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　高校時代に語学研修、短期留学や
交換留学に挑戦してみて下さい。外
国の学校教育や文化を体験すると、
日本の良いところ・悪いところを複
眼的に捉えることができると思いま
す。高校までの学びを基礎に、さま
ざまな考えをもつ学生が集まる大学
で、主体的に学びを深めましょう！

先生からのエール
Words Of Cheer

大学は

知的な刺激を

受けながら

学びを深める場

Message
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TeachersFrom

　通学の電車のなかでスマホ三昧の学生
たちにおすすめなのは、青空文庫という
電子図書館である。帝京大学の授業では
三木清や坂口安吾のエッセーを利用さ
せてもらった。中里介山の「大菩薩峠」
（ちくま文庫で全20巻）も読破した。か
ように明治・大正・昭和の古典の宝庫だ。
利用しない手はないではないか。

　高校時代は、なぜ世界で紛争が起
きているのかという疑問から世界史
の学習にとりくみ、学生時代の学び
をとおして社会科に興味が広がりま
した。その後、中高一貫校で社会科
の教員として教壇に立ち、現在、大
学で教員養成に携わりながら、社会
科教育の研究をしています。

先生の高校時代

室井俊通先生
教育文化学科長

五十嵐卓司先生
社会科教育論

先生のおすすめRECOMMEND

At That Time

はじめに――先生からあなたへ

青空文庫を
読もう！

紛争の原因を
考えたいという
気持ちから

社会科教育の道へ

Message

Message
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M e s s a g e
- Three Points -

教育文化学科、3つの特徴

　日本はいま、生涯にわたって自己実現
に向かって学び続けることを大切にする
「生涯学習社会」の構築をめざしていま
す。そのためには、生徒を育てる専門性
の高い学校教員の養成、地域教育力の向
上、学校以外の企業・官公庁での職業能
力の向上などが求められています。
　中学・高校の教員をめざす人も、地域
社会での教育を支援したい人、企業・官
公庁での研修等のリーダーをめざす人も、
学校教育に関する学び、生涯学習に関す
る学びを深めてみませんか。どんな職業
に就いても、将来の家庭での教育力もき
っと身につくはずです。みなさんの挑戦
を心から待っています。

中学校・高等学校教員、
公務員や企業の教育関連職など、

幅広く教育にかかわる
人材を育成します

室井俊通
教育文化学科長

　1年次から教育および教員に関する
基礎を学習。そのうえで、教員、生涯
学習施設、公務員や企業での教育関連
職など、卒業後の進路を見据えた多様
な分野の学習が可能です。

教員のほか、民間企業、
公務員など、

多様な進路選択を支援

( 1 )

　教育や子どもを対象とした心理学、
社会学、行政学、歴史学などを学べる
のが教育文化学科の学びの特色。さら
に、それを活用した思考などの知的技
法を習得。教員以外の進路にも役立ち
ます。

幅広い知識を応用できる
思考法を習得

( 2 )

　2年次から実際の教育現場を体験す
るプログラムを実施。3年次以降では
教育実習に向けた教科や技能の指導法
などを重視する実践的な指導法を身に
つけます。

学校体験や指導法による
実践力を高めるプログラム

( 3 )

F E A T U R E S
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　小中高校の英語の授業で日本人教師を補助するALT（外
国語指導助手）でドイツから来日した際、教育のやりがい
にめざめ、日本語学校を経て、この学科に進学しました。
将来はさらに日本語を教える力を深めるため大学院への進
学を検討中。併せて日本語教員の資格も取得したいです。

アベル・チャロッテさん
教育文化学科3年／千葉県松戸国際学院出身

教える力と日本語力で世界とつながる

　おせっかいな性格で、他人に拒否されるくらい踏み込ん
でしまうわるいクセもありますが、人に教えることが好き
で、教員をめざしています。実際の中高の授業を観て学ぶ
「観察実習」では、各先生で異なる授業のつくり方が興味
深く、教員になりたいという自分の思いを再確認しました。

　中学校の社会科教員をめざしています。きっかけは選挙。
若い人の政治への無関心、現在の制度に至る歴史的経緯な
どを自分なりに考え、社会科を学ぶ大切さを中学生に伝え
たいからです。一方、大学では教員の責任について学ぶ講
義もあり、無責任には就けない職業だと再認識しました。

　入学時は社会科の先生をめざしていましたが、イギリス
経験が豊富な木谷厳先生の「英語圏の文学」でイギリスの
生活や国民性について話をうかがううちに、すっかりハマ
ってしまい（笑）。苦手だったはずの英語が楽しくなって、
将来は英語の先生になりたいと考えるようになりました。

後藤匠人さん
教育文化学科2年／神奈川県立上溝南高等学校出身

社会科の大切さを教えたい

塚田翔太さん
教育文化学科3年／神奈川県立茅ヶ崎高等学校出身

教えることの楽しさと難しさを味わう

菊地有紗さん
教育文化学科3年／千葉県立幕張総合高等学校出身

大学の授業でイギリスにハマる

ARISA KIKUCHI
- Junior -

TAKUTO GOTO
- Sophomore -

通学2時間の相棒「iPad」。課題をした
り、映画を観たり時間を有効活用。

- MUST ITEM -

自分を成長させてくれた本。入学前に読
めば大学生活が変わるかもしれません。

- RECOMMEND -

図書館の自習室を空き時間は利用。周囲
の学生に触発され、集中できるんです。

- MY FAVORITE -

配布されるプリントの整理に重宝するフ
ァイル。実は「てぃーぼー」好き。

- MUST ITEM -

/ STUDENT LIFE / / STUDENT LIFE /

CHARLOTTE LUISA ABEL
- Junior -

SHOTA TSUKADA
- Junior -

子どもの悩みを丁寧に記す「子どものミ

カタ」は教員をめざすあなたのミカタ。

- MY FAVORITE -

「社会学」で読んだ学校の意味を問う興

味深い本と受験で重宝した歴史参考書。

- RECOMMEND -

空きコマはACT3で勉強。充実した設備
とオシャレな雰囲気でおちつきます。

- RECOMMEND -

年末年始にキャンパスで楽しめるイルミ
ネーション。電飾のツリーがきれい。

- MEMORIES -
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　教育をテーマとした社会調査（社会
を調べ考察する多様な技法・プロセ
ス）を実践します。「教育調査演習Ⅰ」
では質問紙作成やパソコンを使ったデ
ータ整理と統計分析を、「Ⅱ」では参
与観察やインタビュー等を行い、レポ
ートを作成します。将来必ず役に立つ
「自分で問いを立て実証的に答えを出
す」スキルと知識を身につけます。

教育調査演習

授業の特色と内容

Pick Up

　グローバル化を背景に、語学の重要性が叫
ばれる昨今、第二言語を学び、習得する際に
どのような問題があるのかを見ていきます。
人はどのように言語を習得するのか、そして、
言語の指導の方法について学んでいきましょ
う。特に将来、日本語や英語の指導者をめざ
す人にとっては、必ず役に立つ知識が得られ
ることでしょう。

第二言語習得理論

語学の学び方を学ぶ

　学校保健は、児童生徒の精神的・身体的健
康を保持することも目的のひとつですが、学
校生活を健康に過ごす能力や、知識を発展さ
せることも大切な役割です。本講義では、主
に保健管理と保健教育、安全管理・指導に大
別できる学校保健について学び、その全体像
を把握し、生涯に通じる健康の視座をもつこ
ともめざします。

学校保健（学校安全等を含む）

学校保健の意義とは

　教職という仕事そのものに対する知識と理
解を深め、「教職に向いているかどうか」と
いう自己の適性についても洞察を加えます。
学校教育と教職の意義や、教員の役割と職務
内容、研修内容にはじまり、教職の歴史、理
念、制度、実態に至るまで、多岐にわたって
探求を行うので、教職を志望する方には欠か
せない講義です。

教職論

教職への適性を知る

　教育実習の中学校社会科、および高校地理
歴史科の授業の準備作業としての意味合いを
もつ講義です。授業の指導案と授業資料を作
成し、模擬授業を行うことで、社会科と地理
歴史科の授業がどのような条件のもとでなり
たっているのかを理解していきます。自ら授
業をつくる際の、基本的な考え方を身につけ
ることができます。

社会科・地理歴史科教育法

授業をつくる力

　社会心理学とは、人間の行動が社会的な要
因によって、どのように影響されるかを研究
する学問です。本講義は、社会心理学の領域
のひとつとして、人が他者や集団・社会をど
のように認知するのか、人と人との関係や相
互作用、さらには、人が他者との関係のなか
で自らをどのように捉え、どのように表現し
ていくのかについて解説します。

他者理解と人間関係の心理

心理と社会の関係性

　現在の学校教育をめぐる法律や制度につい
て学ぶ講義です。たとえば、教育委員会制度
や幼児教育制度、義務教育制度など、さまざ
まなテーマについて掘り下げた発展的な検討
を行い、各テーマにどのような制度がかかわ
っているのかを理解し、それぞれの利点や問
題点を見ていきます。テーマに対する、分析
的な視点も養えます。

教育制度論

教育にかかわる制度を俯瞰

ClassesVARIO US SUBJECTS

調査と分析の
プロセスを経験

MON TUE WED THU FRI

1時限
9:00	-10:30

English	
TeachingⅠ

2時限
10:45-12:15

教育情報
リテラシー

教育相談
（中・高） 多文化教育

3時限
13:00	-14:30

教育課程論
（中・高）

教育研究
リテラシーⅠ

異文化
コミュニケーション 中等教育論

4時限
14:45	-16:15 現代英語Ⅲ Public

SpeakingⅠ
イギリス
文化論Ⅰ LD等教育総論

5時限
16:30	-18:00

英語圏の文学
Ⅲ

障害児（肢）の
心理

初級者のための
TOEIC対策講座Ⅰ

菊地有紗さん
2年次春期の場合

　教職に加え、他学科聴講で特別支援学校教諭の免許
を取得するための講義もとっています。そのため他の
学生よりも少しハードな時間割かもしれません。

TIME TABLE
時間割（例）
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ゼミの紹介
Seminars

	「教育を見る眼」を鍛えることを目的
に、教育学研究、なかでも日本教育史
研究や道徳教育論を中心として教育の
諸問題への理解を深めていきます。学
生には、「自分の専門はこれ」といえ
るだけの明確な意識のもとに掘り下げ
たいテーマを見つけて、とことん探求
してもらい、専門的・実践的な知見の
獲得に至ることを期待します。

　教育とはコミュニケーションをとり
ながら相手の発達を促す行為です。そ
して、その話題のなかには、誰もがも
っている好きなこと、趣味の世界も入
ります。それは鉄道、温泉、映画、ス
ポーツ、漫画、アイドルなどなんでも
構いません。それをしっかり究めて教
育の研究にしていくのが、このゼミです。
楽しく勉強、それが最大の目標です。

野口剛ゼミ
教育学演習

　多様な文化やバックグラウンドをも
った人びとがともに暮らす多文化共生
社会において、「マイノリティ」と呼
ばれる人たちや、日本で暮らす外国籍
の人たちに対して、どのような支援が
できるのか。本演習では、社会全体・
地域・個人の立場から考えていきます。
実際に学内・学外において、支援を体
験する機会もあります。

日野純子ゼミ
教育学演習

学生へのサポート

多様な進路にむけた支援

新入生交流会

1

2

B A C K U P   S Y S T E M
Support for Students

DEEPLY
MORELEARN

TO

佐藤高樹ゼミ
教育学演習

Pick Up

Pick Up
Pick Up

多文化共生の
時代

専門性を
見つけるゼミ

趣味を究めて
研究へ

　教育文化学科では、１年生を対象と
して「新入生交流会」（4月）と「研究
発表交流会」（1月）を行います。入学
直後の不安をとりのぞく関係づくりや
１年次の学びのまとめなど、“大学で
の学びの充実”を保障する場づくりを
とおして、学生の成長をサポートしま
す。1年次必修科目「ライフデザイン
演習」（初年次教育）と連携して実施
する、学科独自のイベントです。

教育文化学科では3年次に、将来のキャリアも見据えてより深く専門的に学ぶため、
「生涯学習コース」と「中等教育コース」の2つのコース選択を設けています。この
コース選択を機に、学生自身が将来の展望を積極的に描けるように支援していきます。

生涯学習コース 中等教育コース

　教育と文化を学び、教育機関はもち
ろん、一般企業でも役立つ知識・技能
を身につけます。公務員や民間企業へ
の就職、生涯学習の場で教育に携わる
など、多彩な進路選択が可能です。

　中等教育に携わる人材を育成。中学
校教諭一種・高等学校教諭一種の資格
を取得し、採用試験に備えます。少人
数のグループに分け指導担当教員を配
置するなど、教員になるための学習や
生活・進路について幅広く相談に応じ
られる指導体制も整えています。
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C a r e e r s
資格と就職先卒業生の声

O B  &  O GVoices of

職場でいきる
コミュニケーション

力！VOICE #01

VOICE #02

the FutureFor AFTER  
GRADUATION

　３年次のゼミは議論することが多かっ
たので、自分の意見をもち、相手に伝え
る、また相手の話を理解するというコミュ
ニケーション能力が鍛えられました。それ
が、一緒に働く先生や生徒など多くの人と
かかわる職場でもいきています。また、「体
育実技」は本当に現場で役立ちます！

　在学時は教職課程を履修していましたが、
子どもだけではなく、幅広い世代のために
働きたいと思い、市役所に勤務しています。
この学科は授業以外にも教育に関する自主
的な勉強会が盛んです。先生も参加するの
で、しっかりと学びを深められ、自分を成
長させられたと感じています。

田口遼さん

細野慈太さん

2017年卒業

2016年卒業

埼玉県立高等学校教員（保健体育）

秦野市役所勤務

MESSAGE

MESSAGE

EMPLOYER

EMPLOYER

NAME

NAME

YEAR OF GRADUATION

YEAR OF GRADUATION

教育について
積極的に
学べる環境

主な進路

教員免許
中学校教諭一種

（英語、社会、保健体育）

司書教諭

レクリエーション・
インストラクター

教員免許　高等学校教
諭一種（英語、地理歴史、
公民、保健体育）

社会教育主事任用資格
（社会教育士）

2級ファイナンシャル・
プランニング技能検定

受検資格

学芸員

社会調査士

キャンプ
インストラクター
受験資格

図書館司書

認定心理士

九州旅客鉄道（JR九州）

パナソニック

三井不動産リアルティ

豊田自動織機

NTT　　　　　　　　　
コミュニケーションズ

横浜グランドインター　　
コンチネンタルホテル

イトーヨーカ堂

臨海

千葉県教育委員会

川崎市教育委員会

相模原市教育委員会

防衛省　海上自衛隊

川越市役所

船橋市役所

袋井市役所

警視庁

ほか

※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。

2020年3月時点

　取得可能な資格　

　卒業後の進路実績　

2020年
(%)
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●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
日本語のしくみⅠ・Ⅱ
言語生活Ⅰ・Ⅱ
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
道徳教育の理論と指導法
総合的な学習の時間および
特別活動の指導法
生徒指導・進路指導論
現代英語概説（英語学入門）
Ⅰ・Ⅱ
英米文学入門Ⅰ・Ⅱ
英語圏の文学Ⅰ〜Ⅳ
英語コミュニケーションⅠ〜Ⅳ

基礎英文法Ⅰ・Ⅱ（教職）
Public	SpeakingⅠ・Ⅱ
アメリカ文化論Ⅰ・Ⅱ
イギリス文化論Ⅰ・Ⅱ
日本史概説Ⅰ・Ⅱ
西洋史概説Ⅰ・Ⅱ
東洋史概説Ⅰ・Ⅱ
地理学概説Ⅰ・Ⅱ
体育原理
スポーツ心理学Ⅰ・Ⅱ
体育経営管理学
スポーツ運動学
（運動方法学を含む）
スポーツ社会学
生理学Ⅰ
衛生学・公衆衛生学
学校保健（学校安全等を含む）
学校精神保健
臨床心理学概論
認知心理学Ⅰ・Ⅱ
学習心理学Ⅰ・Ⅱ
犯罪心理基礎論
各種犯罪者の心理
家族臨床心理学
生物心理学Ⅰ・Ⅱ
心理療法概論

●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
教育調査Ⅰ・Ⅱ
生涯学習支援論Ⅰ・Ⅱ
社会教育経営論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）
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
地誌学概論Ⅰ・Ⅱ
日本地誌Ⅰ・Ⅱ
外国地誌Ⅰ・Ⅱ
自然地理学Ⅰ・Ⅱ
歴史地理学Ⅰ・Ⅱ
法律学（教職）
政治学（教職）
社会学（教職）
経済学（教職）
国際法（教職）
国際政治学（教職）
国際経済学（教職）
スポーツ方法実習（柔道）Ⅰ・Ⅱ
スポーツ方法実習（剣道）Ⅰ・Ⅱ
スポーツ方法実習（陸上競技）Ⅰ・Ⅱ
スポーツ方法実習（体操）Ⅰ・Ⅱ
スポーツ方法実習（水泳）Ⅰ・Ⅱ
スポーツ方法実習（ラグビー）
スポーツ方法実習
（バスケットボール）
スポーツ方法実習（スキー）
スポーツ方法実習
（バレーボール）

スポーツ方法実習（ダンス）
スポーツ史
生理学Ⅱ
運動生理学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
少年非行・児童虐待
日本語教育実践アプローチⅠ・Ⅱ
第二言語習得理論Ⅰ・Ⅱ
運動生理学Ⅱ
小児保健Ⅰ・Ⅱ
救急処置法
青年心理学
神経・生理心理学Ⅰ・Ⅱ
行動分析学
授業指導法（陸上競技）
授業指導法（体操）
授業指導法（水泳）
授業指導法（柔道）

●卒業研究Ⅰ・Ⅱ
卒業研究特論
先端教育研究

授業指導法（剣道）
授業指導法（球技系）
ビジネス社会と教育
企業活動と人材開発

Curriculum

入門科目や専門科目を学ぶた
めの基礎科目を履修。教育に
ついての視野を広げ､ 人間､
子どもへの理解を深めます。

将来の職業や資格取得を視野
に入れ、本格的な履修を開始。
学年末に｢生涯学習｣「中等教
育」のコース選択を行います。

コースごとに専門性を高める
科目を履修。教職課程履修者
は、教育ボランティアに参加
し、実際の教育現場での体験
をとおして学びを深めます。

各自のテーマで卒業研究にと
りくみます。インターンシッ
プ等への参加や教育実習を行
い、教育や学校について学習。

4年間の学びの流れ
－　教育学部　教育文化学科　－

1 年 年 年 年

Freshman 2 Sophomore 3 Junior 4 Senior

Faculty of 
EDUCATION

Department of 
EDUCATION AND 

CULTURE

●：必修　◎：選択必修　無印：選択


