
〈教育学部〉 

科 目 名 科目区分 開講年次 必･選 開講期 単位数 担当教員名 担当形態

教職研究Ⅰ（教職実務Ⅰ）［小］ 
専門 

（教職／小） 
２ 小 選択 前期 ２ 千 葉 秀 一  単独 

英語科目名 
Teaching Job Research Ⅰ (Teaching 

Practice Ⅰ) for the Elementary School 
実務経験のある教員による授業科目  

 

 

免許法施行規則に

定める科目区分 

教科又は教職に関する科目(小学校) 

小学校 ：（教科又は教職に関する科目） 

 
＜授業概要＞ 

長年にわたり公立学校に勤務し教鞭をとり、管理職として複数校の学校運営に携わった。その経験を活かし、

大学教育の学問としての教育原理とともに、教育に携わる人材育成のための実践的な教育を心がける。 
将来、小学校教員に従事する上で知っておいた方がよい実務内容や法的事項、教育活動の内容、教員として児

童に関わることの意義や役割についての入門講座である。初等教育の現場や教員の仕事に対する理解を深めるた

め、毎回テーマを決め、その内容を理解、考察するとともに、事例研究などのグループディスカッションを行う

とともに、その内容を発表したり、聞いたりする。また、実習、演習として実践的な活動を行う。 
 
＜到達目標＞ 

初等教育の現場や教員の仕事に対する理解を深め、教職への意欲を高める。教員として児童に関わることの意

義や役割、学校現場で行われている教育活動に対する理解を深める。早い段階から教職を志す者としての姿勢や

態度を涵養する。 
 
＜ディプロマポリシー＞ 

1. 基本的な学力、国際的な視野、教養、知性を伸ばし、合わせて、社会貢献する強い意志と倫理観を身につ

けている。 

2. コミュニケーション力、情報収集・活用力をのばし、自律的に学ぶ力、自己研鑽力を身につけている。 

3. 児童・生徒理解、自己理解、他者理解できる心理学的なスキルを修得している。 

4. 専門的な教育学の知識全般を修得し、クリティカルシンキング、創造的思考力、問題解決力を身につけて

いる。 

5. 「アクティブ・ラーニング」「ICT の活用」「実践的道徳教育」「特別に支援の必要な児童生徒への対応」な

どの指導力を身につけ、初等教育専攻のものにあっては「さまざまな教科の幅広い知識と指導力」、中等教

育専攻のものにあっては「専門教科に関する高い知識と指導力」を修得している。 
 
＜学生へのフィードバック＞ 
 ・参考資料配布 ・学生からの質問への応答  ・提出物の添削、評価、返却 
・グループ発表等へのコメント、評価 

 
＜授業／AL の進め方＞ 

グループディスカッションやクラスディスカッションを通した思考の広がりを重視する。 
 
＜利用する ICT 機器＞ 
・パワーポイント（講義）、電子黒板（情報共有） 
・教室貸出しの学生用 PC（WEB からの情報収集 グループディスカッションのまとめ等に使用） 

 
＜成績評価＞ 
 【評価方法】〇授業の取り組み状況の観察 

 ・グループ・ワーク等での活動状況、発言状況 ・グループ発表の担当状況 
       〇提出物のチェック 

 ・ワーク・シート、課題レポート等の提出状況  ・提出物の内容 
 【評価基準】〇グループワーク・ディスカッション等、授業への取り組み状況（５０％）、 

〇授業時間内における提出物（ワークシート）、課題レポート等の提出状況と内容（５０％） 
       ※欠席 5 回を超える者は評価対象外 
 
＜教科書＞ 

文部科学省『小学校学習指導要領 解説 総則編』 
 
＜参考書＞ 

文部科学省『小学校学習指導要領 解説』特別活動編 等 
 
＜受講学生へ＞ 

PC やタブレット等の通信端末を持参すること。第１～14 回までの授業では、ワークシートまたはレポートを

作成し提出する。時間内に書けなかった場合は次回までに書き上げ提出する。毎回、次の授業内容に関するテー



マを提示するので、予習としてテーマに関する情報をWEBや新聞雑誌等調べ、メモや通信端末に保存しておき、

グループディスカッションで資料として活用する。第 15 回では、まとめレポートを作成する。 
 
【授 業 計 画】 
 
第 1 回 

授業内容 
授業オリエンテーション、小学校の一日と教員の役割 ・小学校教員の仕事事例を紹介

し、職務の位置づけや意義について理解し考察する。  
 事前事後学修 [事後]授業、教職への心構えについてレポート(3 時間) 

第 2 回 
授業内容 

小学校学習指導要領の理解① ・学習指導要領[平成 29 年告示]の法的位置づけとねら

い、概要について理解し考察する。 ・事例研究：新学習指導要領で重視すべきことは 
 事前事後学修 [事前]文部科学省 HP 小学校学習指導要領関連の閲覧(3 時間)  [事後]関係法令と学習指導要領の整理(1 時間)

第 3 回 
授業内容 

小学校学習指導要領の理解② ・学習指導要領の趣旨を生かした授業（主体的、対話的

で深い学び）について理解し考察する。 ・事例研究：授業改善（アクティブラーニン

グ）
 
 事前事後学修 [事前]文部科学省 HP 小学校学習指導要領関連の閲覧(2 時間)  [事後]学習指導要領の整理(2 時間) 

第 4 回 
授業内容 

小学校の教育課程編成 ・重点項目の設定、年間行事計画、年間指導計画等について理

解し考察する。 ・事例研究：年間指導計画の作成  
 事前事後学修 [事前]公立小学校 HP を閲覧し行事計画について資料収集(3 時間)  [事後]教育課程編成についての整理(1 時

間)
第 5 回 

授業内容 
教職実務① ・児童の実態、児童理解（児童の様子の把握と対応）と教育相談体制につ

いて理解し、考察する。 ・事例研究：児童理解、教育相談の課題と対応  
 事前事後学修 [事前]「児童理解」「教育相談」情報収集(3 時間)  [事後]教育相談事例整理(1 時間) 

第 6 回 
授業内容 

教職実務② ・教員の職務（学習指導、生活指導、特別活動等の校務分掌事務）の概要

について理解し考察する。 ・事例研究：学校組織図の作成  
 事前事後学修 [事前]小学校教員の校務分掌について資料収集(3 時間) [事後]校務分掌等についての要点整理(1 時間) 

第 7 回 
授業内容 

教職実務③ ・学校環境の整備（学習環境、教室環境、掲示物 等）について理解し考

察する。 ・事例研究：教室レイアウト（教室見取り図の作成）  
 事前事後学修 [事前]「小学校教室環境」資料収集(3 時間)  [事後]学校環境・教室環境整備についての要点整理(1 時間) 

第 8 回 
授業内容 

学校教育と体験活動の充実① ・校外学習についての法的な裏付けや実施にあたっての

留意点について理解し考察する。 ・事例研究：「手賀沼全校遠足」の計画立案。  
 事前事後学修 [事前]「校外学習」、「遠足」、「手賀沼」資料収集(3 時間)  [事後]遠足実施(1 時間) 

第 9 回 
授業内容 

学校教育と体験活動の充実② ・宿泊行事（移動教室、修学旅行、林間・臨海学園 等）

について理解し考察する。 ・事例研究：「日光修学旅行」の計画立案  
 事前事後学修 [事前]文部科学省 HP 小学校学習指導要領関連の閲覧(3 時間) [事後]関係法令と学習指導要領の整理(1 時間) 

第 10 回 
授業内容 

学校教育と体験活動の充実④ ・校外学習（社会科見学 等）の位置づけ、事例、留意

点を理解し考察する。 ・事例研究：「社会科見学」の計画立案  
 事前事後学修 [事前] 見学受け入れ可能な企業、施設の情報収集 (3 時間) [事後]社会科見学実施留意点についての整理(1 時

間)
第 11 回 

授業内容 
学校教育と体験活動の充実③ ・外部講師による授業（出前授業、出張講座、出張授業

等）について理解し考察する。 ・事例研究：「出前授業」の計画立案  
 事前事後学修 [事前]企業、関係機関による出前授業の情報収集(2 時間)  [事後]「出前授業」計画レポート(2 時間) 

第 12 回 
授業内容 

教職実務（実践編）① ・特別活動「集会活動」の位置づけ、実施と手順について理解

し考察する。 ・実習：集会活動（レクリエーション活動）の実施（体育館）  
 事前事後学修 [事前]学習指導要領「特別活動」「児童会活動」情報収集(3 時間) [事後]レクリエーション活動手法の整理(1 時

間)
第 13 回 

授業内容 
教職実務（実践編）② ・校外学習の位置づけ、留意点、引率方法について理解し考察

する。 ・実習：手賀沼遠足（引率実習 現地レク）※雨天順延 第 14 回に実施  
 事前事後学修 [事前]校外学習引率に関する予習(2 時間)  [事後]校外学習留意事項の整理、実習のまとめレポート(2 時間) 

第 14 回 
授業内容 

教職実務（実践編）③ ・いじめ・不登校問題の実態や背景、法的措置を理解し考察す

る。 
校 「 グ 第 合 換

 
 事前事後学修 [事前]いじめ・不登校に関する報告、法律等の情報収集(3 時間)  [事後]不登校事例への対応レポート(1 時間)

第 15 回 
授業内容 

まとめ ・第 1 回から 14 回まで各自が学んだことを振り返り、全員でフリーディスカ

ッション。 ・レポート作成：テーマ「小学校教育の課題と展望」  
 事前事後学修 [事前]授業内容の振り返り、発表事項の構想(2 時間) [事後]レポートの完成、授業資料の整理(2 時間) 

 
 


