の説明を英語で

理解できるようになる。さらに、食物アレルギーについて英語で表現できるよ

うになる。なお、世界の食べ物と食文化についても学ぶ。



第８回

発表１（担当：川﨑、クレア）

世界の名所、あるいは関心のあるところについて英語で紹介する。発表後は英

語で質問を受けて答える。評価は発音、文法と発表の内容による。

第９回

フォニックスの復習とスペリング（担当：クレア）

英語のアルファベットはそれぞれ発音を表すものだが、綴りのルールや発音の

例外が多く、複雑である。第3回で習ったフォニックスを思い出して、英語の

スペリングのルールを把握し、間違いやすい言葉を正しく書けるようになる。

第10回

ネット英語（担当：クレア）

ソーシャルメディア等で使われている英語を読んで、理解できるようになる。

ネット上のスラング・省略についても知る。

第11回

Eメールの読み方と書き方（担当：クレア）

グローバル社会では英語でのEメールのやり取りが一般的である。日本語のEメ

ールと英語のEメールの書き方の違いを知り、決まった課題について自分でEメ

ールを書く。

第12回

ロールプレイと電話（担当：クレア）

ロールプレイのカードを利用し、カードを読んだ後、適切な役割とセリフを考

えて話す。そして色々な場面を想像して、英語で電話を掛けられるようになる。

第13回

ニュース記事①（担当：クレア）

新聞、ネット等に投稿される記事は話し言葉の英語と異なる。世界の情報を知

るために、英語で記事を読む必要がある。国際関係の英文記事を読んで、理解

できるようになる。

第14回
ニュース記事②（担当：クレア）

国際関係のニュース記事を自分で読んで、英語で説明できるようになる。

第15回

発表２（担当：川﨑、クレア）

１つのニュース記事を選び、英語で発表する。発表後は英語で質問を受けて答

える。自分の意見を述べ、授業で習ったフレーズや単語を使って質疑応答をす

る。評価は発音、文法と発表の内容による。

成績評価の方法

・基準等

【到達目標・評価の観点】

①英語のフォニックスを使って、聞いた言葉を英語で綴ることができる。

②日本のことを英語で表現し、説明ができる。

③英語の文章を読んで、英語で要旨を言える。

【評価方法】

①授業への参加度：20％

②課題・レポート：30％

③発表：50％

テキスト・教材・

参考書等
適宜、紹介・配付する。

事前事後学修

・事前学修：配付された資料・教材を読み、未習語彙は意味・発音を調べ会話で使える

よう準備をしておく。内容について質問がある場合は、質問が英語でできるように、さ

らに、ディスカッションができるよう自分の意見等をまとめ、準備しておく。（30時間）

・事後学修：課題・レポート、発表の準備をする。（30時間）

その他

・アクティブ・ラーニング実施科目

・受講対象者は、グローバル化推進教育リーダーコースの学生に限ります。

・各回のテーマは変更する場合があります。

・ZoomなどのTV会議システムを活用し講義等をリアルタイムで配信するとともに、

Live Campusを用いて課題を配信し、レポートを提出する等の形態で授業を実施する。



授業科目区分 専門科目 開設コース グローバル化推進教育リーダーコース

授 業 科 目 名

（英 文 名）

英語を活用した授業研究

（ Lesson Studies in English ）

単     位 ２単位

担 当 教 員

川﨑 由花

クレア・グレイディ

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
学校教育におけるコミュニケーション力の育成が求められる中、日本語でのコミュニケ

ーション力はもとより、グローバル社会で活躍できる人材を育てるべく英語運用能力の育

成が喫緊の課題とされている。

そのような状況を鑑み、本授業では、英語による英語の授業、および一般科目での英語

活用等について検討し、「英語を活用した」授業開発の力を養うことを目的とする。

授業の内容・方法 第１回

全体概要解説、オリエンテーション           （担当：全員）

本授業の趣旨、授業計画・方法等について説明する。指導対象となる学習者

を分析し、実践可能な授業目標を設定する。

第２回

TETE (Teaching English through English)（１）     （担当：川﨑）

「英語で英語を教える」あるいは「英語で他の科目を教える」ことの意義・

問題点等について検討する。

第３回

TETE (Teaching English through English)（２）      （担当：川﨑）

台湾およびフィリピンにおける実践例から、小学校において、英語で英語を

教えることの可能性を検討し、指導方法、学習効果等についてする。

第４回
イマージョン教育（１）                 （担当：川﨑）

イマージョン教育について学び、その意義・問題点等について検討する。

第５回

イマージョン教育（２）                 （担当：川﨑）

『カナダのイマージョン教育の成功を支えた教授学的要因に関する研究』を

分析し、日本での応用の可能性を探る。

第６回

協同学習（１）                    （担当：川﨑）

協同学習とは何か、グループ学習との違い、協同学習の成立条件等について

考察し、協同学習に英語を導入する際の問題点等について議論する。協同学習

のタスクとして用いられる『ディクトグロス』について理解し、授業における

活用方法、学習効果等について議論する。

第７回

協同学習（２）                     （担当：川﨑）

「英語で英語を学ぶ」ための英語表現を作成し、協同学習による授業で活用

している実践例をあげ、その有効性と学習効果等について議論する。任務校に

おいて英語で協同学習を実践する場合の問題点等について議論する。

第８回

小学校英語（１）                  （担当：川﨑）

小学校英語教育の変遷について概観し、現在学校で行われている英語指導に

ついて学ぶ。



第９回

小学校英語（２）                   （担当：全員）

基礎（語彙・音声・文字指導等）から応用（発表・会話等）へと展開をする

実際の指導方法について、事例をあげながら課題点・改善点等を検討する。

第10回

中学校英語                  （担当：川﨑）

小中連携、中高連携を念頭において、中学校での英語指導の方法について検

討する。

第11回
高等学校英語                      （担当：川﨑）

中高連携を念頭において、高等学校での英語指導の方法について検討する。

第12回

英語教育とグローバル教育（１）           （担当：川﨑）

小中学校・高等学校の英語教育に、グローバル教育の要素を盛り込んだ授業

の可能性について検討する。

第13回
英語教育とグローバル教育（２）             （担当：川﨑）

第12回で見学した模擬授業を基に、10~15分程度の模擬授業を行う。

第14回
英語での教科教育                   （担当：川﨑）

英語以外の教科を英語で教えることの可能性を探る。

第15回
英語を活用した授業のまとめ              （担当：川﨑）

本授業で扱った内容を総括し、英語を活用した授業について整理する。

成績評価の方

法・観点等

【評価の観点】

・英語による授業の学習効果、問題点等について理解できている。

・イマージョンプログラムや英語活動の実践方法、学習効果について理解できている。

・英語による協同学習の指導方法、学習効果等について理解できている。

【評価方法】

課題レポートの提出状況（５０％）、授業での討論への参加度（５０％）等により、

総合的に行う。

テキスト・教材・

参考書等
適宜、紹介・配付する。

事前事後学修

・事前学修：指定された参考資料を事前に読み、授業でディスカッションができるよう

準備をしておく。（30時間）

・事後学修：課題レポートを作成する。（30時間）

その他

・アクティブ・ラーニング実施科目

・グローバル化推進教育リーダーコース以外の受講希望者は、事前に担当教員にご相談

ください。なお、受講人数により受講できない場合があります。

・授業内容は変更される場合があります。

・ZoomなどのTV会議システムを活用し講義等をリアルタイムで配信するとともに、

Live Campusを用いて課題を配信し、レポートを提出する等の形態で授業を実施する。



授業科目区分 専門科目 開設コース グローバル化推進教育リーダーコース

授 業 科 目 名

（英 文 名）

英語を活用した論理的思考

（ Logical and Theoretical Thinking in English ）

単     位 ２単位

担 当 教 員

川﨑 由花

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 １年次

開 講 学 期 前期

授業のテーマ

及び到達目標

本授業では、英語論文の構造を分析することにより、論理的な思考について理解する

こと、および論理的思考を用いて大学院で求められるレポート作成・研究論文執筆のた

めの基礎的能力を養うことを到達目標とする。論文執筆のための研究方法を概観し、論

文購読を行いながら、使用されているデータ分析の方法等について学ぶとともに、研究

手法について検討する。

加えて、グローバル社会における論理的思考について、日本のそれと比較しつつ検討

する。

授業の内容・計画
第１回

全体概要解説、オリエンテーション           （担当：全員）

本授業の概要と授業の進め方、期待される学習効果等について説明するとと

もに、授業計画・課題を確認する。

第２回

論理的思考の重要性                  （担当：川﨑）

論理的思考、批判的思考とは何かについて考え、論理的思考の概念・重要性

を理解する。

第３回

英語論文の構造と論理的思考（１）            （担当：川﨑）

英語論文の構造を分析し、論文における論理的思考を理解するとともに、学

術論文で用いられる英語表現について学ぶ。

第４回

英語論文の構造と論理的思考（２）           （担当：川﨑）

英語論文の概要（abstract）を読んでその構造を分析し、日本語での論文概

要作成に応用する。加えて、英語論文の概要に用いられる定型表現を修得する。

第５回

日本語論文の構造と論理的思考             （担当：川﨑）

日本語論文を読んでその構造を分析し、論文における論理的思考を理解する

とともに、学術論文で用いられる表現について学ぶ。

第６回

研究の手順・デザインと研究手法の概観         （担当：川﨑）

研究の手順について検討するとともに、質的研究法、量的研究法、混合研究

法等の研究手法について概観する。

第７回

文献検索と文献検討                  （担当：川﨑）

文献の検索方法について学び、実際に受講生各自の研究分野に関する文献の

検索を行う。入手した文献を用いて、先行研究としての引用方法について学ぶ。



第８回

研究倫理                       （担当：川﨑）

論文引用・質問紙調査（アンケート調査）・実験等を行う際の注意事項、お

よび研究倫理について学ぶ。

第９回

質問紙調査（アンケート調査）を用いた研究       （担当：川﨑）

質問紙調査の役割と妥当性・信頼性、データ分析の方法等について論文購読

を通して学び、問題点を検討する。

第10回

実験データに基づいた研究（１）           （担当：川﨑）

実験計画の立て方、データ収集方法等について、論文購読を通して学び、問

題点を検討する。

第11回

実験データに基づいた研究（２）           （担当：川﨑）

実験結果から得られたデータ分析の方法等について、論文購読を通して学

び、問題点を検討する。

第12回

質的研究法                      （担当：和田）

質的研究法・定性調査について学び、論文購読を通して教育分野における研

究への応用を検討する。

第13回
参与観察による研究                   （担当：和田）

参与観察法について学び、論文購読を通して教育分野における研究への応用

を検討する。

第14回

発表・討議                       （担当：全員）

本講義で学んだ論理的思考法・研究法を受講生各自の研究にどのように応用

していくかを発表し、討議する。

第15回
まとめ                        （担当：全員）

本講義で扱った内容全体を総括し、まとめる。

成績評価の方

法・観点等

【到達目標・評価の観点】

・レポート作成・論文執筆をする際の論理的思考について理解できている。

・研究の方法論について理解できている。

【評価基準】

課題（50%）、授業での討論への参加度（50%）等により総合的に行う。

テキスト・教材・

参考書等

・『外国語教育研究ハンドブック／研究手法のより良い理解のために』

竹内 理・水本 篤，松柏社，2014
・プリント等適宜紹介・配付する。

事前事後学修
・事前学修：配付された参考資料を事前に読み，内容を理解しておく。（30時間）

・事後学修：課題（レポート等）（30時間）

その他

・アクティブ・ラーニング実施科目

・グローバル化推進教育リーダーコース以外の受講希望者は、事前に担当教員に

ご相談ください。なお、受講人数により受講できない場合があります。

・授業内容・順番は，変更される場合があります。その際は事前にお知らせします。

・ZoomなどのTV会議システムを活用し講義等をリアルタイムで配信するとともに、

Live Campusを用いて課題を配信し、レポートを提出する等の形態で授業を実施する。



授業科目区分 専門科目 開設コース グローバル化推進教育リーダーコース

授 業 科 目 名

（英 文 名）

外国語による表現法

（ Foreign Language Expression ）

単     位 ２単位

担 当 教 員

クレア・グレイディ

川﨑 由花
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 通年

授業のテーマ

及び到達目標

英語論文の概要を読み，その書き方，および，パワーポイントを用いた英語でのプレゼ

ンテーション技術を習得することを到達目標とする。教育的課題あるいは学生自身の研究

課題等についての論文を想定し，概要を英語で執筆，パワーポイントを作成してプレゼン

テーションを行う。

授業の内容・計画
第１回

全体概要解説、オリエンテーション     （担当：川﨑、グレイディ）

本授業の趣旨、授業計画・方法等について説明する。表現とは何か，グロー

バル社会において表現をするということはどういうことかを考える。

授業形式：対面

第２回

学術論文の概要講読               （担当：グレイディ）

教育的課題についての学術論文の概要を読み，文章構造を分析する。また，

概要に用いられる語彙・表現を学ぶ。

授業形式：オンライン（Zoom）

第３回

学術論文講読（１）               （担当：グレイディ）

教育的課題についての英語論文を読み，英語での議論を試みる。

授業形式：対面

第４回

学術論文講読（２）               （担当：グレイディ）

教育的課題（人文社会系）についての英語論文を読み，英語での質疑応答を

試みる。

授業形式：オンライン（Zoom）

第５回

学術論文講読（３）               （担当：グレイディ）

教育的課題（自然科学系）についての英語論文を読み，英語での質疑応答を

試みる。

授業形式：オンライン（Zoom）

第６回

学術論文講読（４）              （担当：グレイディ）

学生各自の研究課題に関する英語論文を読み，英語での質疑応答を試みる。

授業形式：オンライン（Zoom）

第７回

学術論文の概要作成（１）             （担当：グレイディ）

教育的課題についての概要を伏せた学術論文から，日本語で概要執筆を試み

る。実際の概要と学生の執筆した概要とを比較・検討する。

授業形式：対面

第８回

学術論文の概要作成（２）             （担当：グレイディ）

教育的課題についての概要を伏せた学術論文から，英語で概要執筆を試み

る。実際の概要と学生の執筆した概要とを比較・検討する。

授業形式：対面



第９回

パワーポイント（１）             （担当：グレイディ）

プレゼンテーションの目的・意義等について概観し，英語によるパワーポイ

ントの作成方法の基礎を学ぶ。

授業形式：オンライン（Zoom）

第10回

パワーポイント（２）               （担当：グレイディ）

既存のパワーポイントを用いて，内容・構造を分析し，改善点等を議論する。

プレゼン内容を効果的に伝えるためのツールとして，見やすくわかりやすいス

ライド作成について検討する。

授業形式：オンライン（Zoom）

第11回

パワーポイント（３）           （担当：グレイディ）

英語プレゼンテーション用の教材、学術雑誌に掲載された論文，あるいは，

学生自身の論文を用いてパワーポイントを作成し，プレゼンテーションの準備

をする。

授業形式：対面 *ノートパソコン利用

第12回

プレゼンテーション（１）            （担当：グレイディ）

パブリックスピーキングの基礎および英語による発表のコツを身に付ける。

授業形式：対面

第13回

プレゼンテーション（２）            （担当：グレイディ）

英語による質疑応答の基礎を学ぶ。

授業形式：オンライン（Zoom）

第14回

プレゼンテーション（３）          （担当：川﨑、グレイディ）

英語による発表・質疑応答を授業で行う。

授業形式：対面

第15回

まとめ                      （担当：グレイディ）

本講義で扱った内容全体を総括し、まとめる。

授業形式：オンライン（Zoom）

成績評価の方

法・観点等

【到達目標・評価の観点】

・教育課題における英語論文の概要を読み、内容が理解できる。

・英語で学術論文の概要が執筆できる。

・パワーポイントを用いて、英語による論文発表ができる。

【評価基準】

評価は上記の観点に基づき、リーディング課題（20％）、英語での概要執筆（20％）、

パワーポイント作成（20％）、授業参加度（20％）、発表（20％）等により総合的に行う。

テキスト・教材・

参考書等
適宜、紹介・配付する。

事前事後学修
・事前学修：授業で扱う英語論文講読（30時間）

・事後学修：英語概要執筆、パワーポイント作成等。（30時間）

その他

・アクティブ・ラーニング実施科目

・受講対象者は、グローバル化推進教育リーダーコースの学生に限ります。

・各回のテーマは変更する場合があります。

・授業形態は，オンライン授業（Zoom等）または対面授業とし，必要に応じて課題配信・

レポート提出等にはLive Campusを活用します。



授業科目区分 専門科目 開設コース グローバル化推進教育リーダーコース

授 業 科 目 名

（英 文 名）

グローバル・フィールドワークⅠ（海外）

（ Global Fieldwork I (Overseas) ）

単     位 ２単位

担 当 教 員

川﨑 由花

クレア・グレイディ

和田あずさ
必修・選択の別 必修

授 業 の 方 法 講義・演習・実習

標準履修年次 １年次・２年次

開 講 学 期 通年

授業のテーマ

及び到達目標

台湾の小・中学校，高等学校，大学を訪問し，学生各自の研究テーマに基づいて，学校

視察・データ収集等を実施する。海外における研究調査の力量を養うことを到達目標とす

る。

授業の内容・計画 第１回

オリエンテーション                   （担当：全員）

本授業のねらい及びフィールドワークの調査方法等について理解を深める

ための講義や演習を行う。

第２回

海外フィールドワーク事前準備①            （担当：川﨑）

海外フィールドワーク実施の意義、および実施に際しての注意事項等につい

て検討する。学生各自の海外フィールドワーク活動計画案の発表を行う。

第３回

海外フィールドワーク事前準備②             （担当：川﨑）

学生各自の研究調査に加えて，学校のグローバル化に資する海外フィールド

ワーク実施のあり方等について検討する。

第４回
海外フィールドワーク事前準備③            （担当：川﨑）

フィールドワーク実施に向けての準備・進捗状況を報告する。

第５回

海外フィールドワーク事前準備④             （担当：川﨑）

学校のグローバル化に資する海外フィールドワーク実施のあり方等につい

て検討する。フィールドワーク実施に向けての進捗状況を報告する。

第６回
海外フィールドワーク（１日目）①           （担当：川﨑）

実践大学。4日間の訪問について。

第７回
海外フィールドワーク（１日目）②            （担当：川﨑）

台北市大直国民小学（２年生英語）視察。

第８回
海外フィールドワーク（１日目）③            （担当：川﨑）

台北市大直国民小学（4年生英語）視察。

第９回
海外フィールドワーク（１日目）④           （担当：川﨑）

台北市大直国民小学（4年生中国語）視察。

第10回
海外フィールドワーク（２日目）①            （担当：川﨑）

台北市立大直高級中学（中学校2年生英語）視察。

第11回
海外フィールドワーク（２日目）②            （担当：川﨑）

台北市立大直高級中学（中学校2年生社会）視察。



第12回
海外フィールドワーク（２日目）③            （担当：川﨑）

台北市立大直高級中学（高等学校2年生英語）視察。

第13回
海外フィールドワーク（２日目）④            （担当：川﨑）

台北市立大直高級中学（高等学校2年生科学）視察。

第14回
海外フィールドワーク（３日目）①            （担当：川﨑）

鄧公国民小学（1年英語）視察。

第15回
海外フィールドワーク（３日目）②            （担当：川﨑）

鄧公国民小学（5年音楽）視察。

第16回
海外フィールドワーク（３日目）③            （担当：川﨑）

鄧公国民小学（4年英語）視察。

第17回
海外フィールドワーク（３日目）④            （担当：川﨑）

鄧公国民小学（3年中国語）視察。

第18回
海外フィールドワーク（４日目）①            （担当：川﨑）

国立台湾師範大学附属高級中学（中学校2年英語）視察。

第19回
海外フィールドワーク（４日目）②            （担当：川﨑）

国立台湾師範大学附属高級中学（中学校2年中国語）視察。

第20回
海外フィールドワーク（４日目）③            （担当：川﨑）

国立台湾師範大学附属高級中学（高等学校2年英語）視察。

第21回
海外フィールドワーク報告・発表①           （担当：全員）

学生各自が作成した海外フィールドワーク活動報告書に基づき、得られた成
果と今後の課題の発表と討議を行う。

第22回
海外フィールドワーク報告・発表②            （担当：全員）

学生各自が作成した海外フィールドワーク活動報告書に基づき、得られた成
果と今後の課題の発表と討議を行う。

第23回
まとめ                   （担当：全員）

本授業で学んだことを総括し、まとめる。

成績評価の方

法・観点等

【到達目標・評価の観点】

海外において学校視察をし，各自の研究テーマに関する情報収集・データ収集等がで

きる。

【評価方法】

フィールドワーク活動報告書の提出（評価割合：６０％）を重視し、授業への参加度・

貢献度（評価割合：４０％）を加味して、判定する。

テキスト・教材・

参考書等
必要に応じて適宜指示する。

事前事後学修

・事前学修：訪問校に関する情報収集を市、活動計画案を作成する。（30時間）

・事後学修：「フィールドワーク活動報告書」を作成する。活動報告書に基づき、発表

と討議の準備をする。（30時間）

その他

・アクティブ・ラーニング実施科目

・受講対象者は、グローバル化推進教育リーダーコースの学生に限ります。

・各回のテーマ、訪問校、視察学年・授業は変更する場合があります。

・授業形態は，オンライン授業（Zoom等）または対面授業とし，必要に応じて課題配信・

レポート提出等にはLive Campusを活用します。



授業科目区分 専門科目 開設コース グローバル化推進教育リーダーコース

授 業 科 目 名

（英 文 名）

グローバル・フィールドワークⅡ（国内）

（ Global Fieldwork Ⅱ (Domestic) ）

単     位 ２単位

担 当 教 員

川﨑 由花

クレア・グレイディ

和田あずさ
必修・選択の別 必修

授 業 の 方 法 講義・演習・実習

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

グローバル人材育成に取り組む等、先進的な取り組みを行う国内の学校を訪問して、授

業方法や学校文化等を中心に調査を実施し、各自の研究課題を明らかにする力量を養うこ

とを到達目標とする。

授業の内容・計画 第１回

オリエンテーション                   （担当：全員）

本講義のねらい及び身に付けてほしい専門的技能やフィールドワークの実

施方法等について理解を深めた後、学生自身の研究課題について討議する。

第２回

調査計画作成                      （担当：全員）

学生自身の研究課題を踏まえて訪問校を選定し、授業方法や学校文化等に関

する調査計画について討議、日程調整を行い、調査計画案を作成する。

第３回

～

第５回

フィールドワーク①                   （担当：全員）

学生各自が選定した学校等を訪問し、授業方法や学校文化等を調査するフィ

ールドワークを実施する。

第６回

振り返り・討議                     （担当：全員）

フィールドワークの調査結果について振り返り、課題の解決策と今後のフィ

ールドワークの調査計画について討議を行う。

第７回

～

第９回

フィールドワーク②                   （担当：全員）

学生各自が選定した学校等を訪問し、授業方法や学校文化等を調査するフィ

ールドワークを実施する。

第10回

振り返り・討議                     （担当：全員）

フィールドワークの調査結果について振り返り、課題の解決策と今後のフィ

ールドワークの調査計画について討議を行う。

第11回

～

第13回

フィールドワーク③                  （担当：全員）

学生各自が選定した学校等を訪問し、授業方法や学校文化等を調査するフィー

ルドワークを実施する。

第14回

振り返り・討議                     （担当：全員）

フィールドワークの調査結果について振り返り、課題の解決策について討議を

行う。

第15回
発表・討議                       （担当：全員）

フィールドワークによって得られた成果を報告書にまとめ、発表･討議を行う。



成績評価の方

法・観点等

【到達目標・評価の観点】

・学生各自の研究課題に照らしたフィールドワーク先を選定することができる。

・研究課題に係る実地調査ができる。

・勤務校と比較しながら研究課題について考察することができる。

【評価方法】

フィールドワーク報告書作成・発表（評価割合：60%）、授業への参加度・貢献度（評

価割合：40%）

テキスト・教材・

参考書等
必要に応じて適宜指示する。

事前事後学修

・事前学修：学生各自の学校現場における実践課題あるいは研究課題について整理して

おく。課題に係る情報収集をしておく。計画書他を作成する。（30時間）

・事後学修：各自が実施した事例について報告書にまとめ、発表する。（30時間）

その他

・アクティブ・ラーニング実施科目

・受講対象者は、グローバル化推進教育リーダーコースの学生に限ります。

・シラバスの内容および順番は変更することがあります。

・授業形態は，オンライン授業（Zoom等）または対面授業とし，必要に応じて課題配信・

レポート提出等にはLive Campusを活用します。



授業科目区分 専門科目 開設コース グローバル化推進教育リーダーコース

授 業 科 目 名

（英 文 名）

グローバル教育実践課題研究

（ Global Education Leaders Program Summary ）

単     位 ４単位

担 当 教 員

川﨑 由花

クレア・グレイディ

和田 あずさ
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

グローバル教育実践課題研究は、修了年前期・後期の２期に分けて展開し、前期には、

学生自身の研究課題に基づいて、修学指導教員の指導の下に研究計画・研究方法等を策定

し、共通基礎科目・専門科目・フィールドワーク・実習で得られた知見を関連する理論に

照らし合わせて振り返りを行い、教育実践研究の中間発表会を行う。

後期には、教育実践研究成果発表会を行い、各自の研究課題について全体で討議し、「教

育実践研究報告書」としてまとめる。

教育実践を論理的に探究し、研究成果報告書を作成することにより、学校現場における

グローバル化を推進するスクールリーダーとしての資質とスキルの獲得を目標とする。

授業の内容・計画 第１回
オリエンテーション                   （担当：全員）

本講義のねらいと報告書の作成方法・スケジュール等について。

第２回

課題と問題意識について                 （担当：全員）

学校教育のグローバル化を推進するために学校現場が抱える課題と学生自

身の問題意識について、討議する。

第３回

第４回

研究課題等について                   （担当：全員）

研究課題等について討議する。

第５回

第６回

研究計画等について                （担当：全員）

指導教員の指導の下に課題、研究計画等について討議する。

第７回

第８回

研究方法等について                （担当：全員）

指導教員の指導の下に研究方法等について討議する。

第９回

第10回

教育実践課題発表会                 （担当：全員）

教育実践課題の発表会を行い、研究課題等について討議する。

第11回

～

第13回

教育実践研究報告と個別指導               （担当：全員）

教育実践研究の実施状況等の報告を行い、個別指導する。

第14回

第15回

教育実践研究中間発表会                 （担当：全員）

教育実践研究の中間発表会を行い、個別の教育実践研究について討議する。

第16回

～

第20回

教育実践研究の実施方法等の個別指導           （担当：全員）

中間発表会を踏まえ、教育実践研究の実施方法等について、個別指導する。

第21回

～

第25回

研究成果報告書の作成の個別指導             （担当：全員）

教育実践研究成果報告書の作成について個別指導する。



第26回

第27回

教育実践研究成果発表会                 （担当：全員）

教育実践研究成果発表会を行い、討議する。

第28回

～

第30回

研究成果報告書作成の個別指導            （担当：全員）

教育実践研究成果報告書の作成について個別指導する。

成績評価の方

法・観点等

【到達目標・評価の観点】

・各自の研究課題について「教育実践研究報告書」としてまとめることができ、発表がで

きる。

【評価方法】

・教育実践課題研究成果報告書作成・発表（評価割合：６０％）

・授業への参加度・貢献度（評価割合：４０％）

テキスト・教材・

参考書等
必要に応じて講義中に指示する。

事前事後学修
・事前学修：各自の研究に関する論文講読（40時間）

・事後学修：「教育実践研究報告書」執筆（80時間）

その他

・アクティブ・ラーニング実施科目

・受講対象者は、グローバル化推進教育リーダーコースの学生に限る。

・授業形態は，オンライン授業（Zoom等）または対面授業とし，必要に応じて課題配信・

レポート提出等にはLive Campusを活用します。


