
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

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

免許・資格取得のための実習とキャリアサポート

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）
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昭和女子大学 人間社会学部

初等教育学科

TEACHERS
IN DEPARTMENT OF ELEMENTARY EDUCATION

教員紹介

表紙について  
表紙の画像は2020年の造形基礎（選択）の授業で制作した
1年生のコラグラフ（版画）作品です。

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）

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。 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
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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！

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

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。

「教員紹介・研究業績」
https://gyouseki.swu.ac.jp/swuhp/KgApp?courc=224

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。

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

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）
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履修登録期間
●児童教育コースと●幼児教育コース

に分かれて進む。

卒業論文審査会
パワーポイントを作成して

プレゼンテーションに臨む。

卒業査定
 卒業者発表。自分の名前を見つけた。

1マス進む。

免許資格
● 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。

卒業論文〆切
お正月も論文執筆を進めて

〆切に間に合った。

望秀海浜学寮 
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。

ガイダンス 
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。

オープン
キャンパスに参加
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。

ゼミが決まる
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。

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）

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）

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。

司会 ● 山田さんは東京教師養成塾に参加し、１年を通して特別教育
実習（1年間を通して都内の小学校に赴き、週1回の授業実習をおこ
なう）や数多くの講座を受講し、無事に東京都の教員採用試験に合
格されましたね。おめでとうございます。養成塾と大学の授業との
両立は大変でしたか？
山田 ● 私は一般教養などほとんどの科目は３年生までに履修し終え
ていて、授業はゼミと必修科目が１科目だけだったので大丈夫でし
た。卒論も計画的に３年生のときからデータを収集していたので、
４年生では空いている時間にデータの分析と執筆に専念することが
できました
司会 ● 今年度はコロナ禍で、特別教育実習も大変だったのでは？
山田 ● 教育現場では初めて学ぶことばかりでしたが、実習先の先生
方に手厚くご指導いただき、実践的指導力を養うことができました。
コロナ禍という状況でこそ学べることも多かったと思います。
司会 ● 山田さんが大学生活で他に取り組んだことはありますか？
山田 ● 私は副専攻制度を利用し、日本語日本文学科の授業を履修す
ることで日本語教員の資格を取得しました。すべての学部だけでな
く、ナースリーやこども園、附属の中高、大学院までが１つの敷地
内にあるのは本学のメリットです。教育・保育の現場の様子を入学
当初から体験できる機会が豊富にあるなど、自分のキャリアアップ
にとても役立ちました。
司会 ● 最後に受験生の方たちに一言お願いします。
山田 ● 私は高校生の時に、「将来、教員として子どもたちの前に立
つために多くの経験ができる大学に入学したい」と思いこの大学を
選びました。2年生のときにはアメリカ初等教育演習でボストンにも
行きましたし、帰ってきてからもボランティア活動や交換留学生と
の交流など沢山のことを経験することができました。大学生活を充
実したものにするのは自分次第だと思います。みなさんもこの大学
で有意義な大学生活を送ってください。� 2020年2月2日取材

幼児教育コース➡

児童教育コース➡

1
年生

3
年生

4
年生

REPORT 
「人間社会学部」の中の初等教育学科
　初等教育学科の3年生は、毎年卒業論文のテ
ーマや進め方にとても迷います。なぜなら、教
育学・保育学は、心理学、社会学、歴史学、哲
学、法学、行政学、経営学等々、書き切れない
ほど多様な学問の応用分野として成立しており、
さらにそれらを複合して実践に生かすことが求
められるからです。
　このような教育学・保育学の学際性はまた、

初等教育学科での学びの特徴としても現れます。
実は、隣接する心理学科、福祉社会学科、現代
教養学科にも教育・保育や子どもに関する研究
をされている先生が多数いらっしゃり、初等教
育学科の「学部共通科目」として隣接学科の授
業を受講することができるようになっています。
初等教育学科が「人間社会学部」の中にあるこ
とにも実は重要な意味がある、ということですね。

※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。

4年生インタビュー
「大学生活をふりかえって」

山田歩佳さん  児童教育コースST
ART

ふりだし

GOAL上がり

MESSAGE
初等教育学科
へようこそ！
　乳幼児期から児童期にかけては、生
涯を生き抜く力や人格の基礎を培う大
切な時期とされ、今、先進国を中心に
幼児教育や初等教育の制度改革が急
速に進んでいます。このような流れの
中で、子どもたちの命を預かり、その
学びをサポートする有意義な仕事に就
きたいと願う皆さんを、心から応援し
たいと思います。
　初等教育学科では、グローバルな視
点から社会や文化に広い目を向け、理
論と実践の両面から様々な学びのプロ
グラムを用意しています。この学科で
の学びが皆さんの未来の糧となること
を確信しています。
 初等教育学科 学科長　永岡 都
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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）

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）

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。

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。

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➡

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

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。

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…

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 INTERVIEW INTERVIEWINTERVIEW

3年生インタビュー「館山プログラムの経験から」
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

2年生インタビュー② 「アメリカ初等教育演習の経験から」
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

2年生インタビュー① 「この１年を振り返って」
中村真悠子さん  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

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

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

司会 ● 本日は、館山プログラムの企画・運営に中
心的に携わったお二人にお話を伺います。館山プ
ログラムと言えば、学科の特色あるPBL型の授業
ですが、本年度はどのような点を工夫しましたか？
髙﨑 ● 子どもたちと学生を5色のオリンピックカラ
ーのチームに分け、3日間を通してチーム対抗のゲ
ームやクイズを行いました。チームを作ることで、
学校や学年関係なく多くの人と交流できる機会を作
りました。担当の学生の活躍もあり、帰りの会やお
別れ会は大盛り上がりで、子どもたちも学生も熱中
していたのでとても良かったです。
林 ● 学校も学年も違う子どもたちが仲良くなりなが
ら協力できるように、授業とは別に切り絵のアクテ
ィビティを用意しました。子どもたちが常に何かに
取り組めるように、プログラムの1日の流れを細か
く決めました。
司会 ● 実際の子どもの反応はどうでしたか？
髙﨑 ● 私は国語の授業でオリジナル劇を作る活動
をしたのですが、当日まで子どもたちがどのような
アイディアを出すのか、劇を作るのにどのくらい時
間がかかるのかなど、想像するのが難しかったです。
実際に授業をやってみて、子どもたちの豊かな発
想に驚かされるばかりでした。
林 ● 私は図工の授業を担当しました。子どもたちの
アイディアが豊かで、貝殻や紙粘土で夏休みの思
い出を表現するなど、オリジナルの作品を楽しんで
作っている様子が見られて嬉しく思いました。「来
年もこのプログラムに参加したい！」と言ってくれ
る子が多く、夏休み前から行った準備も報われた
思いがしました。

司会 ● プログラムの経験は今後どう活きそうでしょ
うか？
髙﨑 ● 私は実行委員を務めたので、すべての経験
が今後に活きると思っています。一度に50名近くの
子どもたちを誘導する必要があり、余裕を持ってス
ケジュールを立てることが大切だと実感しました。
また、子どもたちのお手洗いの時間や場所を確保
したり、昼食前に手洗い・うがいをしてもらうこと、
けがの防止・対応など、色々考えて運営しなけれ
ばならないのだと知りました。授業面では、子ども
たちの様子を学生同士で共有し、次の日に向けて
班編成を変えたり、支援の方法を考えたりしました。
情報共有の大切さを実感しました。
林 ● 私は副実行委員を務めました。時間配分やプ
ログラム計画、それらの実行の経験は、子どもたち
が集団でもスムーズに動く必要がある場面で活きて
くると思います。授業面では、子どもたちが楽しん
で主体的に参加するためにはどのような授業にして
いけばよいのか、考えるきっかけとなりました。
司会 ● 11月の秋桜祭で子ども達と再会できましたね。
髙﨑 ● コスモス祭には約30名の子どもたちが来てく
れました。学生1人が5～6名の子どもたちを連れて
大学を案内し、白數ゼミのスライム作りをはじめ、
プラ板作りや縁日、初教のゼミ生による人形劇の鑑
賞などを楽しみました。特に、初めて食べる学食や
大学祭ならではの売店に目を輝かせていたのが印
象的でした。
司会 ● 来年の館山プログラムも楽しみですね。
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司会 ● 本日は２年生を終えようとしている中村さん
に、初等教育学科での学生生活を振り返っていた
だき、お話を伺います。とくにこの１年はコロナ禍
のなか、どのような１年でしたか？
中村 ● ２年生になったら、アメリカ初等教育演習で
ボストンに行ったり、介護等体験に行く予定だった
のに、それらがなくなり自宅でオンライン授業を受
ける生活となりました。当初は戸惑い焦りもあった
のですが、逆に自分の時間がたっぷりできたので、
たくさんの本を読んだり、英検や漢検の勉強に集
中することができました。結果的には充実した時間
を過ごせたと思います。また学寮もなくなったので
すが、クラス委員として学寮代替プログラム（オン
ライン）を企画・運営するといった経験もできまし
た。
司会 ● 中村さんはリーダーズアカデミーにも参加さ
れたと伺っています。
中村 ● さまざまな学科から集まった30名の学生が6
名ごとのグループにわかれて、「水」というテーマ
から浮彫になった課題について探究しました。学科
も違うので全く面識のない人たちとオンライン会議
でコミュニケーションをとることには大変苦労しま
した。でも逆にオンラインなので、メンバーとの時
間調整が簡単で、いつもはなかなか全員の都合が
合わないのですが、週に1回確実に全員参加で会議
をすることができました。また学生の方々からテー
マにそった写真をSNSで募集するなど、対面でな
くてもできることを工夫しました。
司会 ● 今年度は殆どの授業がオンラインでしたね。
どのように取り組みましたか？
中村 ● オンライン授業は先生から姿がみられていな
いので、自分自身を律して対面授業よりさらに主体
的な姿勢で臨むように努めました。また課題も多か
ったので計画的に取り組むよう心掛け、授業中もこ
まめにノートをとったり、チャットに積極的に書き
込んだりするなど集中力がとぎれないようにしました。

司会 ● オンライン授業を受けたことで新たな発見は
ありましたか？
中村 ● 授業によってはブレイクアウトでグループに
分かれてディスカッションする時間がありました。
対面では話す機会が少なかった人たちとも意見交
換することができ、さまざまな考えを知ることで授
業の学びを深めることができました。また、ICTに
強くなる必要性を痛感しました。Googleクラスル
ームやロイロノートなど、オンライン授業になるま
では殆ど触れることがなかったのですが、この一年
でかなり慣れたと思います。現在、小学校でもICT
の活用やプログラミング教育が推進されています。
将来、子どもたちに教える立場になる訳ですから、
さらに勉強しておく必要があるなと感じました。
司会 ● 2年生を終えようとしていますが、1年生をど
のように過ごすのがおすすめですか？
中村 ● 私は中学校教諭2種免許状(体育)の取得も
目指していて、その科目が1年生後期から始まりま
した。また児童教育コースでは、2年生から免許関
連の必修科目が増えるので、１年生のうちは、一般
教養を幅広く履修しておくのがおすすめです。また
1年前まで誰も世の中がコロナ禍でこのような状態
になるとは想像していませんでした。授業をしっか
り受けることはもちろんですが、ボランティアやア
ルバイト、資格取得など出来るときにやりたいこと
をやっておくべきだと思います。
司会 ● 最後に高校生にむけてメッセージをお願いし
ます。
中村 ● 初等教育学科は教員や保育士になりたいと
いう同じ夢を持つ仲間と出会える場所です。レポー
トや指導案作成などに追われて忙しく感じることも
ありますが、先生方も丁寧に指導してくださるし、
前向きで明るい仲間がいるので一緒に乗り越えられ
ると思います。みなさんとも一緒に学べることを楽
しみにしています。
� 2020年2月8日取材

司会 ● 本日は、幼児教育コースの学生としてアメ
リカ初等教育演習を経験されたお二人にお話を伺
えればと思います。まず、実際にアメリカに行く前
にどのような準備があったか、具体的に教えてい
ただけますか？
鈴木 ● 主にアメリカの幼稚園で行う部分実習の準
備を行いました。私は子どもが折り紙で作った金
魚をうちわに貼ってオリジナルうちわを作るアクテ
ィビティを計画しました。想像以上にアクティビテ
ィを子どもたちが楽しんでくれて、とても嬉しかっ
たですし、何よりも自信につながりました。
下山 ● アメリカ初等教育演習の授業で、自己紹介
の仕方やアクティビティの用意などを行いました。
おかげさまで、スムーズに留学に臨めました。また、
友達同士でも英語の勉強をしたり、行きたい場所
を調べるなど、和気あいあいと準備できました。
司会 ● 実際に研修を体験し、日本との違いや意外
に感じた点は何ですか？
鈴木 ● まずアメリカの幼稚園では、日本では見た
ことないようなおもちゃやカラフルな壁面装飾など
を見ることが出来、とても勉強になりました。
下山 ● とにかく自由であるということです。保育園
の実習に行った時も、どこで誰とお昼を食べても
いいし、ドレスのような洋服を着たり等、子どもた
ちがのびのびと過ごしているなと感じました。
司会 ● 帰国後には何か自身の変化を感じますか？
下山 ● 日本でも海外の人と積極的にコミュニケー
ションを取ろうと思うことができました。表情や仕
草などからも相手とコミュニケーションを取れるこ
とがよくわかったので、他文化に歩み寄ろうという

意識が芽生えたように思います。
鈴木 ● 自分が将来保育士になった時に、日本語が
話せない海外の子どもや保護者の方にも安心して
園に通ってもらうことが出来るような英語力が必要
だと痛感しています。
司会 ● このパンフレットをご覧になっている方の中
には、アメリカ初等教育演習に関心があるけれども、
英語力を不安に感じている方もいると多いと思い
ます。その辺りはいかがでしょうか？
下山 ● 私も元々、英語に対して苦手意識があり、
敢えて英語を話したいというタイプではありません
でした。しかしアメリカ初等教育演習に参加して
みて、実際に話してコミュニケーションをとる英語
はとても楽しく、苦手でもチャレンジしていこうと
思いました。
鈴木 ● アメリカ初等教育演習では、アメリカ人の
先生との授業も行います。先生方は私たち日本人
の英語も分かるまでしっかり聞き、話して下さりま
した。英語は積極的に話すことで身につくものだと
知り、話すことの楽しさを学びました。放課後に
友達と一緒にボストンの観光地に出掛けたり、1泊
2日でニューヨークへ旅行に行ったこともとても良
い経験になりました。自分の英語力は3週間で大き
く変わってはいませんが、英語に対する考え方は
変わり、ネイティブの方と話す際にも緊張しなくな
りました。
司会 ● お二人とも、英語でのコミュニケーションに
自信がついたようですね。本日はありがとうござい
ました。
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2
年生

卒業式
人見記念講堂での卒業式。
新しい門出を祝う。

入学式
新入生歓迎会、
上級生主催
懇談会に出席する。

児童教育コース
（62名）

幼児教育コース
（64名）

令和2（2019）年度  進路・就職先決定状況

■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!
「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。

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。

免許


