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TeachersFrom

　高校時代、没頭したのは本を読む
こと。読書に夢中になって山手線を
１周してしまうことも！　みなさん
には、「おもしろい」と思ったこと
を別のめがね

4 4 4

から見ることをおすす
めします。本との対話、人との対話
をとおして自身を上書きしましょう。

　勉強に部活動（軽音楽部）、習い
事（クラシックバレエ）と、やりた
いことに挑戦した高校生活でした。
学校現場での経験は教育学における
「問い」の宝庫。大学生活では、そ
の問いを学びと結びつけて、「なぜだ
ろう？」と「もっと知りたい」を見
つけてほしいです。

坂本喜代子先生
国語科教育・

コミュニケーション教育

銘苅実土先生
英語・日本語の読み書き修得、

学習支援

先生の高校時代At That Time

先生の高校時代 At That Time

はじめに――先生からあなたへ

対話をとおして
自分らしさを
磨いてください

MesSagE

教育学部　初等教育学科　
初等教育コース

FROM TEACHERS
はじめに	 p3

FEATURES
学科の特徴	 p4

STUDENT LIFE
学生たちに聞く！	 p6

CLASSES
授業の特色と内容	 p8

SEMINARS
ゼミの紹介	 p10

BACKUP SYSTEM
学生へのサポート	 p11

VOICES OF OB & OG
卒業生の声	 p12

CAREERS
資格と就職先	 p13

CURRICULUM
4年間の学びの流れ	 p14

C O N T E N T S

日本人の子どもたちに
特有の英語の
学習プロセスを
研究しています

MesSagE

授業づくりと同じく
学生生活でも
バランスが大事

MesSagE 　高校時代はラグビーに打ち込みま
した。聖地「花園」出場をめざして
青春をラグビーに捧げたせいで、言
い訳になりますが、部活動中心で学
業にはあまり専心していませんでし
た（汗）。勉強も大切だけど、みな
さんにも、大学ではいろんな経験を
積んでほしいと思っています。

成家篤史先生
体育授業づくり研究

先生の高校時代At That Time



4 5 教育学部　初等教育学科　初等教育コース

MMESSAGEESSAGE

初等教育学科　初等教育コース、3つの特徴

　初等教育コースは主に小学校教員をめ
ざす人が学んでいるコースです。毎年、
多くの卒業生が小学校の教壇に立ってい
ます。
　小学校教員の仕事を間近に感じ、学習
意欲を高めながら学べるように、1年生
のときから実践的な科目を設置していま
す。その学びを、学校現場の観察やボラ
ンティア経験とも関連づけながら、理論
的な学びにつなげていきます。学校現場

で即戦力として活躍できる力をつけるこ
とを大切にしつつも、深く学び、永く活
躍できる本質的な力量の形成をめざして
います。小学校等の学校現場で活躍する
本学の先輩方を招いて学ぶ機会もあり、
学生は自分たちの未来の姿を先輩たちに
重ねながら学んでいきます。本学は小学
校教員の養成にとりくみ、30年以上の
歴史をもっています。

「実践力・即戦力」となる
専門知識・技能を備えた
小学校教諭、幼稚園教諭を
養成します

中山京子
初等教育学科　
初等教育コース

　高い専門性と実践力を備えた小学校
教諭を養成するために、教育に関する
理論と教育現場での実践体験とを総合
して学べる、多様な授業科目を用意し
ています。

理論と実践をあわせて学ぶ
多様なカリキュラム

1

　特別支援学校教諭や幼稚園教諭など
の教員免許、認定心理士や社会調査士
などの各種資格も取得可能です。初等
教育を軸として、教育にかかわる心理
学や社会学など、幅広く学ぶことがで
きます。

教育関連の資格が
取得できる

2

　帝京大学小学校での教育参加やボラ
ンティア活動など、4年間をとおして
子どもたちとふれあう機会を提供しま
す。早期から教育現場で学ぶ実践的指
導によって、即戦力を身につけます。

さまざまな提携校での
実践的な実習をとおして学ぶ

3

Three Main 
Features
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　教師になりたいと思ったのは現在も通っている少林寺拳
法の道院で、子どもたちへの教えるよろこびを発見したか
ら。「音楽実技」の授業では先生方のていねいな指導で未
経験者の私もピアノが弾けるまでに。現在は小学校の教員
をめざし、仲間とともに採用試験の準備に励んでいます。

重田葵さん
初等教育コース4年／
東京都私立八王子実践高等学校出身

もっとも深く教育を学べる場

　小学校6年生のときのまるで“ヤンクミ”のような担任
に憧れ、教師をめざすことに。小学校と特別支援学校のふ
たつの免許を取得し、たくさん悩んだ末に小学校を選びま
した。放課後デイサービスでのアルバイトや小学校ボラン
ティアを通じて、教師になるための経験も積んでいます。

　教師をめざすきっかけは小学校４年生の担任の先生。子
どもと同じ目線で楽しみ、きちんと叱ってくれる先生でし
た。入学の決め手は充実した環境と、オープン科目で他学
科の授業がとれるところ。専門の領域はもちろん、主体的
な学びで理想の教師像に一歩ずつ近づいていきたいです。

佐藤萌果さん
初等教育コース4年／東京都立南平高等学校出身

小学校と特別支援学校
2つの免許を活かしたい

市川竜也さん
初等教育コース3年／
静岡県私立静岡理工科大学星陵高等学校出身

大学時代はボランティア活動もしたい！

# STUDENT LIFE# STUDENT LIFE # STUDENT LIFE# STUDENT LIFE # STUDENT LIFE# STUDENT LIFE # STUDENT LIFE# STUDENT LIFE

このペン一本で、シャープ
ペン、青、赤、黒の色分け
自在。書きやすさも抜群！

英国の格差社会の実態から
多様性について考えさせら
れたお気に入りの1冊。

よくご飯を食べる図書館近
くのベンチ。風が吹き抜け、
心地よい場所です。

オンラインやレジュメを配
布しない授業があるので、P	
Cの頻度が上がっています。

小さいころから家族の一員。
オンライン授業でつかれた
ときも癒してくれる!!

趣味の読書や日々持ち歩く
参考書には手作りブックカ
バーが欠かせません。

AOI SHIGETA
- Senior -

MOEKA SATO
- Senior -

KAZUYA 
SHIMURA

- Junior -

RYUYA 
ICHIKAWA

- Junior -

3年から始まったゼミ。とて
も居心地のよい同期や4年
生との集合カット。

STAY	HOME生活ではサッ
カーが気晴らし。近くの公園
にボールを蹴りに行きます。

　模擬授業を行うための理科室や図工室、調べ物や自習を
するための図書館やACTなど、教員になるための学びの環
境が充実。そして、同じ目標をめざしている学生が多いので、
それが励みや刺激になっています。3年生で実習に行くので、
実践での課題に早く気がつけるのもうれしい。

志村和哉さん
初等教育コース3年／山梨県立甲府昭和高等学校出身

教員をめざすための環境が充実

学生たちに聞く！

MY FAVORITE

MEMORIES

RECOMMEND

STAY
HOME

STAY
HOME

MUST-HAVE
ITEM

MUST-HAVE
ITEM

MUST-HAVE
ITEM



8 9 教育学部　初等教育学科　初等教育コース

学級経営論

　学級経営は、すべての学校教育の基
盤です。子どもたち一人ひとりが生き
生きと前向きに勉強にとりくみ、決ま
りを守り、仲良しのまとまったクラス
であるということは、学級担任による
「学級経営」の成果の表れだといえます。
本講義では、学級経営の役割や意義や
あり方について、学級担任が直面する
具体的な場面から考察していきます。

授業の特色と内容

Pi
ck

 Up

　入学したばかりなので、教育の基礎を学ぶ講義を意
識的にとりました。教員をめざしているので教職科目
も欠かせません。空きコマは課題にとりくみました。

C l a s s e s

市川竜也さん
1年次春期の場合

TIME TABLE 時間割（例）

　歴史的・地理的に特色のある地域を事例地
として、地域教材の開発について学びます。
楽しみながら体験的に、調査やそれに基づく
教材開発の基本を実践的に学べることが特徴
です。前半の講義の後には実際に現地で宿泊
しながらフィールドワークを行い、歴史、自
然、観光、環境など、各自のテーマに沿った
教材開発を行っていきます。

臨地教材開発研究

地域の特色をいかした教材づくり

　教員をめざす学生等が教育現場に出て授業
を行う際の基礎的な概念や理論を学ぶ講義で
す。歴史のなかで磨かれてきた教育方法の
「遺産」を学ぶ、情報機器や教材の活用の仕
方を検討するなどをとおして、教育現場での
ゆたかな実践力を養います。とりあげる事例
の中心は小学校ですが、就学前教育、中等教
育にも応用可能な方法を扱います。

教育方法論

初等教育の基礎と実践

　理科が好きな子どもを育てるために、理科
好きな先生になろう！　本講義の特徴は、小
学校理科で行う観察や実験を実際に体験する
ことです。小学校のときにやった懐かしい観
察・実験や新しい教材を使った観察・実験を
数多く体験できるように講義内容を工夫して
います。きっと理科の楽しさを再認識し、指
導にも自信がもてるようになるはずです。

小学校理科実験

理科好きな先生になろう

　現代社会では、知識や技能の習得だけでは
なく、自己や学習対象への意味を変成させ続
ける「学び」が求められます。教科体育も例
外ではありません。本講義では、自己や他者
やモノとの関係のなかで、運動の意味を立ち
上げ、変成させ続けるプロセスのなかで技能
や知識、社会性などを身につけ、いま必要と
される教科体育の理論を学びます。

体育科概論

運動の意味を立ち上げ変成させよう！

教育にも経営視点が必要だ

　学校とは、それぞれ異なる文化を背景にも
った子どもたちが集まる場所です。グローバ
ル化が進むいま、教室の生徒の多様化も進み、
多文化共生教育の要望が高くなってきました。
本講義では、多文化共生教育の概念や歴史、
具体的な実践事例を学び、国際化や多文化化
が進む学校教育における多文化共生教育の可
能性を考えます。

多文化教育

異文化が集う学校

Pi
ck

 Up

Pi
ck

 Up
MON TUE WED THU FRI

1時限
9:00	-10:30 教育学入門Ⅰ 教職論 理科教育

基礎研究
ライフデザイン
演習Ⅰ

2時限
10:45-12:15 体育実技 世界の情勢

（アジア）Ⅰ 教育原理 家庭科概論 社会を生きる

3時限
13:00	-14:30 心の理解 社会科教育

基礎研究 現代英語Ⅰ

4時限
14:45	-16:15 教育の制度と経営 教育経営論

5時限
16:30	-18:00

総合的な学習の時間
および特別活動の指導法

VARIOUS
SUBJECTS
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　教育現場を体験できるプログラムを1年次
から展開するなど、4年間をとおして、小学
校はもちろん、さまざまな教育実践の現場で
子どもたちや教員の指導・支援に直接ふれる
豊富な機会を用意しています。

　小学校では担任も英語の授業をします。初
等教育コースには「楽しく使える英語」を学
ぶために、キャンパス内のTelaco（Teikyo	
Language	Commons）でネイティブのチュ
ーターと遊びながら生きた英語のコミュニケ
ーション能力を獲得する特別なプログラムが
用意されています。

　帝京大学教育学部の卒業生を中心に構成さ
れている「帝京教育会」は、2004年の発足以
来、外部講師を招いた研究集会を定期的に開
催。在学生、卒業生、教職員が、教育をめぐ
るさまざまなテーマについて活発に交流する
場としてのネットワーク機能をもっています。

　教員をめざす学生に対し、個別相談や教員
採用試験対策の指導を専門的に行う総合サポ
ートセンター。模擬授業室やICT実習室など
充実した施設・設備を備え、教職経験のある
教員（等）が学生を全力でバックアップして
います。卒業生にも門戸が開かれています。

　国際理解教育は現代の教育における
大きな課題のひとつです。大切なこと
は、まず学生自身が自分たちのなかに
ある異文化認識を見つめ直し、日本の
子どもたちがもつステレオタイプなも
のの見方を理解すること。その後、国
際理解教育の歴史や内容について学び、
具体的な実践例やフィールドワークを
通じ、自らの国際理解を深めます。

　ICTの学校・授業での活用を実践を
とおして学びます。実際に学校に出向
き、現場の先生と協力しながら、効
果的なICT機器活用の方法を考えま
す。今年度は４年生の指導の下に、①
プログラミング教育、②AR（拡張現実、
Augmented	Reality）、③GIS（地理情
報システム、Geographic	 Information	
System）の３つの担当に分かれ、授
業での活用方法について学んでいます。

福島健介ゼミ

　よりよい授業を行うためには、授業
を研究することが重要です。本演習で
は授業研究の方法について体験的に学
びます。主として小学校社会科の授業
づくりをめぐる主題をとりあげて、文
献研究、単元開発、模擬授業等にとり
くんでいます。３・４年生が楽しい雰
囲気でありながら、真剣に教え合い、
学び合っています。

鎌田和宏ゼミ

学生へのサポート

帝京大学教職センターTelaco留学

とにかく豊富な
現場体験プログラム

帝京教育会

21

3 4

中山京子ゼミ

ゼミの紹介
S e m i n a r s

Support for Students

あたりまえを疑え

授業の仕組みを
解明する

ICTを活用した
授業づくりをめざして

BACKUP SYSTEM

Pi
ck

 Up

Pi
ck

 Up

Pi
ck

 Up

TO LEARN
MORE

DEEPLY
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OB & OGOB & OG CareersCareersCareersCareers
資格と就職先卒業生の声

VOICES OF

2021年3月時点

　大学は可能性と向き合い、伸ばすための場。
授業で実際に用いる題材を体験しながら理解を
深める「教科指導法」で身につけた思考力と実
践力、卒業論文で培った語彙力、先生方から教
わった「人」としての多くこと。帝京大学での
経験は教員という夢への挑戦を支え、教壇に立
つようになったいまもとても役立っています。

　勤務先の児童養護施設では日々、子どもたち
や保護者に臨機応変に対応していくことが求め
られます。大学時代、実際に教員を経験された
先生方に学んだ実践的な知識は、そのための指
標となっています。授業から施設まで、帝京大
学には主体的な学びを支える体制が充実してい
ると感じます。

早川ひとみさん

原田康平さん

2017年卒業

2017年卒業

立川市立第五小学校

社会福祉法人諸岳会　精舎児童学園

MESSAGE

MESSAGE

EMPLOYER

EMPLOYER

NAME

NAME

YEAR OF GRADUATION

YEAR OF GRADUATION

VOICE #01

VOICE #02

AFTER  
GRADUATION

　取得可能な資格　

　卒業後の進路実績　

2021年
(%)

OB & OGOB & OG

学びを支える
帝京大学の

ヒト、モノ、コト

帝京大学は
挑戦の場！

For 
The 

Futu
re

※　小学校教諭一種を取得することが
条件となります。

＊　2つ以上の資格（教員免許を含む）を取得する場合は4年以上かかることがあります。

教員免許
小学校教諭一種

教員免許
幼稚園教諭一種※

教員免許　特別支援学校教諭一種
（知的障害者・肢体不自由者・病弱者）※

学芸員 図書館司書 司書教諭

社会教育士 社会調査士 認定心理士

レクリエーション・
インストラクター

2級ファイナンシャル・
プランニング技能検定受検資格

キャンプインストラクター
受験資格

コーチングアシスタント 認定絵本士

主な進路

東京都教育委員会

足立区立小学校

町田市立小学校

大田区立小学校

世田谷区立小学校

府中市立小学校

東村山市立小学校

西東京市立小学校

荒川区立小学校

立川市立小学校

小金井市立小学校

神奈川県教育委員会

秦野市立小学校

横浜市教育委員会

川崎市教育委員会

相模原市教育委員会

埼玉県教育委員会

熊谷市立小学校

所沢市立小学校

富士見市立小学校

ふじみ野市立小学校

草加市立小学校

東松山市立小学校

千葉県教育委員会

新潟県教育委員会

北海道教育委員会

茨城県教育委員会

帝京大学小学校

ほか
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CURRICULUM
4年間の学びの流れ

教育学部　初等教育学科　初等教育コース

理科教育基礎研究
国語科概論
社会科概論
算数科概論
理科概論
生活科概論
音楽科概論
図画工作科概論
家庭科概論
体育科概論
英語科概論
体育実技
書写Ⅰ・Ⅱ
保育内容総論
幼児と健康
幼児と人間関係
幼児と環境
幼児と言葉
幼児と表現（音楽）
幼児と表現（美術）
臨床心理学概論
認知心理学Ⅰ・Ⅱ
学習心理学Ⅰ・Ⅱ
家族臨床心理学
生物心理学Ⅰ・Ⅱ

●現代英語Ⅲ・Ⅳ
●教育研究リテラシーⅠ・Ⅱ
◎初等教育論
◎中等教育論
◎日本教育史
◎西洋教育史
◎教育社会学
◎教育方法論
◎教育行政学
◎教育心理学
◎授業研究論
◎子育て支援論
◎教育と言語
◎からだと健康
◎健康生活とコミュニティ
◎食生活と食育
◎多摩の里山と人の営み
◎人の暮らしと環境
◎ものづくりから科学を考える
◎生と死と家族
◎障害者と社会
◎感性と知性の心理
◎パーソナリティと適応の心理
◎集団の中での心理
◎他者理解と人間関係の心理
◎生涯学習社会を生きる
◎契約社会を生きる
◎キャリアデザインと教育
◎成人と学習
◎異文化コミュニケーション
◎多文化教育
◎外国につながる子どもの教育

◎移民とグローバリゼーション
観察実習
教育心理学実験Ⅰ・Ⅱ
教育・心理統計Ⅰ・Ⅱ
生涯学習支援論Ⅰ・Ⅱ
社会教育経営論Ⅰ・Ⅱ
教育調査Ⅰ・Ⅱ
教育調査演習Ⅰ・Ⅱ
質的調査法
教育評価
言語と社会活動
日本語教育方法論Ⅰ・Ⅱ
レクリエーション指導（理論）
レクリエーション指導演習
スポーツ方法実習
（レクリエーション）
スポーツと社会
チームづくりとトレーニング
スポーツに関する医学と栄養
教育課程論
教育の方法と技術
教育相談
特別支援教育基礎論
音楽実技
道徳概論
総合的な学習概論
教科指導法（国語）
教科指導法（社会）
教科指導法（算数）
教科指導法（理科）
教科指導法（生活）
教科指導法（音楽）
教科指導法（図画工作）
教科指導法（家庭）
教科指導法（体育）
教科指導法（英語）
総合的な学習指導法
幼児理解の理論と方法
幼児教育課程論
保育内容の指導法（健康Ⅰ）
保育内容の指導法（人間関係Ⅰ）
保育内容の指導法（環境Ⅰ）

●教育学演習Ⅰ・Ⅱ
◎生涯学習の実践
◎キャリア発達と教育
臨地教材開発研究
社会教育演習
社会教育課題研究
脳科学と教育
教育制度論
カリキュラム論
アクティブ・ラーニング特論Ⅰ・Ⅱ
日本語教育実践アプローチⅠ・Ⅱ
小学校理科実験
障害児の医学
青年心理学
神経・生理心理学Ⅰ・Ⅱ
矯正心理学Ⅰ・Ⅱ
行動分析学
心理学的支援法Ⅱ
※初等教育実習演習

●卒業研究Ⅰ・Ⅱ
卒業研究特論
先端教育研究
国語科教育特論
社会科教育特論
算数科教育特論
理科教育特論
音楽科教育特論
図画工作科教育特論
家庭科教育特論
体育科教育特論
生活科・総合特論
道徳特論
学級経営論
※教職実践演習

教員採用試験や資格の勉強を
進めながら、卒業研究にとり
くみます。

年 年

●現代英語Ⅰ・Ⅱ
●教育学入門Ⅰ・Ⅱ
●ライフデザイン演習Ⅰ・Ⅱ
◎幼児の教育
◎教育経営論
◎特別支援教育総論
◎食と健康
◎地球といのち
◎命とつながり
◎心の理解
◎社会を生きる
◎教育研究の基礎
◎国際社会と教育
◎日本語教育
心理学概論Ⅰ・Ⅱ
教育心理学研究法Ⅰ・Ⅱ
生涯学習概論Ⅰ・Ⅱ
絵本の世界Ⅰ・Ⅱ
日本語のしくみⅠ・Ⅱ
言語生活Ⅰ・Ⅱ
コーチング概論
教職論
教育原理
心身の発達と学習過程
教育の制度と経営
総合的な学習の時間および
特別活動の指導法
道徳教育の理論と指導法
生徒指導・進路指導論
国語科教育基礎研究
社会科教育基礎研究
算数科教育基礎研究

子ども理解を深めるための、
基礎を学ぶ1年。小学校や幼
稚園教諭に必要な各学科の概
論・実技について学修します。

1 Freshman

専門科目が本格開始。各教科
の指導法のほか、現代的教育
課題に対応した科目を履修し、
専門教養を身につけます。

年2 Sophomore

より専門的な講義や演習を学
修。教職課程履修者は、小学
校等での実習を行います。

年3 Junior 4 Senior

Faculty of Education
Department of Elementary 

Education, Elementary 
Education Course

Webシラバス
を見る

保育内容の指導法（言葉Ⅰ）
保育内容の指導法（表現Ⅰ）
肢体不自由児の心理・生理・病理
病弱児の心理・生理・病理
知的障害者教育概論
知的障害者指導法
肢体不自由者（重複）の指導法
病弱者（重複）の指導法
知的障害教育課程論

障害児（肢）の心理
知的障害者等の心理・生理・病理
視覚障害教育概論
聴覚障害教育概論
重複障害（自閉症等）教育概論
LD等教育総論
心理学的支援法Ⅰ
司法・犯罪心理学Ⅰ・Ⅱ
心理アセスメント

●：必修　◎：選択必修　無印：選択
※：教職課程の科目


