
2019（令和元）年度全学期シラバス一覧 

 

■全学期授業科目（1～44 まで） 

開講年度 2019 

開講学期  

開講学部学

科等 

大学院教育学研究科（専門職

学位課程） 

時間割番号 EM1001 

科目名 教育課程編成の課題と実践 

英文科目名  

担当教員名 各教員 

担当教員英

文名 

各教員 

授業科目区

分（科目分

野名） 

 

対象学生  

対象年次  

授業科目 

 

授業の目的（授業の目標及び期待される効

果） 

本講義では、学習指導要領を基準にして編成

される教育課程の意義やその編成方法を学ぶ

とともに今日、学校に求められるカリキュラ

ム・マネジメントの考え方を深める。これか

ら活動を通して、教師に期待されるカリキュ

ラム編成・改善の基本的能力を身につけるこ

とを目指す。 

授業の到達目標（授業のレベル） 

・学習指導要領を基準として学校において編

成される教育課程の役割・機能・意義を説明

できる。 

・教育課程編成の原理、学校の実情に即した

教育課程編成の方法を説明できる。 

・学習指導要領に規定するカリキュラム・マ

ネジメントの進め方を説明できる。 

ディプロマポリシー 

1 Leading teachers who possess 

professional ethics, profound academic 

knowledge in educational 

fields, and professional teaching skills 

in special needs education or in the 

education of each subject. ○ 

2 Possessors of ability to research and 

practice in order to solve contemporary 

problems in schools. ○ 

授業概要・形式 

本講義では、学習指導要領を基準にして編成

される教育課程の意義やその編成方法を学ぶ

とともに今日、学校に求められるカリキュラ

ム・マネジメントの考え方を深める。これか

ら活動を通して、教師に期待されるカリキュ

ラム編成・改善の基本的能力を身につけるこ

とを目指す 

授業スケジュール（授業の展開） 

 

授業時間外学習にかかわる情報 

・授業中に課題を提示する。その課題につい

て各自まとめて提出する。 

・前半は、「新学習指導要領解説総則編」を

復習する。 

・後半は、グループで学校の教育課程の評価

を分析するので、プレゼンターションができ

るようにする。 

成績評価基準（授業評価方法） 

 

受講条件（履修資格） 

 

メッセージ（受講のルール） 

 

キーワード 

学校経営 カリキュラム カリキュラム編成 

カリキュラム評価 カリキュラムマネジメン

ト 

この授業の基礎となる科目 

 

次に履修が望まれる科目 

 

関連授業科目 

 

授業の形式（授業方法） 

 

備考 

小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説

特別の教科道徳編 文部科学省 

中学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説

特別の教科道徳編 文部科学省 

備考 

 

教科書・参考書に関する補足情報 

 

コース管理システム（Moodle）へのリンク 

 

責任教員コード 

H0000001 

学生用連絡先 

 



学生用開示用メールアドレス 

 

オフィスアワー 

 

教員ホームページ 

 

関連ホームページ 

 

 

開講年度 2019 

開講学期  

開講学部学

科等 

大学院教育学研究科（専門職

学位課程） 

時間割番号 EM1002 

科目名 カリキュラム開発の課題と実

践Ⅰ 

英文科目名 School curriculum 

developmentⅠ 

担当教員名 山 崎  雄 介  [Yamazaki 

Yusuke], 野村 晃男 [Akio 

Nomura] 

担当教員英

文名 

山 崎  雄 介  [Yamazaki 

Yusuke], 野村 晃男 [Akio 

Nomura] 

授業科目区

分（科目分

野名） 

 

対象学生  

対象年次  

授業科目 

 

授業の目的（授業の目標及び期待される効

果） 

教育学研究科専門職学位課程ディプロマ・ポ

リシーの「１．学校現場の置かれている状況

や児童・生徒の現状などを的確に分析・把握

し，課題を明らかにする能力を身につけた

者」，「２．明らかになった課題に対し，対応

策を構築する能力を身につけた者」となるた

め，カリキュラム開発という側面から力量形

成を行う。具体的には以下２点である。 

○カリキュラム開発に関わる理論的背景につ

いて理解を深める。 

○カリキュラム開発の理論に基づき、教育課

程上の各領域のカリキュラムづくりへの応用

力を高める。 

授業の到達目標（授業のレベル） 

中級 

○カリキュラム開発，カリキュラム・マネジ

メントという基礎的概念について，理論的背

景，日本を中心としたその展開を理解する。 

○勤務している（あるいは勤務を希望する）

校種を中心に，隣接校種との接続もふまえな

がら，具体的な教科・領域においてカリキュ

ラムを構想できる。 

○教科等を横断した視点で，教育内容，学習

活動，人的・物的リソースを関連づけること

ができる。 

ディプロマポリシー 

専門職学位課程ディプロマポリシー（改訂

案）の１，２にかかわる能力を，「カリキュ

ラム開発」という局面に即して育成する。 

１．学校現場の置かれている状況や児童・生

徒の現状などを的確に分析・把握し，課題を

明らかにする能力 

２．明らかになった課題に対し，対応策を構

築する能力 

授業概要・形式 

近年の学校教育が直面する課題を踏まえつ

つ、勤務校におけるカリキュラム開発におい

て主導的な役割が果たせるようになるため、

カリキュラム開発に関わる理論を学習すると

ともに、現職の院生は自校のカリキュラム資

料を、ストレートマスターの院生は先進校の

カリキュラム資料を持ち寄り、これらを分析

しつつ実践的応用力を高める。 

研究者教員は理論的背景についての講義およ

び情報提供，教諭・学校管理職等として実務

経験を有する実務家教員は学校現場の状況や

子どもの発達に即した実践的知識の提供を中

心に行うとともに，院生によるプレゼンテー

ションに対してはそれぞれの立場からコメン

トを行う。 

授業スケジュール（授業の展開） 

 

授業時間外学習にかかわる情報 

現職教員については，これまでの勤務校での

カリキュラムに関する資料の収集・整理，学

部新卒者については先進校等の実践記録の自

発的な講読が望まれる。 

成績評価基準（授業評価方法） 

授業中のプレゼンテーション ６０％ 

討論への参加 ４０％ 

受講条件（履修資格） 

教職リーダー専攻１年生 

メッセージ（受講のルール） 

カリキュラム開発についての基礎理解と実践

力の向上を目指したい。 

キーワード 

カリキュラム開発 カリキュラムマネジメン



ト，教育内容，教育資源 

この授業の基礎となる科目 

なし 

次に履修が望まれる科目 

カリキュラム開発の課題と実践Ⅱ 

関連授業科目 

学校評価の課題と実践 

授業の形式（授業方法） 

ティームティーチング 

講義 プランニング 

備考 

 

参考書 1 

 学びのためのカリキュラム論 

 ４３２６２９８６７７ 

 グループ・ディダクティカ 編, 

 勁草書房 

 2000 

参考書 2 

 教育課程 : カリキュラム入門 

 ４６４１０７６３０８ 

 柴田義松 著, 

 有斐閣 

 2000 

参考書 3 

 学力を創るカリキュラム経営 

 ９７８４３２４０９３４１２ 

 天笠茂 編・編著, 

 ぎょうせい 

 2011 

参考書 4 

 確かな学力を育てるカリキュラム・マネ

ジメント 

  

 田中統治・編集 

 教育開発研究所 

 2003 

備考 

 

教科書・参考書に関する補足情報 

 

コース管理システム（Moodle）へのリンク 

 

責任教員コード 

56680507 

学生用連絡先 

教育学部Ａ棟５階Ａ５０２号室 TEL 027-

220-7371 

学生用開示用メールアドレス 

y-yusuke@gunma-u.ac.jp 

オフィスアワー 

前期：毎週火曜日および水曜日 PM.12:50-

PM.14:20 教育学部Ａ棟５階Ａ５０２号室 

不在の場合はメールにて連絡を。 

後期：同上。 

教員ホームページ 

 

関連ホームページ 

 

 

開講年度 2019 

開講学期  

開講学部学

科等 

大学院教育学研究科（専門職

学位課程） 

時間割番号 EM1003 

科目名 学習支援の課題と実践Ⅰ 

英文科目名 Learning and  instruction 

Ⅰ 

担当教員名 佐藤 浩一 [Sato Koichi], 

田村 充 [Tamura Mitsuru] 

担当教員英

文名 

佐藤 浩一 [Sato Koichi], 

田村 充 [Tamura Mitsuru] 

授業科目区

分（科目分

野名） 

 

対象学生  

対象年次  

授業科目 

 

授業の目的（授業の目標及び期待される効

果） 

専門職学位課程教職リーダー専攻（児童生徒

支援コース・学校運営コース）の必修科目で

ある。心理学の理論知と学校現場の実践知と

の往還を通して、児童生徒の学習を支援する

有効な手立てを検討することをねらいとす

る。以下の観点から、受講生の能力を育むこ

とを目指す：(1)学校現場の置かれている状

況や児童・生徒の現状などを的確に分析・把

握し，課題を明らかにする能力、(2)明らか

になった課題に対し，対応策を構築する能

力、(3)構築した対応策を他者（同僚，保護

者等）との協働の中で実践し，その実践を評

価・再考察する能力。 

授業の到達目標（授業のレベル） 

学生は、心理学の理論を学び説明できる。心

理学の理論と授業実践を結びつけて理解出来

る。以上に基づき、児童生徒の学習を支援す

る有効な手立てを構想することができる。 

ディプロマポリシー 



１ 学校現場の置かれている状況や児童・生

徒の現状などを的確に分析・把握し，課題を

明らかにする能力を身につけた者 

２ 明らかになった課題に対し，対応策を構

築する能力を身につけた者 

３ 構築した対応策を他者（同僚，保護者

等）との協働の中で実践し，その実践を評

価・再考察する能力を身につけた者 

 

授業概要・形式 

Learning and instruction Ⅰ 

教員は、「記憶と知識」、「学習の転移」、「協

同学習」、「メタ認知」という４つのテーマに

ついて、心理学の理論知と学校現場の実践知

の両者に立脚して、児童生徒の学習を支援す

る有効な手立てを論じる。毎回、研究者教員

と実務経験のある教員（小中学校教員・教育

行政職の経験を有する者）がティームティー

チングを行う。実務経験のある教員が、その

実務経験を生かして、小中学校現場での授業

実践について講義を行う。 

授業スケジュール（授業の展開） 

 ガイダンス、前半の概要 担当者：佐

藤・田村 

 記憶と知識（１） 担当者：佐藤・田村 

 記憶と知識（２） 担当者：佐藤・田村 

 学習の転移（１） 担当者：佐藤・田村 

 学習の転移（２） 担当者：佐藤・田村 

 記憶と知識（３） 担当者：佐藤・田村 

 学習の転移（３） 担当者：佐藤・田村 

 後半の概要 担当者：佐藤・田村 

 協同学習（１） 担当者：佐藤・田村 

 協同学習（２） 担当者：佐藤・田村 

 メタ認知（１） 担当者：佐藤・田村 

 メタ認知（２） 担当者：佐藤・田村 

 協同学習（３） 担当者：佐藤・田村 

 メタ認知（３）担 当者：佐藤・田村 

 まとめ 担当者：佐藤・田村 

授業時間外学習にかかわる情報 

授業時間中に課題を提示するので、それに基

づき、発表の準備をすること。シラバス記載

の参考書は一読することが望ましい。 

成績評価基準（授業評価方法） 

「成績評価の方法」予習課題（２０％）、授

業中の協議への参加（２０％）、授業中の模

擬授業（２０％）、最終レポート（４０％） 

 

「成績評価基準」心理学の理論知と学校現場

の実践知の両者に立脚して、児童生徒の学習

を支援する有効な手立てを構想し、授業とし

て提案できること。 

受講条件（履修資格） 

教職大学院の１年次生 

メッセージ（受講のルール） 

 

キーワード 

学習、認知、転移、メタ認知、協同、実務経

験 

この授業の基礎となる科目 

 

次に履修が望まれる科目 

学習支援の課題と実践Ⅱ 

関連授業科目 

 

授業の形式（授業方法） 

研究者教員と実務家教員のティームティーチ

ングによる。講義を基本とし、模擬授業や受

講生同士のディスカッションも取り入れる。 

教科書 1 

 学習の支援と教育評価 : 理論と実践の

協同 

 9784762828010 

 佐藤浩一 編著, 

 北大路書房 

 2013 

教科書 2 

 学習支援のツボ : 認知心理学者が教室

で考えたこと 

 9784762828652 

 佐藤浩一 著, 

 北大路書房 

 2014 

備考 

 

参考書 1 

 学力と学習支援の心理学 

 978-4-595-314599 

 市川伸一 

 ＮＨＫ出版 

 2014 

参考書 2 

 「本物の学力」を伸ばす授業の創造 

 9784810015935 

 北尾倫彦 著, 

 図書文化社 

 2011 

参考書 3 

 学習指導の心理学 : 教え方の理論と技

術 

 4641075492 



 北尾倫彦 著, 

 有斐閣 

 1991 

参考書 4 

 発達と学習 

 9784762827204 

 市川, 伸一,日本認知心理学会, 

 北大路書房 

 2010 

参考書 5 

 自 己 調 整 学 習  = Self-Regulated 

Learning : 理論と実践の新たな展開へ 

 9784762827747 

 自己調整学習研究会 編, 

 北大路書房 

 2012 

参考書 6 

 メタ認知 : 学習力を支える高次認知機

能 

 9784762826221 

 三宮真智子 編著, 

 北大路書房 

 2008 

参考書 7 

 勉強法の科学 : 心理学から学習を探る 

 9784000296113 

 市川伸一 著, 

 岩波書店 

 2013 

参考書 8 

 「教えて考えさせる授業」の挑戦 : 学

ぶ意欲と深い理解を育む授業デザイン 

 9784180620289 

 市川伸一 編著, 

 明治図書出版 

 2013 

参考書 9 

 科学的読解力を育てる説明活動のレパー

トリー 

 4761912693 

 森田和良 著, 

 学事出版 

 2006 

参考書 10 

 「わかったつもり」に自ら気づく科学的

な説明活動 

 4761910429 

 森田和良 著, 

 学事出版 

 2004 

参考書 11 

 「思考ツール」の授業 : 考えるってこ

ういうことか! 

 9784091067579 

 田村学, 黒上晴夫 著, 

 小学館 

 2013 

参考書 12 

 協同学習入門 : 基本の理解と 51の工夫 

 9784779505737 

 杉江修治 著, 

 ナカニシヤ出版 

 2011 

参考書 13 

 教育学部教師の講義日記 : 小学校課程

科目「教え方と子どもの理解」の実践 

 4892944246 

 伏見陽児 著, 

 星の環会 

 2005 

参考書 14 

 心理実験で語る授業づくりのヒント 

 4762821551 

 伏見陽児 著, 

 北大路書房 

 1999 

参考書 15 

 子どもの論理を活かす授業づくり : デ

ザイン実験の教育実践心理学 

 9784762826887 

 吉田甫, エリック・ディコルテ 編著, 

 北大路書房 

 2009 

参考書 16 

 認知心理学からみた授業過程の理解 

 4762821306 

 多鹿秀継 編著, 

 北大路書房 

 1999 

参考書 17 

 教科心理学ハンドブック : 教科教育学

と教育心理学による"わかる授業の実証

的探究" 

 9784810005592 

 福沢周亮, 小野瀬雅人 編著, 

 図書文化社 

 2010 

参考書 18 

 学習の輪 : 学び合いの協同教育入門 

 9784861080579 



 D.W.ジョンソン, R.T.ジョンソン, E.J.

ホルベック 著,石田裕久, 梅原巳代子 

訳, 

 二瓶社 

 2010 

参考書 19 

 授業の心理学 : 認知心理学からみた教

育方法論 

 9784571210402 

 栗山和広 編著, 

 福村出版 

 2014 

参考書 20 

 発達障害研究から考える通常学級の授業

づくり : 心理学、脳科学の視点による

新しい教育実践 

 9784760832453 

 宇野宏幸, 井澤信三, 小島道生 編著, 

 金子書房 

 2010 

備考 

参考書は授業中に随時、紹介する。「学習支

援の課題と実践Ⅱ」の参考書も参照のこと。 

教科書・参考書に関する補足情報 

 

コース管理システム（Moodle）へのリンク 

 

責任教員コード 

64140672 

学生用連絡先 

Ｂ棟５階５０８号室 内線７３７６ 

学生用開示用メールアドレス 

sato@gunma-u.ac.jp 

オフィスアワー 

毎週 月曜日の７・８校時、火曜日の３・４

校時 

Ｂ棟５階５０８号室 

不在の場合は、ドアにメッセージ（連絡先）

を貼付してください。 

教員ホームページ 

 

関連ホームページ 

 

 

開講年度 2019 

開講学期  

開講学部学

科等 

大学院教育学研究科（専門職

学位課程） 

時間割番号 EM1004 

科目名 教育評価の課題と実践Ⅰ 

英文科目名 evaluation 

担当教員名 山 口  陽 弘  [Yamaguchi 

Akihiro], 田 村  充 

[Tamura Mitsuru] 

担当教員英

文名 

山 口  陽 弘  [Yamaguchi 

Akihiro], 田 村  充 

[Tamura Mitsuru] 

授業科目区

分（科目分

野名） 

 

対象学生  

対象年次  

授業科目 

 

授業の目的（授業の目標及び期待される効

果） 

教員の業務として必要な各種評価活動（成績

評価だけではなく、指導と結びついた評価活

動）が、現職教員およびストレートマスター

双方にとって十分なものになることを目標と

している。 

授業の到達目標（授業のレベル） 

現職教員は、これまでの評価活動をさらに充

実させ、ミドルリーダーとして若手を指導で

きるレベルを目指し、ストレートマスターで

あれば、実際に一年目から即戦力として評価

活動を行えるレベルを到達目標としている。 

ディプロマポリシー 

1 学校現場の置かれている状況や児童・生徒

の現状などを的確に分析・把握し，課題を明

らかにする能力を身につけた者 

 

授業概要・形式 

ティーム・ティーチングで研究者教員と実務

家教員との両方で行っている。両者の講義に

加えて、グループをもとに、これまで行って

きた評価活動を発表し、そのリフレクション

を行う。 

授業スケジュール（授業の展開） 

 

授業時間外学習にかかわる情報 

各自が行っている教育活動への評価について

リフレクションをしてほしい。 

成績評価基準（授業評価方法） 

発表者の発表を主体として、それを８０％、

最後のレポートを２０％として、研究者と実

務家の間で合議の上、最終評価する。各人の

プレゼンテーションのテーマを以下の基準で

判定する。 

Ｓ：テーマが十分に適切に設定され，プレゼ



ンテーションおよびレポートにおいて学習し

た内容と自身の主張が説得的に提示されてい

る。 

Ａ：テーマが十分に適切に設定され，プレゼ

ンテーションおよびレポートにおいて学習し

た内容が明快に提示されている。 

Ｂ：テーマが適切に設定され，プレゼンテー

ションおよびレポートにおいて学習した内容

が提示されている。 

Ｃ：プレゼンテーションおよびレポートは実

施されたが，テーマおよび学習した内容の提

示において明確さを欠く。 

Ｄ：レポート，プレゼンテーションの内容が

著しく不十分であるか未実施である。 

受講条件（履修資格） 

 

メッセージ（受講のルール） 

 

キーワード 

真正の評価、パフォーマンス評価、ポートフ

ォリオ評価 

この授業の基礎となる科目 

 

次に履修が望まれる科目 

同 Ⅱ 

関連授業科目 

 

授業の形式（授業方法） 

研究者教員の講義＋実務家教員の講義＋各グ

ループごとの発表＋リフレクション 

教科書 1 

 学習の支援と教育評価 : 理論と実践の

協同 

 978-4-7628-2801 

 佐藤浩一 編著, 

 北大路書房 

 2013 

備考 

 

備考 

 

教科書・参考書に関する補足情報 

 

コース管理システム（Moodle）へのリンク 

 

責任教員コード 

24431267 

学生用連絡先 

B 棟５階 510 号室 027-220-7375 

学生用開示用メールアドレス 

akihiro-y@gunma-u.ac.jp 

オフィスアワー 

毎週月曜 午前 10 時～12時 B510 

  火曜 午前 10 時～12時 B510 

教員ホームページ 

 

関連ホームページ 

 

 

開講年度 2019 

開講学期  

開講学部学

科等 

大学院教育学研究科（専門職

学位課程） 

時間割番号 EM1005 

科目名 授業分析実践 

英文科目名  

担当教員名 田 村  充  [Tamura 

Mitsuru], 鈴木  豪  [Goh 

Suzuki] 

担当教員英

文名 

田 村  充  [Tamura 

Mitsuru], 鈴木  豪  [Goh 

Suzuki] 

授業科目区

分（科目分

野名） 

 

対象学生  

対象年次  

授業科目 

 

授業の目的（授業の目標及び期待される効

果） 

学習者の深い理解と学ぶ力を育成するための

授業のあり方を理解した上で，具体的な授業

を分析し考案する力を養う。 

授業の到達目標（授業のレベル） 

心理学的および実践的な見地から授業を分

析・考案する視点を理解できる。それらの知

見を実際の授業で活用できる。 

ディプロマポリシー 

②各教科の内容について，深い認識を有して

いる者 

③各教科について，実践的な指導力を有して

いる者 

④現代の社会における教育の意義、学校の役

割、教育に関する諸問題について，確かな見

識を有している者 

⑤子どもの成長・発達とそれを支える大人の

役割について，十分に理解している者 

⑥子ども，親，同僚などとコミュニケーショ

ンをとることができる者 



授業概要・形式 

教員から認知心理学および実践的見地から理

論・実践についての解説を行った後，受講者

からそれらの知見に基づく授業指導案を提案

する。 

授業スケジュール（授業の展開） 

 

授業時間外学習にかかわる情報 

発表の準備は授業外で行う。 

成績評価基準（授業評価方法） 

討論への参加や発表内容などを総合的に評価

する。 

受講条件（履修資格） 

教職リーダー専攻 1年生 

メッセージ（受講のルール） 

学生の方々の積極的・主体的・協同的な参加

を期待しています。 

キーワード 

授業分析 授業づくり 指導案作成 認知心

理学 

この授業の基礎となる科目 

 

次に履修が望まれる科目 

 

関連授業科目 

教職リーダー専攻授業全般 

授業の形式（授業方法） 

受講者による発表と討論を中心とした演習形

式。 

備考 

必要に応じて受講者に紹介する。 

備考 

必要に応じて受講者に紹介する。 

教科書・参考書に関する補足情報 

 

コース管理システム（Moodle）へのリンク 

 

責任教員コード 

24338564 

学生用連絡先 

教育学部Ｎ棟１階 

学生用開示用メールアドレス 

amura-mi@gunma-u.ac.jp 

オフィスアワー 

毎週火曜日ＡＭ10:20－11:50 Ｎ棟１階 

毎週金曜日ＡＭ10:20－10:50 Ｎ棟１階 

教員ホームページ 

 

関連ホームページ 

 

 

開講年度 2019 

開講学期  

開講学部学

科等 

大学院教育学研究科（専門職

学位課程） 

時間割番号 EM1006 

科目名 児童・生徒理解の課題と実践

Ⅰ 

英文科目名 Problem and practice of 

understanding on children 

Ⅰ 

担当教員名 大 島  み ず き  [Oshima 

Mizuki], 添 島  康 夫 

[Yasuo Soejima] 

担当教員英

文名 

大 島  み ず き  [Oshima 

Mizuki], 添 島  康 夫 

[Yasuo Soejima] 

授業科目区

分（科目分

野名） 

 

対象学生  

対象年次  

授業科目 

 

授業の目的（授業の目標及び期待される効

果） 

児童・生徒一人一人を理解すための基本的な

視点に関する理論と，一般的な発達および発

達障害の基礎的知識を習得することをねらい

とする。 

授業の到達目標（授業のレベル） 

一般的発達や発達障害の基礎的知識を持ち，

児童・生徒一人一人を理解するために利用す

ることができる。 

ディプロマポリシー 

１ 学校現場の置かれている状況や児童・生

徒の現状などを的確に分析・把握し，課題を

明らかにする能力を身につけた者 

２ 明らかになった課題に対し，対応策を構

築する能力を身につけた者 

３ 構築した対応策を他者（同僚，保護者

等）との協働の中で実践し，その実践を評

価・再考察する能力を身につけた者 

授業概要・形式 

児童生徒理解のための基礎的理論および一般

的な発達特性について講義する。また，発達

障害については事例を紹介する。さらに，そ

れらの基礎的知識をもとに，指導上の留意点

や実践について，受講者の発表に基づき全体

でディスカッションを行う。 



授業スケジュール（授業の展開） 

 

授業時間外学習にかかわる情報 

授業時間中に発表する課題を提示する。必要

に応じて発表の準備をしたり，レジュメを作

成したりする。 

成績評価基準（授業評価方法） 

「評価方法」 平常点 60% 期末課題 40% 

「成績評価基準」 発達および発達障害の基

礎的な知識を習得し，それに基づき指導上の

留意点を考察できる。 

受講条件（履修資格） 

 

メッセージ（受講のルール） 

 

キーワード 

発達, 発達障害 

この授業の基礎となる科目 

 

次に履修が望まれる科目 

児童・生徒理解の課題と実践Ⅱ 

関連授業科目 

 

授業の形式（授業方法） 

講義および受講者の発表・討議 

備考 

 

参考書 1 

 発達障害のある子が育つ 150 の学習課題

&学び術 : 子どもの中に「育ちの力」と

未来を拓く学びが見えてくる… 

 4182500172 

 添島康夫 著, 

 明治図書出版 

 2016 

参考書 2 

 発達障害のある子の「育ちの力」を引き

出す 150 のサポート術 : 「できにく

さ」を乗り越える時,心にリュウが見え

てくる… 

 4181647188 

 添島康夫 著, 

 明治図書出版 

 2014 

参考書 3 

 発達障害のある子の困り感に寄り添う支

援 : 通常の学級に学ぶ LD・ADHD・アス

ペの子どもへの手立て 

 9784054025035 

 佐藤曉 著, 

 学習研究社 

 2004 

備考 

 

教科書・参考書に関する補足情報 

 

コース管理システム（Moodle）へのリンク 

 

責任教員コード 

24738863 

学生用連絡先 

 

学生用開示用メールアドレス 

mi-oshima@gunma-u.ac.jp 

オフィスアワー 

前期 

毎週火曜日 9:00-10:00 

毎週木曜日 9:30-12:30    

後期 

毎週月曜日 10:30-12:30 

毎週火曜日 9:30-10:00 

 

B 棟 5階 509 室 

教員ホームページ 

 

関連ホームページ 

 

 

開講年度 2019 

開講学期  

開講学部学

科等 

大学院教育学研究科（専門職

学位課程） 

時間割番号 EM1007 

科目名 児童・生徒指導の課題と実践

Ⅰ 

英文科目名 Studies of School Guidace 

Ⅰ 

担当教員名 懸 川  武 史  [Kakegawa 

Takeshi], 吉 田  浩 之 

[Hiroyuki Yoshida] 

担当教員英

文名 

懸 川  武 史  [Kakegawa 

Takeshi], 吉 田  浩 之 

[Hiroyuki Yoshida] 

授業科目区

分（科目分

野名） 

 

対象学生  

対象年次  

授業科目 

 



授業の目的（授業の目標及び期待される効

果） 

教育活動における生徒指導、問題行動につい

て学修し、児童生徒理解に基づく実践の在り

方について学ぶ 

授業の到達目標（授業のレベル） 

 アセスメント、各理論とそのアプローチの

知識獲得 

 事例研究による実践力の向上 

ディプロマポリシー 

１優れた人間性と豊かな教養を有している者 

２子どもの成長・発達とそれを支える大人の

役割について、十分に理解している者 

３子ども、親、同僚などとコミュニケーショ

ンをとることができる者 

授業概要・形式 

 生徒指導と機能と自己指導能力の育成につ

いて理解。児童生徒の問題行動と対応の理

解。  

授業スケジュール（授業の展開） 

 オリエンテーション 

 カウンセリング 心理学 

 生徒指導概論 

 児童生徒理解 

 心理アセスメント 

 学校心理学 １ 

 学校心理学 ２ 

 リフレクション １ 

 学校臨床心理学 １ 

 学校臨床心理学 ２ 

 いじめ 

 Case Study for Non-Attendance 

Students 

 キャリア教育 

 統合的アプローチ 

 リフレクション ２ 

 レポート 

授業時間外学習にかかわる情報 

 割り当てられたグループ毎に発表資料の作

成、準備。 

成績評価基準（授業評価方法） 

・生徒指導上の課題の明確な理解 ・事例検

討を通した生徒指導の在り方の理解 

第 8 回及び第 14 回のリフレクションでのレ

ポート ５０％ 

第 15 回 の レ ポ ー ト               

５０％ 

 ① キーワードの概念を理解し使用してい

る 

 ② 問題行動のメカニズムが理解できてい

る 

 ③ 理解に基づく生徒指導のアプローチの

理解できている 

 

 ①～③すべて達成 Ａ 2 項目達成 Ｂ 

1 項目達成 Ｃ 何れの項目も未達成 Ｄ 

  

受講条件（履修資格） 

 

メッセージ（受講のルール） 

 

キーワード 

 課題解決モデル アセスメント 生徒指導

の機能 問題行動のメカニズム 援助・指導  

この授業の基礎となる科目 

 

次に履修が望まれる科目 

 

関連授業科目 

 

授業の形式（授業方法） 

講義・ワーク・プレゼンテーション 

備考 

 

備考 

 

教科書・参考書に関する補足情報 

 

コース管理システム（Moodle）へのリンク 

 

責任教員コード 

24554871 

学生用連絡先 

A 棟５階５０１号室 ＴＥＬ ２２０－７３

７２ 

学生用開示用メールアドレス 

peer_tk7ca@gunma-u.ac.jp 

オフィスアワー 

月曜日・水曜日 １２：４０～１４：２０ 

Ａ棟５階５０１室 

教員ホームページ 

 

関連ホームページ 

 

 

開講年度 2019 

開講学期  

開講学部学

科等 

大学院教育学研究科（専門職

学位課程） 

時間割番号 EM1008 



科目名 特別活動指導の課題と実践Ⅰ 

英文科目名 Special Activities I 

担当教員名 懸 川  武 史  [Kakegawa 

Takeshi], 音 山  若 穂 

[Otoyama Wakaho] 

担当教員英

文名 

懸 川  武 史  [Kakegawa 

Takeshi], 音 山  若 穂 

[Otoyama Wakaho] 

授業科目区

分（科目分

野名） 

 

対象学生  

対象年次  

授業科目 

 

授業の目的（授業の目標及び期待される効

果） 

特別活動の目標と意義を正しく理解した上

で、学級活動の基盤となる教師－児童生徒間

および児童生徒相互の関係の望ましい在り

方、児童会・生徒会活動を効果的に進めるた

めの学校体制の整備、学校行事の適切な目標

設定と評価について学修する。 

 

授業の到達目標（授業のレベル） 

特別活動の目的や意義について理解している 

人間関係づくりについての基本的なスキルを

身に付けている 

 

 

ディプロマポリシー 

１ 学校現場の置かれている状況や児童・生

徒の現状などを的確に分析・把握し，課題を

明らかにする能力を身につけた者 

２ 明らかになった課題に対し，対応策を構

築する能力を身につけた者 

３ 構築した対応策を他者（同僚，保護者

等）との協働の中で実践し，その実践を評

価・再考察する能力を身につけた者 

授業概要・形式 

Special Activities I 

特別活動で要求される教師の心理教育的支援

技能の実習を含める。模擬授業および技能実

習を実施するため現職教員と学部新卒学生が

一緒に受講する。 

授業スケジュール（授業の展開） 

 

授業時間外学習にかかわる情報 

演習（体験活動、トレーニング等）について

は事前の準備を含む。 

成績評価基準（授業評価方法） 

授業での諸活動３０点、および活動中のレポ

ート等７０点により総合的に評価する。 

A: 100-80 / B: 79-70 / C:69-60 / D: 59-0 

受講条件（履修資格） 

 

メッセージ（受講のルール） 

 

キーワード 

 

この授業の基礎となる科目 

 

次に履修が望まれる科目 

 

関連授業科目 

 

授業の形式（授業方法） 

講義および演習形式 

備考 

 

備考 

 

教科書・参考書に関する補足情報 

 

コース管理システム（Moodle）へのリンク 

 

責任教員コード 

24554871 

学生用連絡先 

A 棟５階５０１号室 ＴＥＬ ２２０－７３

７２ 

学生用開示用メールアドレス 

peer_tk7ca@gunma-u.ac.jp 

オフィスアワー 

月曜日・水曜日 １２：４０～１４：２０ 

Ａ棟５階５０１室 

教員ホームページ 

 

関連ホームページ 

 

 

開講年度 2019 

開講学期  

開講学部学

科等 

大学院教育学研究科（専門職

学位課程） 

時間割番号 EM1011 

科目名 教員の倫理 

英文科目名 Ethic of the teacher 

担当教員名 三 澤  紘一郎  [Koichiro 

Misawa] 



担当教員英

文名 

三 澤  紘一郎  [Koichiro 

Misawa] 

授業科目区

分（科目分

野名） 

 

対象学生  

対象年次  

授業科目 

 

授業の目的（授業の目標及び期待される効

果） 

哲学、倫理学、教育哲学といった学問分野の

知見を参考にしながら学ぶことにより、教育

に関わる倫理的な側面を自分で考察できるよ

うになること。 

授業の到達目標（授業のレベル） 

教育を哲学、倫理学の面から専門的に学び、

教育がもつ倫理的な側面についての理解を深

める。 

ディプロマポリシー 

２ 明らかになった課題に対し，対応策を構

築する能力を身につけた者 

 

授業概要・形式 

西欧の哲学や教育思想を中心に、教育に関す

る哲学的な探究が現在の日本の教育（特に倫

理的な側面）を理解するうえでも重要な貢献

をしていることを学んでいく。 

授業スケジュール（授業の展開） 

 

授業時間外学習にかかわる情報 

・授業時間中に課題を提示する            

・扱うテーマに応じて、原典・参考文献・資

料のリストを提示するので、関心に応じて目

を通すこと 

成績評価基準（授業評価方法） 

レポート： 30％ 

試験： 40％ 

授業への積極的な参加（ディスカッション、

プレゼンテーションなど）： 30% 

 

受講条件（履修資格） 

なし 

メッセージ（受講のルール） 

われわれは、自分たちが自明視している枠組

みには気づきにくいものです（それを通して

対象を見ている自分の目を、自分では見るこ

とができないように）。しかし、自分が前提

としている枠組みの存在に気づき、さらにそ

れを問いなおしていく作業は、教育（特にそ

の倫理的な側面）を学ぶにあたって欠かせな

いものです。人類が紡いできた教育や倫理に

関する思想を辿ってみることは、そのための

有力な方途となるはずです。 

 

キーワード 

倫理、価値、相対主義、社会正義、民主主義 

この授業の基礎となる科目 

なし 

次に履修が望まれる科目 

なし 

 

関連授業科目 

なし 

授業の形式（授業方法） 

講義、ディスカッション、プレゼンテーショ

ン 

 

備考 

 

備考 

 

教科書・参考書に関する補足情報 

N/A 

 

コース管理システム（Moodle）へのリンク 

 

責任教員コード 

24738964 

学生用連絡先 

教育学部 A棟 5 階 A504 Tel: 027-220-7373 

学生用開示用メールアドレス 

kmisawa@gunma-u.ac.jp 

オフィスアワー 

火曜日： 13.00-16.00 

教員ホームページ 

 

関連ホームページ 

 

 

開講年度 2019 

開講学期  

開講学部学

科等 

大学院教育学研究科（専門職

学位課程） 

時間割番号 EM1012 

科目名 多文化共生教育の課題と実践 

英文科目名 Multicultural Education 

担当教員名 新藤 慶 [Shindo Kei], 清

水  喜 義  [Kiyoshi 

Shimizu] 



担当教員英

文名 

新藤 慶 [Shindo Kei], 清

水  喜 義  [Kiyoshi 

Shimizu] 

授業科目区

分（科目分

野名） 

 

対象学生  

対象年次  

授業科目 

 

授業の目的（授業の目標及び期待される効

果） 

 本授業では、多文化共生教育の現状を把握

し、今後の実践に必要な力量の形成を目指

す。今回は群馬県にも多くが生活する在日ブ

ラジル人児童生徒をめぐる教育を中心とする

が、多文化共生教育は、外国籍児童生徒の教

育のみを指すわけではない。さまざまな形で

特別な支援が必要な子どもたちへの教育につ

いても、結びつきを持つことも期待される。 

授業の到達目標（授業のレベル） 

 在日ブラジル人を中心とする外国籍児童生

徒の教育をめぐる実態と課題と把握し、勤務

校において適切な実践につなげられる力量の

獲得を目標とする。大学院の授業であるた

め、これまで大学等で学んできた知見や、現

職教員については学校での勤務により培った

経験を出し合い、受講生全体の力量の向上に

貢献することが求められる。 

ディプロマポリシー 

１ 学校現場の置かれている状況や児童・生

徒の現状などを的確に分析・把握し，課題を

明らかにする能力を身につけた者 

２ 明らかになった課題に対し，対応策を構

築する能力を身につけた者 

授業概要・形式 

 グローバリゼーションの進展に伴い、その

必要性が高まっている「多文化共生教育」に

ついて、その現状と今後の実践のあり方につ

いて考える。特にこの授業では、群馬県にも

多くが生活するブラジル人児童生徒を対象と

した多文化共生教育に関する諸研究や諸実践

を、子ども、教師、保護者と教育行政などさ

まざまな視点から検討することで、実態の的

確な把握と、よりよい実践の構築につなげた

い。 

 授業は、教員からの講義、受講生との討

論、受講生の課題発表から構成する。 

授業スケジュール（授業の展開） 

 

授業時間外学習にかかわる情報 

授業中に提示する課題の準備に取り組むこと

が必要である。 

成績評価基準（授業評価方法） 

討論への参加と課題の水準により総合的に評

価する 

受講条件（履修資格） 

 

メッセージ（受講のルール） 

 異なる文化的な背景を持つ子どもたちは、

これからも増えていくと思われます。そのよ

うな「多文化化」する学校での教育のあり方

について、受講生の皆さんの経験などをふま

えながら、一緒に考えていけたらと思いま

す。 

キーワード 

多文化共生、在日ブラジル人児童生徒、保護

者 

この授業の基礎となる科目 

 

次に履修が望まれる科目 

外国籍児童生徒の支援と学校運営 

関連授業科目 

外国籍児童生徒の支援と学校運営 

授業の形式（授業方法） 

研究者教員と実務家教員の TT によって進め

る。授業は、教員からの講義、受講生との討

論、受講生の課題発表から構成する。 

備考 

 

参考書 1 

 在日ブラジル人の教育と保育 : 群馬県

太田・大泉地区を事例として 

 4-7503-1696-2 

 小内透 編著, 

 明石書店 

 2003 

参考書 2 

 講座トランスナショナルな移動と定住 : 

定住化する在日ブラジル人と地域社会 

 4-275-00852-7 

 小内透 編著, 

 御茶の水書房 

 2009 

参考書 3 

 子どもたちのアイデンティティー・ポリ

ティックス : ブラジル人のいる小学校

のエスノグラフィー 

 4-7885-1063-0 

 森田京子 著, 



 新曜社 

 2007 

備考 

 

教科書・参考書に関する補足情報 

 

コース管理システム（Moodle）へのリンク 

 

責任教員コード 

24618616 

学生用連絡先 

A 棟 5階 503 号室 TEL 027-220-7380 

学生用開示用メールアドレス 

shindo@gunma-u.ac.jp 

オフィスアワー 

毎週月曜日 10:20-11:50 A 棟 5階 503 室 

毎週火曜日 10:20-11:50 A 棟 5階 503 室 

教員ホームページ 

 

関連ホームページ 

 

 

開講年度 2019 

開講学期  

開講学部学

科等 

大学院教育学研究科（専門職

学位課程） 

時間割番号 EM1014 

科目名 学習支援の課題と実践Ⅱ 

英文科目名 Learning and  instruction 

Ⅱ 

担当教員名 佐藤 浩一 [Sato Koichi], 

田村 充 [Tamura Mitsuru] 

担当教員英

文名 

佐藤 浩一 [Sato Koichi], 

田村 充 [Tamura Mitsuru] 

授業科目区

分（科目分

野名） 

 

対象学生  

対象年次  

授業科目 

 

授業の目的（授業の目標及び期待される効

果） 

専門職学位課程 教職リーダー専攻 児童生徒

支援コースの選択科目である。心理学の理論

知と学校現場の実践知との往還を通して、児

童生徒の学習を支援する有効な手立てを探る

ことをねらいとする。受講生が以下の能力を

身につけることを目指す：(1)学校現場の置

かれている状況や児童・生徒の現状などを的

確に分析・把握し，課題を明らかにする能

力、(2)明らかになった課題に対し，対応策

を構築する能力、(3)構築した対応策を他者

（同僚，保護者等）との協働の中で実践し，

その実践を評価・再考察する能力。 

授業の到達目標（授業のレベル） 

学生は、心理学の理論を学び、それを授業実

践と結びつけて捉えることができる。児童生

徒の学習を支援する有効な手立てを構想する

ことができる。 

ディプロマポリシー 

１ 学校現場の置かれている状況や児童・生

徒の現状などを的確に分析・把握し，課題を

明らかにする能力を身につけた者 

２ 明らかになった課題に対し，対応策を構

築する能力を身につけた者 

３ 構築した対応策を他者（同僚，保護者

等）との協働の中で実践し，その実践を評

価・再考察する能力を身につけた者 

 

授業概要・形式 

Learning and instruction Ⅱ 

教員は、心理学の理論知と学校現場の実践知

の両者に立脚して、児童生徒の学習を支援す

る有効な手立てを探る。受講生は模擬授業を

実施する。毎回、研究者教員と実務経験のあ

る教員（小中学校教員・教育行政職の経験を

有する者）とのティーム・ティーチングで実

施する。実務経験のある教員が、その実務経

験を生かして、小中学校現場での授業実践に

どのように心理学の理論を活用するかという

観点から、講義を行ったり、受講生の提案す

る模擬授業にアドバイスを行う。 

授業スケジュール（授業の展開） 

 ガイダンス  認知心理学と学習指導

（１） 担当：佐藤・田村 

 認知心理学と学習指導（２） 担当：佐

藤・田村 

 模擬授業、指導案の検討（1） 担当：佐

藤・田村 

 模擬授業、指導案の検討（2） 担当：佐

藤・田村 

 模擬授業、指導案の検討（3） 担当：佐

藤・田村 

 模擬授業、指導案の検討（4） 担当：佐

藤・田村 

 模擬授業、指導案の検討（5） 担当：佐

藤・田村 

 模擬授業、指導案の検討（6） 担当：佐

藤・田村 



 模擬授業、指導案の検討（7） 担当：佐

藤・田村 

 模擬授業、指導案の検討（8） 担当：佐

藤・田村 

 模擬授業、指導案の検討（9） 担当：佐

藤・田村 

 模擬授業、指導案の検討（10） 担当：

佐藤・田村 

 認知心理学と学習指導 (3) 担当：佐

藤・田村 

 認知心理学と学習指導 (4) 担当：佐

藤・田村 

 まとめ 担当：佐藤・田村 

授業時間外学習にかかわる情報 

指導案ならびに模擬授業の準備を行うこと。

シラバス記載の参考書は一読することが望ま

しい。 

成績評価基準（授業評価方法） 

「成績評価の方法」授業中の協議への参加

（２０％）、授業中の模擬授業（４０％）、最

終レポート（４０％） 

 

「成績評価基準」心理学の理論知と学校現場

の実践知の両者に立脚して、児童生徒の学習

を支援する有効な手立てを構想し提案できる

こと。 

受講条件（履修資格） 

教職大学院の１年次生。「学習支援の課題と

実践Ⅰ」を履修済みであること。 

メッセージ（受講のルール） 

 

キーワード 

学習、認知、知識、動機づけ、学校、実務経

験 

この授業の基礎となる科目 

学習支援の課題と実践Ⅰ 

次に履修が望まれる科目 

 

関連授業科目 

学習支援の課題と実践Ⅰ 

授業の形式（授業方法） 

研究者教員と実務家教員のティームティーチ

ングによる。模擬授業や指導案の検討を中心

とする。 

教科書 1 

 学習支援のツボ：認知心理学者が教室で

考えたこと 

 9784762828652 

 佐藤浩一 

 北大路書房 

 2014 

教科書 2 

 学習の支援と教育評価 : 理論と実践の

協同 

 9784762828010 

 佐藤浩一 編著, 

 北大路書房 

 2013 

備考 

 

参考書 1 

 いちばんやさしい教える技術 : 教えら

れた人が必ず「できる!」ようになる : 

「教えること」を教える先生が書いた 

 9784522430880 

 向後千春 著, 

 永岡書店 

 2012 

参考書 2 

 インストラクショナルデザイン : 教師

のためのルールブック 

 9784946553196 

 島宗理 著, 

 米田出版 

 2004 

参考書 3 

 先生が明日からできること。 

 9784434104084 

 金子晴恵 著, 

 杉並けやき出版 

 2007 

参考書 4 

 教師のための「教える技術」 

 9784181192136 

 向後千春 

 明治図書 

 2014 

参考書 5 

 児童心理 2013 年２月号 臨時増刊 

家庭学習を問い直す 

  

  

 金子書房 

 2013 

参考書 6 

 学習と教育の心理学 

 9784000039185 

 市川伸一 

 岩波書店 

 2011 



参考書 7 

 授業づくりの知恵 60 

 9784181768454 

 藤森裕治 著, 

 明治図書出版 

 2015 

参考書 8 

 あの子のつまずきを見える化する方法 : 

無理なくできる!読み書き計算が苦手な

子への指導法アラカルト 

 9784491031026 

 樋口一宗 著, 

 東洋館出版社 

 2015 

備考 

参考書は授業中に随時、紹介する。「学習支

援の課題と実践Ⅰ」の参考書も参照するこ

と。 

教科書・参考書に関する補足情報 

参考書は随時、授業で紹介する。 

コース管理システム（Moodle）へのリンク 

 

責任教員コード 

64140672 

学生用連絡先 

Ｂ棟５階５０８号室 内線７３７６ 

学生用開示用メールアドレス 

sato@gunma-u.ac.jp 

オフィスアワー 

毎週 月曜日の７・８校時、火曜日の３・４

校時 

Ｂ棟５階５０８号室 

不在の場合は、ドアにメッセージ（連絡先）

を貼付してください。 

教員ホームページ 

 

関連ホームページ 

 

 

開講年度 2019 

開講学期  

開講学部学

科等 

大学院教育学研究科（専門職

学位課程） 

時間割番号 EM1015 

科目名 教育評価の課題と実践Ⅱ 

英文科目名 evaluation 

担当教員名 山 口  陽 弘  [Yamaguchi 

Akihiro], 田 村  充 

[Tamura Mitsuru] 

担当教員英 山 口  陽 弘  [Yamaguchi 

文名 Akihiro], 田 村  充 

[Tamura Mitsuru] 

授業科目区

分（科目分

野名） 

 

対象学生  

対象年次  

授業科目 

 

授業の目的（授業の目標及び期待される効

果） 

教員の業務として必要な各種評価活動（成績

評価だけではなく、指導と結びついた評価活

動）が、現職教員およびストレートマスター

双方にとって十分なものになることを目標と

している。 

授業の到達目標（授業のレベル） 

現職教員は、これまでの評価活動をさらに充

実させ、ミドルリーダーとして若手を指導で

きるレベルを目指し、ストレートマスターで

あれば、実際に一年目から即戦力として評価

活動を行えるレベルを到達目標としている。 

ディプロマポリシー 

1 

学校現場の置かれている状況や児童・生徒の

現状などを的確に分析・把握し，課題を明ら

かにする能力を身につけた者 

 

授業概要・形式 

ティーム・ティーチングで研究者教員と実務

家教員との両方で行っている。両者の講義に

加えて、グループをもとに、これまで行って

きた評価活動を発表し、そのリフレクション

を行う。 

授業スケジュール（授業の展開） 

 

授業時間外学習にかかわる情報 

学習支援の授業もぜひ受講されてください。 

成績評価基準（授業評価方法） 

発表者の発表を主体として、それを８０％、

最後のレポートを２０％として、研究者と実

務家の間で合議の上、最終評価する。各人の

プレゼンテーションのテーマを以下の基準で

判定する。 

Ｓ：テーマが十分に適切に設定され，プレゼ

ンテーションおよびレポートにおいて学習し

た内容と自身の主張が説得的に提示されてい

る。 

Ａ：テーマが十分に適切に設定され，プレゼ

ンテーションおよびレポートにおいて学習し



た内容が明快に提示されている。 

Ｂ：テーマが適切に設定され，プレゼンテー

ションおよびレポートにおいて学習した内容

が提示されている。 

Ｃ：プレゼンテーションおよびレポートは実

施されたが，テーマおよび学習した内容の提

示において明確さを欠く。 

Ｄ：レポート，プレゼンテーションの内容が

著しく不十分であるか未実施である。 

受講条件（履修資格） 

 

メッセージ（受講のルール） 

 

キーワード 

真正の評価、パフォーマンス評価、ポートフ

ォリオ評価 

この授業の基礎となる科目 

 同 Ⅰを受講していることが前提となる。 

次に履修が望まれる科目 

 

関連授業科目 

 

授業の形式（授業方法） 

講義と受講者の発表 

備考 

 

備考 

 

教科書・参考書に関する補足情報 

 

コース管理システム（Moodle）へのリンク 

 

責任教員コード 

24431267 

学生用連絡先 

B 棟５階 510 号室 027-220-7375 

学生用開示用メールアドレス 

akihiro-y@gunma-u.ac.jp 

オフィスアワー 

毎週月曜 午前 10 時～12時 B510 

  火曜 午前 10 時～12時 B510 

教員ホームページ 

 

関連ホームページ 

 

 

開講年度 2019 

開講学期  

開講学部学

科等 

大学院教育学研究科（専門職

学位課程） 

時間割番号 EM1016 

科目名 児童・生徒理解の課題と実践

Ⅱ 

英文科目名 Problem and practice of 

understanding on children 

担当教員名 大 島  み ず き  [Oshima 

Mizuki], 添 島  康 夫 

[Yasuo Soejima] 

担当教員英

文名 

大 島  み ず き  [Oshima 

Mizuki], 添 島  康 夫 

[Yasuo Soejima] 

授業科目区

分（科目分

野名） 

 

対象学生  

対象年次  

授業科目 

 

授業の目的（授業の目標及び期待される効

果） 

児童生徒一人一人を理解していくための方法

を学び，実践する。 

授業の到達目標（授業のレベル） 

事例検討・観察法の理解などから，児童生徒

一人一人の行動の意味を考え，理解できるよ

うになる。 

ディプロマポリシー 

１ 学校現場の置かれている状況や児童・生

徒の現状などを的確に分析・把握し，課題を

明らかにする能力を身につけた者 

２ 明らかになった課題に対し，対応策を構

築する能力を身につけた者 

３ 構築した対応策を他者（同僚，保護者

等）との協働の中で実践し，その実践を評

価・再考察する能力を身につけた者 

授業概要・形式 

事例検討を行うことで，課題を持つ児童生徒

一人一人を丁寧に理解していく。また，児童

生徒理解の方法の一つとして，観察法を学

び，実践する。 

授業スケジュール（授業の展開） 

 

授業時間外学習にかかわる情報 

授業時間中に課題を提示する。グループでの

話し合いが必要な場合もある。 

成績評価基準（授業評価方法） 

「成績評価方法」 話し合いへの参加 80%，

最終課題 20% 

「成績評価基準」子どもの行動を事実に基づ

き読み取ることができるか。 



受講条件（履修資格） 

 

メッセージ（受講のルール） 

 

キーワード 

発達障害 児童・生徒理解 

この授業の基礎となる科目 

児童・生徒理解と実践Ⅰ 

次に履修が望まれる科目 

 

関連授業科目 

 

授業の形式（授業方法） 

講義と演習 

備考 

適宜授業内で紹介する 

参考書 1 

 心理学マニュアル観察法 

 9784762820762 

 中沢潤／〔ほか〕編著, 

 北大路書房 

 1997 

参考書 2 

 発達障害のある子の「育ちの力」を引き

出す 150 のサポート術 : 「できにく

さ」を乗り越える時,心にリュウが見え

てくる… 

 4181647188 

 添島康夫 著, 

 明治図書出版 

 2014 

参考書 3 

 発達障害のある子が育つ 150 の学習課題

&学び術 : 子どもの中に「育ちの力」と

未来を拓く学びが見えてくる… 

 4182500172 

 添島康夫 著, 

 明治図書出版 

 2016 

備考 

適宜授業内で紹介する 

教科書・参考書に関する補足情報 

 

コース管理システム（Moodle）へのリンク 

 

責任教員コード 

24738863 

学生用連絡先 

 

学生用開示用メールアドレス 

mi-oshima@gunma-u.ac.jp 

オフィスアワー 

前期 

毎週火曜日 9:00-10:00 

毎週木曜日 9:30-12:30    

後期 

毎週月曜日 10:30-12:30 

毎週火曜日 9:30-10:00 

 

B 棟 5階 509 室 

教員ホームページ 

 

関連ホームページ 

 

 

開講年度 2019 

開講学期  

開講学部学

科等 

大学院教育学研究科（専門職

学位課程） 

時間割番号 EM1017 

科目名 児童・生徒指導の課題と実践

Ⅱ 

英文科目名  

担当教員名 懸 川  武 史  [Kakegawa 

Takeshi] 

担当教員英

文名 

懸 川  武 史  [Kakegawa 

Takeshi] 

授業科目区

分（科目分

野名） 

 

対象学生  

対象年次  

授業科目 

 

授業の目的（授業の目標及び期待される効

果） 

教育活動における生徒指導、問題行動につい

て学修し、児童生徒理解に基づく実践の在り

方について学ぶ 

授業の到達目標（授業のレベル） 

 ・アセスメント、各理論とそのアプローチ

の知識獲得 

 ・事例研究による実践力の向上 

ディプロマポリシー 

４ 現代の社会における教育の意義，学校の

役割，教育に関する諸問題について，確かな

見 

 識を有している。 

５ 子どもの成長・発達とそれを支える大人

の役割について，十分に理解している。 



６ 子ども，親，同僚などとコミュニケーシ

ョンをとることができる。 

授業概要・形式 

 学校臨床の視点を理解し、教育活動におけ

る実践について学修し、解決モデルの在り方

を探究する。 

授業スケジュール（授業の展開） 

 オリエンテーション 

 臨床心理学 カウンセリング 心理療法 

 アセスメント ① 

 アセスメント ② 

 アセスメント ③ 

 精神分析 

 クライエント中心療法 

 行動療法 

 認知行動療法 

 ケース研究 ①  不登校 

 ケース研究 ②  いじめ 

 ケース研究 ③  非行 

 包括的なアプローチ ①  デザイン 

 包括的なアプローチ ② 

 リフレクション 

 レポート作成 

授業時間外学習にかかわる情報 

 授業スケジュールにより、割り当てられた

準備、リアクションペーパーへの記入。 

成績評価基準（授業評価方法） 

・生徒指導上の課題の明確な理解 ・事例検

討を通した生徒指導の在り方の理解 

第 8 回及び第 14 回のリフレクションでのレ

ポート ５０％ 

第 15 回 の レ ポ ー ト               

５０％ 

 ① キーワードの概念を理解し使用してい

る 

 ② 問題行動のメカニズムが理解できてい

る 

 ③ 理解に基づく生徒指導のアプローチの

理解できている 

 

 ①～③すべて達成 Ａ 2 項目達成 Ｂ 

1 項目達成 Ｃ 何れの項目も未達成 Ｄ 

  

受講条件（履修資格） 

 

メッセージ（受講のルール） 

 

キーワード 

 臨床心理学 アセスメント ケース研究 

カウンセリング 教育心理学 

この授業の基礎となる科目 

 

次に履修が望まれる科目 

 

関連授業科目 

 

授業の形式（授業方法） 

講義・ワーク・ケース検討 

備考 

 

備考 

 

教科書・参考書に関する補足情報 

 

コース管理システム（Moodle）へのリンク 

 

責任教員コード 

24554871 

学生用連絡先 

A 棟５階５０１号室 ＴＥＬ ２２０－７３

７２ 

学生用開示用メールアドレス 

peer_tk7ca@gunma-u.ac.jp 

オフィスアワー 

月曜日・水曜日 １２：４０～１４：２０ 

Ａ棟５階５０１室 

教員ホームページ 

 

関連ホームページ 

 

 

開講年度 2019 

開講学期  

開講学部学

科等 

大学院教育学研究科（専門職

学位課程） 

時間割番号 EM1018 

科目名 教育相談の課題と実践Ⅱ 

英文科目名 Studies of School 

Counseling 2 

担当教員名 岩 瀧  大 樹  [Iwataki 

Daiju] 

担当教員英

文名 

岩 瀧  大 樹  [Iwataki 

Daiju] 

授業科目区

分（科目分

野名） 

 

対象学生  

対象年次  

授業科目 

 



授業の目的（授業の目標及び期待される効

果） 

学校教育相談の領域における今日的課題を概

観するとともに、教員個人および学校組織の

観点からその解決や支援に向けて不可欠な知

識、スキルの習得や向上を目指す。 

また、問題の理解および把握における基礎的

観点・アセスメント力を習得する。 

授業の到達目標（授業のレベル） 

児童生徒・保護者・教職員・学校・地域が抱

える問題（学習、適応、健康、心理、進路な

ど）を踏まえるとともに、それぞれのニーズ

に対する最適な援助や連携の方法について検

討していく。 

また、スクールリーダーとして、上記の問題

に対し、適切なアプローチを判断するととも

に、援助チームのコーディネート、チーム援

助の方向性に関しても知見を深めていく。 

ディプロマポリシー 

学校教育相談に関する今日的課題について実

践的な見地から考察をするとともに、個人か

つ組織のリーダーとしての積極的な取り組

み、介入などについて検討する。 

授業概要・形式 

適宜基礎的な心理学（教育心理学、臨床心理

学）の知識に触れつつ、スクールリーダーと

して学校教育相談の推進役としての役割につ

いて検討する。 

 

授業スケジュール（授業の展開） 

 オリエンテーション 

 学校不適応への理解①（不登校への初期

の対応） 

 学校不適応への理解②（長期化した不登

校への対応） 

 学校不適応への理解③（いじめ） 

 学校不適応への理解④（非行） 

 外部資源の活用（スクールカウンセラ

ー、相談員） 

 有機的なコーディネーション 

 援助レベルのアセスメント 

 個人へのアセスメント（知的能力を把握

する） 

 保護者との連携 

 危機対応 

 リスクマネジメント（学校管理の観点か

ら） 

 教職員への支援 

 学校教育相談と特別支援教育 

 学校教育相談の構造と倫理 

 予備日 

授業時間外学習にかかわる情報 

参考書等は、講義内にて適宜紹介。 

講義内での取り組み、実施する様々なワーク

等への積極的な姿勢を期待する。 

成績評価基準（授業評価方法） 

平常点（30％）と、適宜実施するリフレクシ

ョン（70%)をもとに、総合して評価する。 

受講条件（履修資格） 

特になし 

メッセージ（受講のルール） 

 

キーワード 

実務経験 学校教育相談 認知行動療法  

この授業の基礎となる科目 

 

次に履修が望まれる科目 

 

関連授業科目 

 

授業の形式（授業方法） 

講義形式を中心としつつ、ディスカッショ

ン、ロールプレイングなどの演習的要素を積

極的に導入していく。 

備考 

 

参考書 1 

 教育臨床と心理学 : 支える・学ぶ・教

えるを科学する 

 9784762022791 

 岩瀧大樹 著, 

 学文社 

 2012 

参考書 3 

 新・はじめて学ぶメンタルヘルスと心理

学  

 9784762026980 

 吉武光世編著 

 学文社 

 2017 

備考 

 

教科書・参考書に関する補足情報 

講義内にて適宜紹介する。 

コース管理システム（Moodle）へのリンク 

 

責任教員コード 

24463808 

学生用連絡先 

教育学部 A棟 1 階 A110 TEL 027-220-7384 



学生用開示用メールアドレス 

iwataki@gunma-u.ac.jp 

オフィスアワー 

【前期】 毎週月曜日 PM.14：20-15:50  毎

週金曜日 AM.10：20-11:50       

【後期】 毎週月曜日 AM.10：20-11:50  毎

週火曜日 PM.16：00-17:30 

教育学部 A棟 1 階 A110  

＊ご来室の際は、重複等を避けるべく、事前

にメール等でアポイントのご確認をお願い致

します。        

教員ホームページ 

 

関連ホームページ 

 

 

開講年度 2019 

開講学期  

開講学部学

科等 

大学院教育学研究科（専門職

学位課程） 

時間割番号 EM1019 

科目名 教育相談実習 

英文科目名 Training for School 

Counseling 

担当教員名 懸 川  武 史  [Kakegawa 

Takeshi], 岩 瀧  大 樹 

[Iwataki Daiju] 

担当教員英

文名 

懸 川  武 史  [Kakegawa 

Takeshi], 岩 瀧  大 樹 

[Iwataki Daiju] 

授業科目区

分（科目分

野名） 

 

対象学生  

対象年次  

授業科目 

 

授業の目的（授業の目標及び期待される効

果） 

傾聴、質問、問題のアセスメントなど、学校

教育相談において特に不可欠となるスキル

を、ロールプレイ、ディスカッション、エク

ササイズなどを中心に習得していく。また、

教育相談機関における観察実習、相談実習、

事例研究などを通して、教育現場に即した教

育相談の課題と実践の在り方について考察す

る。 

授業の到達目標（授業のレベル） 

学校教育相談、スクールカウンセリングにお

ける応用的なスキルの習得を目指す。 

ディプロマポリシー 

学校現場に特に必要とされる相談実践を各々

の事例に即して検討し、学校現場の子どもた

ち、保護者、教員の実態に沿った学校教育相

談について学修する。特に本学ディプロマポ

リシー（１）における「児童・生徒の現状な

どを的確に分析・把握し、課題を明らかにす

る能力」に基づくことを目指す。 

授業概要・形式 

実習により相談技法と各理論を習得するとと

もに、専門相談機関での教育相談の体験を学

ぶ。 

授業スケジュール（授業の展開） 

 オリエンテーション 

 ロールプレイング実習① 

 ロールプレイング実習② 

 ロールプレイング実習③ 

 ロールプレイング実習④ 

 ロールプレイング実習⑤ 

 教育相談機関における観察実習① 

 教育相談機関における観察実習② 

 教育相談機関における観察実習③ 

 教育相談機関における相談実習① 

 教育相談機関における相談実習② 

 教育相談機関における相談実習③ 

 事例研究① 

 事例研究② 

 事例研究③ 

 予備日 

授業時間外学習にかかわる情報 

参考書等は、講義内にて適宜紹介。 

観察実習に関しては、実習先の機能・役割な

どの基礎的理解の予習を行う。 

様々なワーク等を取り入れる予定であるた

め、積極的な参加を期待する。 

成績評価基準（授業評価方法） 

平常の実習やディスカッションなどへの取り

組みを 50 点、学期末のリフレクションを 50

点として総合的に評価する。 

受講条件（履修資格） 

特になし。 

メッセージ（受講のルール） 

積極的な講義への参加を期待します。 

キーワード 

学校教育相談 事例研究 トレーニング 観

察実習 相談実践 スーパービジョン 実務

経験 

この授業の基礎となる科目 

児童・生徒指導の課題と実践Ⅰ 

次に履修が望まれる科目 



教育相談の課題と実践 

関連授業科目 

カウンセリング演習 

授業の形式（授業方法） 

一斉形式を中核にしつつ、積極的に演習（エ

クササイズ、ディスカッション、発表、ロー

ルプレイイング、体験、見学、アセスメント

など）を取り入れていく。 

教科書 1 

 この講義では、配布資料を活用する。 

  

  

  

  

備考 

 

参考書 1 

 教育臨床と心理学；支える・学ぶ・教え

るを科学する 

 9784762022791 

 岩瀧大樹 

 学文社 

 2012 

備考 

 

教科書・参考書に関する補足情報 

その他に関しては講義内で適宜紹介する。 

コース管理システム（Moodle）へのリンク 

特になし。 

責任教員コード 

24554871 

学生用連絡先 

A 棟５階５０１号室 ＴＥＬ ２２０－７３

７２ 

学生用開示用メールアドレス 

peer_tk7ca@gunma-u.ac.jp 

オフィスアワー 

月曜日・水曜日 １２：４０～１４：２０ 

Ａ棟５階５０１室 

教員ホームページ 

 

関連ホームページ 

 

 

開講年度 2019 

開講学期  

開講学部学

科等 

大学院教育学研究科（専門職

学位課程） 

時間割番号 EM1020 

科目名 特別活動指導の課題と実践Ⅱ 

英文科目名 Special Activities II 

担当教員名 懸 川  武 史  [Kakegawa 

Takeshi], 音 山  若 穂 

[Otoyama Wakaho] 

担当教員英

文名 

懸 川  武 史  [Kakegawa 

Takeshi], 音 山  若 穂 

[Otoyama Wakaho] 

授業科目区

分（科目分

野名） 

 

対象学生  

対象年次  

授業科目 

 

授業の目的（授業の目標及び期待される効

果） 

特別活動、特に学級経営・生徒指導の基盤と

なる学級活動の進め方について、多様な指導

方法の種類とその特徴について理解し、有効

な目標設定・教師の支援・教育効果の評価の

ための技能の向上を目ざす。 

授業の到達目標（授業のレベル） 

特別活動の目的や意義について理解している 

人間関係づくりについての基本的なスキルを

身に付けている 

 

ディプロマポリシー 

１ 学校現場の置かれている状況や児童・生

徒の現状などを的確に分析・把握し，課題を

明らかにする能力を身につけた者 

２ 明らかになった課題に対し，対応策を構

築する能力を身につけた者 

３ 構築した対応策を他者（同僚，保護者

等）との協働の中で実践し，その実践を評

価・再考察する能力を身につけた者 

授業概要・形式 

Special Activities II 

特別活動で要求される教師の心理教育的支援

技能の実習を含む。模擬授業および技能実習

を実施するため現職教員と学部新卒学生が一

緒に受講する。 

授業スケジュール（授業の展開） 

 

授業時間外学習にかかわる情報 

演習（体験活動、トレーニング等）について

は事前の準備を含む。 

成績評価基準（授業評価方法） 

討議・実習への参加による平常点３０点、レ

ポート課題（指導案作成等）７０点により総

合的に評価する。 



A: 100-80 / B: 79-70 / C:69-60 / D: 59-0 

 

受講条件（履修資格） 

特別活動の課題と実践Ⅰの既修者。 

メッセージ（受講のルール） 

 

キーワード 

 

この授業の基礎となる科目 

 

次に履修が望まれる科目 

 

関連授業科目 

 

授業の形式（授業方法） 

演習形式 

備考 

 

備考 

 

教科書・参考書に関する補足情報 

 

コース管理システム（Moodle）へのリンク 

 

責任教員コード 

24554871 

学生用連絡先 

A 棟５階５０１号室 ＴＥＬ ２２０－７３

７２ 

学生用開示用メールアドレス 

peer_tk7ca@gunma-u.ac.jp 

オフィスアワー 

月曜日・水曜日 １２：４０～１４：２０ 

Ａ棟５階５０１室 

教員ホームページ 

 

関連ホームページ 

 

 

開講年度 2019 

開講学期  

開講学部学

科等 

大学院教育学研究科（専門職

学位課程） 

時間割番号 EM1021 

科目名 心理・発達アセスメント実習 

英文科目名 Psychoeducational 

assessment 

担当教員名 音 山  若 穂  [Otoyama 

Wakaho], 大 島  み ず き 

[Oshima Mizuki] 

担当教員英

文名 

音 山  若 穂  [Otoyama 

Wakaho], 大 島  み ず き 

[Oshima Mizuki] 

授業科目区

分（科目分

野名） 

 

対象学生  

対象年次  

授業科目 

 

授業の目的（授業の目標及び期待される効

果） 

児童生徒理解のための心理検査、発達検査お

よび知能検査等の実施法と解釈の仕方を学

び、実施し、その結果に基づいた指導プログ

ラムの立案方法を学ぶ。同時に、アセスメン

トに必要な調査法やデータ処理の基礎知識に

ついても学ぶ。 

授業の到達目標（授業のレベル） 

心理検査、発達検査および知能検査等の実施

と解釈ができるようになる。 

結果に基づいた指導プログラムの立案ができ

る。 

アセスメントに必要な調査法やデータ処理の

基礎知識が身につく。 

 

ディプロマポリシー 

１ 学校現場の置かれている状況や児童・生

徒の現状などを的確に分析・把握し，課題を

明らかにする能力を身につけた者 

 

授業概要・形式 

Psychoeducational assessment 

受講者を被験者としてお互いにアセスメント

データを取り、データの処理や結果の解釈ま

で行なう。扱う検査の種類については、受講

者の関心領域や希望により相談の上で決定す

る。また、希望により、調査法やデータ処理

の基礎知識を扱う場合には、パソコンによる

実習を含む。 

授業スケジュール（授業の展開） 

 

授業時間外学習にかかわる情報 

検査結果の整理とレポート作成を含む。 

成績評価基準（授業評価方法） 

演習レポート（検査結果とその考察）に基づ

く評価 100% 

A: 100-80 / B: 79-70 / C:69-60 / D: 59-0 

受講条件（履修資格） 

 



メッセージ（受講のルール） 

 

キーワード 

 

この授業の基礎となる科目 

 

次に履修が望まれる科目 

 

関連授業科目 

 

授業の形式（授業方法） 

実習形式 

備考 

 

備考 

 

教科書・参考書に関する補足情報 

 

コース管理システム（Moodle）へのリンク 

 

責任教員コード 

24616067 

学生用連絡先 

B 棟 5階 B506号室 

学生用開示用メールアドレス 

otoyama@gunma-u.ac.jp 

オフィスアワー 

前期 毎週月曜・木曜 12:40-14:10 B 棟 5

階 506室 

後期 毎週月曜・火曜 12:40-14:10 B 棟 5

階 506室 

 

教員ホームページ 

http://kyoshin.edu.gunma-

u.ac.jp/~otoyama/ 

関連ホームページ 

 

 

開講年度 2019 

開講学期  

開講学部学

科等 

大学院教育学研究科（専門職

学位課程） 

時間割番号 EM1022 

科目名 児童・生徒指導のためのロー

ルプレイの技法と実習 

英文科目名  

担当教員名 山 口  陽 弘  [Yamaguchi 

Akihiro], 懸 川  武 史 

[Kakegawa Takeshi] 

担当教員英 山 口  陽 弘  [Yamaguchi 

文名 Akihiro], 懸 川  武 史 

[Kakegawa Takeshi] 

授業科目区

分（科目分

野名） 

 

対象学生  

対象年次  

授業科目 

 

授業の目的（授業の目標及び期待される効

果） 

児童生徒を理解・指導するために必要な対処

能力全般を獲得することを目的とする。 

授業の到達目標（授業のレベル） 

上述した指導の際に、一方通行的な講義をす

るという能力ではなく、児童生徒と双方向の

コミュニケーションする能力を実際の教育場

面で遂行するレベルを目指す。 

ディプロマポリシー 

1 

学校現場の置かれている状況や児童・生徒の

現状などを的確に分析・把握し，課題を明ら

かにする能力を 

  身につけた者 

 

授業概要・形式 

集中講義形式だが、前半部で研究者教員から

ロールプレイや臨床心理学の初歩の知識を紹

介する。その後、実務家教員から相互にロー

ルプレイを実施し、お互いがリフレクション

を行う。 

授業スケジュール（授業の展開） 

 

授業時間外学習にかかわる情報 

これまでの児童生徒、保護者への対応の中で

苦慮したことをレフレクションしてくださ

い。 

成績評価基準（授業評価方法） 

授業への出席、発表、実習の状況 80%、レポ

ート 20%を総合して判定する。 

各人のプレゼンテーションテーマを以下の基

準で判定する。 

Ｓ：テーマが十分に適切に設定され，プレゼ

ンテーションおよびレポートにおいて学習し

た内容と自身の主張が説得的に提示されてい

る。 

Ａ：テーマが十分に適切に設定され，プレゼ

ンテーションおよびレポートにおいて学習し

た内容が明快に提示されている。 

Ｂ：テーマが適切に設定され，プレゼンテー



ションおよびレポートにおいて学習した内容

が提示されている。 

Ｃ：プレゼンテーションおよびレポートは実

施されたが，テーマおよび学習した内容の提

示において明確さを欠く。 

Ｄ：レポート，プレゼンテーションの内容が

著しく不十分であるか未実施である。 

受講条件（履修資格） 

 

メッセージ（受講のルール） 

 

キーワード 

ロールプレイ、心理教育的指導、ラポール、

非言語的コミュニケーション 

この授業の基礎となる科目 

 

次に履修が望まれる科目 

 

関連授業科目 

 

授業の形式（授業方法） 

授業に加えて実習を中心にする。 

備考 

 

備考 

 

教科書・参考書に関する補足情報 

 

コース管理システム（Moodle）へのリンク 

 

責任教員コード 

24431267 

学生用連絡先 

B 棟５階 510 号室 027-220-7375 

学生用開示用メールアドレス 

akihiro-y@gunma-u.ac.jp 

オフィスアワー 

毎週月曜 午前 10 時～12時 B510 

  火曜 午前 10 時～12時 B510 

教員ホームページ 

 

関連ホームページ 

 

 

開講年度 2019 

開講学期  

開講学部学

科等 

大学院教育学研究科（専門職

学位課程） 

時間割番号 EM1023 

科目名 外国籍児童生徒の支援と学校

運営 

英文科目名 Education for Foreign 

Children 

担当教員名 新藤 慶 [Shindo Kei], 清

水  喜 義  [Kiyoshi 

Shimizu] 

担当教員英

文名 

新藤 慶 [Shindo Kei], 清

水  喜 義  [Kiyoshi 

Shimizu] 

授業科目区

分（科目分

野名） 

 

対象学生  

対象年次  

授業科目 

 

授業の目的（授業の目標及び期待される効

果） 

 本授業では、以下の 3点を目標とする。 

(1)エスニック・マイノリティの子どもの実

態を、学校内外の多様な要因と関連づけなが

ら把握する。 

(2)エスニック・マイノリティの子どもへの

教育の成果と課題を、歴史的な視点も踏まえ

つつ理解する。 

(3)自らがエスニック・マイノリティの子ど

もへの教育を構想し、実践する力量を身につ

ける。 

授業の到達目標（授業のレベル） 

 前期の「多文化共生教育の課題と実践」で

は、在日ブラジル人児童生徒の教育を主に扱

った。後期の本授業では、ブラジル人のほか

に、日本に暮らすエスニック・マイノリティ

への教育をめぐる状況を中心に扱う。この授

業を通じて、エスニック・マイノリティへの

教育に関わる共通点と相違点を理解し、適切

な支援や学校運営を行いうる実践力の獲得を

目標とする。 

ディプロマポリシー 

１ 学校現場の置かれている状況や児童・生

徒の現状などを的確に分析・把握し，課題を

明らかにする能力を身につけた者 

２ 明らかになった課題に対し，対応策を構

築する能力を身につけた者 

授業概要・形式 

 戦後の日本には、在日韓国・朝鮮人、中国

帰国者、かれら以外のアジア系外国人、南米

系外国人など、多様な国籍やエスニシティを

持つ人々が暮らしてきた。そのことに伴い、

教育の面でも、これらの外国籍児童生徒に対



するさまざまな働きかけを行ってきた。そこ

でこの授業では、国内外における外国籍児童

生徒や、「外国籍」ではないがエスニック・

マイノリティの児童生徒を対象とした支援

と、それを支える学校運営についての諸研究

や諸実践の検討を通じて、成果と課題を把握

し、今後のエスニック・マイノリティの児童

生徒教育のあり方について考えたい。 

授業スケジュール（授業の展開） 

 

授業時間外学習にかかわる情報 

授業中に提示する課題の準備に取り組むこと

が必要である。 

成績評価基準（授業評価方法） 

討論への参加状況と課題の水準によって総合

的に評価する 

受講条件（履修資格） 

 

メッセージ（受講のルール） 

 前期の「多文化共生教育の課題と実践」で

は、在日ブラジル人の教育を中心に扱いま

す。後期のこの授業では、在日ブラジル人以

外のエスニック・マイノリティの子どもの教

育を、外国の事例も含めてご紹介します。 

キーワード 

外国籍児童生徒、エスニック・マイノリテ

ィ、児童生徒支援、学校運営 

この授業の基礎となる科目 

多文化共生教育の課題と実践 

次に履修が望まれる科目 

 

関連授業科目 

多文化共生教育の課題と実践 

授業の形式（授業方法） 

研究者教員と実務家教員の TT によって進め

る。授業は、教員からの講義、受講生との討

論、受講生の課題発表から構成する。 

備考 

 

備考 

 

教科書・参考書に関する補足情報 

 

コース管理システム（Moodle）へのリンク 

 

責任教員コード 

24618616 

学生用連絡先 

A 棟 5階 503 号室 TEL 027-220-7380 

学生用開示用メールアドレス 

shindo@gunma-u.ac.jp 

オフィスアワー 

毎週月曜日 10:20-11:50 A 棟 5階 503 室 

毎週火曜日 10:20-11:50 A 棟 5階 503 室 

教員ホームページ 

 

関連ホームページ 

 

 

開講年度 2019 

開講学期  

開講学部学

科等 

大学院教育学研究科（専門職

学位課程） 

時間割番号 EM1024 

科目名 発達障害児特別支援教育の課

題と実践 

英文科目名  

担当教員名 霜 田  浩 信  [Shimoda 

Hironobu], 安 田  淑 美 

[Yasuda Yoshimi] 

担当教員英

文名 

霜 田  浩 信  [Shimoda 

Hironobu], 安 田  淑 美 

[Yasuda Yoshimi] 

授業科目区

分（科目分

野名） 

 

対象学生  

対象年次  

授業科目 

 

授業の目的（授業の目標及び期待される効

果） 

小・中学校の通常学級に在籍している発達障

害児を主な対象として、その特別な教育ニー

ズを的確に把握して個別の学習支援計画を立

てる力、各種の具体的な支援方法の知識及び

特別支援教育コーディネーターの役割と実際

に関する知識を身に付けることを目標とす

る。 

授業の到達目標（授業のレベル） 

発達障害児に対する特別支援教育の一般的知

識に留まらず、具体的に個別の事例について

支援の内容・方法を考えることができる。 

ディプロマポリシー 

１ 学校現場の置かれている状況や児童・生

徒の現状などを的確に分析・把握し，課題を

明らかにする能力を身につけた者 

授業概要・形式 

特別支援教育の中でも、小・中学校の通常学

級に在籍する児童・生徒に焦点を当て、個々



の子どもの実態の把握、それに基づく個別の

学習支援計画の立案、及び支援の方法につい

て、実践事例を交えて具体的に学ぶ。 

授業スケジュール（授業の展開） 

 

授業時間外学習にかかわる情報 

授業内容ならびに配付する資料によって復習

を行うこと。 

成績評価基準（授業評価方法） 

授業への参加による平常点 30％、学修した

知識を用いて作成する個別の学習支援計画案

の内容とプレゼンテーション 70％を総合し

て評価を行う。 

受講条件（履修資格） 

児童・生徒理解の課題と実践Ⅰを履修済みで

あること。 

メッセージ（受講のルール） 

発達障害児の理解と個別支援に関する専門的

知識・技術は、通常学級の児童・生徒全員の

指導において有意義であるので、積極的に取

り組んでほしい。 

キーワード 

特別支援教育、発達障害児 

この授業の基礎となる科目 

児童・生徒理解の課題と実践Ⅰ 

次に履修が望まれる科目 

教育相談実習 

関連授業科目 

課題解決実習 

授業の形式（授業方法） 

基本的には講義形式であるが、実践事例の映

像資料や文字資料を巡っての研究討議や、個

別の学習支援計画の立案作業と発表なども取

り入れる。 

備考 

必要な資料は随時配布する。参考文献も随時

紹介する。 

備考 

 

教科書・参考書に関する補足情報 

 

コース管理システム（Moodle）へのリンク 

 

責任教員コード 

36577928 

学生用連絡先 

教育学部 A棟 507 

学生用開示用メールアドレス 

shimoda@gunma-u.ac.jp 

オフィスアワー 

前期  火曜日  12:00～ 12:40   金曜日

12:00～12:40   

後期 水曜日 12:00～12:40  木曜日 12:00

～12:40   

教員ホームページ 

 

関連ホームページ 

 

 

開講年度 2019 

開講学期  

開講学部学

科等 

大学院教育学研究科（専門職

学位課程） 

時間割番号 EM1029 

科目名 カリキュラム開発の課題と実

践Ⅱ 

英文科目名 School curriculum 

developmentⅡ 

担当教員名 野村 晃男 [Akio Nomura], 

山 崎  雄 介  [Yamazaki 

Yusuke] 

担当教員英

文名 

野村 晃男 [Akio Nomura], 

山 崎  雄 介  [Yamazaki 

Yusuke] 

授業科目区

分（科目分

野名） 

 

対象学生  

対象年次  

授業科目 

 

授業の目的（授業の目標及び期待される効

果） 

専門職学位課程ディプロマポリシーの「１．

学校現場の置かれている状況や児童・生徒の

現状などを的確に分析・把握し，課題を明ら

かにする能力を身につけた者」，「２．明らか

になった課題に対し，対応策を構築する能力

を身につけた者」，「３．構築した対応策を他

者（同僚，保護者等）との協働の中で実践

し，その実践を評価・再考察する能力を身に

つけた者勤務校において教育課程編成を主導

し、担当分野のカリキュラム開発をリードす

る力量を高める」のすべてにわたり，カリキ

ュラム開発という側面から学修する。 

授業の到達目標（授業のレベル） 

上級 

１．勤務校（過去のものも含む）でのカリキ

ュラム開発の経験を省察し，今日的課題に即

した新たな展開を構想できる。 



２．カリキュラム開発にかかわるアクショ

ン・リサーチに関する方法論を習得する。 

ディプロマポリシー 

専門職学位課程ディプロマポリシーの以下３

項目にかかわる能力を，「カリキュラム開

発」という局面に即して育成する。 

１．学校現場の置かれている状況や児童・生

徒の現状などを的確に分析・把握し，課題を

明らかにする能力 

２．明らかになった課題に対し，対応策を構

築する能力 

３．構築した対応策を他者（同僚，保護者

等）との協働の中で実践し，その実践を評

価・再考察する能力 

授業概要・形式 

受講者が在籍校や先進校等におけるカリキュ

ラム開発事例を収集・分析し、その結果を生

かして、自ら特定領域や教科のカリキュラム

の概要を提案する。研究者教員は全国的動向

や諸外国等の事例，研究方法論を紹介する。

実務家教員は自身の経験を受講者と共有する

とともに，ミドルリーダーとしてカリキュラ

ム開発をリードする際の留意点などを講じ

る。 

授業スケジュール（授業の展開） 

 

授業時間外学習にかかわる情報 

 

現職教員については，これまでの勤務校での

カリキュラムに関する資料の収集・整理，学

部新卒者については先進校等の実践記録の自

発的な講読が望まれる。 

成績評価基準（授業評価方法） 

授業中のプレゼンテーション ５０％ 

期末課題等 ５０％ 

 

受講条件（履修資格） 

教職リーダー専攻１年生 

メッセージ（受講のルール） 

カリキュラム開発に関する具体的な実践力を

高めたい。 

キーワード 

カリキュラム開発 カリキュラムマネジメン

ト 

この授業の基礎となる科目 

カリキュラム開発の課題と実践Ⅰ 

次に履修が望まれる科目 

 

関連授業科目 

カリキュラム開発の課題と実践Ⅰ 

授業の形式（授業方法） 

ティームティーチング 

講義 事例研究 

備考 

 

参考書 1 

 現代カリキュラム研究と教育方法学 : 

新学習指導要領・PISA 型学力を問う 

 9784810085228 

 日本教育方法学会 編, 

 図書文化社 

 2008 

参考書 2 

 カリキュラム評価入門 

 9784326298914 

 田中統治, 根津朋実 編著, 

 勁草書房 

 2009 

備考 

 

教科書・参考書に関する補足情報 

 

コース管理システム（Moodle）へのリンク 

 

責任教員コード 

24362900 

学生用連絡先 

 

学生用開示用メールアドレス 

 

オフィスアワー 

 

教員ホームページ 

 

関連ホームページ 

 

 

開講年度 2019 

開講学期  

開講学部学

科等 

大学院教育学研究科（専門職

学位課程） 

時間割番号 EM1032 

科目名 スクール・リーダーシップの

課題と実践 

英文科目名  

担当教員名 山 崎  雄 介  [Yamazaki 

Yusuke], 木 村  淳 一 

[Junichi Kimura] 

担当教員英

文名 

山 崎  雄 介  [Yamazaki 

Yusuke], 木 村  淳 一 



[Junichi Kimura] 

授業科目区

分（科目分

野名） 

 

対象学生  

対象年次  

授業科目 

 

授業の目的（授業の目標及び期待される効

果） 

①ミドルクラス以上のリーダーについての理

論的・実践的知識を獲得すること，②受講者

自身がリーダーシップ行動をとれる力量を獲

得すること，をめざす。専門職学位課程ディ

プロマポリシーのすべてにわたり，これらの

視点から力量形成を行う。 

授業の到達目標（授業のレベル） 

中級 

１．各種主任，分掌リーダーとして，教育活

動をリードするための知識・技能を身につけ

る。 

２．リーダーシップをめぐる理論，自校のリ

ーダーシップ構造を分析するためのツールを

修得する。 

ディプロマポリシー 

専門職学位課程ディプロマポリシー（改訂

案）の以下３項目にかかわる能力を，分掌の

長などとしての「リーダーシップ」という局

面に即して育成する。 

(1) 学校現場の置かれている状況や児童・生

徒の現状などを的確に分析・把握し，課題を

明らかにする能力 

(2) 明らかになった課題に対し，対応策を構

築する能力 

(3) 構築した対応策を他者（同僚，保護者

等）との協働の中で実践し，その実践を評

価・再考察する能力 

授業概要・形式 

集中講義 

授業スケジュール（授業の展開） 

 

授業時間外学習にかかわる情報 

必要に応じ内容を指示する。 

成績評価基準（授業評価方法） 

授業中の課題による 

受講条件（履修資格） 

 

メッセージ（受講のルール） 

担当者はシラバス（とくに無意味に項目数の

多いそれ）を絶対視する幼稚な授業観には与

していないので，授業スケジュールはあくま

で参考に。 

キーワード 

リーダーシップ 管理職 主任 主幹教諭 

指導教諭 

この授業の基礎となる科目 

 

次に履修が望まれる科目 

 

関連授業科目 

学校運営コース専門科目全て。 

授業の形式（授業方法） 

講義とグループワークを組み合わせて行う。 

備考 

 

参考書 1 

 次世代スクールリーダーのためのケース

メソッド入門 

 490532498X 

 牛渡淳ほか 

 花書院 

 2014 

参考書 2 

 スクールリーダーシップ 

 4750330302 

 OECD 

 明石書店 

 2009 

参考書 3 

 スクールリーダーシップ 

 978-4762020995 

 小島弘道ほか 

 学文社 

 2010 

備考 

 

教科書・参考書に関する補足情報 

 

コース管理システム（Moodle）へのリンク 

 

責任教員コード 

56680507 

学生用連絡先 

教育学部Ａ棟５階Ａ５０２号室 TEL 027-

220-7371 

学生用開示用メールアドレス 

y-yusuke@gunma-u.ac.jp 

オフィスアワー 

前期：毎週火曜日および水曜日 PM.12:50-

PM.14:20 教育学部Ａ棟５階Ａ５０２号室 



不在の場合はメールにて連絡を。 

後期：同上。 

教員ホームページ 

 

関連ホームページ 

 

 

開講年度 2019 

開講学期  

開講学部学

科等 

大学院教育学研究科（専門職

学位課程） 

時間割番号 EM1033 

科目名 教師の職能発達と学校経営 

英文科目名 Professional development 

of 

担当教員名 野村 晃男 [Akio Nomura], 

山 崎  雄 介  [Yamazaki 

Yusuke] 

担当教員英

文名 

野村 晃男 [Akio Nomura], 

山 崎  雄 介  [Yamazaki 

Yusuke] 

授業科目区

分（科目分

野名） 

 

対象学生  

対象年次  

授業科目 

 

授業の目的（授業の目標及び期待される効

果） 

教師の力量・資質のそれぞれに応じた向上策

について、豊富な事例についての知識とその

理論的背景への理解を獲得するとともに、実

際にそれらの力量・資質を育てるための学校

経営を構想できる力量を高める。 

専門職学位課程ディプロマポリシーのすべて

の項目に関連して，校内研修，OJT などを実

践の場として想定した学修を行う。 

授業の到達目標（授業のレベル） 

上級 

○教師の力量形成の特質と予想される困難に

ついて，ライフステージの各段階に応じて理

解し，具体的な問題状況に対する解決策を提

案できる。 

○校内研修，OJT について，勤務校の実情に

応じたプランを提案できる。 

ディプロマポリシー 

専門職学位課程ディプロマポリシーの以下３

項目にかかわる能力を，受講者各自の教師と

してのライフステージに即して育成する。 

(1) 学校現場の置かれている状況や児童・生

徒の現状などを的確に分析・把握し，課題を

明らかにする能力 

(2) 明らかになった課題に対し，対応策を構

築する能力 

(3) 構築した対応策を他者（同僚，保護者

等）との協働の中で実践し，その実践を評

価・再考察する能力 

授業概要・形式 

教師の職能発達や力量形成に関わる最新の知

見、研修に関わる理論的・実践的理解を深め

るとともに、実際に学校経営方針や研修計画

を受講者自身が立て、プレゼンテーションを

経てまとめる。 

授業スケジュール（授業の展開） 

 

授業時間外学習にかかわる情報 

２年次配当＝勤務しながらの受講となるた

め，通常勤務中の実践＝授業時間外学習とみ

なす。 

成績評価基準（授業評価方法） 

授業でのプレゼンテーション １００％ 

受講条件（履修資格） 

教職リーダー専攻２年生 

メッセージ（受講のルール） 

校内研修の充実のための方策などを中心とし

て学校経営力を高める。 

キーワード 

職能発達 学校経営 校内研修  

この授業の基礎となる科目 

学校経営の課題と実践Ⅰ・Ⅱ 

次に履修が望まれる科目 

 

関連授業科目 

教員の倫理 

授業の形式（授業方法） 

ティームティーチング 

講義 受講者のプレゼンテーション 

備考 

 

備考 

 

教科書・参考書に関する補足情報 

 

コース管理システム（Moodle）へのリンク 

 

責任教員コード 

24362900 

学生用連絡先 

 



学生用開示用メールアドレス 

 

オフィスアワー 

 

教員ホームページ 

 

関連ホームページ 

 

 

開講年度 2019 

開講学期  

開講学部学

科等 

大学院教育学研究科（専門職

学位課程） 

時間割番号 EM1034 

科目名 外国籍児童生徒の支援と学校

運営 

英文科目名 Education for Foreign 

Children 

担当教員名 新藤 慶 [Shindo Kei], 清

水  喜 義  [Kiyoshi 

Shimizu] 

担当教員英

文名 

新藤 慶 [Shindo Kei], 清

水  喜 義  [Kiyoshi 

Shimizu] 

授業科目区

分（科目分

野名） 

 

対象学生  

対象年次  

授業科目 

 

授業の目的（授業の目標及び期待される効

果） 

 本授業では、以下の 3点を目標とする。 

(1)エスニック・マイノリティの子どもの実

態を、学校内外の多様な要因と関連づけなが

ら把握する。 

(2)エスニック・マイノリティの子どもへの

教育の成果と課題を、歴史的な視点も踏まえ

つつ理解する。 

(3)自らがエスニック・マイノリティの子ど

もへの教育を構想し、実践する力量を身につ

ける。 

授業の到達目標（授業のレベル） 

 前期の「多文化共生教育の課題と実践」で

は、在日ブラジル人児童生徒の教育を主に扱

った。後期の本授業では、ブラジル人のほか

に、日本に暮らすエスニック・マイノリティ

への教育をめぐる状況を中心に扱う。この授

業を通じて、エスニック・マイノリティへの

教育に関わる共通点と相違点を理解し、適切

な支援や学校運営を行いうる実践力の獲得を

目標とする。 

ディプロマポリシー 

１ 学校現場の置かれている状況や児童・生

徒の現状などを的確に分析・把握し，課題を

明らかにする能力を身につけた者 

２ 明らかになった課題に対し，対応策を構

築する能力を身につけた者 

授業概要・形式 

 戦後の日本には、在日韓国・朝鮮人、中国

帰国者、かれら以外のアジア系外国人、南米

系外国人など、多様な国籍やエスニシティを

持つ人々が暮らしてきた。そのことに伴い、

教育の面でも、これらの外国籍児童生徒に対

するさまざまな働きかけを行ってきた。そこ

でこの授業では、国内外における外国籍児童

生徒や、「外国籍」ではないがエスニック・

マイノリティの児童生徒を対象とした支援

と、それを支える学校運営についての諸研究

や諸実践の検討を通じて、成果と課題を把握

し、今後のエスニック・マイノリティの児童

生徒教育のあり方について考えたい。 

授業スケジュール（授業の展開） 

 

授業時間外学習にかかわる情報 

授業中に提示する課題の準備に取り組むこと

が必要である。 

成績評価基準（授業評価方法） 

討論への参加状況と課題の水準によって総合

的に評価する 

受講条件（履修資格） 

 

メッセージ（受講のルール） 

 前期の「多文化共生教育の課題と実践」で

は、在日ブラジル人の教育を中心に扱いま

す。後期のこの授業では、在日ブラジル人以

外のエスニック・マイノリティの子どもの教

育を、外国の事例も含めてご紹介します。 

キーワード 

外国籍児童生徒、エスニック・マイノリテ

ィ、児童生徒支援、学校運営 

この授業の基礎となる科目 

多文化共生教育の課題と実践 

次に履修が望まれる科目 

 

関連授業科目 

多文化共生教育の課題と実践 

授業の形式（授業方法） 

研究者教員と実務家教員の TT によって進め



る。授業は、教員からの講義、受講生との討

論、受講生の課題発表から構成する。 

備考 

 

備考 

 

教科書・参考書に関する補足情報 

 

コース管理システム（Moodle）へのリンク 

 

責任教員コード 

24618616 

学生用連絡先 

A 棟 5階 503 号室 TEL 027-220-7380 

学生用開示用メールアドレス 

shindo@gunma-u.ac.jp 

オフィスアワー 

毎週月曜日 10:20-11:50 A 棟 5階 503 室 

毎週火曜日 10:20-11:50 A 棟 5階 503 室 

教員ホームページ 

 

関連ホームページ 

 

 

開講年度 2019 

開講学期  

開講学部学

科等 

大学院教育学研究科（専門職

学位課程） 

時間割番号 EM1035 

科目名 学校評価の課題と実践 

英文科目名 School evaluation 

担当教員名 野村 晃男 [Akio Nomura], 

山 崎  雄 介  [Yamazaki 

Yusuke] 

担当教員英

文名 

野村 晃男 [Akio Nomura], 

山 崎  雄 介  [Yamazaki 

Yusuke] 

授業科目区

分（科目分

野名） 

 

対象学生  

対象年次  

授業科目 

 

授業の目的（授業の目標及び期待される効

果） 

データにもとづく学校改善をミドルリーダー

として牽引できる基礎的力量を形成する。専

門職学位課程ディプロマポリシーの全項目に

わたり，「学校評価」という角度から力量形

成を行う。 

授業の到達目標（授業のレベル） 

中級～上級 

○学校の自己評価や外部評価に関わる理論

的・制度的背景の理解を深める。 

○学校評価に関わる様々な方法論を学び、自

らの学校評価に関わる能力を高める。 

○「学校評価ガイドライン」などに示された

今日的な学校課題についての理解を深める。 

ディプロマポリシー 

専門職学位課程ディプロマポリシー（改訂

案）の以下３項目にかかわる能力を，「学校

評価」という局面に即して育成する。 

(1) 学校現場の置かれている状況や児童・生

徒の現状などを的確に分析・把握し，課題を

明らかにする能力 

(2) 明らかになった課題に対し，対応策を構

築する能力 

(3) 構築した対応策を他者（同僚，保護者

等）との協働の中で実践し，その実践を評

価・再考察する能力 

授業概要・形式 

学校評価制度についての様々な観点からの講

義を聴講する。受講者自らも学校評価のため

の資料の収集や分析を行う。学修のまとめに

おいて受講者自らの学校評価フォーマットを

作成する。 

授業スケジュール（授業の展開） 

 

授業時間外学習にかかわる情報 

現職教員については自校の，学部新卒者につ

いては県内外の学校ホームページなどでみら

れる学校評価の項目等について検討すること

が求められる。 

成績評価基準（授業評価方法） 

授業におけるプレゼンテーション５０％ 

学校評価フォーマットの作成５０％ 

 

受講条件（履修資格） 

教職リーダー専攻１年生 

メッセージ（受講のルール） 

学校評価について多面的、体験的に学ぶこと

により、その意義を理解し、学校評価に関わ

る能力を高めたい。 

キーワード 

学校評価 情報開示 学校の説明責任  

この授業の基礎となる科目 

カリキュラム開発の課題と実践Ⅰ 

学校経営の課題と実践Ⅰ 

次に履修が望まれる科目 



 

関連授業科目 

 

授業の形式（授業方法） 

主として講義及び受講者によるプレゼンテー

ション 

備考 

 

参考書 1 

 新・学校評価の論理と実践 : 外部評価

の活用と内部評価の充実 

 ４３１６８００７１X 

 西村文男, 天笠茂, 堀井啓幸 編, 

 教育出版 

 2004 

参考書 2 

 学校評価の「問題」を読み解く : 学校

の潜在力の解発 

 ９７８４３１６８００５６１ 

 木岡一明 著, 

 教育出版 

 2004 

参考書 3 

 学校評価のしくみをどう創るか : 先進

5 カ国に学ぶ自律性の育て方 

 ４３１３６１０２６X 

 窪田眞二, 木岡一明 編著, 

 学陽書房 

 2004 

参考書 4 

 教職研修総合特集「新たな教員評価の導

入と展開」 

 ４８７３８０９２０７ 

  

 教育開発研究所 

 2006 

備考 

 

教科書・参考書に関する補足情報 

 

コース管理システム（Moodle）へのリンク 

 

責任教員コード 

24362900 

学生用連絡先 

 

学生用開示用メールアドレス 

 

オフィスアワー 

 

教員ホームページ 

 

関連ホームページ 

 

 

開講年度 2019 

開講学期  

開講学部学

科等 

大学院教育学研究科（専門職

学位課程） 

時間割番号 EM1044 

科目名 児童・生徒指導の課題と実践

Ⅱ 

英文科目名  

担当教員名 懸 川  武 史  [Kakegawa 

Takeshi] 

担当教員英

文名 

懸 川  武 史  [Kakegawa 

Takeshi] 

授業科目区

分（科目分

野名） 

 

対象学生  

対象年次  

授業科目 

 

授業の目的（授業の目標及び期待される効

果） 

教育活動における生徒指導、問題行動につい

て学修し、児童生徒理解に基づく実践の在り

方について学ぶ 

授業の到達目標（授業のレベル） 

 ・アセスメント、各理論とそのアプローチ

の知識獲得 

 ・事例研究による実践力の向上 

ディプロマポリシー 

４ 現代の社会における教育の意義，学校の

役割，教育に関する諸問題について，確かな

見 

 識を有している。 

５ 子どもの成長・発達とそれを支える大人

の役割について，十分に理解している。 

６ 子ども，親，同僚などとコミュニケーシ

ョンをとることができる。 

授業概要・形式 

 学校臨床の視点を理解し、教育活動におけ

る実践について学修し、解決モデルの在り方

を探究する。 

授業スケジュール（授業の展開） 

 オリエンテーション 

 臨床心理学 カウンセリング 心理療法 

 アセスメント ① 



 アセスメント ② 

 アセスメント ③ 

 精神分析 

 クライエント中心療法 

 行動療法 

 認知行動療法 

 ケース研究 ①  不登校 

 ケース研究 ②  いじめ 

 ケース研究 ③  非行 

 包括的なアプローチ ①  デザイン 

 包括的なアプローチ ② 

 リフレクション 

 レポート作成 

授業時間外学習にかかわる情報 

 授業スケジュールにより、割り当てられた

準備、リアクションペーパーへの記入。 

成績評価基準（授業評価方法） 

・生徒指導上の課題の明確な理解 ・事例検

討を通した生徒指導の在り方の理解 

第 8 回及び第 14 回のリフレクションでのレ

ポート ５０％ 

第 15 回 の レ ポ ー ト               

５０％ 

 ① キーワードの概念を理解し使用してい

る 

 ② 問題行動のメカニズムが理解できてい

る 

 ③ 理解に基づく生徒指導のアプローチの

理解できている 

 

 ①～③すべて達成 Ａ 2 項目達成 Ｂ 

1 項目達成 Ｃ 何れの項目も未達成 Ｄ 

  

受講条件（履修資格） 

 

メッセージ（受講のルール） 

 

キーワード 

 臨床心理学 アセスメント ケース研究 

カウンセリング 教育心理学 

この授業の基礎となる科目 

 

次に履修が望まれる科目 

 

関連授業科目 

 

授業の形式（授業方法） 

講義・ワーク・ケース検討 

備考 

 

備考 

 

教科書・参考書に関する補足情報 

 

コース管理システム（Moodle）へのリンク 

 

責任教員コード 

24554871 

学生用連絡先 

A 棟５階５０１号室 ＴＥＬ ２２０－７３

７２ 

学生用開示用メールアドレス 

peer_tk7ca@gunma-u.ac.jp 

オフィスアワー 

月曜日・水曜日 １２：４０～１４：２０ 

Ａ棟５階５０１室 

教員ホームページ 

 

関連ホームページ 

 

 

開講年度 2019 

開講学期  

開講学部学

科等 

大学院教育学研究科（専門職

学位課程） 

時間割番号 EM1045 

科目名 心理・発達アセスメント実習 

英文科目名  

担当教員名 音 山  若 穂  [Otoyama 

Wakaho], 大 島  み ず き 

[Oshima Mizuki] 

担当教員英

文名 

音 山  若 穂  [Otoyama 

Wakaho], 大 島  み ず き 

[Oshima Mizuki] 

授業科目区

分（科目分

野名） 

 

対象学生  

対象年次  

授業科目 

 

授業の目的（授業の目標及び期待される効

果） 

児童生徒理解のための心理検査、発達検査お

よび知能検査等の実施法と解釈の仕方を学

び、実施し、その結果に基づいた指導プログ

ラムの立案方法を学ぶ。同時に、アセスメン

トに必要な調査法やデータ処理の基礎知識に

ついても学ぶ。 

授業の到達目標（授業のレベル） 



心理検査、発達検査および知能検査等の実施

と解釈ができるようになる。 

結果に基づいた指導プログラムの立案ができ

る。 

アセスメントに必要な調査法やデータ処理の

基礎知識が身につく。 

 

ディプロマポリシー 

１ 学校現場の置かれている状況や児童・生

徒の現状などを的確に分析・把握し，課題を

明らかにする能力を身につけた者 

 

授業概要・形式 

Psychoeducational assessment 

受講者を被験者としてお互いにアセスメント

データを取り、データの処理や結果の解釈ま

で行なう。扱う検査の種類については、受講

者の関心領域や希望により相談の上で決定す

る。また、希望により、調査法やデータ処理

の基礎知識を扱う場合には、パソコンによる

実習を含む。 

授業スケジュール（授業の展開） 

 

授業時間外学習にかかわる情報 

検査結果の整理とレポート作成を含む。 

成績評価基準（授業評価方法） 

演習レポート（検査結果とその考察）に基づ

く評価 100% 

A: 100-80 / B: 79-70 / C:69-60 / D: 59-0 

受講条件（履修資格） 

 

メッセージ（受講のルール） 

 

キーワード 

 

この授業の基礎となる科目 

 

次に履修が望まれる科目 

 

関連授業科目 

 

授業の形式（授業方法） 

実習形式 

備考 

 

備考 

 

教科書・参考書に関する補足情報 

 

コース管理システム（Moodle）へのリンク 

 

責任教員コード 

24616067 

学生用連絡先 

B 棟 5階 B506号室 

学生用開示用メールアドレス 

otoyama@gunma-u.ac.jp 

オフィスアワー 

前期 毎週月曜・木曜 12:40-14:10 B 棟 5

階 506室 

後期 毎週月曜・火曜 12:40-14:10 B 棟 5

階 506室 

 

教員ホームページ 

http://kyoshin.edu.gunma-

u.ac.jp/~otoyama/ 

関連ホームページ 

 

 

開講年度 2019 

開講学期  

開講学部学

科等 

大学院教育学研究科（専門職

学位課程） 

時間割番号 EM1051 

科目名 児童生徒支援課題研究 

英文科目名 Action research in 

education 

担当教員名 佐藤 浩一 [Sato Koichi], 

田村 充 [Tamura Mitsuru] 

担当教員英

文名 

佐藤 浩一 [Sato Koichi], 

田村 充 [Tamura Mitsuru] 

授業科目区

分（科目分

野名） 

 

対象学生  

対象年次  

授業科目 

 

授業の目的（授業の目標及び期待される効

果） 

専門職学位課程 教職リーダー専攻 児童生

徒支援コースの必修科目である。各自の関

心、問題意識に基づいて、児童生徒の学習指

導の成果を上げる方法を、先行研究や先行実

践事例等を参考に検討することをねらいとす

る。受講生が次の能力を身につけることを目

指す：(1)学校現場の置かれている状況や児

童・生徒の現状などを的確に分析・把握し，

課題を明らかにする能力、(2)明らかになっ

た課題に対し，対応策を構築する能力、(3)



構築した対応策を他者（同僚，保護者等）と

の協働の中で実践し，その実践を評価・再考

察する能力。 

授業の到達目標（授業のレベル） 

学生は、学習支援に関連する理論や先行研究

を的確に理解できる、自分の捉えた課題解決

の方法を構想できる、実践の検証方法を提案

できる。 

ディプロマポリシー 

１ 学校現場の置かれている状況や児童・生

徒の現状などを的確に分析・把握し，課題を

明らかにする能力を身につけた者 

２ 明らかになった課題に対し，対応策を構

築する能力を身につけた者 

３ 構築した対応策を他者（同僚，保護者

等）との協働の中で実践し，その実践を評

価・再考察する能力を身につけた者 

 

授業概要・形式 

Action research in education 

教員は学生が以下の学習に取り組むのに必要

な指導を行う。(1)各自の関心、問題意識に

基づいて、児童生徒の学習指導の成果を上げ

る方法を、先行研究や先行実践事例等を参考

に検討する。(2)授業実践の成果を検証し、

児童生徒の学習にとって有益で、汎用性のあ

る知見を引き出す。毎回、研究者教員と実務

経験のある教員（小中学校教員・教育行政職

の経験を有する者）がティームティーチング

で行う。実務経験のある教員が、その実務経

験を生かして、小中学校現場での授業実践に

どのように心理学の理論を活用するかという

観点から、講義を行ったり、受講生の提案す

る模擬授業にアドバイスを行う。 全ての受

講者にとって初めて学習することが多いの

で、教員側から適宜、適切なサポートをす

る。 

授業スケジュール（授業の展開） 

 ガイダンス 担当：佐藤・田村 

 課題研究の実例に学ぶ 担当：佐藤・田

村 

 課題研究の実例に学ぶ 担当：佐藤・田

村 

 研究の進め方 担当：佐藤・田村 

 各受講者の捉える課題について 担当：

佐藤・田村 

 課題解決に生かせる先行研究、実践事例 

担当：佐藤・田村 

 課題解決に生かせる先行研究、実践事例 

担当：佐藤・田村 

 課題解決に生かせる先行研究、実践事例 

担当：佐藤・田村 

 実習を課題研究の視点で省察する 担

当：佐藤・田村 

 課題解決に生かせる先行研究、実践事例 

担当：佐藤・田村 

 課題解決に生かせる先行研究、実践事例 

担当：佐藤・田村 

 課題解決に生かせる先行研究、実践事例 

担当：佐藤・田村 

 課題解決に生かせる先行研究、実践事例 

担当：佐藤・田村 

 中間報告準備 担当：佐藤・田村 

 まとめ 担当：佐藤・田村 

授業時間外学習にかかわる情報 

各自のテーマに基づいて、自律的に、先行研

究の検討、自分の授業実践の構想などを進め

ること。 

成績評価基準（授業評価方法） 

「成績評価の方法」複数回のレポート発表

（70%）、まとめの報告（30%） 

 

「成績評価基準」心理学の理論知と学校現場

の実践知の両者に立脚して、児童生徒の学習

を支援する有効な手立てを構想し、授業とし

て提案できること。 

受講条件（履修資格） 

教職大学院の１・２年次 

メッセージ（受講のルール） 

このシラバスは、佐藤・田村ゼミのものであ

る。他のゼミについては、当該のシラバスを

参照すること。 

キーワード 

学習、認知、知識、理論、実践、実務経験 

この授業の基礎となる科目 

「学習支援の課題と実践Ⅰ」、「学習支援の課

題と実践Ⅱ」 

 

次に履修が望まれる科目 

課題解決実習 

関連授業科目 

 

授業の形式（授業方法） 

ゼミ形式。研究者教員（佐藤）と実務家教員

（田村）のティーム・ティーチングによる。 

備考 

 

参考書 1 

 学習の支援と教育評価 : 理論と実践の

協同 



 9784762828010 

 佐藤浩一 編著, 

 北大路書房 

 2013 

参考書 2 

 学習支援のツボ : 認知心理学者が教室

で考えたこと 

 9784762828652 

 佐藤浩一 著, 

 北大路書房 

 2014 

備考 

そのほか、「学習支援の課題と実践Ⅰ・Ⅱ」

の参考書に準ずる。 

教科書・参考書に関する補足情報 

 

コース管理システム（Moodle）へのリンク 

 

責任教員コード 

64140672 

学生用連絡先 

Ｂ棟５階５０８号室 内線７３７６ 

学生用開示用メールアドレス 

sato@gunma-u.ac.jp 

オフィスアワー 

毎週 月曜日の７・８校時、火曜日の３・４

校時 

Ｂ棟５階５０８号室 

不在の場合は、ドアにメッセージ（連絡先）

を貼付してください。 

教員ホームページ 

 

関連ホームページ 

 

 

開講年度 2019 

開講学期  

開講学部学

科等 

大学院教育学研究科（専門職

学位課程） 

時間割番号 EM1052 

科目名 児童生徒支援課題研究 

英文科目名 Action research in 

education. 

担当教員名 佐藤 浩一 [Sato Koichi], 

田村 充 [Tamura Mitsuru] 

担当教員英

文名 

佐藤 浩一 [Sato Koichi], 

田村 充 [Tamura Mitsuru] 

授業科目区

分（科目分

野名） 

 

対象学生  

対象年次  

授業科目 

 

授業の目的（授業の目標及び期待される効

果） 

専門職学位課程 教職リーダー専攻 児童生徒

支援コースの必修科目である。各自の関心、

問題意識に基づいて、児童生徒の学習指導の

成果を上げる方法を、先行研究や先行実践事

例等を参考に検討することをねらいとする。

受講生が次の能力を身につけることを目指

す：(1)学校現場の置かれている状況や児

童・生徒の現状などを的確に分析・把握し，

課題を明らかにする能力、(2)明らかになっ

た課題に対し，対応策を構築する能力、(3)

構築した対応策を他者（同僚，保護者等）と

の協働の中で実践し，その実践を評価・再考

察する能力。 

授業の到達目標（授業のレベル） 

学生は、学習支援に関連する理論や先行研究

を理解出来る、自分の捉えた課題解決の方法

を構想できる、検証方法を提案できる。２年

次の学生は以上に加えて、実践成果を検証し

適切に報告できる。 

 

ディプロマポリシー 

１ 学校現場の置かれている状況や児童・生

徒の現状などを的確に分析・把握し，課題を

明らかにする能力を身につけた者 

２ 明らかになった課題に対し，対応策を構

築する能力を身につけた者 

３ 構築した対応策を他者（同僚，保護者

等）との協働の中で実践し，その実践を評

価・再考察する能力を身につけた者 

授業概要・形式 

Action research in education 

教師は学生が以下の学習を進めるのに必要な

指導を行う：(1)各自の関心、問題意識に基

づいて、児童生徒の学習指導の成果を上げる

方法を、先行研究や先行実践事例等を参考に

検討する。(2)授業実践の成果を検証し、児

童生徒の学習にとって有益で、汎用性のある

知見を引き出す。全ての受講者にとって初め

て学習することが多いので、教員側から適

宜、適切なサポートをする。 

毎回、研究者教員と実務経験のある教員（小

中学校教員・教育行政職の経験を有する者）

がティームティーチングで行う。実務経験の

ある教員が、その実務経験を生かして、小中



学校現場での授業実践にどのように心理学の

理論を活用するかという観点から指導を行

う。 

授業スケジュール（授業の展開） 

 ガイダンス 担当：佐藤・田村 

 課題解決に生かせる先行研究、実践事例 

担当：佐藤・田村 

 課題解決に生かせる先行研究、実践事例 

担当：佐藤・田村 

 課題解決に生かせる先行研究、実践事例 

担当：佐藤・田村 

 課題解決に生かせる先行研究、実践事例 

担当：佐藤・田村 

 指導案の検討 担当：佐藤・田村 

 指導案の検討 担当：佐藤・田村 

 指導案の検討 

 指導案の検討 担当：佐藤・田村 

 指導案の検討 担当：佐藤・田村 

 検証方法の検討 担当：佐藤・田村 

 検証方法の検討 担当：佐藤・田村 

 検証方法の検討 担当：佐藤・田村 

 まとめの報告 担当：佐藤・田村 

 まとめ 担当：佐藤・田村 

授業時間外学習にかかわる情報 

各自の研究テーマに則して、自律的に、先行

研究の検討、授業実践の構想、等を進めるこ

と。 

成績評価基準（授業評価方法） 

「成績評価の方法」複数回のレポート報告

（70%）、最終レポート（30%） 

 

「成績評価基準」心理学の理論知と学校現場

の実践知の両者に立脚して、児童生徒の学習

を支援する有効な手立てを構想し、授業とし

て提案できること。 

受講条件（履修資格） 

教職大学院の１・２年次 

メッセージ（受講のルール） 

このシラバスは、佐藤・田村ゼミのものであ

る。他のゼミついては当該教員によるシラバ

スを参照すること。 

キーワード 

学習、認知、知識、理論、実践、実務経験 

この授業の基礎となる科目 

「学習支援の課題と実践Ⅰ」、「学習支援の課

題と実践Ⅱ」 

 

次に履修が望まれる科目 

課題解決実習 

関連授業科目 

 

授業の形式（授業方法） 

ゼミ形式。研究者教員（佐藤）と実務家教員

（田村）のティーム・ティーチングによる。 

備考 

 

参考書 1 

 学習の支援と教育評価 : 理論と実践の

協同 

 9784762828010 

 佐藤浩一 編著, 

 北大路書房 

 2013 

参考書 2 

 学習支援のツボ : 認知心理学者が教室

で考えたこと 

 9784762828652 

 佐藤浩一 著, 

 北大路書房 

 2014 

備考 

そのほか、「学習支援の課題と実践Ⅰ・Ⅱ」

の参考書に準ずる。 

教科書・参考書に関する補足情報 

 

コース管理システム（Moodle）へのリンク 

 

責任教員コード 

64140672 

学生用連絡先 

Ｂ棟５階５０８号室 内線７３７６ 

学生用開示用メールアドレス 

sato@gunma-u.ac.jp 

オフィスアワー 

毎週 月曜日の７・８校時、火曜日の３・４

校時 

Ｂ棟５階５０８号室 

不在の場合は、ドアにメッセージ（連絡先）

を貼付してください。 

教員ホームページ 

 

関連ホームページ 

 

 

開講年度 2019 

開講学期  

開講学部学

科等 

大学院教育学研究科（専門職

学位課程） 

時間割番号 EM1053 

科目名 児童生徒支援課題研究 



英文科目名 Action research in 

education. 

担当教員名 山 口  陽 弘  [Yamaguchi 

Akihiro], 平 林  茂 

[Shigeru Hirabayashi] 

担当教員英

文名 

山 口  陽 弘  [Yamaguchi 

Akihiro], 平 林  茂 

[Shigeru Hirabayashi] 

授業科目区

分（科目分

野名） 

 

対象学生  

対象年次  

授業科目 

 

授業の目的（授業の目標及び期待される効

果） 

院生各人が課題研究を進めることを支援する

こと 

授業の到達目標（授業のレベル） 

二年間で課題研究報告書をまとめることを最

終目標とする。 

ディプロマポリシー 

1,2 

学校現場の置かれている状況や児童・生徒の

現状などを的確に分析・把握し，課題を明ら

かにする能力を身につけた者 

授業概要・形式 

実務家教員と研究者教員との共同での指導。 

授業スケジュール（授業の展開） 

 

授業時間外学習にかかわる情報 

課題研究のテーマについて、指導した助言を

もとに自学自習すること。 

成績評価基準（授業評価方法） 

課題研究を二年間で完成させられるか否かと

いう視点で判定している。進行状況が十分高

ければ A、やや不十分なら B、かなり不十分

ならば C、このままでは書けないというよう

であれば Dとする。 

受講条件（履修資格） 

 

メッセージ（受講のルール） 

 

キーワード 

 

この授業の基礎となる科目 

 

次に履修が望まれる科目 

 

関連授業科目 

 

授業の形式（授業方法） 

各自の発表に対して、研究者教員と実務家教

員とがコメント、指導、他の受講生もディス

カッション。 

備考 

 

備考 

 

教科書・参考書に関する補足情報 

 

コース管理システム（Moodle）へのリンク 

 

責任教員コード 

24431267 

学生用連絡先 

B 棟５階 510 号室 027-220-7375 

学生用開示用メールアドレス 

akihiro-y@gunma-u.ac.jp 

オフィスアワー 

毎週月曜 午前 10 時～12時 B510 

  火曜 午前 10 時～12時 B510 

教員ホームページ 

 

関連ホームページ 

 

 

開講年度 2019 

開講学期  

開講学部学

科等 

大学院教育学研究科（専門職

学位課程） 

時間割番号 EM1054 

科目名 児童生徒支援課題研究 

英文科目名 Action research in 

education. 

担当教員名 山 口  陽 弘  [Yamaguchi 

Akihiro], 平 林  茂 

[Shigeru Hirabayashi] 

担当教員英

文名 

山 口  陽 弘  [Yamaguchi 

Akihiro], 平 林  茂 

[Shigeru Hirabayashi] 

授業科目区

分（科目分

野名） 

 

対象学生  

対象年次  

授業科目 

 

授業の目的（授業の目標及び期待される効



果） 

 課題を発見し、課題の分析、課題解決のた

めの対応策の立案、実践、省察、他者へのプ

レゼンテーションといった学校現場の課題解

決に向けた高度の一連の諸能力と技能を習得

する。 

授業の到達目標（授業のレベル） 

児童生徒支援の課題を把握し、その解決の方

途を構想できる。 

ディプロマポリシー 

1 学校現場の置かれている状況や児童・生徒

の現状などを的確に分析・把握し、課題を明

らかにする能力を身につけた者 

2 明らかになった課題に対し、対応策を構

築する能力を身につけた者 

授業概要・形式 

 受講者が自ら課題を設定して、教員の指導

のもと、個別に進めていく。 

授業スケジュール（授業の展開） 

 

授業時間外学習にかかわる情報 

毎回提示される課題への準備が必要である。 

成績評価基準（授業評価方法） 

 課題分析とまとめ５０％ プレゼンテーシ

ョン５０％ 

受講条件（履修資格） 

 教職大学院１年生・２年生 

メッセージ（受講のルール） 

 必要に応じて、予定した授業時間以外でも

先進校訪問等を行う。受講者個人のペースに

より授業（助言等）を弾力的に実施すること

がある。 

キーワード 

 

この授業の基礎となる科目 

 

次に履修が望まれる科目 

 

関連授業科目 

 

授業の形式（授業方法） 

 ティームティーチング 

備考 

 

備考 

 

教科書・参考書に関する補足情報 

 

コース管理システム（Moodle）へのリンク 

 

責任教員コード 

24431267 

学生用連絡先 

B 棟５階 510 号室 027-220-7375 

学生用開示用メールアドレス 

akihiro-y@gunma-u.ac.jp 

オフィスアワー 

毎週月曜 午前 10 時～12時 B510 

  火曜 午前 10 時～12時 B510 

教員ホームページ 

 

関連ホームページ 

 

 

開講年度 2019 

開講学期  

開講学部学

科等 

大学院教育学研究科（専門職

学位課程） 

時間割番号 EM1055 

科目名 児童生徒支援課題研究 

英文科目名 Action research in 

education. 

担当教員名 音 山  若 穂  [Otoyama 

Wakaho], 懸 川  武 史 

[Kakegawa Takeshi] 

担当教員英

文名 

音 山  若 穂  [Otoyama 

Wakaho], 懸 川  武 史 

[Kakegawa Takeshi] 

授業科目区

分（科目分

野名） 

 

対象学生  

対象年次  

授業科目 

 

授業の目的（授業の目標及び期待される効

果） 

児童生徒支援に関する内外の先行研究や実践

事例を概観し、受講者各自の教育実践上の課

題を明確にするとともに、各自の課題の解決

に向けたプランの提案、実践、および実践後

のリフレクションを行なう。 

 

 

授業の到達目標（授業のレベル） 

児童生徒支援に関する先行研究や実践事例を

理解している。 

各自の教育実践上の課題を把握し、その解決

方法を立案できる。 

実践のリフレクションと、実践の基礎的な効



果検証が行える。 

 

ディプロマポリシー 

１ 学校現場の置かれている状況や児童・生

徒の現状などを的確に分析・把握し，課題を

明らかにする能力を身につけた者 

２ 明らかになった課題に対し，対応策を構

築する能力を身につけた者 

３ 構築した対応策を他者（同僚，保護者

等）との協働の中で実践し，その実践を評

価・再考察する能力を身につけた者 

授業概要・形式 

Action research in education 

１）児童生徒支援に関する内外の先行研究や

実践事例を概観し、受講者各自の教育実践上

の課題を明確にする 

２）各自の課題の解決に向けたプランの提

案、実践、および実践後のリフレクションを

行なう 

 

 

授業スケジュール（授業の展開） 

 

授業時間外学習にかかわる情報 

各自のテーマに基づき、先行研究・授業実践

の資料の収集、分析、プレゼンテーション準

備 

 

成績評価基準（授業評価方法） 

授業中のプレゼンテーション（７０％）、レ

ポート（報告会資料、３０％） 

（評価基準）１）各自のテーマに基づき必要

な先行研究や実践事例が検討されているこ

と、２）児童生徒支援の有効な実践に向けた

提案もしくは報告がなされていること 

A: 100-80 / B: 79-70 / C:69-60 / D: 59-0 

受講条件（履修資格） 

教職大学院の１・２年次 

メッセージ（受講のルール） 

 

キーワード 

 

この授業の基礎となる科目 

 

次に履修が望まれる科目 

課題解決実習 

関連授業科目 

 

授業の形式（授業方法） 

ゼミ形式。研究者教員（音山）と実務家教員

（懸川）のティーム・ティーチングによる。 

備考 

 

備考 

 

教科書・参考書に関する補足情報 

 

コース管理システム（Moodle）へのリンク 

 

責任教員コード 

24616067 

学生用連絡先 

B 棟 5階 B506号室 

学生用開示用メールアドレス 

otoyama@gunma-u.ac.jp 

オフィスアワー 

前期 毎週月曜・木曜 12:40-14:10 B 棟 5

階 506室 

後期 毎週月曜・火曜 12:40-14:10 B 棟 5

階 506室 

 

教員ホームページ 

http://kyoshin.edu.gunma-

u.ac.jp/~otoyama/ 

関連ホームページ 

 

 

開講年度 2019 

開講学期  

開講学部学

科等 

大学院教育学研究科（専門職

学位課程） 

時間割番号 EM1056 

科目名 児童生徒支援課題研究 

英文科目名 Action research in 

education. 

担当教員名 音 山  若 穂  [Otoyama 

Wakaho], 懸 川  武 史 

[Kakegawa Takeshi] 

担当教員英

文名 

音 山  若 穂  [Otoyama 

Wakaho], 懸 川  武 史 

[Kakegawa Takeshi] 

授業科目区

分（科目分

野名） 

 

対象学生  

対象年次  

授業科目 

 

授業の目的（授業の目標及び期待される効

果） 



児童生徒支援に関する内外の先行研究や実践

事例を概観し、受講者各自の教育実践上の課

題を明確にするとともに、各自の課題の解決

に向けたプランの提案、実践、および実践後

のリフレクションを行なう。 

 

 

授業の到達目標（授業のレベル） 

児童生徒支援に関する先行研究や実践事例を

理解している。 

各自の教育実践上の課題を把握し、その解決

方法を立案できる。 

実践のリフレクションと、実践の基礎的な効

果検証が行える。 

 

ディプロマポリシー 

１ 学校現場の置かれている状況や児童・生

徒の現状などを的確に分析・把握し，課題を

明らかにする能力を身につけた者 

２ 明らかになった課題に対し，対応策を構

築する能力を身につけた者 

３ 構築した対応策を他者（同僚，保護者

等）との協働の中で実践し，その実践を評

価・再考察する能力を身につけた者 

授業概要・形式 

Action research in education 

１）児童生徒支援に関する内外の先行研究や

実践事例を概観し、受講者各自の教育実践上

の課題を明確にする 

２）各自の課題の解決に向けたプランの提

案、実践、および実践後のリフレクションを

行なう 

 

 

授業スケジュール（授業の展開） 

 

授業時間外学習にかかわる情報 

各自のテーマに基づき、先行研究・授業実践

の資料の収集、分析、プレゼンテーション準

備 

 

成績評価基準（授業評価方法） 

授業中のプレゼンテーション（７０％）、レ

ポート（報告会資料、３０％） 

（評価基準）１）各自のテーマに基づき必要

な先行研究や実践事例が検討されているこ

と、２）児童生徒支援の有効な実践に向けた

提案もしくは報告がなされていること 

A: 100-80 / B: 79-70 / C:69-60 / D: 59-0 

受講条件（履修資格） 

教職大学院の１・２年次 

メッセージ（受講のルール） 

 

キーワード 

 

この授業の基礎となる科目 

 

次に履修が望まれる科目 

課題解決実習 

関連授業科目 

 

授業の形式（授業方法） 

ゼミ形式。研究者教員（音山）と実務家教員

（懸川）のティーム・ティーチングによる。 

備考 

 

備考 

 

教科書・参考書に関する補足情報 

 

コース管理システム（Moodle）へのリンク 

 

責任教員コード 

24616067 

学生用連絡先 

B 棟 5階 B506号室 

学生用開示用メールアドレス 

otoyama@gunma-u.ac.jp 

オフィスアワー 

前期 毎週月曜・木曜 12:40-14:10 B 棟 5

階 506室 

後期 毎週月曜・火曜 12:40-14:10 B 棟 5

階 506室 

 

教員ホームページ 

http://kyoshin.edu.gunma-

u.ac.jp/~otoyama/ 

関連ホームページ 

 

 

開講年度 2019 

開講学期  

開講学部学

科等 

大学院教育学研究科（専門職

学位課程） 

時間割番号 EM1057 

科目名 児童生徒支援課題研究 

英文科目名 Action research in 

education. 

担当教員名 大 島  み ず き  [Oshima 

Mizuki], 懸 川  武 史 



[Kakegawa Takeshi] 

担当教員英

文名 

大 島  み ず き  [Oshima 

Mizuki], 懸 川  武 史 

[Kakegawa Takeshi] 

授業科目区

分（科目分

野名） 

 

対象学生  

対象年次  

授業科目 

 

授業の目的（授業の目標及び期待される効

果） 

児童生徒支援に関する内外の先行研究や実践

事例を概観し、受講者各自の教育実践上の課

題を明確にするとともに、各自の課題の解決

に向けたプランの提案、実践、および実践後

のリフレクションを行なう。 

 

 

授業の到達目標（授業のレベル） 

児童生徒支援に関する先行研究や実践事例を

理解している。 

各自の教育実践上の課題を把握し、その解決

方法を立案できる。 

実践のリフレクションと、実践の基礎的な効

果検証が行える。 

 

ディプロマポリシー 

１ 学校現場の置かれている状況や児童・生

徒の現状などを的確に分析・把握し，課題を

明らかにする能力を身につけた者 

２ 明らかになった課題に対し，対応策を構

築する能力を身につけた者 

３ 構築した対応策を他者（同僚，保護者

等）との協働の中で実践し，その実践を評

価・再考察する能力を身につけた者 

授業概要・形式 

Action research in education 

１）児童生徒支援に関する内外の先行研究や

実践事例を概観し、受講者各自の教育実践上

の課題を明確にする 

２）各自の課題の解決に向けたプランの提

案、実践、および実践後のリフレクションを

行なう 

 

 

授業スケジュール（授業の展開） 

 

授業時間外学習にかかわる情報 

各自のテーマに基づき、先行研究・授業実践

の資料の収集、分析、プレゼンテーション準

備 

 

成績評価基準（授業評価方法） 

授業中のプレゼンテーション（７０％）、レ

ポート（報告会資料、３０％） 

（評価基準）１）各自のテーマに基づき必要

な先行研究や実践事例が検討されているこ

と、２）児童生徒支援の有効な実践に向けた

提案もしくは報告がなされていること 

A: 100-80 / B: 79-70 / C:69-60 / D: 59-0 

受講条件（履修資格） 

教職大学院の１・２年次 

メッセージ（受講のルール） 

 

キーワード 

 

この授業の基礎となる科目 

 

次に履修が望まれる科目 

課題解決実習 

関連授業科目 

 

授業の形式（授業方法） 

ゼミ形式。研究者教員（音山）と実務家教員

（懸川）のティーム・ティーチングによる。 

備考 

 

備考 

 

教科書・参考書に関する補足情報 

 

コース管理システム（Moodle）へのリンク 

 

責任教員コード 

24738863 

学生用連絡先 

 

学生用開示用メールアドレス 

mi-oshima@gunma-u.ac.jp 

オフィスアワー 

前期 

毎週火曜日 9:00-10:00 

毎週木曜日 9:30-12:30    

後期 

毎週月曜日 10:30-12:30 

毎週火曜日 9:30-10:00 

 

B 棟 5階 509 室 



教員ホームページ 

 

関連ホームページ 

 

 

開講年度 2019 

開講学期  

開講学部学

科等 

大学院教育学研究科（専門職

学位課程） 

時間割番号 EM1058 

科目名 児童生徒支援課題研究 

英文科目名 Action research in 

education. 

担当教員名 大 島  み ず き  [Oshima 

Mizuki], 懸 川  武 史 

[Kakegawa Takeshi] 

担当教員英

文名 

大 島  み ず き  [Oshima 

Mizuki], 懸 川  武 史 

[Kakegawa Takeshi] 

授業科目区

分（科目分

野名） 

 

対象学生  

対象年次  

授業科目 

 

授業の目的（授業の目標及び期待される効

果） 

児童生徒支援に関する内外の先行研究や実践

事例を概観し、受講者各自の教育実践上の課

題を明確にするとともに、各自の課題の解決

に向けたプランの提案、実践、および実践後

のリフレクションを行なう。 

 

 

授業の到達目標（授業のレベル） 

児童生徒支援に関する先行研究や実践事例を

理解している。 

各自の教育実践上の課題を把握し、その解決

方法を立案できる。 

実践のリフレクションと、実践の基礎的な効

果検証が行える。 

 

ディプロマポリシー 

１ 学校現場の置かれている状況や児童・生

徒の現状などを的確に分析・把握し，課題を

明らかにする能力を身につけた者 

２ 明らかになった課題に対し，対応策を構

築する能力を身につけた者 

３ 構築した対応策を他者（同僚，保護者

等）との協働の中で実践し，その実践を評

価・再考察する能力を身につけた者 

授業概要・形式 

Action research in education 

１）児童生徒支援に関する内外の先行研究や

実践事例を概観し、受講者各自の教育実践上

の課題を明確にする 

２）各自の課題の解決に向けたプランの提

案、実践、および実践後のリフレクションを

行なう 

 

 

授業スケジュール（授業の展開） 

 

授業時間外学習にかかわる情報 

各自のテーマに基づき、先行研究・授業実践

の資料の収集、分析、プレゼンテーション準

備 

 

成績評価基準（授業評価方法） 

授業中のプレゼンテーション（７０％）、レ

ポート（報告会資料、３０％） 

（評価基準）１）各自のテーマに基づき必要

な先行研究や実践事例が検討されているこ

と、２）児童生徒支援の有効な実践に向けた

提案もしくは報告がなされていること 

A: 100-80 / B: 79-70 / C:69-60 / D: 59-0 

受講条件（履修資格） 

教職大学院の１・２年次 

メッセージ（受講のルール） 

 

キーワード 

 

この授業の基礎となる科目 

 

次に履修が望まれる科目 

課題解決実習 

関連授業科目 

 

授業の形式（授業方法） 

ゼミ形式。研究者教員（音山）と実務家教員

（懸川）のティーム・ティーチングによる。 

備考 

 

備考 

 

教科書・参考書に関する補足情報 

 

コース管理システム（Moodle）へのリンク 

 



責任教員コード 

24738863 

学生用連絡先 

 

学生用開示用メールアドレス 

mi-oshima@gunma-u.ac.jp 

オフィスアワー 

前期 

毎週火曜日 9:00-10:00 

毎週木曜日 9:30-12:30    

後期 

毎週月曜日 10:30-12:30 

毎週火曜日 9:30-10:00 

 

B 棟 5階 509 室 

教員ホームページ 

 

関連ホームページ 

 

 

開講年度 2019 

開講学期  

開講学部学

科等 

大学院教育学研究科（専門職

学位課程） 

時間割番号 EM1059 

科目名 児童生徒支援課題研究 

英文科目名 Action research in 

education. 

担当教員名 三 澤  紘一郎  [Koichiro 

Misawa], 立 見  康 彦 

[Tatsumi Yasuhiko] 

担当教員英

文名 

三 澤  紘一郎  [Koichiro 

Misawa], 立 見  康 彦 

[Tatsumi Yasuhiko] 

授業科目区

分（科目分

野名） 

 

対象学生  

対象年次  

授業科目 

 

授業の目的（授業の目標及び期待される効

果） 

受講生が課題研究を進めるにあたっての支援

をすること。 

授業の到達目標（授業のレベル） 

・テーマを精選することができる 

・先行研究を読み、分析できること 

 

 

ディプロマポリシー 

１ 学校現場の置かれている状況や児童・生

徒の現状などを的確に分析・把握し，課題を

明らかにする能力を身につけた者 

２ 明らかになった課題に対し，対応策を構

築する能力を身につけた者 

授業概要・形式 

論文作成の基本的な作法について、実務家教

員と研究者教員とが共同で指導にあたる。 

 

授業スケジュール（授業の展開） 

 

授業時間外学習にかかわる情報 

先行文献を広く渉猟し、批判的に検討するこ

と。 

成績評価基準（授業評価方法） 

毎週の課題の達成度に応じる。 

受講条件（履修資格） 

 

メッセージ（受講のルール） 

 

キーワード 

 

この授業の基礎となる科目 

 

次に履修が望まれる科目 

 

関連授業科目 

 

授業の形式（授業方法） 

講義、演習、対話・討論 

備考 

 

備考 

 

教科書・参考書に関する補足情報 

 

コース管理システム（Moodle）へのリンク 

 

責任教員コード 

24738964 

学生用連絡先 

教育学部 A棟 5 階 A504 Tel: 027-220-7373 

学生用開示用メールアドレス 

kmisawa@gunma-u.ac.jp 

オフィスアワー 

火曜日： 13.00-16.00 

教員ホームページ 

 

関連ホームページ 



 

 

開講年度 2019 

開講学期  

開講学部学

科等 

大学院教育学研究科（専門職

学位課程） 

時間割番号 EM1060 

科目名 児童生徒支援課題研究 

英文科目名 Action research in 

education. 

担当教員名 三 澤  紘一郎  [Koichiro 

Misawa], 立 見  康 彦 

[Tatsumi Yasuhiko] 

担当教員英

文名 

三 澤  紘一郎  [Koichiro 

Misawa], 立 見  康 彦 

[Tatsumi Yasuhiko] 

授業科目区

分（科目分

野名） 

 

対象学生  

対象年次  

授業科目 

 

授業の目的（授業の目標及び期待される効

果） 

受講生が課題研究を進めるにあたっての支援

をすること。 

授業の到達目標（授業のレベル） 

・テーマを精選することができる 

・先行研究を読み、分析できること 

 

 

ディプロマポリシー 

１ 学校現場の置かれている状況や児童・生

徒の現状などを的確に分析・把握し，課題を

明らかにする能力を身につけた者 

２ 明らかになった課題に対し，対応策を構

築する能力を身につけた者 

授業概要・形式 

論文作成の基本的な作法について、実務家教

員と研究者教員とが共同で指導にあたる。 

 

授業スケジュール（授業の展開） 

 

授業時間外学習にかかわる情報 

先行文献を広く渉猟し、批判的に検討するこ

と。 

成績評価基準（授業評価方法） 

毎週の課題の達成度に応じる。 

受講条件（履修資格） 

 

メッセージ（受講のルール） 

 

キーワード 

 

この授業の基礎となる科目 

 

次に履修が望まれる科目 

 

関連授業科目 

 

授業の形式（授業方法） 

講義、演習、対話・討論 

備考 

 

備考 

 

教科書・参考書に関する補足情報 

 

コース管理システム（Moodle）へのリンク 

 

責任教員コード 

24738964 

学生用連絡先 

教育学部 A棟 5 階 A504 Tel: 027-220-7373 

学生用開示用メールアドレス 

kmisawa@gunma-u.ac.jp 

オフィスアワー 

火曜日： 13.00-16.00 

教員ホームページ 

 

関連ホームページ 

 

 

開講年度 2019 

開講学期  

開講学部学

科等 

大学院教育学研究科（専門職

学位課程） 

時間割番号 EM1061 

科目名 児童生徒支援課題研究 

英文科目名 Action research in 

education. 

担当教員名 山 崎  雄 介  [Yamazaki 

Yusuke], 木 村  淳 一 

[Junichi Kimura] 

担当教員英

文名 

山 崎  雄 介  [Yamazaki 

Yusuke], 木 村  淳 一 

[Junichi Kimura] 

授業科目区

分（科目分

 



野名） 

対象学生  

対象年次  

授業科目 

 

授業の目的（授業の目標及び期待される効

果） 

課題を発見し、課題の分析、課題解決のため

の対応策の立案、実践、省察、他者へのプレ

ゼンテーションといった学校現場の課題経穴

に向けた高度の一連の諸能力と技能を習得す

る。 

授業の到達目標（授業のレベル） 

中級～上級 

ディプロマポリシー 

専門職学位課程ディプロマポリシー（改訂

案）の以下３項目にかかわる能力の育成の集

大成とする。 

(1) 学校現場の置かれている状況や児童・生

徒の現状などを的確に分析・把握し，課題を

明らかにする能力 

(2) 明らかになった課題に対し，対応策を構

築する能力 

(3) 構築した対応策を他者（同僚，保護者

等）との協働の中で実践し，その実践を評

価・再考察する能力 

授業概要・形式 

ティームティーチングによる演習，実習形式 

授業スケジュール（授業の展開） 

 

授業時間外学習にかかわる情報 

必要に応じて、予定した授業時間以外でも先

進校訪問等を行う。受講者個人のペースによ

り授業（助言等）を弾力的に実施することが

ある。 

成績評価基準（授業評価方法） 

授業中の報告 50％，中間報告会でのプレゼ

ンテーション 50％ 

受講条件（履修資格） 

学校運営コース１年生，２年生 

メッセージ（受講のルール） 

 

キーワード 

授業，生徒指導，課題研究 

この授業の基礎となる科目 

 

次に履修が望まれる科目 

 

関連授業科目 

 

授業の形式（授業方法） 

１年生：演習 

２年生：個別指導及び演習 

備考 

 

備考 

 

教科書・参考書に関する補足情報 

 

コース管理システム（Moodle）へのリンク 

 

責任教員コード 

56680507 

学生用連絡先 

教育学部Ａ棟５階Ａ５０２号室 TEL 027-

220-7371 

学生用開示用メールアドレス 

y-yusuke@gunma-u.ac.jp 

オフィスアワー 

前期：毎週火曜日および水曜日 PM.12:50-

PM.14:20 教育学部Ａ棟５階Ａ５０２号室 

不在の場合はメールにて連絡を。 

後期：同上。 

教員ホームページ 

 

関連ホームページ 

 

 

開講年度 2019 

開講学期  

開講学部学

科等 

大学院教育学研究科（専門職

学位課程） 

時間割番号 EM1062 

科目名 児童生徒支援課題研究 

英文科目名 Action research in 

education. 

担当教員名 山 崎  雄 介  [Yamazaki 

Yusuke], 木 村  淳 一 

[Junichi Kimura] 

担当教員英

文名 

山 崎  雄 介  [Yamazaki 

Yusuke], 木 村  淳 一 

[Junichi Kimura] 

授業科目区

分（科目分

野名） 

 

対象学生  

対象年次  

授業科目 

 

授業の目的（授業の目標及び期待される効



果） 

課題を発見し、課題の分析、課題解決のため

の対応策の立案、実践、省察、他者へのプレ

ゼンテーションといった学校現場の課題経穴

に向けた高度の一連の諸能力と技能を習得す

る。 

授業の到達目標（授業のレベル） 

中級～上級 

ディプロマポリシー 

専門職学位課程ディプロマポリシー（改訂

案）の以下３項目にかかわる能力の育成の集

大成とする。 

(1) 学校現場の置かれている状況や児童・生

徒の現状などを的確に分析・把握し，課題を

明らかにする能力 

(2) 明らかになった課題に対し，対応策を構

築する能力 

(3) 構築した対応策を他者（同僚，保護者

等）との協働の中で実践し，その実践を評

価・再考察する能力 

授業概要・形式 

ティームティーチングによる演習，実習形式 

授業スケジュール（授業の展開） 

 

授業時間外学習にかかわる情報 

必要に応じて、予定した授業時間以外でも先

進校訪問等を行う。受講者個人のペースによ

り授業（助言等）を弾力的に実施することが

ある。 

成績評価基準（授業評価方法） 

授業中の報告 50％，中間報告会でのプレゼ

ンテーション 50％ 

受講条件（履修資格） 

学校運営コース１年生，２年生 

メッセージ（受講のルール） 

 

キーワード 

授業，生徒指導，課題研究 

この授業の基礎となる科目 

 

次に履修が望まれる科目 

 

関連授業科目 

 

授業の形式（授業方法） 

１年生：演習 

２年生：個別指導及び演習 

備考 

 

備考 

 

教科書・参考書に関する補足情報 

 

コース管理システム（Moodle）へのリンク 

 

責任教員コード 

56680507 

学生用連絡先 

教育学部Ａ棟５階Ａ５０２号室 TEL 027-

220-7371 

学生用開示用メールアドレス 

y-yusuke@gunma-u.ac.jp 

オフィスアワー 

前期：毎週火曜日および水曜日 PM.12:50-

PM.14:20 教育学部Ａ棟５階Ａ５０２号室 

不在の場合はメールにて連絡を。 

後期：同上。 

教員ホームページ 

 

関連ホームページ 

 

 

開講年度 2019 

開講学期  

開講学部学

科等 

大学院教育学研究科（専門職

学位課程） 

時間割番号 EM1071 

科目名 学校運営課題研究 

英文科目名 Research on school 

management 

担当教員名 新藤 慶 [Shindo Kei], 野

村 晃男 [Akio Nomura] 

担当教員英

文名 

新藤 慶 [Shindo Kei], 野

村 晃男 [Akio Nomura] 

授業科目区

分（科目分

野名） 

 

対象学生  

対象年次  

授業科目 

 

授業の目的（授業の目標及び期待される効

果） 

 課題を発見し、課題の分析、課題解決のた

めの対応策の立案、実践、省察、他者へのプ

レゼンテーションといった学校現場の課題解

決に向けた高度の一連の諸能力と技能を習得

する。 

授業の到達目標（授業のレベル） 

学校運営の課題を把握し、その解決の方途を



構想できる。 

ディプロマポリシー 

1 学校現場の置かれている状況や児童・生徒

の現状などを的確に分析・把握し、課題を明

らかにする能力を身につけた者 

2 明らかになった課題に対し、対応策を構

築する能力を身につけた者 

授業概要・形式 

 受講者が自ら課題を設定して、教員の指導

のもと、個別に進めていく。 

授業スケジュール（授業の展開） 

 

授業時間外学習にかかわる情報 

毎回提示される課題への準備が必要である。 

成績評価基準（授業評価方法） 

 課題分析とまとめ５０％ プレゼンテーシ

ョン５０％ 

受講条件（履修資格） 

 教職大学院１年生・２年生 

メッセージ（受講のルール） 

 必要に応じて、予定した授業時間以外でも

先進校訪問等を行う。受講者個人のペースに

より授業（助言等）を弾力的に実施すること

がある。 

キーワード 

 

この授業の基礎となる科目 

 

次に履修が望まれる科目 

 

関連授業科目 

 

授業の形式（授業方法） 

 ティームティーチング 

備考 

 

備考 

 

教科書・参考書に関する補足情報 

 

コース管理システム（Moodle）へのリンク 

 

責任教員コード 

24618616 

学生用連絡先 

A 棟 5階 503 号室 TEL 027-220-7380 

学生用開示用メールアドレス 

shindo@gunma-u.ac.jp 

オフィスアワー 

毎週月曜日 10:20-11:50 A 棟 5階 503 室 

毎週火曜日 10:20-11:50 A 棟 5階 503 室 

教員ホームページ 

 

関連ホームページ 

 

 

開講年度 2019 

開講学期  

開講学部学

科等 

大学院教育学研究科（専門職

学位課程） 

時間割番号 EM1072 

科目名 学校運営課題研究 

英文科目名 Research on school 

management 

担当教員名 新藤 慶 [Shindo Kei], 野

村 晃男 [Akio Nomura] 

担当教員英

文名 

新藤 慶 [Shindo Kei], 野

村 晃男 [Akio Nomura] 

授業科目区

分（科目分

野名） 

 

対象学生  

対象年次  

授業科目 

 

授業の目的（授業の目標及び期待される効

果） 

 課題を発見し、課題の分析、課題解決のた

めの対応策の立案、実践、省察、他者へのプ

レゼンテーションといった学校現場の課題解

決に向けた高度の一連の諸能力と技能を習得

する。 

授業の到達目標（授業のレベル） 

学校運営の課題を把握し、その解決の方途を

構想できる。 

ディプロマポリシー 

1 学校現場の置かれている状況や児童・生徒

の現状などを的確に分析・把握し、課題を明

らかにする能力を身につけた者 

2 明らかになった課題に対し、対応策を構

築する能力を身につけた者 

授業概要・形式 

 受講者が自ら課題を設定して、教員の指導

のもと、個別に進めていく。 

授業スケジュール（授業の展開） 

 

授業時間外学習にかかわる情報 

毎回提示される課題への準備が必要である。 

成績評価基準（授業評価方法） 

 課題分析とまとめ５０％ プレゼンテーシ



ョン５０％ 

受講条件（履修資格） 

 教職大学院１年生・２年生 

メッセージ（受講のルール） 

 必要に応じて、予定した授業時間以外でも

先進校訪問等を行う。受講者個人のペースに

より授業（助言等）を弾力的に実施すること

がある。 

キーワード 

 

この授業の基礎となる科目 

 

次に履修が望まれる科目 

 

関連授業科目 

 

授業の形式（授業方法） 

 ティームティーチング 

備考 

 

備考 

 

教科書・参考書に関する補足情報 

 

コース管理システム（Moodle）へのリンク 

 

責任教員コード 

24618616 

学生用連絡先 

A 棟 5階 503 号室 TEL 027-220-7380 

学生用開示用メールアドレス 

shindo@gunma-u.ac.jp 

オフィスアワー 

毎週月曜日 10:20-11:50 A 棟 5階 503 室 

毎週火曜日 10:20-11:50 A 棟 5階 503 室 

教員ホームページ 

 

関連ホームページ 

 

 

開講年度 2019 

開講学期  

開講学部学

科等 

大学院教育学研究科（専門職

学位課程） 

時間割番号 EM1073 

科目名 学校運営課題研究 

英文科目名  

担当教員名 山 崎  雄 介  [Yamazaki 

Yusuke], 木 村  淳 一 

[Junichi Kimura] 

担当教員英

文名 

山 崎  雄 介  [Yamazaki 

Yusuke], 木 村  淳 一 

[Junichi Kimura] 

授業科目区

分（科目分

野名） 

 

対象学生  

対象年次  

授業科目 

 

授業の目的（授業の目標及び期待される効

果） 

課題を発見し、課題の分析、課題解決のため

の対応策の立案、実践、省察、他者へのプレ

ゼンテーションといった学校現場の課題経穴

に向けた高度の一連の諸能力と技能を習得す

る。 

授業の到達目標（授業のレベル） 

中級～上級 

ディプロマポリシー 

専門職学位課程ディプロマポリシー（改訂

案）の以下３項目にかかわる能力の育成の集

大成とする。 

(1) 学校現場の置かれている状況や児童・生

徒の現状などを的確に分析・把握し，課題を

明らかにする能力 

(2) 明らかになった課題に対し，対応策を構

築する能力 

(3) 構築した対応策を他者（同僚，保護者

等）との協働の中で実践し，その実践を評

価・再考察する能力 

授業概要・形式 

ティームティーチングによる演習，実習形式 

授業スケジュール（授業の展開） 

 

授業時間外学習にかかわる情報 

必要に応じて、予定した授業時間以外でも先

進校訪問等を行う。受講者個人のペースによ

り授業（助言等）を弾力的に実施することが

ある。 

成績評価基準（授業評価方法） 

授業中の報告 50％，中間報告会でのプレゼ

ンテーション 50％ 

受講条件（履修資格） 

学校運営コース１年生，２年生 

メッセージ（受講のルール） 

 

キーワード 

 

この授業の基礎となる科目 



 

次に履修が望まれる科目 

 

関連授業科目 

 

授業の形式（授業方法） 

１年生：演習 

２年生：個別指導及び演習 

備考 

 

備考 

 

教科書・参考書に関する補足情報 

 

コース管理システム（Moodle）へのリンク 

 

責任教員コード 

56680507 

学生用連絡先 

教育学部Ａ棟５階Ａ５０２号室 TEL 027-

220-7371 

学生用開示用メールアドレス 

y-yusuke@gunma-u.ac.jp 

オフィスアワー 

前期：毎週火曜日および水曜日 PM.12:50-

PM.14:20 教育学部Ａ棟５階Ａ５０２号室 

不在の場合はメールにて連絡を。 

後期：同上。 

教員ホームページ 

 

関連ホームページ 

 

 

開講年度 2019 

開講学期  

開講学部学

科等 

大学院教育学研究科（専門職

学位課程） 

時間割番号 EM1074 

科目名 学校運営課題研究 

英文科目名  

担当教員名 山 崎  雄 介  [Yamazaki 

Yusuke], 木 村  淳 一 

[Junichi Kimura] 

担当教員英

文名 

山 崎  雄 介  [Yamazaki 

Yusuke], 木 村  淳 一 

[Junichi Kimura] 

授業科目区

分（科目分

野名） 

 

対象学生  

対象年次  

授業科目 

 

授業の目的（授業の目標及び期待される効

果） 

課題を発見し、課題の分析、課題解決のため

の対応策の立案、実践、省察、他者へのプレ

ゼンテーションといった学校現場の課題経穴

に向けた高度の一連の諸能力と技能を習得す

る。 

授業の到達目標（授業のレベル） 

中級～上級 

ディプロマポリシー 

専門職学位課程ディプロマポリシー（改訂

案）の以下３項目にかかわる能力の育成の集

大成とする。 

(1) 学校現場の置かれている状況や児童・生

徒の現状などを的確に分析・把握し，課題を

明らかにする能力 

(2) 明らかになった課題に対し，対応策を構

築する能力 

(3) 構築した対応策を他者（同僚，保護者

等）との協働の中で実践し，その実践を評

価・再考察する能力 

授業概要・形式 

ティームティーチングによる演習，実習形式 

授業スケジュール（授業の展開） 

 

授業時間外学習にかかわる情報 

必要に応じて、予定した授業時間以外でも先

進校訪問等を行う。受講者個人のペースによ

り授業（助言等）を弾力的に実施することが

ある。 

成績評価基準（授業評価方法） 

授業中の報告 50％，中間報告会でのプレゼ

ンテーション 50％ 

受講条件（履修資格） 

学校運営コース１年生，２年生 

メッセージ（受講のルール） 

 

キーワード 

授業，生徒指導，課題研究 

この授業の基礎となる科目 

 

次に履修が望まれる科目 

 

関連授業科目 

 

授業の形式（授業方法） 

１年生：演習 



２年生：個別指導及び演習 

備考 

 

備考 

 

教科書・参考書に関する補足情報 

 

コース管理システム（Moodle）へのリンク 

 

責任教員コード 

56680507 

学生用連絡先 

教育学部Ａ棟５階Ａ５０２号室 TEL 027-

220-7371 

学生用開示用メールアドレス 

y-yusuke@gunma-u.ac.jp 

オフィスアワー 

前期：毎週火曜日および水曜日 PM.12:50-

PM.14:20 教育学部Ａ棟５階Ａ５０２号室 

不在の場合はメールにて連絡を。 

後期：同上。 

教員ホームページ 

 

関連ホームページ 
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