
教職概論 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆教職に関する科目◆ １年/選択/2単位 前学期 水曜日 ４時限 講義

棟大講義室 

/ 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

川下 新次郎 5号館 401 kawasita.kaiyodai.ac.jp 

03-5463-0630 

月曜日 3 限時、その他（要予約） 

 
 

担当教員 

川下新次郎 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

教育とはなにか、家庭、学校、社会それぞれの場における教育の特色について、まず考えてみた
い。それから、教職を理念（教育の意義との関連で教師はどのような役割を果たすべきか）、歴
史（教師は歴史的にどのような役割が期待されてきたか）、制度（教師の権利と義務、教員の養
成・研修など）、社会教育・生涯学習との関係等、それぞれの観点から把握した上で、様々な問
題を抱えた現代の教育状況にどう対応すべきか、いろいろな視点から考える材料を提供しなが
ら、教職への理解を深めていきたい。講義とともに、グループ討論なども行う予定である。 

○Ｋ(総合的判断） 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１．教育に関する基礎的知識を修得する。（ｋ） 
２．教職に関する基礎的知識を修得する。（ｋ） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

例年、大人数による授業になるが、できるだけ受講者の参加を促す形で、進めていき
たい。 
授業内容としては、以下のテーマを予定している。 

1  教育と教職の意義：教育とは何か、そこにおける教師の役割はどうあるべきか。
（1－4回） 
２ 教師像の変遷：教職は歴史的にどのようにみられてきたか。（5－6回） 
３ 教師の権利と義務：教師は法律上どのように位置づけられているか。（7－8 回） 
４ 教員養成制度：教師はどのように教育されているか。（9－10回） 
５ 現職教育：教師はどのようにしてその力を維持、向上させるか。（11－12回） 
６ 社会教育・生涯学習（13－15回） 

 

授業に関係する時事問題を新聞
等で日常的にチェックしてもら
いたい。また、授業時に随時関

連文献を指示するので、それら
を読んでさらに理解を深めてほ
しい。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

授業時に適宜指示する 

評価方法 評価基準 

レポートで評価する。 
  

 

達成目標を最低限クリアーしている場合にのみ 60%以上の
点数を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

レポート終了後、指定の期間に教員室にて解説を行う。 

履修上の注意点 

｢履修ガイド｣の教職科目欄をよく参照すること 



教育原理 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆教職に関する科目◆ １年/選択/1単位 後前期 水曜日 ４時限 

講義棟２２番教室 

/ 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

川下 新次郎 5号館 401 kawasita.kaiyodai.ac.jp 

03-5463-0630 

月曜日 3 限時、その他（要予約） 

 
 

担当教員 

川下新次郎 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

「教育」は、だれもがその客体として、またその主体として日常的に経験する営みだが、改めて
その意義について考えてみたい。それを通して各自の「教育」経験が主体的なものになることを
期待する。具体的には、教育の主要な場である、家庭、学校、社会それぞれにおける教育の特色
と相互の関連性を先述した視点からとらえ、それらをふまえた上で、現在の日本の教育が抱える
諸課題、特に生涯学習社会への対応を考えていきたい。講義とともにグループ討論を行う予定で
ある。 

○Ｋ（総合的判断） 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１．家庭教育の基礎的知識を修得する。（ｋ） 
２．学校教育の基礎的知識を修得する。（ｋ） 
３．社会教育・生涯学習の基礎的知識を修得する。（ｋ） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

多人数による授業が予想されるが、できるだけ受講者の参加を促す形で、講義を進めて
いきたい。 

講義内容としては、次の項目を予定している。 
１ 教育とは何か：人にとって教育はどのような意味を持つのか。（1 回） 
２ 家庭教育の役割：家庭は、人の成長･発達にどのような影響を及ぼしうるか。（2 回） 
３ 学校とは何か：組織的・体系的教育の場である学校はどのようにして生まれ、発展
してきたのか。（3－4回） 

４ 学校教育の構成：学校教育はどのような過程を通して実施されるのか。（5－6 回） 
５ 社会における教育：家庭や学校以外にどのような教育の場があるか。その特色・役

割はなにか。（7回） 
６ 生涯学習時代における教育：「学習社会」において、家庭、学校、社会は、各々ど
のような教育が期待されるか。（8回） 

 

授業に関係する時事問題を新
聞等で日常的にチェックして

もらいたい。また、授業時に随
時関連文献を指示するので、そ
れらを読んでさらに理解を深
めてほしい。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

授業時に適宜指示します。 

評価方法 評価基準 

レポートで評価する。 
  
 

達成目標を最低限クリアーしている場合にのみ 60%以上の
点数を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

レポート終了後、指定の期間に教員室にて解説を行う。 

履修上の注意点 

｢履修ガイド｣の教職科目欄をよく参照すること 



教育思想史 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆教職に関する科目◆ ２年/選択/2単位 前学期 水曜日 ２時限 講義棟 

２２番教室 

可 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

川下 新次郎 5号館 401 kawasita.kaiyodai.ac.jp 

03-5463-0630 

月曜日 3 限時、その他（要予約） 

 
 

担当教員 

川下新次郎 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

現状の教育への批判と次代への願いの表現である教育思想の歩みをたどり、その中で、何が実現
され、何が果たされていないかを確認することで、現代の教育が有する意義と課題について考え
てみたい。具体的には、人間にとって教育とは何か、特に子どもにってそれはどのような意味を
持つのか、また、学校という教育の場の特色は何か、そして、社会または国家に対して教育は何
が期待され、どのような働きをしているのか、それぞれ関連する教育思想をとりあげ、検討して
いきたい。授業では関連資料に基づくグループ発表、討論を行う予定である。 

○Ｋ(総合的判断） 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１．多様な教育思想を理解する。（ｋ） 
２．教育思想の現代的意義を理解する。（ｋ） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

受講者による発表、討論を中心に授業を進めていきたい。 
授業内容としては、以下のテーマを予定している。 
１ 人間と教育（1－4回） 

２ 子供と教育（5－8回） 
３ 学校と教育（9－12 回） 
４ 社会（国家）と教育（13－15回） 
 

授業に関係する時事問題を新聞等で日
常的にチェックしてもらいたい。また、
授業時に随時関連文献を指示するの

で、それらを読んでさらに理解を深め
てほしい。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

授業時に適宜指示します。 

評価方法 評価基準 

授業中の発表（50%）およびレポート（50%）で評価する。 
 

達成目標を最低限クリアーしている場合にのみ 60%以上の
点数を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

レポート終了後、指定の期間に教員室にて解説を行う。 

履修上の注意点 

｢履修ガイド｣の教職科目欄をよく参照すること 



教育心理学 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆教職に関する科目◆ ２年/選択/2単位 前学期 月曜日 １時限 

講義棟大講義室 

可 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

岡田 いずみ 非常勤講師控室 授業初回時にお知らせします 講義後に対応しますが、あ

らかじめメールでアポイ

ントを取ってください 
 

担当教員 

岡田いずみ 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

心理学はこころと行動についての科学であり、教育心理学はその中でも教育場面における心
理学を指す。本講義では、教育心理学の基本原理と主な知見を理解し、学校教育現場での課
題問題等を科学的に理解し、解決する力を見につけることを目標とする。 
具体的には、以下の５つの領域についての学びを深める。 
１．学習：学習過程に関する理論や、動機づけなどについて学び、人間の学習メカニズムを

理解する。 

２．発達：人間は生まれてからどのように発達していくのか、発達の基本的プロセスと課題
を理解する。 

３．教授学習：学習者がもつ知識とそれに対する具体的な教授法を学び、授業を行う上での
知識を身につける。 

４．測定評価：学校教育においては様々な場面で評価が必要となる。評価の種類を理解し、
評価はより良い教育のためにつながっていく必要があることを学ぶ。 

５．特別支援教育：障がいのある子どもについての理解をし、支援のあり方を考える。 

資料を配布して講義を行います。パワーポイントではなく、板書による講義です。必要に
応じて簡単な演習を行ったり、DVDなど映像教材を用いたりします。 

○K：総合的判断 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

人間の学習のメカニズムや発達について学び、教授法や特別支援教育などについて理解する。その上で、学校教育現場で
の課題解決のための方法を考える力を身につける（K）。 

授業の計画 予習・復習のあり方 

以下の順番で講義を行いますが、理解度、進捗度により前後する場合がありま
す。 
第１回：教師のための教育心理学 
第２回：記憶のメカニズム 
第３回：教育場面での学習論 
第４回：動機づけと学習意欲 

第５回：人間の発達 
第６回：学習指導の形態 
第７回：パーソナリティの理論 
第８回：思考と問題解決 
第９回：学習者の持つ誤った知識 
第１０回：誤った知識とそれに対する教授法 
第１１回：教育評価と測定 

第１２回：障がい児の理解と支援 
第１３回：特別支援教育（自閉症スペクトラム、LD、ADHD の理解） 
第１４回：特別支援教育（支援の具体例と学習プロセスの理解） 
第１５回：まとめ 

関連する文献等を読み予習を行うこと
が望ましいです。復習は授業で配付さ
れたプリントを見直したり、ノートを
整理するなど積極的に行って下さい。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

教科書は特に指定しません。授業中に配布するプリントを用いて講義を行います。 

評価方法 評価基準 

講義内容の理解度を授業の際に提出してもらうリアクショ
ンペーパー（意見や感想・質問を書く紙）の内容（60％）
と学期末の試験（40％）によって総合的に評価をします。 

「学生の達成目標」にあげた項目を最低限クリアーしてい
る場合にのみ合格点（60点）が与えられます。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験終了後、試験問題に関する質問をメール等で受け付けます。 

履修上の注意点 

 



生涯学習社会論 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆教職に関する科目◆ ２年/選択/1単位 前前期 月曜日 ２時限 

講義棟大講義室 

否 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

越村 康英  越村メールアドレス 

（y-ksmr@mue.biglobe.ne.jp） 

授業時間外の質問等は、メ

ールにて連絡すること。 
 

担当教員 

越村 康英 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目

標 この授業の学習目標は、おもに次の 3 点をとおして、生涯学習社会についての基礎的な理解を図
るとともに、その意義や課題を考察していくことである。 
1）生涯学習社会をささえる「要」として社会教育に着目し、その理念とともに、社会教育行政・
施設の役割について理解する。 
2）識字教育実践などを例に学習権の意義を確認するとともに、「暮らしと地域を創る学び」とい
う観点から生涯学習をとらえ返し、その公共性を考える。 
3）日本における生涯学習政策の展開と課題をとらえ、より豊かな生涯学習社会の実現を展望する。 

※「授業の方法」としては、講義（ビデオ視聴を含む）を中心に進めていく予定。 

◎ I ：生涯学習 
○ K ：総合的判断 
 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

・学校教育という枠組みにとどまらず、「教育」「学習」を幅広くとらえられるようになること（I）。  
・「生涯学習」「社会教育」「生涯学習社会」についての基礎的知識を獲得すること（I）。 

・生涯学習社会の意義や課題について、主体的に考察できる力量を獲得すること（I・K）。 

授業の計画 予習・復習のあり方 

1．ガイダンス／生涯学習・生涯学習社会とは何か－基本概念の整理－ 
2．生涯学習社会をささえる社会教育（１）－社会教育とは何か－ 
3．生涯学習社会をささえる社会教育（２）－社会教育行政・施設－ 
4．暮らしと地域を創る生涯学習（１）－権利（人権）としての学習－ 
5．暮らしと地域を創る生涯学習（２）－生活課題に根ざした学習－ 
6．日本における生涯学習政策の展開と課題 
7．社会的排除の克服と生涯学習 

8．より豊かな生涯学習社会の構築をめざして～課題と展望をさぐる～  
※授業の進捗状況に応じて、授業計画を変更する場合がある。 
 

【予習】 
事前に生涯学習関連施設（公民館や生
涯学習センターなど）を訪ね、生涯学
習に関するイメージを膨らませたうえ
で本授業を履修することが望ましい。 
【復習】 
原則毎回、授業時間内に「ふり返り」

の時間を設け、「気づいたこと」「疑問
に感じたこと」などをリフレクション
ペーパーに記載し提出してもらう。な
お、翌週の授業では、リフレクション
ペーパーの内容を受けて、補足説明を
行うなどの必要なフォローアップをし

たい。 
また、「授業のねらい」に留意しながら、
授業で配布したレジュメや資料を整理
しておくことも重要である。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

【参考書】 
長澤成次編著『公民館で学ぶ IV～人をつなぎ、暮らしをつむぐ～』国土社、2013 年。 

※その他の参考書については、適宜、授業のなかで紹介する。 

評価方法 評価基準 

次の 2点から総合的に評価する。 
1. リフレクションペーパーの提出（40 点）  
・出席確認を兼ねる。 
2. レポート（60点） 

・課題は、授業のなかで発表する。 

・「基礎的事項が理解できているか」「課題に対する主体的
な意見が述べられているか」という 2 つの観点から、レポ
ートの内容を評価する。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

レポート回収後、提示した課題に対する解説を行うとともに、質問を受け付ける。 
（原則、回収したレポートは返却しない。） 

履修上の注意点 

主体的に授業へ参加してほしい。 

その他、具体的な注意事項については、初回ガイダンスのなかで伝える。 



特別活動 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆教職に関する科目◆ ３年/選択/1単位 後前期 金曜日 ５時限 

講義棟３４番教室 

可 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

塙 清子  E-mail:hanawa2001@nifty.com  

 

担当教員 

塙 清子 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

教職につくための教員の資質を高めるのが目的である。高等学校の特別活動（学級運営、生徒の

自治活動 、学校行事＝入学式・卒業式・運動会・修学旅行・遠足など）の指導の際に必要とさ
れる基本的な知識を理解し、教育実践の基礎的力を養う手がかりを習得する。講義形式を主とす
るが、ビデオの視聴、学級通信と自己紹介カードの作成を行う。また、できれば、受講生の発表、
グループワークも取り入れたい。毎回授業の最後に、その日の授業のテーマにかかわって小論
文・レスポンスシートを課す。特に全体の教育の歴史の流れをつかむのが重要である。明治時代
からの近代学校のシステム、とりわけ、戦前の教育勅語体制、戦後の新教育の教育改革、その後
の戦後教育の変容（憲法・教育基本法の空洞化）を理解することで今日の学校状況の根本的な問

題点を探る。つまり、日本人が「外的権威に依存する」(自主的判断力に欠ける、長い物に巻か
れよの精神を持つ)と指摘されるような人格形成にかかわる問題と学校教育との関係を解明す
る。また基本理念として、「子どもの権利」（教育への権利・学ぶ権利「学習権」） についての基
礎知識を理解し、今後の教員として教育改革を構築する理念を習得する。 

E:専門知識  

I：生涯学習 
J:課題解決能力 
 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１．いじめの構造における「見て見ぬふり層の役割」の重要性について理解している。「外的権威に依存する人の性質」

「長いものには巻かれよ」の特性について理解している。（I.J） 
２．戦前日本の教育の特色「教育勅語体制」（＝国家が国民のこころ・良心を支配する）の基本的性質について理解して
いる。 戦後教育改革 日本国憲法・教育基本法体制の新教育の体制について理解している。 戦後教育の変容 憲法・教育
基本法体制の空洞化 、管理統制教育への転換の経緯を理解している。（E.J） 
３． 1989 年「子どもの権利条約」1985 年「ユネスコ学習権宣言」など基本的な「子どもの権利」「学習権」など理念の
国際的な動きを理解している。（E.J） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

授業はおよそ以下の順次に基づいて講義する予定。毎回資料を配付する。 
第 1回.教育課程における教科と教科外活動、「特別活動」の位置。 
 文部科学省「学習指導要領」における「特別活動」の概念。 
 (1)学級運営。(2)生徒の自治活動 (3)学校行事(入学式・卒業式・運動会・修
学旅行・遠足など) 特に入学式、卒業式での裁判事例（2006.9.21 東京地裁判決、
2012.1.16最高裁判決など検討） 

第 2回.「いじめ」の社会学的分析 「いじめの 4層構造」論 （集団力学的分析）
(1)「見て見ぬふり層(傍観者)」の役割 ＝いじめの発生と残酷化の鍵となる(2) 
通念:「いじめで死ぬやつの方が悪い」「いじめられる方も悪い」「いじめの中で
子ども は育つ」「いじめは本能だからなくならい」☆この通念を論破せよ（＝レ
ポート課題） 

(3)「長い物に巻かれよ」の伝統、 外的権威に依存する習性（アドルノ「権威主
義的パーソナリテイー」） 

第３回.いじめにかかわる社会問題（裁判事例・国際比較・文部省の報告） 
(1)いじめと自殺（裁判事例の分析）(2)「アイヒマン実験」（外的な権威に判断
をゆだねると残酷なことが出来る）(3)いじめの国際比較調査(4)文部科学省の公
式発表、７年間「いじめ 0」報告の実態 
第 4回. 戦前日本の教育の特色（国家がこころ・良心を支配する学校体制） 
(1)明治・大正・昭和初期 「死は鴻毛より軽ろし」 教育勅語体制（『國體の本
義』の分析＝唯一生きる道とは？） 

(2)国定教科書（１期～５期）1904年 1910 年 1918年 1933年 1941年 国家
への義務としての教育＝ 当時の教科書の検討（「世界ニ 一ッノ 神ノ國」） 
(3)国家と子ども文化、戦時中の作成の「幻の傑作アニメ」と呼ばれた「桃太郞 
海の神兵」（松竹 1944年海軍省後援）や子どもの本、カルタなどの映像を視聴す
る 
第 5回. 戦後教育改革の特色 1945年～1950年 

(1)新教育 子どもの権利としての教育 日本国憲法・教育基本法 
(2)子どもの興味関心の重視、教師の創造性の尊重、文部省の設置（非権力機関
「けっして強制的なことは行わない」が条件で文部省設置法） 試案としての「学

（予習のあり方） 
・「授業計画」にあげた内容について
テキストや参考文献などで予習して
おくことが望ましい。（レポート課題
図書☆１については初回にレポート
課題作成要項を配布しますのでそれ

を参考にしてください）☆印は廉価
で入手しやすい。☆２☆３（いじめ
の実態）☆４（いじめの社会学的分
析）☆５（概論的な教育の歴史や思
想の概観）☆６（高校生向けにかか

れた未来への希望を語る）など読ん
でみてください。 

（復習のあり方） 
・ 授業内容で関心を持った点につい
てテキストや参考文献・その他など
で調べたりして理解を深める。 
・ 配布されたプリントやレスポンス
シートのフィードバック資料を整理
して、学期末に提出するレポート課

題の作成の準備を行う。レポート課
題についてはレポート作成要項を講
義の初回に配布します。 
 



習指導要領」） 
(3)階層差を越えてすべての子どもが中学校へ義務教育が 9 年となる。新制中学
校、新制高校、新制大学の発足 女性が大学へ進学できる（1947 年） 
第 6回. 戦後教育の変容 1950 年～ 
(1)「サンフランシスコ講和条約」「日米安全保障条約」（1952 年） 
(2)「池田・ロバートソン会談」（1953 年） 愛国心教育を強化すると約束。「防
衛に対する責任感を増大させるような日本の空気を助長することが最も重要で

あると同意した。」（再軍備の障害となる条件の検討）戦後新教育の空洞化 
(3)1956 年「地方教育行政法」の警察官導入による強行採決 教育委員会法の改
正 勤務評定（教員の人事管理） 教育委員の公選制→任命制へ 文部省の上意
下達の徹底 教員間の連帯の分裂。 
第 7回.全国一斉学力テストとハイタレント・マンパワー政策 
(1) 人的資源と能力主義 学力テスト 1961年～1966 年(中学 2.3 年生 悉皆)  

(2) 経済発展と教育→子どもの「手段化」（人間形成の目的ではなく） 
 子どもは人的資源として経済発展のための「手段」となる 
(3)競争と管理教育 受験戦争の激化 
第 8回.戦後日本教育史のまとめ  「子どもの権利条約 」について 
(1)1989.11.20.国連人権委員会総会採択   1991年日本政府批准  
(2)1985年「ユネスコ学習権宣言」の検討。「学習権」の概念となにか（人間の生
存にとって不可欠の手段である）。 

(3)「人権」思想の経緯 「人権」の基本としての「子どもの権利」を確認する。 
〇全体のテーマとして、学級運営や生徒の自治活動を励ますために、自分の頭で
考え、判断して、行動し、その行動に責任をもつ主体の形成=教育 self-direction
「自主的判断力とは何か」「主体形成と教育」「教育とは何か」という根源的な問
いの考察をおこないたい。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

テキスト 

☆１堀尾輝久著「教育入門」岩波書店 798 円 
☆２山脇由貴子著「教室の悪魔―見えないいじめを解決するために」 
☆３山脇由貴子著「震える学校―不信地獄の「いじめ社会」を打ち破るために」 
      ☆２☆３は、どちらも 934円 ポプラ社 
★大田堯編「戦後日本教育史」岩波書店（絶版ではありますが） 
  

参考図書： 
☆文部科学省「学習指導要領~特別活動」 
・岩波講座「現代教育学」第 4巻「いじめ・不登校」（森田洋司の論文） 
・正高信男著「いじめを許す心理」岩波書店 
☆４森田洋司著「いじめとは何かー教室の問題、社会の問題」中公新書 777円 
・森田洋司監修・監訳「世界のいじめ~各国の現状と取り組み」金子書房 
・森田洋司監修「いじめの国際比較研究～日本・イギリス・オランダ・ノルーウエイの調査分析」金子書房 

・アドルノ著  岩波同時代ライブラリー「権威主義的パーソナリテイー」岩波書店 
☆５堀尾輝久著 「現代社会と教育」岩波書店（岩波新書）840 円 
☆６堀尾輝久著 「未来をつくる君たちへ～「地球時代」をどう生きるか」清流出版 1785 円 

評価方法 評価基準 

毎回の授業の最後の小論文・レスポンスシートの提出とレポート課題の
提出により評価する。定期試験期間(2月)に試験を行わず、レポートの

提出(1 月中旬以降に予定) により評価します。レポート課題は講義の
初回にレポートの書き方・要領(レポート課題図書＝堀尾輝久著「教育
入門」岩波新書)について用紙を配布します。また、レポート課題には
「学級通信」の作成、「自己紹介用紙」の作成も含む。 
参考:評価:レポート課題 60％小論文・レスポンスシート 40％ 
(1)レポート課題（試験に相当＝基礎知識の習得度合いを評価する）60% 
(2)毎回の小論文・レスポンスシート 40％（それぞれの問題について自

分の考えを論理的に考察して文章にまとめる能力を評価します） 

達成目標に記載した 3項目を最低限クリアーし
ている場合にのみ 60％以上の点数を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

提出の小論文については次回に模範例をまとめた印刷物を全員に配布して講義内に解説します。また、最終提出のレポー
ト課題については、提出後、メールにて個別のレポートにコメントを行い、また模範例の提示と説明を行います。 

履修上の注意点 

教職科目のため、出席を重視します。欠席の場合は届けを文書で提出する。(実習、研修、ゼミ、行事、その他、事前に

わかっている場合は事前に提出してください。また、事前に伝えることができなかった場合、病気、その他の場合は事後
に)提出してください。無断欠席が続く場合は受験資格(レポート提出資格)を失うので注意してください。 
 



水産科教育法 I 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆教職に関する科目◆ ３年/選択/2単位 前学期 木曜日 ３時限 

５号館４１０番教室 

可 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

白井 久義  sntkp198@ybb.ne.jp 随時対応しますが、予めメ

ールでアポイントをとっ

てください。 
 

担当教員 

白井久義 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

日本の高等学校水産・海洋教育の概要及び水産・海洋教育を取り巻く諸問題について理解すると
ともに、将来展望を持って、我が国の水産・海洋関連産業を担う若者の教育に当たることができ
る教科「水産」の教員として必要な態度と能力を養う。 
具体的には、全国の高等学校水産・海洋教育の概要と特色ある取り組みなどを紹介し、全国水産
高校の現状を理解させるとともに、教科「水産」に関する教育内容・指導方法と学習指導要領と
の関連性の理解とその具体的な対応、水産・海洋教育の歴史、実習船教育の意義と展望並びに水

産・海洋教育を取り巻く諸課題などについて講義し、知識と理解を深め、新しい時代に対応した
水産・海洋教育の在り方と展望が考察できるようになること。 
そして、２１世紀の水産・海洋高校の教育を担える教員になるための態度と能力を養い、教科「水
産」を通じて教育に取り組むことの意義について考えられる人材を育成することを学習の目標と
する講義科目である。 
授業では、資料を配付し、それに基づいて講義しますが、演習や討論も行います。 

○Ｄ：水産・海洋基礎 
◎Ｅ：専門知識 
◎Ｊ：課題解決能力 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１ 高等学校水産教育に必要な基礎的・基本的事項の説明ができるようになること。（Ｄ,Ｅ） 
２ 高等学校水産教育の現状と学習指導要領との関連性が説明できるようになること。（Ｅ） 
３ 新しい時代に対応した水産・海洋教育の在り方と展望が考察できるようになること。（Ｊ） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

授業はおおよそ、以下の順序に基づいて講義する予定。 
１～２  教育関係法規と高等学校教育 

３～５  学習指導要領総則及び教科「水産」の概要 
６～８  水産・海洋高等学校の概要と特色ある教育への取組 
９～11 実習船教育の概要と実習船教育の意義と展望 
12～13 高校教育制度の概要と水産高校教育の歴史と現状 
14～15 水産・海洋教育を取り巻く課題と新しい時代に対応した水産・海洋教育 
※講義内容は、必要に応じて変更することがある。 

 

（予習のあり方） 
「授業計画」にあげた内容について

関連ＵＲＬ等を見て調べ、疑問点等
を把握しておき、授業で質問するこ
とにより理解を深めることが望ま
しい。 
（復習のあり方） 
次の授業では前回の内容を理解し

たという前提で話を進めるので、配
布されたプリントを授業ノートに
貼る等各自工夫して整理し、講義内
容について毎回まとめておく。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

１ ２００９年３告示「高等学校学習指導要領」（文部科学省刊行） 
２ ２００９年刊行文部科学省「高等学校学習指導要領解説 総則編」 

３ ２０１０年刊行文部科学省「高等学校学習指導要領解説 水産編」 
４ 資料として、プリントを配布します。 

評価方法 評価基準 

適宜出題のレポート（３０％）、期末の課題レポート（３
０％）、授業参加姿勢、発言・応答内容など授業への取り組
み状況（３０％）の得点の総合計を１００点に換算して総

合的に評価する。 
適宜出題レポートでは、基礎的な知識の修得度を、期末の
課題レポートでは、論理的な考察、及び文章にまとめる能
力を評価する。 

達成目標に記載した３項目を最低限クリアーしている場合
にのみ６０％以上の点数を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

レポート課題や小テスト等については、授業内で返却し、解説を行う。 

履修上の注意点 

水産教員養成課程以外の学生が履修した場合、卒業に必要な単位に含まれない。 



水産科教育法 II 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆教職に関する科目◆ ３年/選択/2単位 後学期 木曜日 ３時限 

５号館４１０番教室 

 

可 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

中野 浩 

 

 教務係に問い合わせてください。 木曜日 12：15－12：45 

 

担当教員 

中野 浩 
 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目

標 新しい学習指導要領では倫理観を育むことが教科水産の教育目標に明示されている。このことは
海を守ること、そして人の生命を守ることという理念にもつながる。教科水産を担当する教員に
はそのような倫理観を生徒とともに育む姿勢すなわち資質が重要となる。 
目標）教科水産の教育内容および教育方法に関して理解を深め、高校水産科教員としての資質を
養う。 

内容）具体的には「高等学校学習指導要領」に基づく教育課程の編成の実際、教育内容の検証お
よび教科水産関係科目の指導法について考えていく。 
方法）高校水産教育の基礎となる高等教育の専門教育は多肢におよび、水産科教員は専門の枠に
とらわれがちである。しかし教科水産を担う教員として、高校水産教育を各自の視座から俯瞰で

きる資質を養うことが肝要である。特に必須科目である「課題研究」では生徒とともに柔軟にテ
ーマを設定し、遂行する姿勢が教員に必要となる．そこで高校水産教育に関わる重要なトピック
などを提示し、それを実際の授業場面でどのように展開するか考えながら、学習指導事項の検討

やプレゼンテーション（模擬授業）等の演習を通じて、実務における諸指導（学習指導や生活指
導など）に生かせるようにする。 
 

○D：水産・海洋基礎 
◎K：総合的判断 
 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

1．教科水産の教育課程や教育内容の形成過程を理解し、教科水産の全体像を説明できるようになる。（D） 
2．教科水産関係科目の学習指導事項の検討やプレゼンテーション（模擬授業）等の演習を通して，他の受講生の姿勢も

参考にして自らの指導法に関する資質を習得していく。（K） 
 

授業の計画 予習・復習のあり方 

最初に「学習指導要領」を読み込むことで、高校水産教育の組み立てや教育内容に
ついての理解を深めて行く。次に「海を守る、人の生命を守る」ことにつながる具
体的事例として「水俣病事件」を取り上げる。水俣病事件は、沿岸漁業者を被害者
の中心とする環境問題の原点的存在であり、理科教育を含めた科学技術系の高校教

育の内容として、教科水産にいち早く取り入れられた内容である。水俣病のような
未知の事象が教育内容化されていく経緯を検証していく方法論について示す。その
ような未知の事象に取り組むことを可能にした科目が「課題研究」である。そこで
この科目に取り組むための企画案を各受講者に提示してもらう。履修生各自が関心
を持つ事柄をどのように他者に伝えていくことができるか，模擬授業等の演習を通
して考えていく。 

1～2回 高校水産教育の全体像 
3～6回 学習指導要領水産編を読む（教科水産の組み立て） 
7～8回 水俣病事件と高校水産教育（教育内容の形成過程に迫る） 
9～14回 科目「課題研究」の計画案の作成とプレゼンテーション（模擬授業形式） 
15回 まとめ：高校水産教育で考えることのできる生命の問題（えひめ丸事件など） 
＊講義内容は、受講人数等により必要に応じて変更することがある。 
 

 
（予習のあり方） 
各講義時に次回関連事項につい
ての準備を指示する． 

（復習のあり方） 
講義時に配布する資料等をよく
確認し、講義の内容を俯瞰的に構
築しておくこと． 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

以下のテキストを各自生協で購入しておくこと。 
・文部科学省『高等学校学習指導要領解説 水産編』（海文堂） 
・高校水産科用教科書『水産海洋基礎』（海文堂） 
また以下の文献を CINII論文検索サイトよりダウンロードし（無料）、各自用意しておくこと。 
1. 中野浩「高校水産教育に記された水俣病」、東京大学大学院教育学研究科紀要第 48 巻 

2. 大沼昭彦・中野浩・川下新次郎「教科水産の組み立てと指導法」、東京海洋大学研究報告第 5号 
その他必要な資料は講義時に配布する。 
 



評価方法 評価基準 

成績配分は、(a)毎回の課題レポート（30％）、(b)プレゼン
テーション（模擬授業）の実施および「課題研究企画案」
提出（30％）、(c)期末の課題・試験（30％）とする。の得
点の総合計を 100点に換算して総合的に評価する。 
 各項目については、(a)各回の講義内容の論点を理解でき
ているか、(b)高校水産教育の教育内容として適切に取り扱

うことができているか、(c)各回の講義内容および他者や自
己のプレゼンテーション（模擬授業）などを通じて水産科
教員の資質のあり方を総合的に理解し、そのことについて
自身の考えを表現できているか、により評価する。 

達成目標に記した項目について最低限の理解が得られてい
る場合にのみ、60点以上の点数を与える。 
 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

試験前に採点基準を明示する。答案返却希望者はあらかじめ申し出ておくこと。 

履修上の注意点 

水産科教育法 I→II の順で履修することが望ましい。 
教員免許取得の意思があること。 
＊遅刻や私語は講義の進行を妨げるので厳禁とする。 



理科教育法 I 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆教職に関する科目◆ ３年/選択/2単位 前学期 水曜日 １時限 

図書館学びの広場 

不可 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

佐々木 剛   水曜日昼休み 

事前に佐々木へ連絡すること 

t-sasaki◎kaiyodai.ac.jp 
 

担当教員 

佐々木 剛 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

科学技術の高度化・複雑化が進むにつれ，我々の生活は豊かさを増す反面，新たな社会問題や環
境問題を顕在化・複雑化させている。このような中で，科学的な幅広い考え方を養うことと同時
に，自然と人間が共存できるような知識・技術を身につけることが現代人に求められている。今
後も学校教育における「理科」の重要性は益々高まっていくと予想される。しかし，近年「理科
嫌い・理科離れ」や学力の低下が叫ばれている。どうすれば子供たちが理科に興味・関心を抱き，
意欲的に学習に取り組んでいけるのか？本講義では，最新の教育理論と実践事例を元に，理科を

学ぶ子供たちの側に立って，どのような視点で教育すればいいのかを学んでいく。同時に，スペ
シャリストとしての高校教師の地域社会における役割についても学ぶ。 

Ｃ：科学基礎,  
Ｋ：総合的判断 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

本講義では，最新の教育理論と実践事例を元に，理科を学ぶ子供たちの側に立って，どのような視点で教育すればいいか，
またスペシャリストとしての高校教師の地域社会における役割についても理解することを目標とする。（Ｃ,Ｋ） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

以下の項目を、主な講義内容とする。 
１ 理科教育の基礎 
 理科嫌い，理科離れ，理科の授業，授業のやり方，理科の目的・目標，カ
リキュラムの歴史，理科教育の周辺 

２ 開発教材，授業実践 
 学習意欲を引き出すための学習理論，教材の開発，授業実践の紹介 

予習：「授業の計画」にあげた内容につい
ての予習をしておくことが望ましい。 
復習：授業内容で関心を持った点について
参考書等で調べたり、論文等を読むなどと 
して理解を深める。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

テキスト「水圏環境教育の理論と実践」（成山堂書店）を使用する。 

評価方法 評価基準 

評価方法:授業に参加する姿勢(50%)，レポートの内容また
は試験の結果(50%)によって評価を行う。具体的な評価方
法・基準については，初回の講義時に説明する。 

 

評価基準:講義の内容をもとに考察し，レポートにまとめて
いるかにおいて達成目標をクリアーしている場合のみ 60％
以上の評価を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の答案回収後、残り時間に模範解答の配布と解説を行う。後日指定の期間に教員室にて答案の返却 
を行う。 
 

履修上の注意点 

第 1回目の講義において確認テストを実施するため，履修希望者は出席が求められる。 

提出物の提出期限については厳守のこと。 



理科教育法 II 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆教職に関する科目◆ ３年/選択/2単位 後学期 水曜日 １時限 

図書館学びの広場 

不可 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

佐々木 剛   水曜日昼休み 

事前に佐々木へ連絡すること 

t-sasaki@kaiyodai.ac.jp 
 

担当教員 

佐々木 剛 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

 理科教師は単なる知識・技術の伝授ではなく，日常あるいは将来生活において子供たちが科学
的素養をどのように活用していくのかについても念頭におき指導・教授する必要がある。そのた
めには，教師は常に自分自身の資質向上を心がけ教科指導に当たることが肝要である。本講義で
は，グループ学習，模擬授業等のプログラムを通して理科教師として必要なスキルや姿勢を学ん
でいく。 

Ｃ：科学基礎,  
Ｋ：総合的判断 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

本講義では，グループ学習，模擬授業等のプログラムを通して理科教師として必要なスキルや姿勢を学んでいくことを目
標とする。（Ｃ,Ｋ） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

以下の項目を講義内容とする。 
１ 学習指導要領の検討 
２ 教材開発論 

３ 生徒の視点からの学び 
４ 指導案作成 

予習：「授業の計画」にあげた内容につ
いての予習をしておくことが望まし
い。 

復習：授業内容で関心を持った点につ
いて参考書等で調べたり、論文等を読
むなどと 
して理解を深める。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

参考書は、講義時に適宜紹介する。 

評価方法 評価基準 

評価方法:授業に参加する姿勢(50%)，レポートの内容また
は試験の結果(50%)によって評価を行う。具体的な評価方
法・基準については，初回の講義時に説明する。 

評価基準:講義の内容をもとに考察し，レポートにまとめて
いるかにおいて達成目標をクリアーしている場合のみ 60％
以上の評価を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の答案回収後、残り時間に模範解答の配布と解説を行う。後日指定の期間に教員室にて答案の返却 

を行う。 
 

履修上の注意点 

第 1回目の講義において確認テストを実施するため，履修希望者は出席が求められる。 
基本的にグループ学習を単位とする。提出物の提出期限については厳守のこと。 
 



教育工学 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆教職に関する科目◆ ２年/選択/2単位 後学期 木曜日 ５時限 

講義棟大講義室 

可 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

三河内 彰子  akikomk@gmail.com 予め Eメールでアポイント

をとってください。 
 

担当教員 

三河内 彰子 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

教育方法について実践のコミュニケーションに注目し、それを支えるメディアとの関係を探究
する授業です。学習はモノと人、人と人のやり取り、つまりコミュニケーションによって変わ
り得ます。そこで、教育現場を広く学習におけるコミュニケーションの場とらえることで、学
習のコミュニケーションを支えるメディアとそれらが埋め込まれた社会との多様な関係につ
いて探求し、教育方法を吟味する視座の習得をめざします。 
具体的には、学校・教室という教育空間およびミュージアムを中心に、パブリックアウトリー
チの場等も比較検討することで、学習のコミュニケーションとメディアに関する知見を深めま

す。そのために、教育方法と視聴覚メディアの歴史的変遷を学び、背後にある教育・学習観を
理論的に理解し、教育の実践の現場で何が起きているのかについて具体的 に分析（評価）す
る方法を習得します。個人的な分析とグループ内での討議を交えることでより多様な観点から
分析を行います。また、その結果をさらに外へ発信・意見交換し更に探求する方法も実践的に
学びます。 
後半では授業での経験を生かしながら各自の「教育」メディアの作成を進めます。その過程で
情報を扱う上での倫理的な 側面に加え、今日的な「博学連携」「参加型学習」「科学コミュニ

ケーション」などのトピックについて、受講生の関心も考慮して議論を行います。講義は小規
模フィールド調査やワークショップに適宜背景となる解説をパワーポイントで挟みます。 

A：コミュニケーション、 
B：技術者倫理、 
C：科学基礎、 
J：問題解決能力 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

・将来社会の様々な場で学習のコミュニケーションのデザインができるように、教育現場を広く学習におけるコミュニケ
ーションの場とらえ、個々人の多様な学びの文脈とメディアとのかかわりについてその仕組みを理解し解説できること。
(A,B, J) 

・多様な学びの文脈を想定し、授業でも個人およびグループでの探求のプロセスを通して、他者とのかかわりの中で学び
合い、主体的に必要とされる物事を創造する姿勢（自己の視点をとらえ直し、多様な視点から創造的な活動を行う）を身
につけること。(A, J) 
・これらを生かして学期末には「教育」プログラムとメディア（授業案や展示案の中で）を自身で企画/作成し、更に互
の案に対して建設的な講評を行えるようになること。(A,C,J) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

１． オリエンテーション：教育工学とは 
２．教育の現場を問い直す（調査研究）（I）：教育メディアとしての教室と学習
のコミュニケーション  
３．教育の現場を問い直す（調査研究）（II）：教育メディアとしてのミュージ
アム 
４．教育理論と教育メディアの歴史的展開（I）：言語による教育から視聴覚メ
ディアの利用へ、 

５．教育理論と教育メディアの歴史的展開（II）：コンピュータ教材開発に見る
教授・学習研究・理論の歴史的変遷 
６．サイエンスコミュニケーションとメディア：広がる学びの形態 
７．教育の現場を把握する（調査研究）（II）：教育メディアとしてのミュージ
アム～インタラクティブな学び～（フィールドワーク結果分析）、 
８．教育の現場を把握する（調査研究）（III）：教育メディアとしてのミュージ
アム～教育メディア開発に生かす視点～（フィールドワーク総括） 

９．教育メディアの開発～メッセージの組み立てとメディアの役割～（I）：印
刷メディア再考、ワークシートの作成、文脈の考慮、情報の再分類・再構成 
１０．教育メディアの開発～メッセージの組み立てとメディアの役割～（II）：
映像メディア再考 
１１．最終課題（教育メディアの企画）についての経過発表 
１２－１３．情報資源の管理と公開：ドキュメンテーションとデータベース化、
アーカイビング、インターネット活用、情報倫理、知的財産権、ジェンダーと

メディア  
１４． ゲストの講師による実践紹介 
１５．最終課題（教育メディア）の講評 

（予習のあり方）「授業計画」に挙げた
内容により、前もって課題を出す場合
と、関連した内容に関する資料を配布
するので、課題の遂行または、資料を
読んで授業に望むこと。 
（復習のあり方）参考資料の配布があ
る場合は読んで復習すること。関心事

項については参考図書を参照し復習す
ること。課題やリフレクションペーパ
ーの返却の際はコメントをよく読み先
の作業に生かすこと。 
 



テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

佐藤 学（2010）『教育の方法学』左右社 （放送大学叢書）、吉見俊哉・水越伸（2001）『メディア論』放送大学教育振
興会（放送大学教材）、その他適宜配布します。 

評価方法 評価基準 

学期中の小課題（30％複数有り）、学期末に最終課題（70％：
学期を通しての小課題やリフレクションペーパーを反映し

た教材作成と解説レポートの提出）を、それらを完成させ
る過程である授業での取り組み方（質問、発表やリフレク
ションペーパーへの）を合わせて総合的に判断します。 

課題に学習目標を反映し、かつ、達成目標を最低限クリア
ーしている場合にのみ 60％以上の点数を与えます。詳細を

プリントで授業中に配布します。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

リフレクションペーパーはコメントをつけて返却します。フィールドワークのワークシートは授業でのディスカッション
と分析に使い、その結果をレポートで提出します。レポートはコメントをして返却します。 必要に応じて後日の授業で
フィードバックをします。 

履修上の注意点 

授業の進捗度・理解度等により変更する場合もあります。互いから学びあう姿勢が強く求められます：参加型のセッショ
ン（小規模フィールドワークや課題を用いたワークショップ、また授業前後でのグループによる活動など）を多く含み、
また、個々人のリフレクションペーパーへの積極的な取り組みも求められます。 
実践的な授業の必要性から教室外、時間外の授業が予定されます。詳細は授業内に取り決めます。 
 



生徒指導（進路指導） 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆教職に関する科目◆ ３年/選択/2単位 前学期 水曜日 ３時限 

講義棟２２番教室 

可 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

佐々木 剛   水曜日昼休み 

事前に佐々木へ連絡すること 

t-sasaki@kaiyodai.ac.jp 
 

担当教員 

佐々木 剛 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

 学校教育の重要性は今までになく増している。学校教育における教師は，普段の教科指導だけ
ではなく，クラブ指導やホームルーム指導等を通し，様々な角度から直接的・間接的に，生徒全
体あるいは個々に対し指導することが求められる。それは，最終的に生徒たちの健全な心身の育
成につながっていく。同時に，教師は自分自身を常に深く見つめ，一人の人間としての在り方・
生き方を問い続けることが必要である。なぜなら，教師は生徒の人格形成や進路選択に大きな影
響を与えるからである。本講義では，グループ学習や事例研究をもとに，学校現場での教師の果

たすべき役割や生徒の指導方法について教師としての心構えを学ぶ。 

Ｋ：総合的判断 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

本講義では，グループ学習や事例研究をもとに，学校現場での教師の果たすべき役割や生徒の指導方法について教師とし
ての心構えを学ぶことを目標とする。（Ｋ） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

学校現場で生起している具体的な生徒指導の問題について、できるだけ具体的

にその実態を知ることに努める。 
授業の展開の柱 
1.学校での生徒指導上の諸問題の具体的実態 
2.諸問題の解決に向けての生徒指導の実践 
3.地域に開かれた学校づくりの実践 
4.進路指導の諸問題 
5.その他 

予習：「授業の計画」にあげた内容につ

いての予習をしておくことが望まし
い。 
復習：授業内容で関心を持った点につ
いて参考書等で調べたり、論文等を読
むなどと 
して理解を深める。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

生徒指導・進路指導論 吉田辰雄 図書文化出版をテキストとする。 

評価方法 評価基準 

評価方法: 授業に参加する姿勢(50%)，レポート，試験(50%)
によって評価を行う。 

 

評価基準: 講義の内容をもとに考察し，レポートにまとめ
ているかにおいて達成目標をクリアーしている場合のみ

60％以上の評価を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の答案回収後、残り時間に模範解答の配布と解説を行う。後日指定の期間に教員室にて答案の返却 
を行う。 

履修上の注意点 

水産教員養成課程以外の学生が履修した単位は、卒業に必要な単位には含まれない。 
2年次での取得が望まれる。 

第 1回目の講義において確認テストを実施するため，履修希望者は出席が求められる。 
 



教育相談 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆教職に関する科目◆ ３年/選択/2単位 後学期 木曜日 １時限 

講義棟２１番教室 

可 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

岩瀧 大樹 非常勤講師控室 初回講義にてインフォメーションを行う 同上 

 

担当教員 

岩瀧 大樹 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

不登校・いじめ・非行・無気力・低学力など、近年の学校現場が抱える諸問題に対し、生

徒理解やカウンセリングマインドを軸とした教師による教育相談的な介入は欠かせないも
のとなっている。本講義では、第一に学校組織における教育相談の位置づけや期待される
役割を把握するとともに、青年期の生徒の発達面や心の構造を学び、生徒理解に役立てる
ようにしていく。第二に、カウンセリングの基本的技法のひとつである来談者中心療法に
着目し、基本的なカウンセリング理論・技法を学び、学校での具体的実践について事例検
討・ロールプレイ・グループワークを交えながら教育相談の意義を考えていく。本講義は
上記の二点を学習目標とする科目である。 

◎A：コミュニケーション 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

学校教育相談の位置づけを踏まえ、対人援助に関わるカウンセリングの理論を理解するとともに、基礎的なカウンセリン
グスキルを習得する（A）。また、学校教育相談が円滑になされるべく、教員同士の連携、スクールカウンセラーとの協働

に関しても考察を深める（A）。 

授業の計画 予習・復習のあり方 

以下の順番で講義を実施するが、理解度・進捗状況などによりフレキシブルに

対応していく。 
前半では主に教育相談に関わる理論・組織について、後半では主に面接やカウ
ンセリングの場面における技術について学んでいく。概略を以下に示す。 
1.教育相談の役割 
2.思春期・青年期の心理 
3.教育相談の理論（I・II） 

4.教育相談の実践（I・II：III・IV） 
5.学校場面でのアセスメント 
6.RP（傾聴技法を中心に） 
7.RP（カウンセリングの技法を用いて） 
8.学校現場における問題（不登校） 
9.学校現場における問題（いじめ・虐待） 
10.学校現場における問題（学校体制など） 

11.学校現場における面接 
 

（予習） 

・「授業の計画」にあげた内容に関し、
予習をしておくことが望ましい。適宜
指示を行う。事前の講義などにおいて、
キーワードの紹介を行った場合は、不
明な箇所は各自で理解をしておくこ
と。 

（復習） 
・講義内で配布される講義資料を読み、
内容を確認しておく。講義の冒頭で、
前回のキーワードや内容等の確認、復
習を積極的に取り入れる。 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

使用テキスト 「学校教育とカウンセリング力」  山崎洋史著 学文社 
参考資料等は講義内にて適宜紹介。 
 

評価方法 評価基準 

期末試験（80％）、出席および討議への参加（20%）を総合
して評価する。なお、全講義の 2/3 以上の出席で評価の対
象とする。 

試験では、それぞれの達成目標毎に： 
(a)キーワードを適切に理解しているかを問う問題、 
(b)学校不適応問題への対応および査定力を図る論述式問
題等を設け、最低限の理解が得られている場合にのみ、60
点以上の合格点を与える。 
 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験終了後、試験問題等に関する質問にはメール等で対応する。 

履修上の注意点 

高等学校までの倫理、保健体育に関する知識の確認が望ましい。 



教職実践演習（高等学校） 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆教職に関する科目◆ ４年/選択/2単位 後学期集中   その他 不可 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

佐々木 剛   水曜日昼休み 

事前に佐々木へ連絡すること 

t-sasaki@kaiyodai.ac.jp 
 

担当教員 

佐々木 剛，川下新次郎 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

本演習は，将来教員になる上で自己にとって何が課題であるのかを自覚し、必要に応じて不足し
ている 知識や技能等を補い、その定着を図ることにより、教職生活をより円滑にスタートでき
るようになることを目的としている。海洋系専門大学である事を鑑み研究教育の社会的陶冶と実
践的な教育訓練とを織り交ぜながら，子どもたちの「生きる力」の養成に協働的に主体的に取り
組める素養を養うことを目的とする。 

Ｂ：技術者倫理 
Ｇ：実習・演習 
Ｊ：課題解決能力 
Ｋ：総合的判断 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

本授業は，教育現場に赴き，授業実践ならびに生徒指導等を通した生徒育成の基本的な考え方や方法論を学ぶこととする。
具体的には，1 教科内容等の指導力を高めるための教育実践演習， 2 生徒理解や学級経営等の能力を高めるための学校
実務に関する調査，3 社会性や対人関係能力を高めるための実践活動，4 使命感や責任感、教育的愛情を高めるための教
育実践を行うこととする。（Ｂ,Ｇ,Ｊ,Ｋ） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

以下の内容について，学校現場（1－4）において取り組み，最終的にグループ
ワーク（5－6）により実施する。 

1－4においては学校現場と事前打ち合わせを行い教育実習終了後に実施するこ
とが望ましい。 
1 教材開発の方法と実践事例  
2 学校実務調査 
3 社会性に関する教育実践 
4 使命感を高めるための教育実践 

5 成果報告会，ディスカッション  
6 レポート作成，提出 

予習：「授業の計画」にあげた内容につ
いて十分に把握すること。 

復習：授業内容で関心を持った点につ
いて参考書等で調べたり、論文等を読
むなどとして理解を深める。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

授業中に提示する 

評価方法 評価基準 

評価方法: 授業に参加する姿勢(50%)，授業実践，開発した

教材・レポート(50%)によって評価を行う。 
 

評価基準:講義の内容をもとに考察し,授業実践，教材開発，

レポートにまとめているかにおいて達成目標をクリアーし
ている場合のみ 60％以上の評価を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の答案回収後、残り時間に模範解答の配布と解説を行う。後日指定の期間に教員室にて答案の返却 
を行う。 
 

履修上の注意点 

水産教員養成課程以外の学生が履修した単位は、卒業に必要な単位には含まれない。 



教育実習指導 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆教職に関する科目◆ ４年/選択/1単位 集中   その他 否 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

川下 新次郎 5号館 401室 kawasita.kaiyodai.ac.jp 

03-5463-0630 

月曜日 3 限時、その他（要予約） 

 
 

担当教員 

川下新次郎 
佐々木 剛 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

教育実習の事前の準備と事後の反省を通じて、教育実習自体の成果をより一層確かなものにする
ことを目標とする。事前指導では、教育実習の目標や教育実習の内容・方法、教育実習時及び実
習後の注意点などについて事例や関連文献を通して学ぶ。事後指導では、実習を反省して、特に
課題を明らかにして今後の活動へとつなげたい。テキスト『教育実習の手引き』やビデオ（映像
教材）などを使用しながら、集中授業で、４年次の教育実習以前（５月頃）と以後（１２月頃）
の２回に分けて行う。 
 

◎（Ｇ：演習・実習,
Ｊ：課題解決能力） 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１ 教育実習の意義について理解する（G、J） 
２ 教育実習の内容と方法について理解する（G、J） 
３ 教育実習の反省点をまとめ、今後の活動に備える（G、J） 
 

授業の計画 予習・復習のあり方 

実習の事前指導では、「教育実習の意義」、「教育実習のねらい」、「教育実習の体
系」、「教育実習の内容と方法」、「教育実習における実地授業」、「教育実習の記
録」などについて学ぶ。 
事後指導では、グループ・ディスカッションにより、自らの実習について振り
返り、その成果を確認する。 
 

授業に関係する時事問題を新聞等で日
常的にチェックしてもらいたい。また、
授業時に随時関連文献を指示するの
で、それらを読んでさらに理解を深め
てほしい。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

『教育実習の手引き』（教育学研究室作成） 

評価方法 評価基準 

レポートで評価する。 
 

達成目標を最低限クリアーしている場合にのみ 60%以上の
点数を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

レポート終了後、指定の期間に教員室にて解説を行う。 

履修上の注意点 

授業日程などについては、掲示により通知するので、掲示板に注意しておくこと。 
 



教育実習 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆教職に関する科目◆ ４年/選択/2単位 集中   その他 否 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

川下 新次郎 5号館 401室 kawasita.kaiyodai.ac.jp 月曜日 3 限時、その他（要予約） 

 
 

担当教員 

川下新次郎 
佐々木 剛 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

１ 大学で学んだ理論なり技術を教育現場で実地に検証する 
２ 教科や生活に関する指導技術を訓練する 
３ 学校教育の実際の認識を深める 
４ 教職理解と自己の適性の検討 
などを目的とする。方法としては、観察、参加、実習にわかれるが、経験に力点が置かれる教育
体験を通じて、絶えず自己向上を目指すことが基本姿勢として大切である。実習受入れ校での精
一杯の実践に取組んで、より多くのことを学んできてほしい。 

 

◎（Ｇ演習：・実習,
Ｊ：課題解決能力） 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１ 大学で学んだ理論や技術を教育現場で実地に検証する（G、J） 
２ 教科や生活に関する指導技術を修得する（G、J） 
３ 学校教育の実際の認識を深める（G、J） 
４ 教職理解と自己の適性の検討を行う（G、J） 

 

授業の計画 予習・復習のあり方 

各教育実習校の実習プログラムに従って行われる。 
 

担当教員の指導の下、授業に関連した
文献を事前および事後に読むことで、
教職への理解を深めてほしい。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

『教育実習の手引き』（教育学研究室作成） 

評価方法 評価基準 

実習校での評価（80%）と「教育実習日誌」（20%）を最終評
価の対象とする。 
  
 

達成目標を最低限クリアーしている場合にのみ 60%以上の
点数を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

実習終了後、指定の期間に教員室にて解説を行う。 

履修上の注意点 

｢履修ガイド｣の教職科目欄をよく参照すること 



博物館学 I 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆学芸員に関する科目◆ ２年/選択/2単位 後学期 金曜日 １時限 

講義棟大講義室 

不可 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

中村 隆 教務係へ問い合わせてくだ

さい 

教務係へ問い合わせてください 教務係へ問い合わせてく

ださい 
 

担当教員 

中村 隆 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

博物館において学芸員は、博物館活動の中核となる存在である。学芸員は、取り扱う資料の専門
分野の研究者であり、また博物館教育の研究者かつ実施者であり、さらには博物館運営（経営）
の実務者であらなくてはならず、多面性が要求される。学芸員となるためには、この多面性があ
ることを認識し、そのために必要な知識と意識を修得する必要がある。 
本講義は、学芸員資格取得への第一歩として、博物館に関する歴史、現状、社会的役割、機能な
どについて、調査データや現場での事例をもとに解説し、簡易な実習も交えて、博物館に関する
基礎知識とともに学芸員として持つべき意識を認識する。 

 

I：生涯学習 
K：総合的判断 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

博物館や資料に関する基礎知識を習得する。 （ I ） 
学芸員となるために必要な意識を体得する。  （ I，K ） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

博物館の全体像を把握した上で学芸員の役割を理解するために以下の順で講義する 

１．博物館概論（なぜ博物館学を学ぶのか、博物館とは何か）  
２．博物館の種類、構造（博物館の分類および博物館の所室や設備について解説） 
３．博物館の歴史（世界の博物館史、日本の博物館史を概説） 
４．博物館の現状（博物館数、学芸員数等、博物館に関する調査データで現状を概説） 
５．博物館の法律（博物館法をはじめ博物館に関連する法律や制度について解説） 
６．博物館の機能、組織（博物館の機能と組織体制について事例を示しながら解説） 
７．学芸員とは（学芸員の資質や機能について、実践も交えながら解説） 

８．博物館資料（学芸員が扱う資料についての基礎知識を解説） 
※授業の流れによりテーマの順番が変わる場合がある。 
 

（予習のあり方） 

 できるだけ多種多様の博物館
を見学すること。 
（復習のあり方） 
 学習したことを視点に博物館
を見学すること 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

参考書： 大堀哲、水嶋英治 編著『新博物館学教科書 1 博物館学 I』（学文社） 
教  材： 適宜配布 

 

評価方法 評価基準 

試験（90%）、レポート（10%）とする。試験では、博物館や
資料に関する基礎知識を習得できたかを評価する。レポー
トでは、内容の質や量、自分の考え等を適切にまとめられ
るかどうかにより学芸員として必要な意識を認識できたか
を評価する 

基礎知識の習得度および必要な意識の認識を総合して、達
成目標を最低限クリアしている場合に合格点（60点以上）
を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験終了後、試験問題に関する質問をメール等で受け付ける。 
レポート課題や小テスト等については、授業内で返却し、解説を行う 
 

履修上の注意点 

学芸員資格取得における必修科目であり、３年次以降の博物館学 II、III、IV、V, 

博物館実習 I・IIにおいて必要な基礎知識と意識を修得する科目である。 
また、学芸員資格取得において必要な、１年次開講の教職概論、2年次前期開講の博物館教育論、生涯学習指導論、生涯
学習社会論を履修しておくことを勧める。 



博物館学 II 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆学芸員に関する科目◆ ３年/選択/2単位 前学期 金曜日 １時限 

２号館１００Ａ教室 

不可 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

中村 隆 教務係へ問い合わせてくだ

さい 

教務係へ問い合わせてください 教務係へ問い合わせてく

ださい 
 

担当教員 

中村 隆 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

博物館における学芸員の業務は、博物館の主たる機能である資料収集、調査研究、保存、展示、
教育であるが、これらは個別に機能するものではなく、博物館資料を取り扱う流れの中で順に行
われていくものである。そして、これらの業務の善し悪しが、博物館の運営さらには経営の善し
悪しに大きく左右する要因となる。ゆえに学芸員は、これらの業務に必要な知識を身につけてい
るだけではなく、健全な運営や経営のために業務遂行におけるルールやマナーを守ることも重要
となる。 
 本講義では、博物館運営（経営）という視点から学芸員が担う業務について必要な基礎知識を

習得し、かつそれらの業務を行う上でマナーやルールを守るという学芸員として必要な意識を体
得する。 
 

I：生涯学習 
J：課題解決能力 
K：総合的判断 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

博物館運営における学芸員の業務に関する基礎知識を習得する。 （ I，J ） 
博物館運営において学芸員として必要な意識を体得する。  （ I，J，K ） 

 

授業の計画 予習・復習のあり方 

博物館運営の軸となる学芸員の業務について理解するために以下の順で講義する 
１．学芸員の仕事（学芸員が関わる仕事について概説） 
２．資料収集（博物館における資料収集、登録の方法について解説） 
３．調査研究（学芸員による調査研究の方法について解説） 
４．保存（資料の保存の科学的手法などについて解説） 

５．展示（展示の手法や制作方法などについて実際の事例で解説） 
６．教育（博物館における教育手法について実践を交えて解説） 
７．博物館の運営（学芸員の運営への関わり方や意識について解説） 
８．学芸員のこれから（学芸員に関する最新動向について概説） 
※授業の流れによりテーマの順番が変わる場合がある。 
 

（予習のあり方） 
 できるだけ多種多様の博物館
の活動（講演やワークショップ
等）に参加すること。 
（復習のあり方） 

 学習したことを視点に博物館
の活動（講演やワークショップ
等）に参加すること。 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

参考書： 大堀哲、水嶋英治 編著『新博物館学教科書  博物館学 III』（学文社） 
教  材： 適宜配布 
 

評価方法 評価基準 

試験（90%）、レポート（10%）とする。試験では、博物館運
営における学芸員の業務に関する基礎知識を習得できたか

を評価する。レポートでは、知識の習得に加え、学芸員と
して必要な意識を体得できたかを評価する 

基礎知識の習得度と基礎知識と必要な意識の体得度を総合
して、達成目標を最低限クリアしている場合に合格点（60

点以上）を与える 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験終了後、試験問題に関する質問をメール等で受け付ける。 
レポート課題や小テスト等については、授業内で返却し、解説を行う 
 

履修上の注意点 

 
学芸員資格取得における必修科目であり、３年次後期以降の博物館学 III、IV、V、博物館実習 I・II において必要な基
礎知識と意識を修得する科目である。 
また、学芸員資格取得に必要な、１年次開講の教職概論、2 年次開講の、博物館教育論、博物館学 I、生涯学習指導論、
生涯学習社会論を履修しておくことを勧める。 

 



博物館学 III 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆学芸員に関する科目◆ ３年/選択/2単位 後学期集中 その他  

その他 

可 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

土屋 光太郎 ２号館 405号室（土屋光太郎） kotaro@kaiyodai.ac.jp, 03-5463-0530

（土屋光太郎） 

火曜日と水曜日の 13：00

から 16：00（土屋光太郎） 
 

担当教員 

田中次郎、河野博、加藤秀弘、田中祐志、土屋光太郎、鈴木秀和、茂木正人、片野俊也、宮崎奈緒 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

博物館資料の収集,整理保管等に関する理論や方法に関する知識・技術を習得し,また博物館の調
査研究活動について理解することを通じて, 博物館資料に関する基礎的能力を養う。 
自然科学系博物館，水族館，動物園，野外観察施設などにおける資料やその情報とはいかなるも
のかを習得する． 
担当教員グループの各教員が交代で講義をおこなう．また、関連する実験、作業を行なう． 
 

Ｄ：水産・海洋基礎 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

標本の重要性を理解する。（Ｄ） 
標本の作成法を学ぶ。（Ｄ） 
展示物や標本の情報の扱い方を理解する。（Ｄ） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

展示用，研究用資料の収集，作成，保管，維持管理，またその資料のもつさま
ざまな情報の作成・管理・伝達に関する方法ついて概説する．また，実際の資

料展示に関する方法を紹介する． 
第 1回 博物館資料とは 
第 2回 博物館における調査研究活動１ 
第 3回 博物館における調査研究活動２ 
第 4回 博物館資料の概念１ 
第 5回 博物館資料の概念２ 
第 6回 博物館資料の収集・整理・活用 

第 7回 標本資料の作成と取り扱い：総論 
第 8回 標本資料の作成と取り扱い：自然科学系資料実例１ 
第 9回 標本資料の作成と取り扱い：自然科学系資料実例２ 
第 10回 標本資料の作成と取り扱い：自然科学系資料実例３ 
第 11回 標本資料の作成と取り扱い：自然科学系資料実例４ 
第 12回 標本資料の作成と取り扱い：自然科学系資料実例５ 

第 13回 標本資料の作成と取り扱い：自然科学系資料実例６ 
第 14回 標本資料の作成と取り扱い：自然科学系資料実例７ 
第 15回 標本資料の作成と取り扱い：自然科学系資料実例８ 
 

予習：授業の計画にあげた内容につい
て前もってインターネット情報などで

調べておくとよい。 
復習：配布されたプリントを授業ノー
トに貼り付けて整理を行う 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

特に指定しないが、必要に応じて参考図書を講義の中で紹介する． 

評価方法 評価基準 

レポート(100%)により、講義内容の理解度を総合的に判断
する． 

優：100-80点、良：79-70点、可：69-60点、不可 59-0点
とする。学生の達成目標にあげた項目を最低限クリアーし
ている場合にのみ、合格点（60 点）が与えられる。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

レポート課題や小テス等については、授業内で返却し解説を行う。 

履修上の注意点 

博物館学１の単位取得者、もしくは履修者 
※平成 24年度以降の入学者対象科目です。 



博物館学 IV 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆学芸員に関する科目◆ ３年/選択/2単位 前学期 木曜日 ４時限 

講義棟大講義室 

可 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

土屋 光太郎 ２号館 405号室（土屋） オフィス電話：03-5463-0530 

Eメール：kotaro@kaiyodai.ac.jp（土屋） 

火曜日と水曜日の 13：00

から 16：00（土屋） 
 

担当教員 

田中次郎、河野博、加藤秀弘、田中祐志 、土屋光太郎、鈴木秀和、茂木正人、片野俊也、宮崎奈緒 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

博物館における資料及びその保存・展示環境及び収蔵環境を科学的に捉え，資料を良好な状態で
保存していくための知識 を習得することを通じて，資料の保存に関する基礎的能力を養うこと
を目的とする． 
博物館における標本管理，維持，保存の重要性を理解し、標本の保存法を学び、展示物や標本の
扱い方を理解することを通じて、自然科学系博物館，水族館，動物園，野外観察施設などにおけ
る資料保存とその意義とはいかなるものかを習得する． 
講義は担当教員が交代で PowerPoint などを用いておこない、必要に応じて実技実習などをおこ

なう。 
 

Ｄ：水産・海洋基礎 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

標本の重要性を理解する。（Ｄ） 

標本の作成法を学ぶ。（Ｄ） 
展示物や標本の情報の扱い方を理解する。（Ｄ） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

展示用，研究用資料の収集，作成，保管，維持管理，またその資料のもつさま
ざまな情報の作成・管理・伝達に関する方法ついて概説する．また，実際の資
料展示に関する方法を紹介する． 
第 1回 博物館における資料保存の意義 
第 2回 博物館資料の保存環境１ 
第 3回 博物館資料の保存環境２ 

第 4回 環境保護と博物館の役割１ 
第 5回 環境保護と博物館の役割２ 
第 6回 環境保護と博物館の役割３ 
第 7回 資料の保全：総論 
第 8回 資料の保全：自然科学系資料の保全の実例１ 
第 9回 資料の保全：自然科学系資料の保全の実例２ 

第 10回 資料の保全：自然科学系資料の保全の実例３ 
第 11回 資料の保全：自然科学系資料の保全の実例４ 
第 12回 資料の保全：自然科学系資料の保全の実例５ 
第 13回 資料の保全：自然科学系資料の保全の実例６ 
第 14回 資料の保全：自然科学系資料の保全の実例７ 
第 15回 資料の保全：自然科学系資料の保全の実例８ 
 

予習：授業の計画にあげた内容につい
て前もってインターネット情報などで
調べておくとよい。 
復習：配布されたプリントを授業ノー
トに貼り付けて整理を行う 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

 

評価方法 評価基準 

レポート(100%)により、講義内容の理解度を総合的に判断
する。 

優：100-80点、良：79-70点、可：69-60点、不可 59-0点
とする。学生の達成目標にあげた項目を最低限クリアーし
ている場合にのみ、合格点（60 点）が与えられる。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

レポート課題や小テス等については、授業内で返却し解説を行う。 

履修上の注意点 

博物館学１の単位を取得、あるいは履修中であること 
※平成 24年度以降の入学者対象科目です。 



博物館学 V 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆学芸員に関する科目◆ ３年/選択/2単位 後学期 木曜日 ４時限 

講義棟大講義室 

可 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

洪 恒夫  初回の授業でお知らせします。 予めメールでアポイント

を取ってください。 
 

担当教員 

洪 恒夫 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

展示の歴史、メディアとしての展示、展示による教育活動、展示の諸形態等に関する理論及
び方法に関する知識・技術を習得し、博物館の展示機能に関する基礎的能力を養います。展
示というコミュニケーションメディアの力とその期待される効果を理解した上で展示を企画
するためのポイントを理解すると共に、制作する上で必要とされる要素とそれらの特徴を学
びます。また、実際に展示はどのようなプロセスで具現されていくのかを理解します。授業
の方法としては、資料を配布して、パワーポイントを用いながら行います。展示の特徴を知
る上でその歴史や実践的な事例の紹介し、展示が博物館においてどのような役割を果たして

いるのかについて講じるほか、展示を構成する各要素や知っておくべき技術についてふれ、
それらが組み合わさることで大きな訴求力を発揮することを紹介します。また、展示の企画
立案や展示のプロトタイプを計画するプログラムに取り組むことで、理論的な側面に加えて
展示がどのように実際の現場で構築され、どのような効果を生み出しているのかという実践
的な側面の双方から展示を論じます。 

Ａ：コミュニケーション 
Ｊ：課題解決能力 
Ｂ：技術者倫理 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

・観覧者、社会とのコミュニケーションが行える展示というメディアの意義を理解し、これを構築す   
 るプログラムを通じて効果を感じとります。（Ａ，Ｊ，Ｂ） 
・訴求ポイントを明快にし、コミュニケーション効果を高める方策を講じる力を身につけます。（Ａ，Ｊ） 
・博物館が社会的に意味のある教育の現場であるｌことを展示を通して理解します。（Ａ，Ｂ） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

１．博物館展示の意義： コミュニケーションとしての展示、展示と展示論の歴史 
２．博物館展示の意義： 調査研究の成果の展示、博物館における事例紹介。展示

企画の意味と重要性 
３．博物館展示の実際： 展示を構成する要素 1―空間計画 
４．博物館展示の実際： 展示を構成する要素 2―ビジュアル・情報計画。展示の

解説活動 1―解説文・解説パネル、人による解説 
５．博物館展示の実際： 展示を構成する要素 3―立体造型計画 
６．博物館展示の実際： 展示を構成する要素 4―映像・デジタル情報計画。展示

の解説活動 2―機器による解説、展示解説書 
７．博物館展示の実際： 展示を構成する要素 5―ケース、照明 
８．博物館展示の実際： 博物館展示施設の見学と説明 
９．博物館展示の実際： 学術企画と展示企画の役割と連携 
10．展示の企画立案： 企画ワークショップ 1 
11．展示の企画立案： 企画ワークショップ 2 
12．展示の計画・制作： 展示のプロトタイプ計画 1 

13．展示の計画・制作： 展示のプロトタイプ計画 2 
14．展示の計画・制作： 展示のプロトタイプ計画 3 
15．講評、まとめ 

（予習のあり方）授業に関連した項
目について、前もって配布した資料

を読んで授業に臨むこと。 
（復習のあり方）前半の授業で取り
上げた項目について、後半のワーク
ショップ、プロトタイプ計画に役立
てられるように読んで復習するこ
と。講評での評価を初回の講義でふ

れた展示の役割にフィードバック
させることで、展示の本質的な意味
をしっかりと理解すること。 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

本授業のために作成されたテキスト。 
参考書として、日本展示学会[企画・編]（2010）『展示論』（雄山閣）を使用することがあります。 

評価方法 評価基準 

成績配分は、前半の講義を踏まえた施設見学のレポート（20％）、企
画ワークショップでの企画書（30％）、展示プロトタイプ計画の計画
書（50％）とします。レポートでは展示の機能、特徴、役割、の理解
度を、企画書・計画書では展示のモデル立案・構築力を評価します。 

記載した３項目を最低限クリアしている場合の
み 60％以上の得点を与えます。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

課題については、中間提出物等を授業内で面談の上、解説を行います。 

履修上の注意点 

学外での視察、見学もあります。 



博物館実習 I 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆学芸員に関する科目◆ ３年/選択/2単位 後学期集中 その他  

その他 

不可 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

土屋 光太郎 ２号館 405号室 （土屋） オフィス電話：03-5463-0530 

Eメール：kotaro@kaiyodai.ac.jp（土屋） 

火曜日と水曜日の 13：00

から 16：00（土屋） 
 

担当教員 

田中次郎、河野博、田中祐志、土屋光太郎、鈴木秀和、茂木正人、片野俊也、宮崎奈緒 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

展示に関する解説資料の作成と博物館来場者に対する展示解説を通じて資料の展示及び
来場者への提示方法を理解する。 

Ａ：コミュニケーション 
Ｅ：専門知識 
Ｆ：実験・調査 
Ｇ：演習・実習 
Ｈ：現場実習 
Ｉ：生涯学習 
Ｊ：課題解決能力 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

海産生物の標本の作成法を理解する。（E,F,J） 
標本の展示を行う。（E,G,J） 
展示品の解説を行う。（A,H,I,J） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

本学水産資料館での標本の扱いや展示についての実習，および報告書作成 予習：実習前に実施するガイダンスに

必ず出席し、実習の目的や課業につい
て事前に理解しておくこと。 
復習：実習後に各課業の内容について
指定期日までにレポートを作成して提
出すること。 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

 

評価方法 評価基準 

感想文(50%)および実習日誌の内容(50%)から実習による実
務達成度を評価する。 
以上を総合的に判断して評価する。 
R 

優：100-80点、良：79-70点、可：69-60点、不可 59-0点
とする。学生の達成目標にあげた項目を最低限クリアーし
ている場合にのみ、合格点（60 点）が与えられる。 
 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

レポートは後日、指定の期日に返却を行なう。 

履修上の注意点 

学芸員科目 
学芸員科目以外にかつ海洋生物学入門、水産植物学入門、水産動物学入門、魚類学１，無脊椎動物学１，藻類学１の中か

ら２科目以上単位取得者．また履修の年度に履修ガイダンスに出席し，レポートを提出する．履修人数は最大４０名とし，
それを越える希望者がある場合は，上記科目成績およびレポートにより履修者が選ばれる 
※平成 24年度以降の入学者対象科目です。 



博物館実習 II 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆学芸員に関する科目◆ ４年/選択/1単位 集中   その他 不可 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

土屋 光太郎 ２号館 405号室（土屋） オフィス電話：03-5463-0530 

Eメール：kotaro@kaiyodai.ac.jp （土屋） 

火曜日と水曜日の 13：00

から 16：00（土屋） 
 

担当教員 

田中次郎、河野博、田中祐志、土屋光太郎、鈴木秀和、茂木正人、片野俊也、宮崎奈緒 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

博物館での実技修得 Ｅ：専門知識 

Ｇ：演習・実習 
Ｈ：現場実習 
Ｊ：課題解決能力 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

海産生物の標本の重要性を理解する。 
標本管理システムを学ぶ。 

博物館に関する情報を得る。 
(E,G,H,J) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

各博物館のカリキュラムによる 予習：実習前に実施するガイダンスに必ず出席

し、実習の目的や課業について事前に理解して
おくこと。 
復習：実習後に各課業の内容について指定期日

までにレポートを作成して提出すること。 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

 

評価方法 評価基準 

レポート(50%)および実習日誌の内容(50%)から実習による

実務達成度を評価する。 
以上を総合的に判断して評価を行う。 

優：100-80点、良：79-70点、可：69-60点、不可 59-0点

とする。学生の達成目標にあげた項目を最低限クリアーし
ている場合にのみ、合格点（60 点）が与えられる。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

レポートは後日、指定の日時に返却を行なう（事後指導）。 

履修上の注意点 

卒業に必要な単位に含まない 
すべての学芸員科目単位取得者を対象とする． 
実習博物館の選択等についてのガイダンスあり． 



博物館教育論 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆学芸員に関する科目◆ ２年/選択/2単位 前学期 木曜日 ５時限 
講義棟大講義室 

可 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

三河内 彰子  akikomk@gmail.com 予め Eメールでアポイント
をとってください。 
 

 
担当教員 

三河内 彰子 
 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

一般的に博物館はモノの収集・保存・研究・展示の活動を行う施設とみなされ、各々の活動に
ついて議論が展開されていますが、それら活動の中で人々が築き上げる経験に注目し、それら
を「教育」という視点から吟味することも社会における博物館の役割を考える上で重要です。 
特に日本においては近年になって博学連携の動きが高まるなど独自の歴史的背景があり、博物
館における教育について探求することは、社会のニーズに答えるだけでなく、既存の教育の仕

組みそのものを反省的に探求する上でも必要です。 
そこで、本講義では博物館で人々がモノに出会い、そしてモノを介して学ぶことに対して、国
内外の事例を取り上げながら実践的に学びます。そのことを通して、歴史を振り返り、博物館
教育の理論と実践について知見を深めます。 
学期の最後にはそれらの経験を活かして各自が何かしらの博物館における教育活動を支える
プログラムを作成、もしくは、既存のプログラムに対する提案を企画・作成し、互いに建設的
な講評を行う仕組みをとりいれた発表の機会を持ちます。 

 

A：コミュニケーション、 
B：技術者倫理、 
J：問題解決能力 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

・博物館を社会におけるモノと人が交流するコミュニケーションの場ととらえ、その場を教育の視点から検討し口頭およ
び文章で解説できること。A,B,J 
・自らも博物館を生かした教育活動の企画/作成や支援/運営を行う足がかりを得るため、企画案を作れるようになること。
A,J 

・置かれた文脈により適したプログラムの作成ができるよう、互いにアイディアの発表及び建設的な講評を行えるように
なること。A,J 
 

授業の計画 予習・復習のあり方 

１．博物館教育の理念（１）：オリエンテーション、「博物館教育論」とは、博物館教
育の背景 

２．博物館教育の歴史と今日的意義：博物館と教育の結びつき、 

３．博物館教育の特徴と変遷（１）：コミュニケーションとしての博物館教育、館内外
の活動、モノ・人・社会のコミュニケーションメディアとしてのミュージアム 

４-５. 博物館利用の実態を把握する：来館者調査の視点を取り入れる（課題および博
物館における教育プログラムの体験有） 

６．博物館教育の特徴と変遷（２）：変化する社会における博物館教育、博物館の成り
立ちや変遷との関係 

７－９． 博物館教育の実態を把握する：博物館教育の特徴（フィールド調査）と分析
（教授・学習理論）博物館見学かゲストスピーカーを調整予定 

１０．博物館教育活動の手法（２）：学びのコミュニケーションとしてのハンズ・オン 
１１．博物館教育活動の企画（１）：展示と利用者をつなぐ 
１２．博物館教育活動の企画（２）：博物館と利用者をつなぐ（学校、家族、地域） 
１３．博物館教育活動の企画（３）：最終課題企画中間検討会 
１４．博物館教育の理念（２）：理念再考、人材養成の場としての博物館、博物館教育

における評価 
１５．最終課題発表、まとめ 
 

（予習のあり方）「授業計画」に
挙げた内容により、前もって課
題を出す場合と、関連した内容

に関する資料を配布するので、
課題の遂行または、資料を読ん
で授業に望むこと。 
（復習のあり方）参考資料の配
布がある場合は読んで復習する
こと。関心事項については参考

図書を参照し復習すること。課
題やリフレクションペーパーの
返却の際はコメントをよく読み
先の作業に生かすこと。 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

ハイン, E. ジョージ（2010、原著 1998）『博物館で学ぶ』（“Learning in the Museum”）鷹野光行監訳, 同成社； マッ
クリーン，K.（2003、原著 1993）『博物館を見せる：人々のための展示プランニング』(“Planning for people in museum 

exhibitions”)井島真知・芦谷美奈子訳，多摩川大学出版部; 染川 香澄（１９９４） 『こどものための博物館』 岩
波書店. その他必要に応じて配布します。 
 



評価方法 評価基準 

学期中の小課題（30％）、学期末に最終課題（70％：学期を
通しての課題やリフレクションペーパーに基づいた教育プ
ログラム作成と解説レポート）を、それらを完成させる過
程である授業での取り組み方（質問、発表やリフレクショ
ンペーパーへの）を合わせて総合的に判断します。 

課題に学習目標を反映し、かつ、達成目標を最低限クリア
ーしている場合にのみ 60％以上の点数を与えます。詳細を
プリントで授業中に配布します。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

リフレクションペーパーはコメントをして返却します。ミュージアムフィールドワークのワークシートはその後の授業で
ディスカッションと分析に使い、それに基づいたレポートを提出します。レポートはコメントをつけて返却します。また、
必要に応じて後日の授業の中でフィードバックを行います。 

履修上の注意点 

シラバスは初回のアンケートや毎回の授業をもとに再編成することがあります。 
「クラスでの博物館見学（もしくはゲストスピーカーによるレクチャー）」は７－９回に予定していますが、変更もあり。

詳細は授業で取り決めます。 
参加型セッションへの受講生の積極的な参加、そして互いから学びあう姿勢が強く求められます。 
 



生涯学習指導論 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆学芸員に関する科目◆ ２年/選択/1単位 前後期 月曜日 ２時限 

講義棟大講義室 

否 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

越村 康英  越村メールアドレス 

（y-ksmr@mue.biglobe.ne.jp） 

授業時間外の質問等は、メ

ールにて連絡すること。 
 

担当教員 

越村 康英 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

この授業の学習目標は、おもに次の 3 点から、社会教育職員（生涯学習関係職員）の役割
や専門性について実践的に理解することである。 
1）住民の主体的な学習活動を支援する専門職員として、「社会教育主事」「公民館主事」「司
書」「学芸員」の役割や専門性について整理する。また、「教師」の役割や専門性との共
通点・相違点についても検討する。 

2）実践事例を交え、社会教育事業（講座等）の企画・運営・評価等に関する基礎的な知識・
スキルを整理する。 

3）Ｍ.ノールズの成人教育論等に着目しながら「成人の学習」の一般的特性をとらえ、そ
の「学習」を支援するための視点や方法について検討する。 

※講義だけでなく、グループワークによる参加型の授業も行う。 

◎ I ：生涯学習 
○ A ：コミュニケーション 
○ K ：総合的判断 
 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

・社会教育職員の基本的な役割や専門性について理解する（I）。 
・社会教育事業の企画・運営・評価についての基礎的な知識・スキルを獲得する（I）。 

・「成人の学習」の一般的特性をとらえ、その学習を支援するための視点や方法について理解する（I・A・K）。 

授業の計画 予習・復習のあり方 

1．ガイダンス／住民の学習活動を支援する社会教育職員 －社会教育主事、公
民館主事、司書、学芸員－ 
2．グループワークを効果的に進めるために 
3．社会教育事業をつくる －講座の企画・運営・評価のポイント－(1) 
4．社会教育事業をつくる －講座の企画・運営・評価のポイント－(2) 

5．学びを深める学習プログラムの構成 
6．公的な社会教育事業の意義と性格 
7．「成人の学習」の一般的特性 ～ペダゴジーとアンドラゴジー～ 
 

【予習】 
生涯学習関連施設（公民館や生涯学習
センターなど）が実施している「市民
向け講座」のチラシに目を通すなど、
身近な社会教育事業に関する情報を収

集したうえで、授業を履修することが
望ましい。 
【復習】 
興味のある社会教育事業（市民向け講
座など）に参加し、担当職員・スタッ
フの役割にも着目しながら、その事業

がどのように企画・運営されているの
かを実際に見てみることを期待する。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

・『月刊社会教育（特集＝講座づくりのコツとワザ）』国土社、2011年 4 月号 
・（財）日本女性学習財団『学習支援ハンドブック～協働の時代の学びと実践～』日本女性学習財団、2006年 
※その他の参考書については、適宜、授業のなかで紹介する。 

評価方法 評価基準 

次の 2点から総合的に評価する。 
１）授業、とくにグループワークへの参加状況（30 点） 
・グループのメンバーと建設的に議論を進め、協力して学習課題に取
り組むことができているかを評価する。 
２）レポート（70点） 
・「社会教育事業（市民向け講座）の企画立案」を課題とする予定。 

・レポートにおいては、授業内容（社会教育事業づくりの基本）をふ
まえつつ、オリジナリティのある学習プログラムが企画立案できてい
るかを評価する。 

グループワークにも主体的に参加し、「学生の達
成目標」（とくに 2点目の「社会教育事業の企画・
運営・評価についての基礎的な知識・スキルを獲
得する」という到達目標）を最低限度クリアでき
ている場合に合格点（60 点）を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

レポート回収後、提示した課題に対する解説を行うとともに、質問を受け付ける。 
（原則、回収したレポートは返却しない。） 

履修上の注意点 

主体的に授業へ参加してほしい。その他、具体的な注意事項については、初回ガイダンスのなかで伝える。 

 


