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社会科教育専攻
教科の確かな指導力を持った
社会科教師を育てる

国語教育専攻
深く広い知識と実践的な指導力を備えた
国語科教員を目指す

　中等教育教員には、特定の教科に関する専門的な学力が必
要です。また、子どもから大人へと変容し始める生徒に、適切
に対応する指導力が必要です。本課程では、所属する専攻に
対応する「教科」の専門科目について、教育職員免許法で規定
される単位数を大幅に超えて学修す
るほか、教育現場と大学と
の往還を促進すること
によって、専門の学力
と実践的指導力との
バランスのとれた、
中等教育の諸問題に
対処できる教員の育
成を目指しています。

　今皆さんはどのような高校生活を送っていますか。勉学や部活動
に情熱を注ぎ、友人や先生と将来について語り合っているでしょう
か。自らの進路について思いを馳せ、新たな一歩を踏み出そうとし
ているところでしょうか。
　中学生や高校生に当たる青年期は、大人になる過程で乗り越え
なければならない様々な課題と直面する時期です。生徒が自我を
確立し人生を充実したものとしていくために、その学習や生活を学
校の中で支える教員の力が求められています。
　中等教育教員養成課程では、専攻する教科の専門的な力を充実
したカリキュラムの中で身に付けていく一方で、教員として必要な
知識や指導力育成のために様々な科目が用意されています。生徒
の発達や心理について学び、学校現場での課題について理解し、
３、４年次の教育実習に向けて、１年次から附属学園での授業観
察等を積み重ねていきます。それらを総合して、実践的指導力を備
えた教員の養成を行っています。
　学生と教員との距離も近い宮城教育大学で、同じ志を持つ仲間
と充実した４年間を送ってほしいと願っています。

原田 博之 教授音楽教育講座

専　攻 卒業の要件を満たせば取得できる免許状

国語教育専攻
社会科教育専攻
英語教育専攻
数学教育専攻
理科教育専攻
技術教育専攻
家庭科教育専攻
音楽教育専攻
美術教育専攻
保健体育専攻

■ 中学校１種（国語）　■ 高等学校１種（国語）

■ 中学校１種（社会）

■ 中学校１種（英語）　■ 高等学校１種（英語）

■ 中学校１種（数学）　■ 高等学校１種（数学）

■ 中学校１種（理科）　■ 高等学校１種（理科）

■ 中学校１種（技術）

■ 中学校１種（家庭）　■ 高等学校１種（家庭）

■ 中学校１種（音楽）　■ 高等学校１種（音楽）

■ 中学校１種（美術）　■ 高等学校１種（美術）

■ 中学校１種（保健体育）　■ 高等学校１種（保健体育）

専　攻 卒業要件を満たし、更に所定の単位を
修得すれば取得できる免許状 ※2

国語教育専攻
社会科教育専攻
英語教育専攻
数学教育専攻
理科教育専攻
技術教育専攻
家庭科教育専攻
音楽教育専攻
美術教育専攻
保健体育専攻

■ 幼稚園１種（２種）
■ 小学校１種（２種）
■ 中学校（他教科）１種（２種）
■ 高等学校（他教科）１種
■ 特別支援学校１種（２種）

※ただし、希望する免許の種類によっては時間割
　の都合などで取得できない場合があります。

実践的指導力も併せ持つ深い専門性
子どもから大人への変容をサポートする心

高校生への

取得可能免許

１年次から４年次にわたって系統的に積み上げていく教育
実習、そしてそれと関連付けられた科目群によって、教育現
場での体験と大学での学習との交流を促進します。幅広く確
かな教科の知識・技能を有するだけでなく、教科横断的な学
習指導にも柔軟に対応できる創造的資質を持った教員の養
成を目指します。

教科専門科目は、教育職員免許法で規定されている単位数
よりも多く学修することにより、自信を持って教科の指導に当
たれるようにします。

教育職員免許法で修得が義務付けられている「日本国憲法」
「情報機器の操作」「健康・運動系科目」「英語コミュニケーショ
ン」に加えて、「環境・防災教育」が全学共通の必修科目に位置
付けられており、今、全ての教員に求められている視点を養うこ
とができます。

現代から未来の教育課題を見据えた現代的課題科目群を通じ
て第２の得意分野を持つことにより、教師としての幅を広げ、
地球的視野と変化の時代に対応できる柔軟さや豊かな創造性
を養います。
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※1 社会科教育専攻における高等学校１種（地理歴史）又は（公民）及び
技術教育専攻における高等学校１種（工業）の免許取得は、各専攻
の卒業要件に加え一定の単位を積み上げる事で可能です。

※2 修得しなければならない単位数は、所属するコースや取得を希望する
免許状の教科によって異なります。

※1

※1

《 概　要 》
　中学校・高等学校で優れた社会科教師になるためには、教科の指導

力の柱として、専門的な知識や方法論を身に付けることが必須です。本

専攻では、歴史学、地理学、法学、政治学、経済学、社会学、哲学、社会科

教育学のそれぞれについて、基本的な枠組を学ぶ「概論」及び「社会科

教育法」、個別のテーマを掘り下げる「講義」に加え、「演習」を提供して

います。

《 特色ある授業や取組 》 
　特に、3・4年次の2年間をかけて卒業論文作成に向けより専門的な勉

強を進める演習は、本専攻の特色の一つです。例えば「日本史演習」で

は、学術論文を全員で読み込み討論を繰り返すことによって、日本の歴

史に関する高度な知識や研究動向について学びます。また、江戸時代

の古文書などを用いた解読のトレーニングにより、歴史史料を使って

論文を書くための方法を学んでいきます。こうして得られた知識や分析

能力、討論を行うた

めのスキルは、将

来、皆さんが教育現

場で生徒の主体

的・能動的な学び

を実践するうえでも

大切です。

《 概　要 》
　中学校・高等学校において、「国語」を教えるための基礎となる国語

学・国文学・漢文学などの各分野及び国語科教育の専門科目を学ぶこ

とによって、高い資質と確かな指導力を備えた国語科教員を養成する

ことを目指します。

《 特色ある授業や取組 》 
　「ことば」に関わって、さまざまな観点から幅広く学ぶことで、国語科

教員に求められる力量を身につけるための充実したカリキュラムと

なっています。言語について深い理解をもつこと、さまざまな文章を読

み解く力、自ら表現する力は、「国語」を教えるために必要であるだけで

なく、教員として大切な資質と考え重視しています。

　演習や講読など少人数で行う授業を数多く準備し、きめ細かな指導

を行っています。基礎

力を確実に養うととも

に、発表やディスカッ

ションを通して、自ら

問題を発見し、調査

し、考え、解決する力

やコミュニケ―ション

能力を養うことを大切

にしています。
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社会科教育専攻
教科の確かな指導力を持った
社会科教師を育てる

国語教育専攻
深く広い知識と実践的な指導力を備えた
国語科教員を目指す

　中等教育教員には、特定の教科に関する専門的な学力が必
要です。また、子どもから大人へと変容し始める生徒に、適切
に対応する指導力が必要です。本課程では、所属する専攻に
対応する「教科」の専門科目について、教育職員免許法で規定
される単位数を大幅に超えて学修す
るほか、教育現場と大学と
の往還を促進すること
によって、専門の学力
と実践的指導力との
バランスのとれた、
中等教育の諸問題に
対処できる教員の育
成を目指しています。

　今皆さんはどのような高校生活を送っていますか。勉学や部活動
に情熱を注ぎ、友人や先生と将来について語り合っているでしょう
か。自らの進路について思いを馳せ、新たな一歩を踏み出そうとし
ているところでしょうか。
　中学生や高校生に当たる青年期は、大人になる過程で乗り越え
なければならない様々な課題と直面する時期です。生徒が自我を
確立し人生を充実したものとしていくために、その学習や生活を学
校の中で支える教員の力が求められています。
　中等教育教員養成課程では、専攻する教科の専門的な力を充実
したカリキュラムの中で身に付けていく一方で、教員として必要な
知識や指導力育成のために様々な科目が用意されています。生徒
の発達や心理について学び、学校現場での課題について理解し、
３、４年次の教育実習に向けて、１年次から附属学園での授業観
察等を積み重ねていきます。それらを総合して、実践的指導力を備
えた教員の養成を行っています。
　学生と教員との距離も近い宮城教育大学で、同じ志を持つ仲間
と充実した４年間を送ってほしいと願っています。

原田 博之 教授音楽教育講座

専　攻 卒業の要件を満たせば取得できる免許状

国語教育専攻
社会科教育専攻
英語教育専攻
数学教育専攻
理科教育専攻
技術教育専攻
家庭科教育専攻
音楽教育専攻
美術教育専攻
保健体育専攻

■ 中学校１種（国語）　■ 高等学校１種（国語）

■ 中学校１種（社会）

■ 中学校１種（英語）　■ 高等学校１種（英語）

■ 中学校１種（数学）　■ 高等学校１種（数学）

■ 中学校１種（理科）　■ 高等学校１種（理科）

■ 中学校１種（技術）

■ 中学校１種（家庭）　■ 高等学校１種（家庭）

■ 中学校１種（音楽）　■ 高等学校１種（音楽）

■ 中学校１種（美術）　■ 高等学校１種（美術）

■ 中学校１種（保健体育）　■ 高等学校１種（保健体育）

専　攻 卒業要件を満たし、更に所定の単位を
修得すれば取得できる免許状 ※2

国語教育専攻
社会科教育専攻
英語教育専攻
数学教育専攻
理科教育専攻
技術教育専攻
家庭科教育専攻
音楽教育専攻
美術教育専攻
保健体育専攻

■ 幼稚園１種（２種）
■ 小学校１種（２種）
■ 中学校（他教科）１種（２種）
■ 高等学校（他教科）１種
■ 特別支援学校１種（２種）

※ただし、希望する免許の種類によっては時間割
　の都合などで取得できない場合があります。

実践的指導力も併せ持つ深い専門性
子どもから大人への変容をサポートする心

高校生への

Message

取得可能免許

１年次から４年次にわたって系統的に積み上げていく教育
実習、そしてそれと関連付けられた科目群によって、教育現
場での体験と大学での学習との交流を促進します。幅広く確
かな教科の知識・技能を有するだけでなく、教科横断的な学
習指導にも柔軟に対応できる創造的資質を持った教員の養
成を目指します。

教科専門科目は、教育職員免許法で規定されている単位数
よりも多く学修することにより、自信を持って教科の指導に当
たれるようにします。

教育職員免許法で修得が義務付けられている「日本国憲法」
「情報機器の操作」「健康・運動系科目」「英語コミュニケーショ
ン」に加えて、「環境・防災教育」が全学共通の必修科目に位置
付けられており、今、全ての教員に求められている視点を養うこ
とができます。

現代から未来の教育課題を見据えた現代的課題科目群を通じ
て第２の得意分野を持つことにより、教師としての幅を広げ、
地球的視野と変化の時代に対応できる柔軟さや豊かな創造性
を養います。
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※1 社会科教育専攻における高等学校１種（地理歴史）又は（公民）及び
技術教育専攻における高等学校１種（工業）の免許取得は、各専攻
の卒業要件に加え一定の単位を積み上げる事で可能です。

※2 修得しなければならない単位数は、所属するコースや取得を希望する
免許状の教科によって異なります。

※1

※1

《 概　要 》
　中学校・高等学校で優れた社会科教師になるためには、教科の指導

力の柱として、専門的な知識や方法論を身に付けることが必須です。本

専攻では、歴史学、地理学、法学、政治学、経済学、社会学、哲学、社会科

教育学のそれぞれについて、基本的な枠組を学ぶ「概論」及び「社会科

教育法」、個別のテーマを掘り下げる「講義」に加え、「演習」を提供して

います。

《 特色ある授業や取組 》 
　特に、3・4年次の2年間をかけて卒業論文作成に向けより専門的な勉

強を進める演習は、本専攻の特色の一つです。例えば「日本史演習」で

は、学術論文を全員で読み込み討論を繰り返すことによって、日本の歴

史に関する高度な知識や研究動向について学びます。また、江戸時代

の古文書などを用いた解読のトレーニングにより、歴史史料を使って

論文を書くための方法を学んでいきます。こうして得られた知識や分析

能力、討論を行うた

めのスキルは、将

来、皆さんが教育現

場で生徒の主体

的・能動的な学び

を実践するうえでも

大切です。

《 概　要 》
　中学校・高等学校において、「国語」を教えるための基礎となる国語

学・国文学・漢文学などの各分野及び国語科教育の専門科目を学ぶこ

とによって、高い資質と確かな指導力を備えた国語科教員を養成する

ことを目指します。

《 特色ある授業や取組 》 
　「ことば」に関わって、さまざまな観点から幅広く学ぶことで、国語科

教員に求められる力量を身につけるための充実したカリキュラムと

なっています。言語について深い理解をもつこと、さまざまな文章を読

み解く力、自ら表現する力は、「国語」を教えるために必要であるだけで

なく、教員として大切な資質と考え重視しています。

　演習や講読など少人数で行う授業を数多く準備し、きめ細かな指導

を行っています。基礎

力を確実に養うととも

に、発表やディスカッ

ションを通して、自ら

問題を発見し、調査

し、考え、解決する力

やコミュニケ―ション

能力を養うことを大切

にしています。
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英語教育専攻
定員１０名のうち、毎年数名留学中！

理科教育専攻
専門的な自然科学の知識と
高度な教養を持つ理科教員をめざして

技術教育専攻
「つくることで学ぶ」を実践できる
中学校技術科教員をめざして

数学教育専攻
広い視野と優れた能力をもった、
実力のある数学教員の養成を目指す

家庭科教育専攻
衣・食・住・保育を通して家庭生活を科学する　

美術教育専攻
美術に関する深い知識と技術を持った教員を養成

保健体育専攻
理論と実践の学びを通して
保健体育教員としての力量を育む

音楽教育専攻
専門的技能と知識を身につけた音楽教員を養成

《 概　要 》 
　英語教育学、英語学、英米文学、英語コミュニケーション、異文化理解

の5つの領域から構成されています。相互に連関し合ったそれらの領域

全てについて、単に知識にとどまらないものを身に付け、実践力ある教

員養成ができるようにカリキュラムを編成しています。

《 特色ある授業や取組 》 
　英語圏への短期留学を含む授業として「海外総合演習」があります。

「海外総合演習Bb」という授業では毎年の3月に2週間にわたって、オー

ストラリアのブリスベン市に行き、小学校や中学校での日本語の授業

のティーチングアシスタントができます。ボランティアとして、地元の先

生と一緒に日本語の会話やひらがな、カタカナ、漢字などを小学生や中

学生に教え、宮城教育大学で勉強した外国語教育理論を早々と実際に

教室で試すことができるようになります。参加者は一人一人ホームステ

イするので、自分の英語を磨き、英語力に自信が湧いてきます。また、

オーストラリアは多民族の国なので、街を探検しているだけで沢山の文

化に触れ、たったの２週間だけで自分が国際人に近づいたと実感でき

ます。ブリスベン市内やシドニーでの観光もするので、とても充実した2

週間になります。

《 概　要 》 
　理科の教育内容の柱である物理、化学、生物、地学の各分野を網羅し

て自然科学を幅広く深く理解しながら、理科の指導法や教材作成など

を実践的に修得し、中学校・高等学校の教員として高い資質と確かな力

量を持つ人材の養成を目指していきます。専攻専門科目は講義に加え

実験・実習や演習など体験的な学修を重視しています。

《 特色ある授業や取組 》 
　理科教育専攻では、学生が理科の多様な教科内容や指導法を理解

し習得するため、講義と並行して実験や演習を重視した教育課程を組

んでいます。そのために、必要な実験機材や器具などを備えた実験室

や映像演示ができる教室を含む理科実験棟が設置されています。ま

た、大学に隣接する青葉山では、地層、岩石、化石、植生、動植物などの

観察が容易であり、こうした自然を生かした授業が存分に展開できる

点は他大学に例を見ません。２年生からの本格的な物理、化学、生物、

地学の各実験が始まりますが、その前段階として１年生から「理科基礎

実験」として実験の基礎を学べることも特徴です。

《 概　要 》 
　材料と加工、電気、機械、生物育成、及び情報に関する基本を学びま

す。さらにそれらを応用・統合する技術力と実践力を磨くことによって、

学校教員としての資質を高める教育を目標としています。

《 特色ある授業や取組 》 
　2年生の必修授業「機械実験実習」では、前半に2人1組でロボットを

設計・製作して、ピンポン玉を拾い集めるロボットコンテストを実施しま

す。設計には3D-CADを活用してデジタルデータを作成し、製作では3D

プリンタやレーザー加工機などのデジタル工作機械を積極的に活用し

ます。決められた課題を解決するために創造力をはたらかせて自らが

設計・製作して取り組む決勝戦はとても盛り上がります。また、後半では

マイコンボードを制御するための実習を行い、自立型のコミュニケー

ションロボットなどを開発する基本的な技術を身に付けます。

　この他、「木材加工実験実習」、「金属加工実験実習」、「電気技術実験

実習」、「情報技術実験実習」、「栽培実験

実習」などの実習を入門・応用的な講義と

連動させて行っています。生活の中で役

に立つ様々な技術・授業を想定した体験

的な学習、教材開発に不可欠なICT関連

の技術などを組合わせた実践的なトレー

ニングによって、将来、中学校技術科の教

員として指導力を付けることができるよう

に意識した授業をしています。

《 概　要 》 
　中学校・高等学校において、数学を教えるための基礎となる、数学（代

数学、幾何学、解析学など）及び数学教育の専門科目を学ぶことによっ

て、教員に求められる資質・能力を育成することを目的としています。

《 特色ある授業や取組 》 
　数学教育専攻の特色のある授業として、4年生の「卒業研究演習」（以

下略して「卒業研究」）があげられます。数学教育専攻の専攻専門科目

は、1年生で履修する「微分積分学」と「線形代数学」に始まり、2年生で

は数学の各分野（解析学、代数学、幾何学など）の入門的・基礎的内容

を学び、3年生ではそれらの専門的な内容について学びます。そして、1

年生から3年生までの数学および数学教育に関する学習を積み上げ

て、4年生の卒業研究につなげます。

　卒業研究では、数学そのものや数学教育についての一つまたは幾つ

かのテーマについて指導教員のもとで研究します。専攻専門科目の多

くが講義形式なのに対して、数学教育専攻の卒業研究は、研究テーマ

に関して自分で考えたり調べた

りした内容を、指導教員と他の

メンバーの前で発表する演習

形式で行われます。それまでに

比べて、学生自身の主体的な学

習と積極的な参加が本格的に

求められる点に特徴がありま

す。

《 概　要 》
　本専攻では、中・高等学校の家庭科教員を養成することを目的として

います。衣・食・住を始め日常生活を構成するものごとを科学的な視点

で分析・考察し、発展的に生活を捉えることができるようにします。理論

に基づいた実験・実習を重視し、実践力と応用力を育てます。

《 特色ある授業や取組 》 
　家庭科教育専攻では、実験・実習に重きをおいて、実技に強い家庭科

教員を養成しています。各領域（被服・食物・住居・保育）ごとに2つの実

験・実習の授業が設けられていて、合わせて8つの実験・実習全てを必

修にしています。

　特色ある授業の一つは、「被服学実験・実習Ａ」です。この授業は、「繊

維や糸作り（紡績糸）→布作り（織物、編物、不織布）→染色→布完成」で

構成されています。糸作りから布ができるまで、数多くの実習体験ができ

るのが、この授業の大きな特徴です。このように、各工程順毎に題材を取

り上げることで、①モノ作りの原理の理解、②モノ作りのための技能習得 

につながり、モノの製造方法を身につけることができます。

　また、「被服学実験・実

習B」では、縫製によって布

からスカートとブラウス製

作を行っています。これに

より、家庭科教員に必要

な被服の知識と技能が備

わります。

《 概　要 》
　中学校、高校において学習する美術は、表現活動を通して、自己の感

性を高め、創造性豊かな人材を養成するための重要な教科です。本専

攻では、美術の基礎的な演習から幅広い専門領域まで、様々な指導法

を学び実践力を身につけます。

《 特色ある授業や取組 》 
　絵画は、2人の教員が担当し、基礎としてのデッサン力を重視した上

で、油彩画、版画、現代絵画の多様な表現方法を本格的に修得すること

ができます。彫塑は塑造制作を中心に石彫、木彫を体得し、デザインで

は発想力を重視した上で、コンピュータを使用したグラフィックデザイ

ンや実材によるモデリングを行うプロダクトデザインを学びます。

　また、陶芸を中心とした工芸では1年次から3年次までしっかりと成

形、釉薬、絵付けの技術を修得するプログラムになっています。

　このように実技関係ではしっかりとした考え方と技術を学べるとと

もに、美術理論や美術史も20世紀美術の

諸動向に関して分析し、近現代の視覚文

化についての理解を深めます。このよう

な体系化された美術全般についての知

識やテクニックを得ることによって本格

的な美術教員を世に送り出せると考えて

おります。

《 概　要 》
　保健や体育・スポーツに関する基礎科学と実技を広く学び、それらの

指導方法や技術について追求します。その際、できるだけこれまでの教

育・指導の実践的成果から学ぶことを通して、中・高校の保健体育教員

としての力量を育みます。

《 特色ある授業や取組 》 
　本専攻では、中学校及び高等学校の保健体育教師を目指すために、

保健体育に関する専門的な知識や実技を広く学ぶとともに、それらの

指導方法や技術について、追究しています。保健体育は、教育学、ス

ポーツ科学や健康科学などと密接に関係している教科です。従って、保

健体育教師になるためには、幅広い視野と教養を持ち、柔軟なアプ

ローチが必要になります。各講義や演習では、実践的な教養を学び、教

師としての力量を育んでいきます。

　また、運動・スポーツに関する理論を深く学ぶのみならず、様々な運

動種目における高い運動実技の能力を身につけて、保健体育の授業づ

くりへと繋げていきます。そのために、実技種目のほとんどを、重ねて履

修することができるシステムが

構築されています。このことに

より、さらに高い技能や知識が

得られるようになっており、講

義等で学んだ理論を有機的に

結びつけるためのカリキュラム

が展開されています。

《 概　要  》
　音楽に関する実技や理論、及び音楽全般にわたる知識の習得に加

え、音楽教育について深く学びます。また、音楽を通して、幅広い判断力

や豊かな創造力を育成し、情操豊かで高い資質や教養を身につけた音

楽の教員を養成します。

《 特色ある授業や取組 》 
　現在の中・高等学校の授業で扱う多彩な音楽ジャンルに対応できる

よう「声楽」「ピアノ」「合唱」「合奏（弦楽）」「合奏（吹奏楽）」「指揮法」「和

楽器」「民族音楽演習」などの授業で幅広い演奏技能を身につけます。

また「ソルフェージュ」や「音楽理論」では西洋音楽の基礎能力や理解力

を、「音楽学概論」では世界の多様な音楽文化を前提に音楽について

考える力を育み、「音楽科教育法」等の授業では、自分が身につけた技

能や知識を学校の授業で教えるための方法を学びます。他にも「声楽

アンサンブル」「オルガン・チェンバロ」「作曲演習」「音楽療法」など関心

分野を広め深める授業が多数あり、4年間で幅広い音楽性と演奏技術

を身につけることができます。授業外でも、学内演奏会や学校訪問な

ど、音楽と教育の両

面で実践経験の機

会があります。
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英語教育専攻
定員１０名のうち、毎年数名留学中！

理科教育専攻
専門的な自然科学の知識と
高度な教養を持つ理科教員をめざして

技術教育専攻
「つくることで学ぶ」を実践できる
中学校技術科教員をめざして

数学教育専攻
広い視野と優れた能力をもった、
実力のある数学教員の養成を目指す

家庭科教育専攻
衣・食・住・保育を通して家庭生活を科学する　

美術教育専攻
美術に関する深い知識と技術を持った教員を養成

保健体育専攻
理論と実践の学びを通して
保健体育教員としての力量を育む

音楽教育専攻
専門的技能と知識を身につけた音楽教員を養成

《 概　要 》 
　英語教育学、英語学、英米文学、英語コミュニケーション、異文化理解

の5つの領域から構成されています。相互に連関し合ったそれらの領域

全てについて、単に知識にとどまらないものを身に付け、実践力ある教

員養成ができるようにカリキュラムを編成しています。

《 特色ある授業や取組 》 
　英語圏への短期留学を含む授業として「海外総合演習」があります。

「海外総合演習Bb」という授業では毎年の3月に2週間にわたって、オー

ストラリアのブリスベン市に行き、小学校や中学校での日本語の授業

のティーチングアシスタントができます。ボランティアとして、地元の先

生と一緒に日本語の会話やひらがな、カタカナ、漢字などを小学生や中

学生に教え、宮城教育大学で勉強した外国語教育理論を早々と実際に

教室で試すことができるようになります。参加者は一人一人ホームステ

イするので、自分の英語を磨き、英語力に自信が湧いてきます。また、

オーストラリアは多民族の国なので、街を探検しているだけで沢山の文

化に触れ、たったの２週間だけで自分が国際人に近づいたと実感でき

ます。ブリスベン市内やシドニーでの観光もするので、とても充実した2

週間になります。

《 概　要 》 
　理科の教育内容の柱である物理、化学、生物、地学の各分野を網羅し

て自然科学を幅広く深く理解しながら、理科の指導法や教材作成など

を実践的に修得し、中学校・高等学校の教員として高い資質と確かな力

量を持つ人材の養成を目指していきます。専攻専門科目は講義に加え

実験・実習や演習など体験的な学修を重視しています。

《 特色ある授業や取組 》 
　理科教育専攻では、学生が理科の多様な教科内容や指導法を理解

し習得するため、講義と並行して実験や演習を重視した教育課程を組

んでいます。そのために、必要な実験機材や器具などを備えた実験室

や映像演示ができる教室を含む理科実験棟が設置されています。ま

た、大学に隣接する青葉山では、地層、岩石、化石、植生、動植物などの

観察が容易であり、こうした自然を生かした授業が存分に展開できる

点は他大学に例を見ません。２年生からの本格的な物理、化学、生物、

地学の各実験が始まりますが、その前段階として１年生から「理科基礎

実験」として実験の基礎を学べることも特徴です。

《 概　要 》 
　材料と加工、電気、機械、生物育成、及び情報に関する基本を学びま

す。さらにそれらを応用・統合する技術力と実践力を磨くことによって、

学校教員としての資質を高める教育を目標としています。

《 特色ある授業や取組 》 
　2年生の必修授業「機械実験実習」では、前半に2人1組でロボットを

設計・製作して、ピンポン玉を拾い集めるロボットコンテストを実施しま

す。設計には3D-CADを活用してデジタルデータを作成し、製作では3D

プリンタやレーザー加工機などのデジタル工作機械を積極的に活用し

ます。決められた課題を解決するために創造力をはたらかせて自らが

設計・製作して取り組む決勝戦はとても盛り上がります。また、後半では

マイコンボードを制御するための実習を行い、自立型のコミュニケー

ションロボットなどを開発する基本的な技術を身に付けます。

　この他、「木材加工実験実習」、「金属加工実験実習」、「電気技術実験

実習」、「情報技術実験実習」、「栽培実験

実習」などの実習を入門・応用的な講義と

連動させて行っています。生活の中で役

に立つ様々な技術・授業を想定した体験

的な学習、教材開発に不可欠なICT関連

の技術などを組合わせた実践的なトレー

ニングによって、将来、中学校技術科の教

員として指導力を付けることができるよう

に意識した授業をしています。

《 概　要 》 
　中学校・高等学校において、数学を教えるための基礎となる、数学（代

数学、幾何学、解析学など）及び数学教育の専門科目を学ぶことによっ

て、教員に求められる資質・能力を育成することを目的としています。

《 特色ある授業や取組 》 
　数学教育専攻の特色のある授業として、4年生の「卒業研究演習」（以

下略して「卒業研究」）があげられます。数学教育専攻の専攻専門科目

は、1年生で履修する「微分積分学」と「線形代数学」に始まり、2年生で

は数学の各分野（解析学、代数学、幾何学など）の入門的・基礎的内容

を学び、3年生ではそれらの専門的な内容について学びます。そして、1

年生から3年生までの数学および数学教育に関する学習を積み上げ

て、4年生の卒業研究につなげます。

　卒業研究では、数学そのものや数学教育についての一つまたは幾つ

かのテーマについて指導教員のもとで研究します。専攻専門科目の多

くが講義形式なのに対して、数学教育専攻の卒業研究は、研究テーマ

に関して自分で考えたり調べた

りした内容を、指導教員と他の

メンバーの前で発表する演習

形式で行われます。それまでに

比べて、学生自身の主体的な学

習と積極的な参加が本格的に

求められる点に特徴がありま

す。

《 概　要 》
　本専攻では、中・高等学校の家庭科教員を養成することを目的として

います。衣・食・住を始め日常生活を構成するものごとを科学的な視点

で分析・考察し、発展的に生活を捉えることができるようにします。理論

に基づいた実験・実習を重視し、実践力と応用力を育てます。

《 特色ある授業や取組 》 
　家庭科教育専攻では、実験・実習に重きをおいて、実技に強い家庭科

教員を養成しています。各領域（被服・食物・住居・保育）ごとに2つの実

験・実習の授業が設けられていて、合わせて8つの実験・実習全てを必

修にしています。

　特色ある授業の一つは、「被服学実験・実習Ａ」です。この授業は、「繊

維や糸作り（紡績糸）→布作り（織物、編物、不織布）→染色→布完成」で

構成されています。糸作りから布ができるまで、数多くの実習体験ができ

るのが、この授業の大きな特徴です。このように、各工程順毎に題材を取

り上げることで、①モノ作りの原理の理解、②モノ作りのための技能習得 

につながり、モノの製造方法を身につけることができます。

　また、「被服学実験・実

習B」では、縫製によって布

からスカートとブラウス製

作を行っています。これに

より、家庭科教員に必要

な被服の知識と技能が備

わります。

《 概　要 》
　中学校、高校において学習する美術は、表現活動を通して、自己の感

性を高め、創造性豊かな人材を養成するための重要な教科です。本専

攻では、美術の基礎的な演習から幅広い専門領域まで、様々な指導法

を学び実践力を身につけます。

《 特色ある授業や取組 》 
　絵画は、2人の教員が担当し、基礎としてのデッサン力を重視した上

で、油彩画、版画、現代絵画の多様な表現方法を本格的に修得すること

ができます。彫塑は塑造制作を中心に石彫、木彫を体得し、デザインで

は発想力を重視した上で、コンピュータを使用したグラフィックデザイ

ンや実材によるモデリングを行うプロダクトデザインを学びます。

　また、陶芸を中心とした工芸では1年次から3年次までしっかりと成

形、釉薬、絵付けの技術を修得するプログラムになっています。

　このように実技関係ではしっかりとした考え方と技術を学べるとと

もに、美術理論や美術史も20世紀美術の

諸動向に関して分析し、近現代の視覚文

化についての理解を深めます。このよう

な体系化された美術全般についての知

識やテクニックを得ることによって本格

的な美術教員を世に送り出せると考えて

おります。

《 概　要 》
　保健や体育・スポーツに関する基礎科学と実技を広く学び、それらの

指導方法や技術について追求します。その際、できるだけこれまでの教

育・指導の実践的成果から学ぶことを通して、中・高校の保健体育教員

としての力量を育みます。

《 特色ある授業や取組 》 
　本専攻では、中学校及び高等学校の保健体育教師を目指すために、

保健体育に関する専門的な知識や実技を広く学ぶとともに、それらの

指導方法や技術について、追究しています。保健体育は、教育学、ス

ポーツ科学や健康科学などと密接に関係している教科です。従って、保

健体育教師になるためには、幅広い視野と教養を持ち、柔軟なアプ

ローチが必要になります。各講義や演習では、実践的な教養を学び、教

師としての力量を育んでいきます。

　また、運動・スポーツに関する理論を深く学ぶのみならず、様々な運

動種目における高い運動実技の能力を身につけて、保健体育の授業づ

くりへと繋げていきます。そのために、実技種目のほとんどを、重ねて履

修することができるシステムが

構築されています。このことに

より、さらに高い技能や知識が

得られるようになっており、講

義等で学んだ理論を有機的に

結びつけるためのカリキュラム

が展開されています。

《 概　要  》
　音楽に関する実技や理論、及び音楽全般にわたる知識の習得に加

え、音楽教育について深く学びます。また、音楽を通して、幅広い判断力

や豊かな創造力を育成し、情操豊かで高い資質や教養を身につけた音

楽の教員を養成します。

《 特色ある授業や取組 》 
　現在の中・高等学校の授業で扱う多彩な音楽ジャンルに対応できる

よう「声楽」「ピアノ」「合唱」「合奏（弦楽）」「合奏（吹奏楽）」「指揮法」「和

楽器」「民族音楽演習」などの授業で幅広い演奏技能を身につけます。

また「ソルフェージュ」や「音楽理論」では西洋音楽の基礎能力や理解力

を、「音楽学概論」では世界の多様な音楽文化を前提に音楽について

考える力を育み、「音楽科教育法」等の授業では、自分が身につけた技

能や知識を学校の授業で教えるための方法を学びます。他にも「声楽

アンサンブル」「オルガン・チェンバロ」「作曲演習」「音楽療法」など関心

分野を広め深める授業が多数あり、4年間で幅広い音楽性と演奏技術

を身につけることができます。授業外でも、学内演奏会や学校訪問な

ど、音楽と教育の両

面で実践経験の機

会があります。
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