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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

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

Message

　学校教育に関心をもち、さまざま
なことに前向きにとりくめる学生の
入学を待っています。小学校教員と
いう使命を考えると、明るく元気、
誰とでも仲良くできる、人前でしっ
かり話せるなど、人とかかわる力が
求められます。目の前の高校生活の
充実を願います。

赤石保先生
小学校理科教育・学校経営

先生からのエールWords Of Cheer

いましか

できないことに

  熱中してください！

Message
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M e s s a g e

- Three Points -
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 )

F E A T U R E S
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　ピアノ練習室や理科室、図工室といった施設・設備が充
実しているので小学校の教員をめざすにはとてもよい環境
です。理科室で模擬授業をした経験があったので、実際に
小学校の教育実習で理科の授業を受け持ったときもスムー
ズに行え、実践的な学びが役立つことを実感しました。

喜如嘉光さん
初等教育コース4年／東京都私立実践学園高等学校出身

実践でいきる施設の充実

　小学校教諭の兄の影響で、小学校の先生をめざしていま
す。大学内には理科室や図工室などの小学校と同じような
施設があり、模擬授業では先生気分。目標を共有する仲間
や、現場経験豊富で、学生一人ひとりのことを考えてくれ
る先生がまわりにいるのがとても心強いです。

　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。

　小学6年生のときのまるで“ヤンクミ”のような担任に
憧れ、小学校の教師をめざすことに。いまは小学校と特別
支援学校のふたつの選択肢で揺れていますが、どちらの免
許も取り、まだまだ悩むつもりです。放課後等デイサービ
スでアルバイトをし、先生になるための経験も積んでいます。

市川竜也さん
初等教育コース2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！

竹正早希さん
初等教育コース4年／岡山県立笠岡高等学校出身

仲間や先生に恵まれた環境

佐藤萌果さん
初等教育コース3年／東京都立南平高等学校出身

小学校か特別支援学校
2つの選択肢

MOEKA SATO
- Junior -

RYUYA ICHIKAWA
- Sophomore -

レシピや手話の勉強、バイトなど色分け
してメモした付箋が手帳にはぎっしり。

- MUST ITEM -

ACT3のグループ学習室は、ホワイトボ
ードが使え友人との課題作成に便利。

- MY FAVORITE -

空欄があると埋めたい衝動に駆られるメ
モ魔で、この本で得たノウハウも実践。

- RECOMMEND -

朝からしっかり食べられる100円朝食。
プレートやパスタなどレアメニューも。

- RECOMMEND -

/ STUDENT LIFE / / STUDENT LIFE /

HIKARU KIJOKA
- Senior -

SAKI TAKEMASA
- Senior -

これさえあれば学外でも課題ができます。
大学生はマイパソコンがとても便利！

- MUST ITEM -

絵具を使い、子どもがどのように感じる

かを体験的に学ぶ図工の指導法の講義。

- MEMORIES -

入学のお祝いに祖母から贈られ、愛用し

ている時計。大学生は時間管理も大切！

- MEMORIES -

年々バージョンアップする年末のイルミ
ネーション。日が暮れるのが楽しみに。

- MY FAVORITE -
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　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。

学級経営論

授業の特色と内容

Pick Up

　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！

　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

　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

　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通して、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

ClassesVARIO US SUBJECTS

教育にも経営視点が
必要だ

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

市川竜也さん
1年次春期の場合

　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。

TIME TABLE
時間割（例）
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ゼミの紹介
Seminars

　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

3

1

4

2

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

DEEPLY
MORELEARN

TO

中山京子ゼミ

Pick Up

Pick Up
Pick Up

授業の仕組みを
解明する

あたりまえを疑え

ICTを活用した
授業づくりをめざして

　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。

　新入生の大学生活のスタート支援を目的に
富士の麓で実施する合宿です。大学で学ぶ意
義や４年間の学修の流れなどについて理解す
るとともに、学年を超えた親睦を深めること
ができます。２年生有志が企画運営し、学生
の主体的なとりくみとして行われています。

とにかく豊富な現場体験プログラム

新入生合宿

　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。

帝京教育会

帝京大学教職センター
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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

帝京大学は
挑戦の場！

　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

the FutureFor AFTER  
GRADUATION

学びを支える
帝京大学の

ヒト、モノ、コト

主な進路

※1　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。
※2　小学校教諭一種を取得することが条件となります。

2020年3月時点

教員免許
小学校教諭一種

図書館司書

認定心理士

教員免許
幼稚園教諭一種

※2

司書教諭

レクリエーション・
インストラクター

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）
※2

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

東京都教育委員会

新宿区立小学校

杉並区立小学校

練馬区立小学校

目黒区立小学校

府中市立小学校

日野市立小学校

稲城市立小学校

東村山市立小学校

昭島市立小学校

神奈川県教育委員会

伊勢原市立小学校

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

草加市立小学校

三郷市立小学校

深谷市立小学校

千葉県教育委員会

新潟県教育委員会

静岡県教育委員会

広島県教育委員会

富山県教育委員会

富士ゼロックス東京

ディ―ゼルジャパン

ほか

　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
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
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
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
教育調査演習Ⅰ・Ⅱ
質的調査法
教育評価
言語と社会活動
生涯学習支援論Ⅰ・Ⅱ
社会教育経営論Ⅰ・Ⅱ
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
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）
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

●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
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
行動分析学

●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

Curriculum

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。

学科専門科目が開始。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。

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。

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。

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　－

1 年 年 年 年

Freshman 2 Sophomore 3 Junior 4 Senior

Faculty of 
EDUCATION

Department of 
ELEMENTARY 
EDUCATION, 

ELEMENTARY 
EDUCATION COURSE

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

●：必修　◎：選択必修　無印：選択


