
OPEN CAMPUS SCHEDULE
事前予約制

開催日時 イベント（予定）　

3/26 ㊎
10:00～14:00

● 公立教員・保育士合格体験談
● 個別受験相談，学科説明

6/27 ㊐
10:00～15:00 ● 個別受験相談，学科説明，体験授業

7/18 ㊐
10:00～15:00 ● 個別受験相談，学科説明，体験授業

8/22 ㊐
10:00～15:00 ● 個別受験相談，学科説明，体験授業

12/11 ㊏
13:30～16:00 ● 受験対策講座オンライン配信

※詳細は大学ホームページにて最新情報をご確認下さい

ত
ࢠঁ
େֶ
�ਓؒ

ࣾձ
ֶ෦

ॳ
ҭڭ
ֶՊ

ֶՊ
Ҋ

SH
OWA W

OMEN
’S U

NIVER
SIT

Y

DEPA
RTMEN

T OF E
LEM

EN
TARY ED

UCATION

GUIDE 2
021



һհڭ

私自身は臨床心理学をベースに保育・教育の中
で支援を必要としている子どもたちについて研
究しています。学生には、「あなただからこそ書
ける卒論」を書くことを勧めます。例えば、富
山県出身の学生は「地方の保育と都会の保育の
違い」、自分自身が双子の学生は「双子の子育て」
といったテーマの研究をしていました。

石井正子 教授
 
専門分野：発達に障害や問題を抱える子どもの保育・教育と臨床心理学的支援
 

ISHII Masako 興味関心ごと
インクルーシブ教育

私の専門は20世紀音楽を中心とする理論や思想
の研究です。一見、幼児教育や初等教育と関係
なさそうですが、「人間にとって音楽とは何か」
を追究する点で共通点があります。音楽は、理
性と感性と身体のバランスの上に成り立つもの。
その素晴らしさを、授業を通して学生の皆さん
と共有したいと思います。

永岡 都 教授
 
専門分野：音楽学、表現教育
 

NAGAOKA Miyako
興味関心ごと
旅行、旅先で美しいものに触れること。

近現代の食教育・調理教育に関する研究をしています。現在の私たちの食
生活は長い時間をかけて先人たちが紡いでくれたものです。2013年、「和食」
はユネスコの無形文化遺産に登録されました。現在、世界中の方々から和
食文化への関心が高まっています。和食を保護し、次世代に伝えていくこ
とは私たち日本人の使命であるといえます。次世代に正しく和食が継承さ
れていくことを念願して現在の研究を行っています。このような研究に興
味がある方は気軽にお声掛けください。

今井美樹 准教授
 
専門分野：家庭科教育、食教育
 

IMAI Miki おすすめの書籍
原田信男（著）

『食べるって何?―食育の原点』
（ちくまプリマー新書, 2008年）

理科離れと言われていますが、小学校を見に行
くとたいていの子どもたちは理科が好きです。ずっ
と理科好きのままでいて欲しいと願い、教え方
を研究しています。写真は、3色のLEDで影に
色をつける実験の様子です。青色LEDの発明で
は日本人が活躍しましたが、理科教育で世界を
より良くする未来を目指します。

白數哲久 准教授
 
専門分野：理科、生活、総合的な学習の時間
 

SHIRASU Tetsuhisa 興味関心ごと
奥多摩の山に登り10ｍほどの距離でカ
モシカに遭遇しました。

教育、子ども、学び、遊び、環境、文化、実践、保育者、子育て、人間形
成等をキーワードに研究をしています。研究を通して、子どもや周囲の人々
がより善く生きることのできる社会を創っていきたいです。子どもにはか
ないませんが、大人も生涯、発達し続ける存在です。知っているつもりや
思い込みから解放されて、「ホントはこうだったのね!」と真理と出合う度
に驚嘆しつつ、何度でも学び直しましょう。真理との出合いは新たな自分
と出会う時でもあります。愉しくも奥深い「教育」の世界に、ようこそ。

鈴木法子 准教授
 
専門分野：幼児教育
 

SUZUKI Noriko おすすめの書籍
アーノルド・ローベル（作）、岸田衿子（訳）『どろんここぶた』
（文化出版局, 1971年） お百姓さん夫婦と、その二人
が世界一だいじに育てている仔豚の、愛とユーモアの
小さな物語。さまざまな表情を見せる仔豚が愛らしい！

信州松代の真田家俳諧資料調査に参加。現在、
松代で開催される研究会で、地域文化財ボラン
ティア、地元住民の皆さんと共に、六代藩主真
田幸弘の俳諧記録を読んでいます。授業では、
江戸時代の女性の教科書を読みながら、当時女
性にどのような教育が必要だったのかを考えて
います。

豊田千明 准教授
 
専門分野：日本近世文学
 

TOYODA Chiake おすすめの書籍
物理学者、中谷宇吉郎の名文をどうぞ。

『雪は天からの手紙』
（岩波少年文庫, 2002年）

1年生が最初に受講する「教職概論」や3年生の「社会科教育法」などを担
当しています。大学で西洋古典学（古代ギリシア語とラテン語の文献学）
を学んだ後、国語科や社会科、地歴科の世界史や日本史、公民科の現代社
会などを中学・高校で教え、学級担任、学年主任、教務主任、教頭など様々
な職務を通して、学級・学校経営に関わりました。その経験から、現代の
教育課題全般に興味を持って勉強しています。とくに、ガジェット好きな
ので、ICT教育の動向には敏感です。

鈴木 円 教授
 
専門分野：西洋古典学、教職論、社会科教育学
 

SUZUKI Madoka
興味関心ごと
Python勉強中！

絵が好きで日本画を学びました。大学院では美
術教育の研究室に進み、教育現場に関わる事が
増えました。ある時、美術館の山水画と、庭にあっ
た盆栽と、生徒の描く風景画が、グルッと景の
構造として繋がりました。目に見えないイメー
ジを形に表わす事が藝術の目的だとしたら、研
究もひとつのアプローチと考えています。

早川 陽 准教授
 
専門分野：日本画、美術教育、図画工作
 

HAYAKAWA Yo
興味関心ごと
種をひろって植物を育て、小さな景色をつ
くること。植木鉢も自分でつくります。

初等教育学科の教員を紹介いたします。初等教育学科は、教育・保育学の研究者、教育・保育現場で働い
た経験のある実務家教員、双方の経験を持つ教員、といったように多様なキャリアの教員によって構
成されています。昭和女子大学ホームページの「教員紹介・研究業績」にも初等教育学科の教員の研究
領域の詳細が記載されていますので、是非アクセスしてみてください。

子どもの発達や学習、行動
分析的アプローチによる支
援について研究しています。
授業では、「発達心理学」や「教
育心理学」など、おもに1年
生で学ぶ基礎的な心理学に関する科目を担当しています。
子どもたちの発達過程や学習について学びましょう。

中村徳子 准教授
 
専門分野：認知発達心理学
 

NAKAMURA Noriko 興味関心ごと
ヒトとチンパンジーの赤ちゃんの発達を
比較する研究をしていました。

保育所をフィールドに研究をしてい
ます。最近では、離乳期の食事場面における保育
者と子どものかかわりに焦点を当て、観察と分析
をしています。保育者の温かなまなざしと、子ど
ものきらきらとした笑顔、そこにあるかけがえの
ない一瞬に出会うと保育って素晴らしいと感じず
にいられません。

遠藤純子 准教授
 
専門分野：保育学、臨床発達心理学
 

ENDO Junko おすすめの書籍
マーガレット・ワイズ・ブラウン（著）
坪井郁美（訳）林明子（絵）

『ぼくはあるいたまっすぐまっすぐ』
（ぺんぎん社, 1984年）
保育士として働いていた頃、子どもたちと
一緒に何度も読んだ思い出の一冊です。



現代社会において人が成熟するとはどういうことか、大学での学びや研究
の意義はどこにあるのかといった問題に関心を持っています。これまでは
教育学や近代大学制度が生まれた18～19世紀の西洋を対象として、歴史や
哲学の立場から研究してきました。現代の教育や人間形成の源流を探って
みると、さまざまなことに気づかされます。授業を通して、皆さま自身が
教育や人間形成を歴史的・哲学的に見つめなおす手助けをしたいと思って
います。

伊藤淳広 専任講師
 
専門分野：西洋教育思想史、教育哲学
 

ITO Atsuhiro 興味関心ごと
古書店めぐり、外国の文化全般

TEACHERS
IN DEPARTMENT OF ELEMENTARY EDUCATION

学生時代の一人の友人との出会いを通して、「教育とは何か」を考え始めま
した。卒業後は、海外教育コンサルタントとして、留学を志願する人々の
お世話をしてきました。ある講演を聴いていたら、「人は何のために勉強す
るのですか。人を愛するためです！」との言葉が飛び込んで来ました。そ
れは、私が長年知りたかったことでした。その後、大学で教えるようにな
りました。今は、「海外の教育」や「やさしい気持ちで生きたら現実がどう
変わるか」等の研究をしています。

松本 淳 准教授
 
専門分野：海外の教育、教育実践
 

MATSUMOTO Jun
興味関心ごと

「やさしい気持ち」で現実を変えていく
教育メソッドの開発。

児童が英語で「伝えたい・使いたい」と思え
るような場面設定ができるよう、「English 
Activity for Kids」等の授業で指導法を学生
と共に模索しています。映画や音楽など自分
の好きなことを突破口として、自分なりに英
語学習法をカスタマイズし、楽しんで「楽習」
してみてください！

國分有穗 専任講師
 
専門分野：英語教育法、第二言語習得、児童英語活動指導法
 

KOKUBU Yuho おすすめの書籍
バトラー後藤裕子（著）『英語学習は早
いほど良いのか』（岩波新書, 2015年） 

算数・数学の楽しさは答えが出ることのみにあるのではなく、課題を解決
しようと考え続ける活動の中でひらめきや解決に向かう方向性が見えてく
るプロセスの中にあります。授業での取組等を通して、算数・数学が身の
回りで生きて働いていることを実感し、算数・数学のよさや楽しさを味わ
いながら、自分自身の発想・アイディアを広げていきましょう。そして、
子どもたちのやる気を引き出し確かな学力をつける指導法について共に考
えてみたいと思います。

小林広利 特命教授
 
専門分野：算数・数学教育
 

KOBAYASHI Hirotoshi 興味関心ごと
人間の脳と人工知能
おすすめの書籍
池谷裕二（著） 『パパは脳研究者』

（クレヨンハウス, 2017年）

「音楽演習」や「音楽基礎」などピアノ
実技の授業を担当します。専門は演奏研
究です。これまで子どもたちから大人まで幅広い世代にピアノを教えてき
ました。ピアノが弾けるようになるには毎日の積み重ねが必要です。忙し
い大学生活を送るみなさんに、効率よく、そして楽しく上達できるコツを
お伝えできればと思います。

大澤 里紗 助教
 
専門分野：ピアノ演奏法・指導法、音楽教育
 

OOSAWA Risa 興味関心ごと
落語や講談。音楽と同じように「耳」で
楽しむ芸術だと思います。
おすすめの本

『ピアノと友だちになる50の方法 から
だの使い方』(ヤマハミュージックメディ
ア, 2019)

今、教育界は大きな転換点に立っ
ています。日本の教育は、変わります。それは、これまで経験したことのない
大きな変革です。学校のシステムが変わり、授業が変わり、働き方が変わりま
す。きっとこれからやってくる教育の未来は明るい、私はそう思っています。
学校はいつでも、子どもたちにも先生たちにも個性が認められる、あたたかい
場所あってほしい。ぜひ、あなたがなろうとしている先生像をこの学科で追い
求めてください。私は、生徒指導、学級経営の立場から皆さんの力になります。

鶴田麻也美 専任講師
 
専門分野：生徒・進路指導、学級経営
 

TSURUTA Mayami おすすめの書籍
すべて児童書や青春小説です。蒔田晉治（作）・長
谷川知子（絵）『教室はまちがえるところだ』（子ど
もの未来社, 2004年）、灰谷健次郎 （作）／長谷川
集平（絵）『だれもしらない』（あかね書房, 1981年）、
重松清『空より高く』（中公文庫, 2012年）ほか。

子どもたちが運動のおもしろさに気づき、それを進ん
で味わおうとする授業づくりについて研究しています。
体育の授業では、授業者である教師自身が運動のおも
しろさを見出し、子どもたちにどう提示するかが重要
となります。また、意欲を持続させるためには、効果
的な評価も重要となります。一緒に体育の授業につい
て考えてみましょう。

田島宏一 専任講師
 
専門分野：体育科教育、教材開発、教員養成
 

TAJIMA Koichi 興味関心ごと
博物館・美術館めぐり

ʮڭһհɾۀڀݚʯ
https://gyouseki.swu.ac.jp/swuhp/KgApp?courc=224

ものづくりを通じた新しい学びの場づくりの研究をしています。私たちは、
ものをつくるなかでの試行錯誤や他者との協同を通じて、多くのことを学
んでいます。コンピュータを使うことで、これまでは専門家にしかできなかっ
た映像や音楽、ロボット製作など、様々なものづくりが誰にでもできるよ
うになりました。全国の小学校に整備された児童1人に1台のコンピュータ
を活用して、新しいものづくりに取り組みながら、子どもたちが能動的に、
真剣に楽しく学ぶことができる学びの場を目指して、実践研究を進めています。

森 秀樹 准教授
 
専門分野：教育工学・学習環境デザイン
 

MORI Hideki 興味関心ごと
学びの場としての放課後
児童クラブ（学童保育）

私は、保育現場で働いた時の疑問を元に研究を進めております。保育者が、
何気なく行っていた子どもの対応は、子どもた
ちの発達とより深い関係があります。授業では、
保育者として必要な知識、また経験などの実践
はもとより、文献研究も併せて学ぶことにより、
子どもには可能性があることを学生の皆さんと
共に学んでいきたいと思います。

寒河江芳枝 特命准教授
 
専門分野：幼児教育、保育学
 

SAGAE Yoshie 興味関心ごと
絵本を通して広がる子どもの世界

現在のところ、日本の「国語」は〈日本語〉です。このグローバル化の時代、
超マイナーな国語の勉強なんてあんまり意味ない、生活に不自由なく使え
てれば十分、英語とか中国語とかの勉強の方がこれからは大切だよね！と思っ
ているあなたにクイズです。①全ての「○○語」の中で文字を持つ言語は
全体の何％？②母語（幼児期に最初に習得される言語）の話者数で日本語
は世界第何位？この答えがわかると、あなたの「国語」を見る目がちょっ
と変わるかも知れませんよ。

平野晶子 准教授
 
専門分野：国語科教育、近代日本文学
 

HIRANO Akiko おすすめの書籍
畑中章宏（著）『ごん狐はなぜ撃ち殺さ
れたのか』（晶文社, 2013年）



児童教育コース 幼児教育コース
小学校教諭 幼稚園教諭 保育士 その他

1
年
生

前 期
4月 キ 
「ようこそ先輩‒私のキャリアデザイン‒」
（望秀海浜学寮）

4月 キ 
「ようこそ先輩‒私のキャリアデザイン‒」
（望秀海浜学寮）

4月 キ 
「ようこそ先輩‒私のキャリアデザイン‒」
（望秀海浜学寮）

後 期
3月 イ アメリカ初
等教育演習（1年
次～4年次履修可）

2
年
生

前 期
実習関連科目

「介護等体験の指導」
（小学校）

4月 実 公立小学校参観実習
（東明学林）教育実習Ⅰ
5～9月 実 公立小学校5日間体験ボ
ランティア教育実習Ⅰ
5～3月 実 介護等体験

4月 実 公立幼稚園参観実習
（東明学林） 教育実習Ⅰ
5～9月 実 公立幼稚園5日間体験ボ
ランティア 教育実習Ⅰ

後 期
実習関連科目
「保育実習の

指導ⅠA」
（保育士）

10月 実 公立小学校一日参観実習
（東京都）教育実習Ⅰ
11月 キ 卒業生と懇談する会
2月 キ 就職懇談会

10月 実 公立幼稚園一日参観実習
（東京都）教育実習Ⅰ
11月 キ 卒業生と懇談する会
2月 キ 就職懇談会

11月 キ 卒業生と懇談する会
2月 実 保育所での実習
保育実習ⅠA（12日間・90時間）
2月 キ 就職懇談会

3
年
生

前 期
実習関連科目
「保育実習の

指導ⅠB」
（保育士）

4月 
実 公立小学校参観実習

（望秀海浜学寮）

4月 
実  公立幼稚園参観実習

（望秀海浜学寮）

4月 実 公立保育所参観実習
（望秀海浜学寮）
8月または9月 実 施設での実習
保育実習ⅠB（12日間・90時間）

4月～12月
イ 教育現場体験

（小学校・幼稚園・
保育所等、望秀海
浜学寮）

後 期
実習関連科目

「教育実習の指導Ⅰ」

10～12月 
公 公立小学校就職試験対策講座Ⅰ
11月 キ 卒業生と懇談する会
2月 キ 小学校教育実習準備講座
2月 公 公立小学校就職試験対策講座Ⅱ

11月 
キ 卒業生と懇談する会

1月～
公 公立保育士採用試験対策講座
11月 キ 卒業生と懇談する会

11月頃 
自治体教員養成
塾出願（東京教師
養成塾他）

4
年
生

前 期
実習関連科目
「教育実習の

指導Ⅱ」
「保育実習の
指導Ⅱ・Ⅲ」
（保育士）

4月 公 公立小学校就職試験対策講座Ⅰ
5月 公 公立小学校教員採用選考出願
5～6月 実 小学校での教育実習
教育実習ⅡA（4週間）
7月 公 公立小学校教員採用選考1
次試験（各自治体）
8月 公 公立小学校就職試験対策講
座Ⅱ（各自治体）
8月 公 公立小学校教員採用選考2
次試験（各自治体）

5月 公 公立幼稚園教員採用選考出願
5～6月 実 幼稚園での教育実習
教育実習ⅡA（4週間）
7月～8月 公 公立幼稚園教員採用
選考試験（各自治体）
7月～ 私 私立幼稚園採用試験
9月 実 幼稚園での教育実習
教育実習ⅡB（2週間・希望者）

～7月
 公 公立保育士採用試験対策講座 
7月頃～ 公 公立保育職採用選考試
験（各自治体）
7月頃～ 私 私立保育所・福祉施設
等採用試験
9月 実 保育所での実習 保育実習Ⅱ 
または
実 児童館・施設での実習
保育実習Ⅲ（12日間・90時間）

4月 
小学校教諭大学
推薦選考枠学内
選考・出願
4月～ 
自治体教員養成
塾特別教育実習

後 期
実習関連科目

「教職実践演習」
（小学校）

「保育・教職実践演習」
（幼稚園）

10月 公 公立小学校採用選考名簿
登載者発表

10月 公 公立幼稚園採用選考名簿
登載者発表
10～3月 私 私立幼稚園採用試験

10月～3月 
私 私立保育所・福祉施設等採用試験

3月
小学校教諭1種免許状取得

3月
幼稚園教諭1種免許状取得

3月
保育士資格取得

就
職

公・私立小学校教諭
（常勤・非常勤）

公・私立幼稚園教諭
（常勤・非常勤）

公・私立保育所保育士（常勤・非常勤）
公・私立児童福祉施設保育士（常勤・
非常勤）

一般企業
その他

実 実習  イ 単位となるインターンシップ等　公 就職活動（公務員）  私 就職活動（私立）   キ 学科主催のキャリアサポート

໔ڐɾ֨ࢿऔಘ쎅썶쎘쎅࣮श썿쎷쏭쏴쎬쎿쏧썗쏒

取得可能な免許状・資格
● 保育士（幼児教育コースのみ）
● 幼稚園教諭1種免許状
● 小学校教諭1種免許状（児童教育コースのみ）
● 中学校教諭2種免許状 ［英語］（英語コミュニケーション学科等での履修含む）
● 中学校教諭2種免許状 ［保健体育］（健康デザイン学科等での履修含む）
● 学芸員
● 図書館司書・司書教諭
● 児童指導員（任用資格）
● 社会福祉主事（任用資格）
● 日本語教員（大学認定証）

入学後に、児童教育コース（小＋幼）または幼児教育コース（幼＋保）のいずれかを選択。 （2019年度実施 2020年度はコロナ禍の影響で変更あり）

2021年3月22日発行　デザイン：イシジマデザイン制作室

〒154-8533 東京都世田谷区太子堂1-7-57
TEL 03-3411-5762（直通） FAX 03-3411-5209

初等教育学科 ブログ
http://content.swu.ac.jp/shokyo-blog/
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最小マス／見出し
を含めて20～30字
最小マス／見出し
を含めて20～

最小マス／見出し
を含めて20～30字
最小マス／見出し
を含めて20～

最小マス／見出し
を含めて20～30字
最小マス／見出し
を含めて20～

最小マス／見出し
を含めて20～30字
最小マス／見出し
を含めて20～

ཤमొؒظ
●児童教育コースと●幼児教育コース

に分かれて進む。

쎴썗쏡쏽
쎷쏭쏽쏛쏃쎂Ճ
入学試験（大学AO／公募制推薦／光
葉同窓会推薦／指定校制推薦／附属
校推薦／Ａ日程／Ｂ日程／共通テスト
利用型Ⅰ期／共通テスト利用型Ⅱ期／3
月期／外国人留学生／大学編･転･学
士の各入学試験から選択）を受ける。

海と自然豊かな房総半島の南端館山市にあ
る宿泊施設に3年生と研修に出かける。
（2020年度はオンライン学寮）

オンライン授業となる。家のWiFi環境を整える。
グループディスカッションで意見を交わす。

༮ڭࣇҭ쎽썗쏃

ҭ쎽썗쏃ڭಐࣇ
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ॳڭҭֶՊ
쎏쎟썝썪썴ʂ
ɹೕ༮͔ظࣇΒࣇಐظʹ͔͚ͯɺੜ
֔Λੜ͖ൈ͘ྗਓ֨ͷૅجΛഓ͏େ
ͳظͱ͞ΕɺࠓɺઌਐࠃΛத৺ʹ
༮ڭࣇҭॳڭҭͷ੍վֵ͕ٸ
ʹਐΜͰ͍·͢ɻ͜ͷΑ͏ͳྲྀΕͷ
தͰɺࢠͲͨͪͷ໋Λ༬͔Γɺͦͷ
ֶͼΛαϙʔτ͢Δ༗ҙٛͳࣄʹब
͖͍ͨͱ͏ئօ͞ΜΛɺ৺͔ΒԠԉ͠
͍ͨͱ͍ࢥ·͢ɻ
ɹॳڭҭֶՊͰɺάϩʔόϧͳࢹ
͔ΒࣾձจԽʹ͍Λ͚ɺཧ
ͱ࣮ફͷ྆໘͔Β༷ʑͳֶͼͷϓϩ
άϥϜΛ༻ҙ͍ͯ͠·͢ɻ͜ͷֶՊͰ
ͷֶͼ͕օ͞ΜͷະདྷͷྐͱͳΔ͜ͱ
Λ֬৴͍ͯ͠·͢ɻ
 初等教育学科 学科長　永岡 都
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学生会館で
一人暮らし。

親元を離れ寂しい。
夢の実現を
心に誓う。

第2外国語の
フランス語で

苦しむ。
1回休み

朝小サマー
スクールに

スタッフとして
参加する。

心理学を学び
子どもの発達に
興味を持つ。

大雪で
大学が休校。
1回休み

INTERVIEW

�ੜ쎮쏽쏉쏝쏯썗ᶃ�ʮ썪쎅̍ 쎩ৼ쎡ฦ썺썽ʯ
中村真悠子さん  児童教育コース

司会 ● ຊ̎ੜΛऴ͑Α͏ͱ͍ͯ͠Δதଜ͞Μ
ʹɺॳڭҭֶՊͰͷֶੜੜ׆ΛৼΓฦ͍ͬͯͨ
͖ͩɺ͓Λ͍·͢ɻͱ͘ʹ͜ͷ̍ίϩφՒ
ͷͳ͔ɺͲͷΑ͏ͳ̍Ͱ͔ͨ͠ʁ
中村 ● ̎ੜʹͳͬͨΒɺΞϝϦΧॳڭҭԋशͰ
ϘετϯʹͨͬߦΓɺհޢମ͘ߦʹݧ༧ఆͩͬͨ
ͷʹɺͦΕΒ͕ͳ͘ͳΓࣗͰΦϯϥΠϯतۀΛड
͚Δੜ׆ͱͳΓ·ͨ͠ɻॳށ͍যΓ͋ͬͨ
ͷͰ͕͢ɺٯʹࣗͷ͕ؒͨͬΓͰ͖ͨͷͰɺ
ͨ͘͞ΜͷຊΛಡΜͩΓɺӳݕݕͷษڧʹू
த͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·ͨ͠ɻ݁Ռతʹॆ࣮ͨؒ͠
Λաͤͨ͝ͱ͍ࢥ·͢ɻ·ֶͨྈͳ͘ͳͬͨͷͰ
͕͢ɺΫϥεҕһͱֶͯ͠ྈସϓϩάϥϜʢΦϯ
ϥΠϯʣΛاըɾӡӦ͢Δͱ͍ͬͨݧܦͰ͖·͠
ͨɻ
司会 ● தଜ͞ΜϦʔμʔζΞΧσϛʔʹՃ͞
Εͨͱ͍ͯͬ·͢ɻ
中村 ● ͞·͟·ͳֶՊ͔Βू·ͬͨ��໊ͷֶੜ͕�
໊͝ͱͷάϧʔϓʹΘ͔Εͯɺʮਫʯͱ͍͏ςʔϚ
͔Βුூʹͳͬͨ՝ʹ͍ͭͯ୳͠ڀ·ͨ͠ɻֶՊ
ҧ͏ͷͰશ͘໘ࣝͷͳ͍ਓͨͪͱΦϯϥΠϯձٞ
ͰίϛϡχέʔγϣϯΛͱΔ͜ͱʹେมۤ࿑͠·
ͨ͠ɻͰٯʹΦϯϥΠϯͳͷͰɺϝϯόʔͱͷ
ؒௐ͕؆୯Ͱɺ͍ͭͳ͔ͳ͔શһͷ߹͕
߹Θͳ͍ͷͰ͕͢ɺिʹ�ճ࣮֬ʹશһՃͰձٞ
Λ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·ͨ͠ɻ·ֶͨੜͷํʑ͔Βςʔ
ϚʹͦͬͨࣸਅΛ4/4Ͱืू͢ΔͳͲɺର໘Ͱͳ
ͯ͘Ͱ͖Δ͜ͱΛ͠·ͨ͠ɻ
司会 ● ࠓຆͲͷत͕ۀΦϯϥΠϯͰͨ͠Ͷɻ
ͲͷΑ͏ʹऔΓΈ·͔ͨ͠ʁ
中村 ● ΦϯϥΠϯतۀઌੜ͔Β͕ΈΒΕ͍ͯͳ
͍ͷͰɺࣗࣗΛͯ͠ର໘तۀΑΓ͞Βʹओମ
తͳͰྟΉΑ͏ʹΊ·ͨ͠ɻ·ͨ՝ଟ͔
ͬͨͷͰܭըతʹऔΓΉΑ͏৺ֻ͚ɺतۀத͜
·ΊʹϊʔτΛͱͬͨΓɺνϟοτʹੵۃతʹॻ͖
Μࠐ Γͩ͢ ΔͳͲूதྗ͕ͱ͗ Εͳ͍Α͏ ʹ͠ ·͠ ͨɻ

司会 ● ΦϯϥΠϯतۀΛड͚ͨ͜ͱͰ৽ͨͳൃݟ
͋Γ·͔ͨ͠ʁ
中村 ● तۀʹΑͬͯϒϨΠΫΞτͰάϧʔϓʹ
͔ΕͯσΟεΧογϣϯ͢Δ͕ؒ͋Γ·ͨ͠ɻ
ର໘Ͱ͢ػձ͕গͳ͔ͬͨਓͨͪͱҙަݟ
ΛΔ͜ͱͰत͑ߟΔ͜ͱ͕Ͱ͖ɺ͞·͟·ͳ͢
ʹͷֶͼΛਂΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖·ͨ͠ɻ·ͨɺ*$5ۀ
ɻ(PPHMFΫϥεϧͨ͠·͠ײͳΔඞཁੑΛ௧͘ڧ
ʔϜϩΠϩϊʔτͳͲɺΦϯϥΠϯतۀʹͳΔ·
ͰຆͲ৮ΕΔ͜ͱ͕ͳ͔ͬͨͷͰ͕͢ɺ͜ͷҰ
Ͱ͔ͳΓ׳Εͨͱ͍ࢥ·͢ɻࡏݱɺখֶߍͰ*$5
ͷ׆༻ϓϩάϥϛϯάڭҭ͕ਪਐ͞Ε͍ͯ·͢ɻ
কདྷɺࢠͲͨͪʹ͑ڭΔཱʹͳΔ༁Ͱ͔͢Βɺ
͞Βʹษ͓ͯ͘͠ڧඞཁ͕͋Δͳͱ͡ײ·ͨ͠ɻ
司会 ● �ੜΛऴ͑Α͏ͱ͍ͯ͠·͕͢ɺ�ੜΛͲ
ͷΑ͏ʹա͢͝ͷ͕͓͢͢ΊͰ͔͢ʁ
中村 ● ࢲதֶڭߍ་�छ໔ڐঢ়	ମҭ
ͷऔಘ
͍ͯͯ͠ࢦɺͦͷՊ͕�ੜ͔ظޙΒ·Γ·
ͨ͠ɻ·ͨࣇಐڭҭίʔεͰɺ�ੜ͔Β໔ؔڐ
࿈ͷඞमՊ͕૿͑ΔͷͰɺ̍ੜͷ͏ͪɺҰൠ
ͨ·ཤम͓ͯ͘͠ͷ͕͓͢͢ΊͰ͢ɻ͘ཆΛ෯ڭ
�લ·Ͱ୭ੈͷத͕ίϩφՒͰ͜ͷΑ͏ͳঢ়ଶ
ʹͳΔͱ૾͍ͯ͠·ͤΜͰͨ͠ɻतۀΛ͔ͬ͠
Γड͚Δ͜ͱͪΖΜͰ͕͢ɺϘϥϯςΟΞΞ
ϧόΠτɺ֨ࢿऔಘͳͲग़དྷΔͱ͖ʹΓ͍ͨ͜ͱ
Λ͓͖ͬͯͩ͘ͱ͍ࢥ·͢ɻ
司会 ● ߍߴʹޙ࠷ੜʹΉ͚ͯϝοηʔδΛ͓͍͠ئ
·͢ɻ
中村 ● ॳڭҭֶՊڭһอҭʹͳΓ͍ͨͱ
͍͏ಉ͡ເΛͭؒͱग़ձ͑ΔॴͰ͢ɻϨϙʔ
τࢦಋҊ࡞ͳͲʹΘΕͯ͘͠͡ײΔ͜ͱ
͋Γ·͕͢ɺઌੜํஸೡʹࢦಋͯͩ͘͠͞Δ͠ɺ
લ͖Ͱ໌Δ͍͕͍ؒΔͷͰҰॹʹΓӽ͑ΒΕ
Δͱ͍ࢥ·͢ɻΈͳ͞ΜͱҰॹʹֶΔ͜ͱΛָ
͠Έʹ͍ͯ͠·͢ɻ
� �����݄�औࡐ

ೖֶࣜ
新入生歓迎会、
上級生主催
懇談会に出席する。
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神奈川県西北部に位置する研修施設に2年生だけ
で出発。地域の小学校・幼稚園・保育所を参観し、報
告会を開く。天気がよく足柄平野と富士山、そして相
模の海が一望できた。（2020年度はオンライン学寮）
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3月に3週間（1年次～4年次履
修可）、昭和ボストンでの教育実習プログ
ラムに参加する。小学校・幼稚園・保育所
で授業や保育の現場に入り米国の教育
方法を学ぶ。週末にはボストンの市内観
光やニューヨークへの1泊2日の旅行へ出
かける。新たな参加型の学習体験は教職・
保育職へのモチベーションを高めた。
（2020年度は中止）

表現指導法の
授業で

人形劇を行う。
⬇2マス進む

文化研究講座で
クラシック音楽の
コンサートを

聴く。

手遊び歌を
20曲マスター

する。
⬇1マス進む

世田谷公園で
お花見をする。

1回休み

友人の紹介で
保育所での
アルバイトを
始める。

大雪で
大学が休校。
1回休み

新しい
リクルート
スーツを買う

オープン
キャンパスに
スタッフとして
参加。母校の
高校生を発見。

2週間の
保育実習を行う。

0～5歳児のクラスに
入り緊張する。

成人式に振袖を
着て出席する。
中学校の

同級生と再会。

就職懇談会で教職・
保育職に内定した

4年生から
体験談を聞く。

成人式に振袖を
着て出席する。

家族でお祝いをする。

どこの自治体の
教員採用試験を

受けるか進路を探る。

教科教育法の
授業で
指導案を
作成する。
難しい…

毎週1回、
教育現場

ボランティアを
始める。

INTERVIEW
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鈴木莉子さん  幼児教育コース  ×  下山美穂さん  幼児教育コース

7人の小人を
見つける。
幸せになる。

「社会」の授業で
鎌倉を訪ねる。

三茶ファミリー
フェスタに

スタッフとして
参加する

小学校体験
ボランティア
を行う。

大学の
そばにある

人気カキ氷店に
友人と行く。
⬆1マス戻る

チアリーディング
デー。

学生食堂
メニューが

200円になる。

母校を訪問して
お世話になった
高校の先生に

ご挨拶。

成人式の
前撮り。

振袖を着て
写真を撮る。
⬇1マス進む

司会 ● ຊɺ༮ڭࣇҭίʔεͷֶੜͱͯ͠Ξϝ
ϦΧॳڭҭԋशΛ͞ݧܦΕ͓ͨೋਓʹ͓Λ
͑Εͱ͍ࢥ·͢ɻ·ͣɺ࣮ࡍʹΞϝϦΧʹ͘ߦલ
ʹͲͷΑ͏ͳ४උ͕͔͋ͬͨɺ۩ମతʹ͍ͯ͑ڭ
͚ͨͩ·͔͢ʁ
鈴木 ● ओʹΞϝϦΧͷ༮ஓԂͰ͏ߦ෦࣮शͷ४
උΛ͍ߦ·ͨ͠ɻࢲࢠͲ͕ંΓࢴͰۚͨͬ࡞
ΔΞΫς࡞Λ͏ͪΘʹషͬͯΦϦδφϧ͏ͪΘΛڕ
ΟϏςΟΛܭը͠·ͨ͠ɻ૾Ҏ্ʹΞΫςΟϏς
ΟΛࢠͲָ͕ͨͪ͠ΜͰ͘Εͯɺͱ͔ͯͬ͠خ
ͨͰ͢͠ɺԿΑΓࣗ৴ʹͭͳ͕Γ·ͨ͠ɻ
下山 ● ΞϝϦΧॳڭҭԋशͷतۀͰɺࣗݾհ
ͷํΞΫςΟϏςΟͷ༻ҙͳͲΛ͍ߦ·ͨ͠ɻ
͓͔͛͞·ͰɺεϜʔζʹཹֶʹྟΊ·ͨ͠ɻ·ͨɺ
༑ୡಉͰӳޠͷษڧΛͨ͠Γɺ͍͖ͨߦॴ
ΛௐΔͳͲɺ͍͍͋͋ؾͱ४උͰ͖·ͨ͠ɻ
司会 ● ࣮ݚʹࡍमΛମ͠ݧɺຊͱͷҧ͍ҙ֎
ԿͰ͔͢ʁͨ͡ײʹ
鈴木 ● ·ͣΞϝϦΧͷ༮ஓԂͰɺຊͰͨݟ
͜ͱͳ͍Α͏ͳ͓ͪΌΧϥϑϧͳน໘০ͳͲ
ΛݟΔ͜ͱ͕ग़དྷɺͱͯษڧʹͳΓ·ͨ͠ɻ
下山 ● ͱʹ͔ࣗ͘༝Ͱ͋Δͱ͍͏͜ͱͰ͢ɻอҭԂ
ͷ࣮शʹͨͬߦɺͲ͜Ͱ୭ͱ͓னΛ৯ͯ
͍͍͠ɺυϨεͷΑ͏ͳ༸ΛணͨΓɺࢠͲͨ
͕ͪͷͼͷͼͱա͍ͯ͝͠Δͳͱ͡ײ·ͨ͠ɻ
司会 ● ޙࠃؼʹԿ͔ࣗͷมԽΛ͡ײ·͔͢ʁ
下山 ● ຊͰւ֎ͷਓͱੵۃతʹίϛϡχέʔ
γϣϯΛऔΖ͏ͱ͜͏ࢥͱ͕Ͱ͖·ͨ͠ɻද
ͳͲ͔Β૬खͱίϛϡχέʔγϣϯΛऔΕΔ͜
ͱ͕Α͘Θ͔ͬͨͷͰɺଞจԽʹาΈدΖ͏ͱ͍͏

ҙ͕ࣝժੜ͑ͨΑ͏ʹ͍ࢥ·͢ɻ
鈴木 ● ͕ࣗকདྷอҭʹͳͬͨʹɺຊ͕ޠ
ͤͳ͍ւ֎ͷࢠͲอऀޢͷํʹ҆৺ͯ͠
Ԃʹ௨ͬͯΒ͏͜ͱ͕ग़དྷΔΑ͏ͳӳ͕ྗޠඞཁ
ͩͱ௧͍ͯ͠ײ·͢ɻ
司会 ● ͜ͷύϯϑϨοτΛ͝ཡʹͳ͍ͬͯΔํͷத
ʹɺΞϝϦΧॳڭҭԋशʹؔ৺͕͋Δ͚ΕͲɺ
ӳྗޠΛෆ҆ʹ͍ͯ͡ײΔํ͍Δͱଟ͍ͱ͍ࢥ
·͢ɻͦͷลΓ͍͔͕Ͱ͠ΐ͏͔ʁ
下山 ● ࢲݩʑɺӳޠʹରͯۤ͠खҙ͕ࣝ͋Γɺ
Λ͍ͨ͠ͱ͍͏λΠϓͰ͋Γ·ͤΜޠӳͯ͑
Ͱͨ͠ɻ͔͠͠ΞϝϦΧॳڭҭԋशʹՃͯ͠
Έͯɺ࣮ࡍʹͯ͠ίϛϡχέʔγϣϯΛͱΔӳޠ
ͱָͯ͘͠ɺۤखͰνϟϨϯδ͍ͯ͜͠͏ͱ
ɻͨ͠·͍ࢥ
鈴木 ● ΞϝϦΧॳڭҭԋशͰɺΞϝϦΧਓͷ
ઌੜͱͷतۀ͍ߦ·͢ɻઌੜํͪͨࢲຊਓ
ͷӳޠ͔Δ·Ͱ͔ͬ͠Γฉ͖ɺͯ͠Լ͞Γ·
ͨ͠ɻӳޠੵۃతʹ͢͜ͱͰʹͭ͘ͷͩͱ
Γɺ͢͜ͱͷָ͠͞Λֶͼ·ͨ͠ɻ์՝ޙʹ
༑ୡͱҰॹʹϘετϯͷޫ؍ʹग़ֻ͚ͨΓɺ�ധ
�ͰχϡʔϤʔΫཱྀͨͬ͜ߦʹߦͱͱͯྑ
�िؒͰେ͖ྗޠͳΓ·ͨ͠ɻࣗͷӳʹݧܦ͍
͘มΘ͍ͬͯ·ͤΜ͕ɺӳޠʹର͢Δํ͑ߟ
มΘΓɺωΠςΟϒͷํͱ͢ࡍʹۓு͠ͳ͘ͳ
Γ·ͨ͠ɻ
司会 ● ͓ೋਓͱɺӳޠͰͷίϛϡχέʔγϣϯʹ
ࣗ৴͕͍ͭͨΑ͏Ͱ͢Ͷɻຊ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝
·ͨ͠ɻ
� �����൛ܝ࠶
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MISSION!
「鬼ごっこ」の種類を知って
いるだけで挙げてみよう。
4歳児に合っているのは
どれか発表しよう。

MISSION!

「文房具」と聞いて思い浮

かんだ形を3種類描き、う

ち1種類の新しい名前と動

きをその場で提案しよう。

MISSION!

日本の民謡・童謡・唱歌、

世界の民謡・童謡の中か

ら、動物の登場する曲を1

曲選び、全員で歌おう。

MISSION!

2分間、目をつぶって頭の

中でドローンを飛ばしてみ

よう。カメラから見えた景

色について話そう。



लւֶྈ�
1年生を引っ張っていく頼もしい先輩になる。

レクリエーションでクラス優勝する。
海岸清掃でゴミ拾いをする。

쎶쎮쏊쏽쏃�
就職ガイダンスに出席。

キャリア支援センターを活用する。

쏆쏩썣ܾ쎕쎢
教員の専門分野を確認して、自分の研究テー
マに合うゼミを選択する。希望のゼミに入れた。

3
ੜ

REPORT 
ʮਓؒࣾձֶ෦ʯ쎅த쎅ॳڭҭֶՊ
ɹॳڭҭֶՊͷ�ੜɺຖଔۀจͷς
ʔϚਐΊํʹͱ͍ͯ·͢ɻͳͥͳΒɺڭ
ҭֶɾอҭֶɺ৺ཧֶɺࣾձֶɺྺֶɺ
ֶɺ๏ֶɺߦֶɺܦӦֶʑɺॻ͖Εͳ͍
΄Ͳଟ༷ͳֶͷԠ༻ͱཱ͓ͯͯ͠͠Γɺ
͞ΒʹͦΕΒΛෳ߹࣮ͯ͠ફʹੜ͔͢͜ͱ͕ٻ
ΊΒΕΔ͔ΒͰ͢ɻ
ɹ͜ͷΑ͏ͳڭҭֶɾอҭֶͷֶੑࡍ·ͨɺ

ॳڭҭֶՊͰͷֶͼͷಛͱ͠ ͯݱΕ·͢ɻ
࣮ɺྡ͢Δ৺ཧֶՊɺࣾࢱձֶՊɺݱ
ڀݚͲʹؔ͢ΔࢠҭɾอҭڭཆֶՊʹڭ
Λ͞Ε͍ͯΔઌੜ͕ଟ͍Βͬ͠ΌΓɺॳڭ
ҭֶՊͷʮֶ෦ڞ௨Պʯͱͯ͠ྡֶՊͷत
Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳ͍ͬͯ·͢ɻ͢ߨΛडۀ
ॳڭҭֶՊ͕ʮਓؒࣾձֶ෦ʯͷதʹ͋Δ͜
ͱʹ࣮ॏཁͳҙຯ͕͋Δɺͱ͍͏͜ ͱͰ͢Ͷɻ
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夏休みに館山プログラム（教育現場体験）に参加する。望秀
海浜学寮に滞在して、仲間と様々な授業を計画する。3日間
で千葉県館山市の小学生延べ200人が参加した。
 （2020年度は中止）

ゼミで学んだ視点と
教育学の課題から研究テーマを見つけた。

図書館で
卒業論文の
先行研究を
調べる。

⬇1マス進む

新学期、
学生証を忘れた。

西門から正門に回る。
1回休み

ゼミの仲間と
四ツ谷の

東京おもちゃ
美術館に行く。

毎週1回、
教育現場

ボランティアを
始める。

合宿で
普通自動車

免許を取得する。
1回休み

1年間休学して
海外の初等教育
現場に飛び込む。
⬅1マス進む

INTERVIEW

�ੜ쎮쏽쏉쏝쏯썗ʮؗ쏡쏷쎺쏳쏪쎅ݧܦ썢쎠ʯ
髙﨑麻弥さん  児童教育コース  ×  林ひかるさん  児童教育コース

保育・幼児
教育指導室を

利用して
面接の練習に
明け暮れる。

授業でけん玉
（基本技）を
マスターする。

教職指導室を
利用して

採用試験のポイントを
確認する。

スクーリング
（入学前準備教育）の
スタッフをつとめる。

公立保育士
対策講座に参加する

実践的な学習が
多くなる。模擬授業の

準備をする。

自治体教員
養成塾に出願する。

⬆1マス進む

いよいよ4年生。
就職に向けて
準備を進める。

単位に
取りこぼしが

無いか
不安になる。
⬅1マス戻る

司会 ● ຊɺؗϓϩάϥϜͷاըɾӡӦʹத
৺తʹܞΘ͓ͬͨೋਓʹ͓Λ͍·͢ɻؗϓ
ϩάϥϜͱ͑ݴɺֶՊͷಛ৭͋Δ1#-ܕͷतۀ
Ͱ͕͢ɺຊͲͷΑ͏ͳΛ͠·͔ͨ͠ʁ
髙﨑 ● ࢠͲͨͪͱֶੜΛ�৭ͷΦϦϯϐοΫΧϥ
ʔͷνʔϜʹ͚ɺ�ؒΛ௨ͯ͠νʔϜର߅ͷή
ʔϜΫΠζΛ͍ߦ·ͨ͠ɻνʔϜΛ࡞Δ͜ͱͰɺ
࡞ձΛػͳ͘ଟ͘ͷਓͱަྲྀͰ͖Δֶؔߍֶ
Γ·ͨ͠ɻ୲ͷֶੜͷ׆༂͋ΓɺؼΓͷձ͓
ผΕձେΓ্͕ΓͰɺࢠͲֶͨͪੜத
͍ͯͨ͠ͷͰͱͯྑ͔ͬͨͰ͢ɻ
林 ● ֶߍֶҧ͏ࢠͲ͕ͨͪྑ͘ͳΓͳ͕
ΒྗڠͰ͖ΔΑ͏ʹɺतۀͱผʹΓֆͷΞΫς
ΟϏςΟΛ༻ҙ͠·ͨ͠ɻࢠͲ͕ͨͪৗʹԿ͔ʹ
औΓΊΔΑ͏ʹɺϓϩάϥϜͷ�ͷྲྀΕΛ͔ࡉ
ܾ͘Ί·ͨ͠ɻ
司会 ● ࣮ࡍͷࢠͲͷԠͲ͏Ͱ͔ͨ͠ʁ
髙﨑 ● ࢲޠࠃͷतۀͰΦϦδφϧܶΛ࡞Δ׆ಈ
Λͨ͠ͷͰ͕͢ɺ·ͰࢠͲ͕ͨͪͲͷΑ͏ͳ
ΞΠσΟΞΛग़͢ͷ͔ɺܶΛ࡞ΔͷʹͲͷ͘Β͍
͕͔͔ؒΔͷ͔ͳͲɺ૾͢Δͷ͕͔ͬͨ͠Ͱ͢ɻ
Ͳͨͪͷ๛͔ͳൃࢠΛͬͯΈͯɺۀतʹࡍ࣮
ʹ͔͞ڻΕΔ͔ΓͰͨ͠ɻ
林 ● ࢲਤͷतۀΛ୲͠·ͨ͠ɻࢠͲͨͪͷ
ΞΠσΟΞ͕๛͔Ͱɺ֪ࢴ೪ͰՆٳΈͷࢥ
͍ग़Λද͢ݱΔͳͲɺΦϦδφϧͷ࡞Λָ͠ΜͰ
ɻʮདྷͨ͠·͍ࢥ͘͠خΒΕͯݟ͕ࢠΔ༷͍ͯͬ࡞
͜ͷϓϩάϥϜʹՃ͍ͨ͠ʂʯͱͯͬ͘ݴΕ
Δ͕ࢠଟ͘ɺՆٳΈલ͔Βͨͬߦ४උใΘΕͨ
ɻͨ͠·͕͍͠ࢥ

司会 ● ϓϩάϥϜͷݧܦޙࠓͲ͏͏͖ͦ׆Ͱ͠ΐ
͏͔ʁ
髙﨑 ● ࢲ࣮ߦҕһΛΊͨͷͰɺͯ͢ͷݧܦ
ɻҰʹ��໊ۙ͘ͷ͢·͍ͯͬࢥΔͱ͖׆ʹޙࠓ͕
ͲͨͪΛ༠ಋ͢Δඞཁ͕͋Γɺ༨༟Λͬͯεࢠ
έδϡʔϧΛཱͯΔ͜ͱ͕େͩͱ࣮͠ײ·ͨ͠ɻ
·ͨɺࢠͲͨͪͷ͓खચ͍ͷؒॴΛ֬อ
ͨ͠Γɺன৯લʹखચ͍ɾ͏͕͍Λͯ͠Β͏͜ͱɺ
͚͕ͷࢭɾରԠͳͲɺ৭ʑͯ͑ߟӡӦ͠ͳ͚Ε
ͳΒͳ͍ͷͩͱΓ·ͨ͠ɻतۀ໘ͰɺࢠͲ
ͨͪͷ༷ࢠΛֶੜಉͰڞ༗͠ɺͷʹ͚ͯ
൝ฤΛม͑ͨΓɺࢧԉͷํ๏Λͨ͑ߟΓ͠ ·ͨ͠ɻ
ใڞ༗ͷେ͞Λ࣮͠ײ·ͨ͠ɻ
林 ● ࢲ෭࣮ߦҕһΛΊ·ͨ͠ɻؒϓ
ϩάϥϜܭըɺͦΕΒͷ࣮ߦͷݧܦɺࢠͲͨͪ
͕ूஂͰεϜʔζʹಈ͘ඞཁ͕͋Δ໘Ͱ͖ͯ׆
͘Δͱ͍ࢥ·͢ɻतۀ໘ͰɺࢠͲָ͕ͨͪ͠Μ
ͰओମతʹՃ͢ΔͨΊʹͲͷΑ͏ͳतۀʹͯ͠
͍͚Α͍ͷ͔ɺ͑ߟΔ͖͔͚ͬͱͳΓ·ͨ͠ɻ
司会 ● ��݄ͷळࡇࡩͰࢠͲୡͱ࠶ձͰ͖·͠ ͨͶɻ
髙﨑 ● ίεϞεࡇʹ��໊ͷࢠͲ͕ͨͪདྷͯ͘
Ε·ͨ͠ɻֶੜ�ਓ͕�ʙ�໊ͷࢠͲͨͪΛ࿈Εͯ
େֶΛҊ͠ɺനᏐθϛͷεϥΠϜ࡞ΓΛ͡Ίɺ
ϓϥ൘࡞ΓԑɺॳڭͷθϛੜʹΑΔਓܶܗͷؑ
ͳͲΛָ͠Έ·ͨ͠ɻಛʹɺॳΊͯ৯Δֶ৯
େֶࡇͳΒͰͷചళʹΛً͔͍ͤͯͨͷ͕ҹ
తͰͨ͠ɻ
司会 ● དྷͷؗϓϩάϥϜָ͠ΈͰ͢Ͷɻ

� �����൛ܝ࠶



ଔۀจ৹ࠪձ
パワーポイントを作成して
プレゼンテーションに臨む。

ଔࠪۀఆ
 卒業者発表。自分の名前を見つけた。

1マス進む。

໔֨ࢿڐ
● 幼児教育コースは
 幼稚園教諭1種免許状・
 保育士資格を取得。
● 児童教育コースは
 小学校教諭1種免許状・
 幼稚園教諭1種免許状を取得。

ଔۀจʒ
お正月も論文執筆を進めて

〆切に間に合った。

司会 ● ͞ాΜ౦ࢣڭژཆक़ʹՃ͠ɺ̍Λ௨ͯ͠ಛผڭҭ
࣮शʢ�ؒΛ௨ͯ͠ͷখֶߍʹෝ͖ɺि�ճͷत࣮ۀशΛ͓͜
ͳ͏ʣଟ͘ͷ࠲ߨΛड͠ߨɺແࣄʹ౦ژͷڭһݧࢼ༺࠾ʹ߹
֨͞Ε·ͨ͠Ͷɻ͓ΊͰͱ͏͍͟͝·͢ɻཆक़ͱେֶͷतۀͱͷ
ཱ྆େมͰ͔ͨ͠ʁ
山田 ● ࢲҰൠڭཆͳͲ΄ͱΜͲͷՊ̏ੜ·Ͱʹཤम͠ऴ͑
͍ͯͯɺतۀθϛͱඞमՊ͕̍Պ͚ͩͩͬͨͷͰେৎͰ͠
ͨɻଔܭըతʹ̏ੜͷͱ͖͔ΒσʔλΛऩू͍ͯͨ͠ͷͰɺ
̐ੜͰۭ͍͍ͯΔؒʹσʔλͷੳͱࣥචʹઐ೦͢Δ͜ͱ͕
Ͱ͖·ͨ͠
司会 ● ࠓίϩφՒͰɺಛผڭҭ࣮शେมͩͬͨͷͰʁ
山田 ● ڭҭݱͰॳΊֶͯͿ͜ͱ͔ΓͰ͕ͨ͠ɺ࣮शઌͷઌੜ
ํʹखް͘͝ࢦಋ͍͖ͨͩɺ࣮ફతࢦಋྗΛཆ͏͜ͱ͕Ͱ͖·ͨ͠ɻ
ίϩφՒͱ͍͏ঢ়گͰֶͦ͜Δ͜ͱଟ͔ͬͨͱ͍ࢥ·͢ɻ
司会 ● ͞ాΜ͕େֶੜ׆ͰଞʹऔΓΜͩ͜ͱ͋Γ·͔͢ʁ
山田 ● ࢲ෭ઐ੍߈Λར༻͠ɺຊޠຊจֶՊͷतۀΛཤम͢
Δ͜ͱͰຊڭޠһͷ֨ࢿΛऔಘ͠·ͨ͠ɻͯ͢ͷֶ෦͚ͩͰͳ
͘ɺφʔεϦʔ͜ͲԂɺෟଐͷதߴɺେֶӃ·Ͱ͕̍ͭͷෑ
ʹ͋ΔͷຊֶͷϝϦοτͰ͢ɻڭҭɾอҭͷݱͷ༷ࢠΛೖֶ
ॳ͔ΒମݧͰ͖Δػձ͕๛ʹ͋ΔͳͲɺࣗͷΩϟϦΞΞοϓ
ʹͱཱͯͪ·ͨ͠ɻ
司会 ● ޙ࠷ʹडݧੜͷํͨͪʹҰ͍͠ئ͓ݴ·͢ɻ
山田 ● ࢲߍߴੜͷʹɺʮকདྷɺڭһͱͯ͠ࢠͲͨͪͷલʹཱ
ͭͨΊʹଟ͘ͷ͕ݧܦͰ͖Δେֶʹೖֶ͍ͨ͠ʯͱ͍͜ࢥͷେֶΛ
બͼ·ͨ͠ɻ�ੜͷͱ͖ʹΞϝϦΧॳڭҭԋशͰϘετϯʹ
ੜͱֶཹಈަ׆ΒϘϥϯςΟΞ͔͖ͯͯͬؼɺͨ͠͠·͖ߦ
ͷަྲྀͳͲͷ͜ͱΛ͢ݧܦΔ͜ͱ͕Ͱ͖·ͨ͠ɻେֶੜ׆Λॆ
࣮ͨ͠ͷʹ͢Δͷࣗୈͩͱ͍ࢥ·͢ɻΈͳ͞Μ͜ͷେֶ
Ͱ༗ҙٛͳେֶੜ׆Λૹ͍ͬͯͩ͘͞ɻ� �����݄�औࡐ
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※2020年度の進路・就職先決定状況はオープンキャンパス（学科説明会）等でご確認ください。

�ੜ쎮쏽쏉쏝쏯썗
ʮେֶੜ׆쎩쎌쎡썢썟썺썽ʯ

山田歩佳さん  児童教育コース

GOAL্썣쎡

ڭ
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幼稚園又は小学校での4週間の教育実習に参加する。
今まで学んだ経験をいかして計画的に授業を実践する。
新しい課題も見えてきた。やり甲斐を感じる。

身体表現と
音楽の関わりに
ついて研究を

進める。

就職を考えて、
私立幼稚園の
見学に行く。

公立保育士
採用試験
を受ける。

1マス進む➡

公立小学校
就職試験
対策講座に
参加する。

東急電鉄の
田園都市線が
いつもより
混んでいる。
1回休み

昭和女子大学
現代教育研究所
のシンポジウム
を聴講する。

もっと研究が
したい。

大学院への
進学を考える。

公立小学校教員
採用選考

1次2次試験を受ける。
1マス進む➡

INTERVIEW
いよいよ4年生。
就職に向けて
準備を進める。

単位に
取りこぼしが

無いか
不安になる。
⬅1マス戻る

試合に出る
ことになった。
海外の遠征に
出発する。

就職活動が
始まる。

学内でも頻繁に
企業説明会が
開かれる。

論文で必要な
アンケートを
幼稚園で
実施する。

論文の
アンケートの
集計と分析に
時間がかかる。
⬆3マス戻る

4年生になり
授業が減った。
自分で1年間の
計画を立てる。
右側へ➡

卒業研究が
なかなか
進まない。
⬆2マス戻る

気分転換で
買い物に
出かける。

天気がいい。
⬇1マス進む

ଔࣜۀ
人見記念講堂での卒業式。
新しい門出を祝う。

児童教育コース
（62名）

幼児教育コース
（64名）
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■公立幼稚園
1名

■公立保育所
22名

■私立幼稚園
23名

■私立保育所
13名

■公立小学校
44名

■私立幼稚園
1名

■一般企業
14名

■進学（大学院）
2名

■進学（専門学校）
1名

■一般企業
5名

全体
（126名）

44名

1名

19名

1名
2名

24名

13名

22名

MISSION!

日本も批准する「児童の権

利に関する条約（子どもの

権利条約）」を調べ、前文を

その場で読み上げよう。

MISSION!

2050年に園長に任命され

た。新しい園ではどのよう

な特色を持たせるか、1分

間考えて発表しよう。

໔ڐ


