
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こども未来学科 

令和３年度４学年用 後期シラバス 
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１ 

授業科目名：教育制度・行政論 授業形態：講義 
単位：２単位 

授業時間数：30H 

教育の基礎的理解に関する科目 
・教育に関する社会的、制度的又は経営的事項（学校と地域との

連携及び学校安全への対応を含む。） 

秋葉 純 [実 務 経 験]高等学校教諭（社会） 

授業の到達目標及びテーマ 

わが国の学校教育制度・教育行政の基本理念・体系について、日本国憲法、教育基本法、学校教育

法などの教育関連法規を通して体系的に理解する。 

授業の概要 

教育制度・行政に関する基礎概念・基礎的論点・課題に関する理解を深め、教職に必要な教育制度・

行政に関わる知識を獲得する。 

テキストだけでなく関係資料を効果的に活用するよう促し、自主的な学びを進める。 

授業計画 

１．我が国の教育制度の理念と概要  

２．学校教育制度の概要 

３．戦後の学校教育制度の変遷 

４．学校教育の現状と課題 

５．義務教育制度の理念と概要 

６．小学校の教育課程 

７．幼稚園の保育内容 

８．社会教育制度の概要 

９．生涯学習の理念 

10．我が国の教育行政の理念と概要 

11．国の地方の教育行政機関の組織と約割及び教育行政機関相互の関係 

12．教育行政機関と学校の関係 

13．教科書制度の概要 

14．教職員制度の概要 

15．学校施設の整備 

16．試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テキスト 

「現代教育の制度と行政」河野和清／編著（福村出版） 

「小学校学習指導要領解説」（文部科学省） 

参考書・参考資料等 

 プリントを講義時に配布する。 

学生に対する評価 

出席状況、受講態度、授業中に行う小テスト、提出課題および試験等により総合的に評価する。 

【実務経験のある教員等による授業科目】 



２ 

授業科目名：こども理解の理論と方法 授業形態：講義 
単位：２単位 

授業時間数：30H 

道徳、総合的な学習の時間等の 

指導法及び生徒指導、教育相談等に

関する科目 

・幼児理解の理論及び方法 

青栁 賢治 [実 務 経 験]教育相談員・スクールカウンセラー・高等学校教諭（英語） 

[研究テーマ]教育相談・発達心理学・教育心理学分野 

      姫路大学通信教育部非常勤講師 

授業の到達目標及びテーマ 

１．様々なこどもの特徴や発達を知る。 

２．相談やコンサルテーションを行うための具体的方法を学ぶ。 

３．保育の場である相談内容を知り、保育・教育相談の基礎知識を身に付ける。 

授業の概要 

こども理解の基盤となる発達心理学、臨床心理学などの理論を学ぶ。そして幼稚園教諭の専門性と

してのこども理解のあり方を幼児教育の特質と関連付けて学ぶ。また家庭、幼稚園、地域等のこども

を取り巻く環境との関わりや特別支援教育、幼少接続におけるこども理解のあり方について検討する。 

授業計画 

１．カウンセリングマインドについて① 

２．     〃         ② 

３．発達障害児や気になる子の特徴① 

４．     〃        ② 

５．発達障害児や気になる子の保護者への支援① 

６．     〃             ② 

７．幼児理解の重要性と理解のための方法① 

８．     〃           ② 

９．幼児期の心理発達の重要性① 

10．     〃      ② 

11．保育者としての気になる子への理解① 

12．     〃          ② 

13．専門家と保育者の連携における基本姿勢や留意点① 

14．     〃                ② 

15．まとめ 

16．試験 

 

 

 

 

 

 

 

テキスト 

「こどもの理解と保育・教育相談」小田豊・秋田喜代美／著（みらい） 

参考書・参考資料等 

 プリントを講義時に配布する。 

学生に対する評価 

出席状況、受講態度、授業中に行う小テスト、提出課題および試験等により総合的に評価する。 

【実務経験のある教員等による授業科目】 



３ 

授業科目名：道徳教育論 授業形態：講義 
単位：２単位 

授業時間数：30H 

道徳、総合的な学習の時間等の 

指導法及び生徒指導、教育相談等に 

関する科目 

・道徳の理論及び指導法 

飯塚 久男 [実 務 経 験]小学校教諭・中学校教諭・高等学校教諭（美術） 

[研究テーマ]教育・教育方法・教育課程・進路指導分野 

姫路大学通信教育部非常勤講師 

授業の到達目標及びテーマ 

道徳教育の意義と本質及び目的、道徳教育の基本的課題の明確化、道徳教育の歴史的発展、外国の

道徳教育の実情とわが国の道徳教育の比較などを展開する。 

授業の概要 

「道徳」全般に関わる様々なテーマを扱う。道徳教育の今日的意義と重要性、道徳教育の歴史的変

遷、道徳教育の法的な根拠、全教育活動における道徳教育、道徳の時間における道徳教育についての

基本的な知識を習得し、今後の道徳教育の実践に役立てる。 

授業計画 

１．道徳教育の本質 

２．幸福な生き方と道徳教育 

３．道徳教育の今日的意義と重要性 

４．人間の心の成長 

５．道徳性の発達に関する理論 

６．明治から戦前までの道徳教育の変遷 

７．戦後の道徳教育変遷 

８．学校における道徳教育の基本的押さえ 

９．「特別の教科 道徳」における道徳教育 

10．全教育活動における道徳教育 

11．学校・家庭・地域連携による道徳教育 

12．幼・小・中連携による道徳教育 

13．外国の道徳教育はどのようになされているか 

14．今日的課題に対応する道徳教育の探求 

15．多様な道徳教育の探求 

16．試験 

 

 

 

 

 

 

 

テキスト 

「自ら学ぶ道徳教育」押谷由夫／著（保育出版社） 

「小学校学習指導要領解説」（文部科学省） 

参考書・参考資料等 

 プリントを講義時に配布する。 

学生に対する評価 

出席状況、受講態度、授業中に行う小テスト、提出課題および試験等により総合的に評価する。 

【実務経験のある教員等による授業科目】 



４ 

授業科目名：特別活動指導法 授業形態：講義 
単位：２単位 

授業時間数：30H 

道徳、総合的な学習の時間等の 

指導法及び生徒指導、教育相談等に 

関する科目 

・特別活動の指導法 

塩野 健一 [実 務 経 験]小学校教諭・中学校教諭（保健体育）・放課後児童クラブ主宰 

[研究テーマ]教育・教育課程・体育科分野 

      姫路大学通信教育部非常勤講師 

福田 翔平 [研究テーマ]ＩＴと人間関係分野 

授業の到達目標及びテーマ 

特別活動の意義及び目的を学習指導要領の中で確認し、理解する。さらに、特別活動の意味を明確

に理解し、また学級活動、生徒会活動、学校行事などのそれぞれの特質を明確にする。 

授業の概要 

特別活動は教科、道徳、相互的な学習の時間とともに教育活動を担う重要な領域である。特別活動

の意義及び目的を学習指導要領の中で確認し理解する。さらに、特別活動の歴史的発展をみることで

今日の特別活動の意味を明確にする。また、特別活動の学級活動・ホームルーム活動、児童会活動・

生徒会活動、クラブ活動、学校行事などのそれぞれの特質を概説する。その上で、現在の学校の病理

と特別活動の関連を考察し、特別活動の実践的指導力を身に付けることの重要性を認識できる学びに

する。 

授業計画 

１．教育の歴史に見た特別活動 

２．学究生活と学校生活の重視 

３．教育目的・目標から捉えられる特質 

４．指導の内容に注目した特質 

５．小学校の特別活動の変遷 

６．中学校の特別活動の変遷 

７．特別活動の歴史 

８．学校の教育計画・教育課程と特別活動 

９．特別活動と道徳教育について 

10．学校教育課程の編成・実施と特別活動 

11．特別活動の評価と実践 

12. 特別活動と全体指導計画と年間指導計画 

13．小学校の「クラブ活動」の「年間指導計画」 

14．学校行事の「年間指導計画」 

15．特別活動と現代の課題 

16．試験 

 

 

 

テキスト 

「小学校学習指導要領解説」（文部科学省） 

「特別活動指導法」上寺常和／著（姫路大学） 

参考書・参考資料等 

 プリントを講義時に配布する。 

学生に対する評価 

出席状況、受講態度、授業中に行う小テスト、提出課題および試験等により総合的に評価する。 

【実務経験のある教員等による授業科目】 



５ 

授業科目名：外国語（英語）指導法 授業形態：講義 
単位：２単位 

授業時間数：30H 

教科又は教職の指導法に関する科目 
・各教科の指導法（情報機器及び教科の活用を含む。） 

・外国語 

 冨倉 志保 [実 務 経 験]豪州私立中高等学校・インターナショナルスクール日本語教師 

[研究テーマ]外国語教育分野 

姫路大学通信教育部非常勤講師 

授業の到達目標及びテーマ 

学習指導要領の「外国語活動の目標」に従って、外国語を通じて言語・文化の体験的理解と積極的

コミュニケーション能力を図ろうとする態度の育成、並びに外国語の音声や基本的表現に慣れ親しま

せつつ、コミュニケーションの能力の素地を養うことを児童に指導するための理念や教育学的視点を

学習する。 

授業の概要 

小学校における外国語教育に関わる背景知識（第二言語習得理論等）・主教材、小・中・高等学校の

外国語教育における小学校の役割、多様な指導環境（TT、ICTの活用等）について学びを深めるととも

に、授業研究を通して授業実践に必要な基本的な指導技術を身に付ける。 

授業計画 

１．外国語教育の意義 

２．外国語活動導入の経緯、見城と展望 

３．小学校の外国語活動で目指すもの 

４．英語教育全体における小学校外国語活動の役割 

５．評価の意義と評価方法 

６．カリキュラム・年間指導計画作成のポイント 

７．授業づくりの視点 

８．学習指導案作成 

９．授業研究 

10．特別支援教育における外国語活動 

11．求められる教員の資質 

12．教材の使い方・選び方と開発方法 

13．ICTのより良い活用を考える 

14．中学校の英語教育と小学校との接続 

15．指導の基本と留意ポイント 

16．試験 

 

 

 

 

テキスト 

「小学校教育法入門」樋口忠彦・加賀田哲也・泉惠美子・衣笠知子／著（研究社） 

「We can!1」（文部科学省） 

「We can!2」（文部科学省） 

「小学校学習指導要領解説」（文部科学省） 

参考書・参考資料等 

 プリントを講義時に配布する。 

学生に対する評価 

出席状況、受講態度、授業中に行う小テスト、提出課題および試験等により総合的に評価する。 

【実務経験のある教員等による授業科目】 



６ 

授業科目名：生活科指導法 授業形態：講義 
単位：２単位 

授業時間数：30H 

教科及び教科の指導法に関する科目 
・各教科の指導法（情報機器及び教科の活用を含む。） 

・生活 

塩野 健一 [実 務 経 験]小学校教諭・中学校教諭（保健体育）・放課後児童クラブ主宰 

[研究テーマ]教育・教育課程・体育科分野 

      姫路大学通信教育部非常勤講師 

授業の到達目標及びテーマ 

小学校１・２年生に開かれた科目生活に関して、その具体的な指導方法や運営方法について学ぶ。

幼年期から児童期にかけてのこどもの発達状態について理解するとともに具体的な生活経験や活動を

通してのこどもの成長や発達を支援していく方法について深める。 

授業の概要 

小学校学習指導要領から、生活科の目標・内容についての理解を図り、教科の特性である活動や体

験の大切さに気付く。また、幼児教育との連携も視野に入れ、生活科は保幼小の段差解消に大きな役

割を果たすことを理解する。具体的な各内容については、指導計画や学習指導の充実と共に具体的な

授業展開を学ぶことにより、実践的な態度を身に付ける。 

授業計画 

１．小学校教育課程における生活科 

２．生活科のめざすもの 

３．目標の構成・趣旨① 

４．   〃    ② 

５．内容の構成要素 

６．授業展開のための留意点 

７．生活科の目標・内容 

８．指導計画作成上の配慮事項 

９．学習指導案の作成 

10．授業研究 

11．生活科の授業計画と学習指導要領のポイント 

12．生活科における指導計画 

13．生活科の目指す学力 

14．生活科における評価のあり方 

15．生活科の授業展開について 

16．試験 

 

 

 

 

 

 

テキスト 

「生活科指導法」戸江茂博・内山裕之・長瀬善雄／著（姫路大学） 

「小学校学習指導要領解説」（文部科学省） 

参考書・参考資料等 

 プリントを講義時に配布する。 

学生に対する評価 

出席状況、受講態度、授業中に行う小テスト、提出課題および試験等により総合的に評価する。 

【実務経験のある教員等による授業科目】 



７ 

授業科目名：音楽科指導法 授業形態：講義 
単位：２単位 

授業時間数：30H 

教科及び教科の指導法に関する科目 
・各教科の指導法（情報機器及び教科の活用を含む。） 

・音楽 

倉田 照子 [実 務 経 験]ピアノ講師・小学校教諭・中学校教諭（音楽）・声楽家・ 

児童合唱団主宰 

[研究テーマ]音楽教育分野 

      姫路大学通信教育部非常勤講師 

授業の到達目標及びテーマ 

音楽教育の理念を理解するとともに、音楽活動を通して感性を養い、こどもの創造性を積極的に促

すことのできる指導法について学ぶ。 

授業の概要  

本授業の目的は、音楽科教育における活動のあり方について深く理解し、こどもの感性を刺激し豊

かな表現力を引き出す音楽的活動を創造することのできる能力を育成することにある。歌唱やリコー

ダーをはじめとする楽器の演奏、また音楽づくりを通して、楽曲の活用法、学習形態などを考えなが

ら音楽科の指導方法を身につける。 

授業計画 

１．音楽教育の理念 

２．音楽教育と人間形成 

３．感性と表現 

４．小学校音楽教育の目指すもの 

５．学習指導要領改訂の基本方針  

６．音楽科の目標・内容 

７．現代の主な音楽教育家の思想① 

８．      〃      ② 

９．表現（歌唱） 

10．表現（器楽） 

11．表現（音楽づくり） 

12．学習指導案作成 

13．授業研究 

14．学習評価について 

15．共通教材について 

16．試験 

 

 

 

 

 

 

テキスト 

「音楽科指導法」山本千紗／著（姫路大学） 

「小学校学習指導要領解説」（文部科学省） 

参考書・参考資料等 

 プリントを講義時に配布する。 

学生に対する評価 

出席状況、受講態度、授業中に行う小テスト、提出課題および試験等により総合的に評価する。 

【実務経験のある教員等による授業科目】 



８ 

授業科目名：体育科指導法 授業形態：講義 
単位：２単位 

授業時間数：30H 

教科及び教科の指導法に関する科目 
・各教科の指導法（情報機器及び教科の活用を含む。） 

・体育 

塩野 健一 [実 務 経 験]小学校教諭・中学校教諭（保健体育）・放課後児童クラブ主宰 

[研究テーマ]教育・教育課程・体育科分野 

      姫路大学通信教育部非常勤講師 

授業の到達目標及びテーマ 

現代社会における小学校体育科の必要性を把握したうえで、学校体育科の内容構成を理解する。ま

た、模擬授業の経験を通して、体育科の具体的な指導方法を学習し、実践的指導力を習得する。 

授業の概要 

本授業は、「よい体育授業」を行うための基礎的理論とその実際を学ぶ。学習指導要領体育科の目標、

内容を踏まえた上で、体育授業の根幹をなす「教材づくり」と体育指導及び評価について学習し、授

業研究と振り返り（授業改善）を通して実践的な能力を身につける。また、保健領域の内容と取扱い

についても学習する。 

授業計画 

１．小学校体育とこどもの変化 

２．学習指導要領における体育科の改訂 

３．改訂のねらいと方針  

４．小学校体育の基本方針とからだの発達 

５．体力の構造と発達段階 

６．第１学年及び第２学年の目標及び内容 

７．第３学年及び第４学年の目標及び内容 

８．第５学年及び第６学年の目標及び内容 

９．教科目標、評価の観点及びその趣旨 

10．指導案作成① 

11．  〃  ② 

12．授業研究 

13．指導計画の作成と各学年にわたる内容の取扱い 

14．達成目標と評価規準の概略 

15．具体的な達成目標と評価 

16．試験 

 

 

 

 

 

 

 

テキスト 

「体育科指導法」鈴木雅裕／著（姫路大学） 

「小学校学習指導要領解説」（文部科学省） 

参考書・参考資料等 

 プリントを講義時に配布する。 

学生に対する評価 

出席状況、受講態度、授業中に行う小テスト、提出課題および試験等により総合的に評価する。 

【実務経験のある教員等による授業科目】 



９ 

授業科目名：特別支援論Ⅱ 授業形態：講義 
単位：２単位 

授業時間数：30H 

教育の基礎的理解に関する科目 ・特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解 

青栁 賢治 [実 務 経 験]教育相談員・スクールカウンセラー・高等学校教諭（英語） 

[研究テーマ]教育相談・発達心理学・教育心理学分野 

      姫路大学通信教育部非常勤講師 

授業の到達目標及びテーマ 

特別支援教育を支える個別の教育支援計画、個別の指導計画、連携のあり方について理解する。 

授業の概要 

１．発達障がいおよび軽度知的障がいの幼児および児童に対する主な療法について学び、さらに症状

別の対応について学ぶ。 

２．特別支援教育の教育課程における通級指導、自立活動、個別の指導計画、個別の教育支援計画を

学ぶ。さらに関係機関との連携について学ぶ。 

３．障害はないが特別な教育的ニーズのある幼児および児童の学習上または生活上の困難とその対応

を学ぶ。 

授業計画 

１．感覚統合上の問題について 

２．特別の教育的ニーズのある幼児、児童、生徒の学習上、生活上の困難に対しての対応① 

３．             〃                        ② 

４．インリアルアプローチについて 

５．インリアルアプローチで用いられる「言語心理学的技法」について① 

６．             〃                ② 

７．TEACCHプログラムの実践について① 

８．         〃        ② 

９．「通級による指導」および「自立活動」の教育課程上の位置づけ、内容① 

10．             〃                  ② 

11．偏食のあるこどもへの対応 

12．障がいの疑いがあるこどもの保護者への対応① 

13．         〃          ② 

14．学習上の困難なこども（外国の子）への対応① 

15．         〃          ② 

16．試験 

 

 

 

 

 

 

テキスト 

「特別支援論Ⅱ」小河晶子・西本佳子・奥村真司／著（姫路大学） 

「小学校学習指導要領解説」（文部科学省） 

参考書・参考資料等 

 プリントを講義時に配布する。 

学生に対する評価 

出席状況、受講態度、授業中に行う小テスト、提出課題および試験等により総合的に評価する。 

【実務経験のある教員等による授業科目】 



１０ 

授業科目名：音楽Ⅰ（理論） 授業形態：講義 
単位：２単位 

授業時間数：30H 

領域及び保育内容の指導法に 

関する科目 

・領域に関する専門的事項 

・音楽 

教科及び教科の指導法に関する科目 
・教科に関する専門的事項 

・音楽 

倉田 照子 [実 務 経 験]ピアノ講師・小学校教諭・中学校教諭（音楽）・声楽家・ 

児童合唱団主宰 

[研究テーマ]音楽教育分野 

      姫路大学通信教育部非常勤講師 

授業の到達目標及びテーマ 

音楽演奏をする上で必要な楽典の基礎知識を学び読譜力を養う。音楽の楽典要項を理解し、読譜し

たり演奏したりすることができる。 

授業の概要 

音程と音階・和音とコードネーム・拍子とリズム・音楽用語を含む楽譜の基礎知識など音楽の基礎

となる読譜力を養う。また、楽典要項を実際上の音楽作品を取りあげながら理解していく。 

内容 

１．音名，音符と休符 

２．音程 

３．音程と音階 

４．調① 

５．〃② 

６．和音とコードネーム① 

７．    〃    ② 

８．    〃    ③ 

９．拍子とリズム・拍子感の変化 

10．音楽用語（記譜法の基礎知識）① 

11.     〃         ② 

12．音楽用語（記号と標語）① 

13．    〃      ② 

14．音楽用語（装飾音）① 

15．    〃    ② 

16．試験 

 

 

 

 

 

 

テキスト 

「音楽Ⅰ（理論）」森川京子／著（姫路大学） 

参考書・参考資料等 

 プリントを講義時に配布する。 

学生に対する評価 

出席状況、受講態度、授業中に行う小テスト、提出課題および試験等により総合的に評価する。 

【実務経験のある教員等による授業科目】 



１１ 

授業科目名：音楽Ⅲ（声楽） 授業形態：講義 
単位：１単位 

授業時間数：15H 

領域及び保育内容の指導法に 

関する科目 

・領域に関する専門的事項 

・音楽 

教科及び教科の指導法に関する科目 
・教科に関する専門的事項 

・音楽 

倉田 照子 [実 務 経 験]ピアノ講師・小学校教諭・中学校教諭（音楽）・声楽家・ 

児童合唱団主宰 

[研究テーマ]音楽教育分野 

      姫路大学通信教育部非常勤講師 

授業の到達目標及びテーマ 

小学校学習指導要領の内容における「呼吸および発音の仕方に気を付けて、自然で無理のない、響

きのある歌い方で歌う技能」のもとに、この授業では声楽における姿勢・呼吸・発生についての基本

的な技能・知識を学び、演習することで歌唱技術を高め、歌唱指導の充実へ繋げていく。また音楽解

釈をもとに歌唱表現を深め、曲の特徴にふさわしい楽曲表現ができることが目標である。 

授業の概要 

こどもの表現活動の立場から音楽をとらえるために、ダルクローズ、コダーイ、オルフの音楽教育

について学び、こどもの表現能力を引き出す合奏の指導法について考えるとともに、こどもの表現欲

求に即した編曲法・指揮法について解説しながら、演習を交え授業を進める。 

内容 

１．幼稚園教育要領と小学校学習指導要領について 

２．歌唱基礎（1）姿勢と呼吸① 

３．歌唱基礎（1）姿勢と呼吸② 

４．歌唱基礎（2）発声器官① 

５．歌唱基礎（2）発声器官② 

６．歌唱基礎（3）わらべうた、唱歌、童謡について① 

７．歌唱基礎（3）わらべうた、唱歌、童謡について② 

８．歌唱基礎（4）小学校歌唱共通教材について① 

９．歌唱実践（4）小学校歌唱共通教材について② 

10．歌唱実践（1）歌唱を通した様々な表現（重唱、合唱）① 

11. 歌唱実践（1）歌唱を通した様々な表現（重唱、合唱）② 

12．歌唱実践（1）歌唱を通した様々な表現（弾き歌い）① 

13．歌唱実践（1）歌唱を通した様々な表現（弾き歌い）② 

14．歌唱実践（1）歌唱を通した様々な表現（音楽劇）① 

15．歌唱実践（1）歌唱を通した様々な表現（音楽劇）② 

16．試験 

 

 

 

テキスト 

プリントを講義時に配布する。 

参考書・参考資料等 

 プリントを講義時に配布する。 

学生に対する評価 

出席状況、授業態度、実技試験等の結果を総合して評価する。 

【実務経験のある教員等による授業科目】 



１２ 

授業科目名：外国語（英語） 授業形態：講義 
単位：１単位 

授業時間数：15H 

教科及び教科の指導法に関する科目 
・教科に関する専門的事項 

・外国語 

 冨倉 志保 [実 務 経 験]豪州私立中高等学校・インターナショナルスクール日本語教師 

[研究テーマ]外国語教育分野 

姫路大学通信教育部非常勤講師 

授業の到達目標及びテーマ 

英語の基本的な音声の仕組み、音声・語彙・文法の基本的な知識、発音と綴りの関係について学び、

絵本・児童文学、様々な国・地域の生活・習慣に触れることにより、様々な国・地域の生活・習慣に

ついて理解する。 

授業の概要 

実際の教育環境での授業場面を想定する中で、教師と児童に成り代わって英語での発表や英語のや

り取りを行いながら、英語に関する基本的な知識（発音・語彙・文構造・文法・正書法等）、第二言語

習得（インプット・インターラクション・アウトプット）、児童文学（絵本・歌・詩等）、異文化理解

に関する基本的な知識を身に付けるとともに、インターラクティブな言語活動を通して、実践的な英

語運用能力を育成する。 

実習内容 

１．音声による授業実践「聞くこと・話すこと」  

２．文字による授業実践「読むこと・書くこと」  

３．技能統合型の活動 

４．第二言語習得論と言語学 

５．英語の音声の仕組み 

６．英語の音声と綴りの問題およびフォニックス指導 

７．英語の文法および構文法 

８．マザーグース 

９．英米の絵本  

10．英米の児童文学 

11．英米の文学と生活 

12．文化と多様性  

13．異文化交流と言語コミュニケーション 

14．異文化交流と非言語コミュニケーション 

15．異文化理解とステレオタイプ 

16．試験 

 

 

 

 

 

 

テキスト 

「小学校英語はじめる教科書」吉田研作／監修（mpi松香フォニックス） 

参考書・参考資料等 

 プリントを講義時に配布する。 

学生に対する評価 

出席状況、受講態度、授業中に行う小テスト、提出課題および試験等により総合的に評価する。 

【実務経験のある教員等による授業科目】 



１３ 

授業科目名：児童教育研究Ⅲ（再履修科目） 授業形態：演習 単位：２単位 

教育の基礎的理解に関する科目 
・教育課程の意義及び編成の方法（ｶﾘｷｭﾗﾑ、ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄを含む） 

・幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 

倉田 照子 [実 務 経 験]小学校教諭・中学校教諭（音楽） 

[研究テーマ]教育分野 

      姫路大学通信教育部非常勤講師 

飯塚 久男 [実 務 経 験]小学校教諭・中学校教諭・高等学校教諭（美術） 

[研究テーマ]教育・教育方法・教育課程・進路指導分野 

姫路大学通信教育部非常勤講師 

青栁 賢治 [実 務 経 験]教育相談員・スクールカウンセラー・高等学校教諭（英語） 

[研究テーマ]教育相談・発達心理学・教育心理学分野 

      姫路大学通信教育部非常勤講師 

授業の到達目標及びテーマ 

（教育課程論）教育課程の編成と指導計画の作成について具体的に習得し、編成・実践・点検・評価・
改善の過程についてその全体像を動態的にとらえ理解する。保護者や関係機関との連携について学ぶ。 
（発達心理学）保育および教育現場において必要となる心理学の基礎知識を学ぶ。また、こどもの身
体の発達、知覚の発達、知的機能の発達、言葉と社会性の発達、感情の発達、自己概念の発達、人の
相互的かかわりの発達等について学び、こどもへの理解を深める。 

授業の概要 

（教育課程論）小学校、幼稚園での教育課程の基本及びカリキュラム・マネジメントについて学ぶ。

また、教育課程の編成論及び作成についても包括的に考察し、学んでいく。 
（発達心理学）１．発達心理学の必要性、発達に影響する要因、発達に関する主な理論、発達段階や

発達課題についての知識を習得する。 
２．ヒトの各領域における発達の様相についての知識を習得する。 

授業計画  姫路大学編入のための再履修科目 

１．教育課程の基礎理論と小学校教育     １．発達の定義 

２．カリキュラムの基礎理論①        ２．発達段階と発達課題 
３．カリキュラムの基礎理論②        ３．身体と運動機能の発達 

４．諸外国における教育課程の変遷      ４．知覚の発達 

５．日本における教育課程の変遷①      ５．ピアジェの認知発達論 

６．日本における教育課程の変遷②      ６．記憶の発達 
７．教育課程の法と行政           ７．言語・コミュニケーションの発達 
８．教育課程の編成と実際①         ８．遊びの発達 
９．教育課程の編成と実際②         ９．愛着性の発達 親子関係の成立 
10．教育課程・保育課程と保育の基本①    10．社会性の発達 
11．教育課程・保育課程と保育の基本②    11．道徳性の発達 

12．日本における保育の歴史         12．人格の発達 
13．教育課程・保育課程編成の実際①     13．情緒の発達 
14．教育課程・保育課程編成の実際②     14．こどもの発達の背後にあるもの 
15．教育課程をめぐる諸問題         15．発達のつまずき 
16．試験                  16．試験 

テキスト 

「教育課程論」田中亭胤／監修 金岩俊明・田中亭胤・和田真由美／著（姫路大学） 

「発達心理学」小河晶子・西本望・西本佳子／著（姫路大学） 

参考書・参考資料等 

 プリントを講義時に配布する。 

学生に対する評価 

レポート内容、試験、受講態度等を総合的に評価する。 

【実務経験のある教員等による授業科目】 



１４ 

授業科目名：児童教育研究Ⅳ 授業形態：演習 単位：２単位 

専門科目 ・学外実習 

倉田 照子 [実 務 経 験]小学校教諭・中学校教諭（音楽） 

[研究テーマ]教育分野 

      姫路大学通信教育部非常勤講師 

大森 淳子 [実 務 経 験]茨城県共同募金会評議員 

[研究テーマ]音楽教育分野 

      姫路大学通信教育部非常勤講師 

授業の到達目標及びテーマ 

この授業は学生自身が主体的に学ぶことを目的としている。レポート学習、授業研究、地域ボラン
ティア、介護体験学習など積極的な受講態度が求められる。 

 

授業の概要 

これまでの学生生活や実習を振り返り、社会人になる前に自己の課題を明確にする。そして、各々の
課題を克服するために、地域ボランティアに臨み、社会人としての準備を行う。 
 

授業計画   

 

１．授業オリエンテーション 

２．自己課題の明確化 

３．研究計画立て 

４．ボランティア活動① 

５．ボランティア活動② 

６．ボランティア活動③ 

７．ボランティア活動④ 

８．ボランティア活動⑤ 

９．ボランティア活動⑥ 

10．ボランティア活動⑦ 

11．ボランティア活動⑧ 

12．ボランティア活動⑨ 

13．ボランティア活動⑩ 

14. ボランティア活動⑪ 

15．ボランティア活動⑫ 

16．総括 

 
 

 
 
 

テキスト 

特になし 

参考書・参考資料等 

 特になし 

学生に対する評価 

主体的な活動、研究態度等により総合的に評価する。 

教員としての資質を自らが磨けるよう主体的に活動すること。 

【実務経験のある教員等による授業科目】 



１５ 

授業科目名：（選）小学校教育実習 授業形態：実習 
単位：２単位 

授業時間数：80H 

教育実践に関する科目 ・教育実習 

倉田 照子 [実 務 経 験]小学校教諭・中学校教諭（音楽） 

[研究テーマ]教育分野 

      姫路大学通信教育部非常勤講師 

授業の到達目標及びテーマ 

小学校教員の指導のもとに実際の学校現場における児童との直接的なかかわりを通して教員となる

ための実践上、研究上の基礎的な能力、態度を養成する。同時に教育者としての使命感、教科等の指

導を通した実践指導力の基礎を体得する。 

授業の概要 

第1週目は、観察実習として客観的に教育を見ることが中心となる実習を行う。第2週目は参加実習

として教師の助手的な立場で、実際に授業に参加する実習を行う。第3週目は、第4週目に行われる模

擬授業について研究を進め、当日に向けた課題等について考える。第4週目は、指導計画を立て模擬授

業を行う。模擬授業を通してこども達についてより学び、考察をしていく。 

実習内容 

 

 

小学校における実習で、観察、参加、部分、実習を通して、教育の実際を体験的に理解する。 

① 小学校の役割や機能についての理解 

② 小学校における児童の実際についての理解 

③ 観察、参加、部分（指導）実習等を通して幼稚園・小学校の教育（教科・道徳・外国語活動・総合

的な学習の時間、特別活動、生徒指導等）の実際についての理解 

④ 特別支援保育・教育についての理解 

⑤ 外国語活動についての理解 

⑥ 幼稚園・小学校と家庭、地域との関係についての理解 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テキスト 

 特になし。 

参考書・参考資料等 

 プリントを講義時に配布する。 

学生に対する評価 

実習先からの成績評価をもとに普段の授業態度や生活態度を加味し、評価する。 

教育の現場で教育実践上の課題を見出し、また解決する上で

必要とされる資質・能力を培います。 

各自問題点を整理し、将来を見据えた実践的指導力の向上に

努めてください。 

【実務経験のある教員等による授業科目】 



１６ 

授業科目名：（選）児童教育研究Ⅵ 授業形態：実習 
単位：２単位 

授業時間数：80H 

学外実習 ・児童教育研究Ⅲ 

倉田 照子 [実 務 経 験]小学校教諭・中学校教諭（音楽）・声楽家・児童合唱団主宰 

[研究テーマ]教育・音楽教育・保育内容「言葉」・児童文化財分野 

福田 翔平 [研究テーマ]ＩＴと人間関係分野 

授業の到達目標及びテーマ 

この授業は学生自身が主体的に学ぶことを目的としている。幼児教育への研究等を積極的に行うこ

とによって、幼稚園教諭１種免許取得するために必要な幼児教育への理解を深める。 

授業の概要 

幼児教育の研究等を通して、こどもへの理解を深める。 

実習内容 

 

各自計画を立て、介護施設、児童福祉施設、保育園、こども園等でボランティア活動を 

 積極的に行い、ボランティア活動記録に活動状況を記入し、報告書を提出すること。 

 また活動先の担当者から所見をいただくこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テキスト 

 特になし。 

参考書・参考資料等 

 特になし。 

学生に対する評価 

主体的な活動、研究態度等により総合的に評価する。 

教員としての資質を自らが磨けるよう主体的に活動すること。 

【実務経験のある教員等による授業科目】 


