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私は、大学での学習を通して、保育に関わる業務は保護者支援もその一つだと学び、どんな支援を行うのか興味を持
ちました。3年次に母子生活支援施設を見学する機会があり、職員の方の「利用者と伴走して支援を行っていく」という
言葉に感銘を受けました。私も、母親達が生きていくことを隣で支えられるような仕事がしたいと思い、母子生活支援
施設で働きたいと思うようになりました。希望先を東京にしたのは東京という地に憧れがあり、実家を離れて私自身も
自立した生活をしたいと思ったからです。
就職活動に関しては、とにかく自分から行動することが大切だと思います。私は先述の施設に就職の相談に伺った
際、施設長の方から「まずは行動してみること」とアドバイスを頂きました。そのご助言で勇気を頂き、行動し始めること
ができました。初めは緊張するかもしれませんが、良い経験だと思って頑張ってみてください。応援しています。

幼

初等教育学科だより

iroenpitsu

渡辺彩奈

昨年に引き続き今年もコロナウイルスの影響で大学にあまりいくことができず、一人で勉強や実技試験に向けて練
習を重ね、孤独や不安を感じる日々が続きました。試験対策は、何か一つできるようになると、また新しい困難な壁にぶ
つかり嫌になることもありました。しかし、
「頑張ると決めたから最後まで本気でやりきろう！」という思いで試験対策
をし続けました。また、家族や友達が応援してくれたり、先生方が面接やピアノ等の実技試験の対策を何度も丁寧にご
指導してくださったりしたので自信を持つことができました。そして、試験本番は楽しみながら挑むことができました。
試験の結果が出た時は、支えてくれた家族や友達、ご指導してくださった先生方に感謝を伝えたい気持ちでいっぱい
になりました。採用試験は長期戦なので、集中してやる時と休憩する時とけじめをつけて対策をするのがいいと思いま
す。応援しています！
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初等教育学科の学生が行ってきた活動や、学科としての取り組
み、実習を通して本学科の学生が学び得たことなどについて、一人
でも多くの関係者の方々に知っていただきたいという思いで本学
科の学生委員である私たちが作成した学科だよりです。
今まで先輩方が継承してこられたこの
「色えんぴつ」
も今年度で
19号を発行することができました。
今回は、
皆さんにより身近に初
等教育学科で学ぶ魅力が伝わる内容になればと思い、
「座談会」
「イ
ンタビュー」
の企画に初挑戦いたしました。
ぜひご覧ください。

学生運営委員長

苅田侑希

初等教育
学科とは・
・
・

学生運
営委員
３年
２年

門性と実践力を有する人材を育成します。

田中瀬名

今年の採用試験は、コロナ禍ということもあり、大学に行って勉強することができない期間がありました。自宅で勉
強すると、自身の勉強法が正しいのかと考えたり友人の勉強の進捗状況が気になったりと不安の日々でした。そこで、
テレビ電話を活用してオンライン上で友人とつながり情報交換をすることで、不安が和らいでいきました。勉強が嫌に
なりそうな時には、友人と遊び感覚で教職教養や小学校全科の問題をクイズ形式で出し合い、励まし、高め合っていき
ました。すると、
「不安」が「自信」に変わり、採用試験でも力を発揮することができました。
私一人では合格をいただくことはできなかったと思います。応援してくださった先生方や家族、お互いを高め合えた
友人には心から感謝しています。大学卒業後は、小学校の先生になりますが、これまで出会った人を大切にすると共
に、これからもたくさんの人と出会い、人生を豊かにしていきたいです。

１年

2年 島田媛果

11月27日（土）に、1・2年生の合同運動会が 2年ぶりに行われ
ました。昨年度は新型コロナウイルス感染拡大のため開催でき
ず、今年度も延期を繰り返してきましたが、感染対策を十分に
することでようやく開催できました。競技はアリーナで、観戦
は３ヶ所に分かれて…と全員が一堂に会することはできません
でしたが、画面を通じて応援をしたり、実行委員によるインタ
ビューを中継して共有したりするなど、工夫された企画運営で
とても楽しい運動会となりました。
運動会の目的は、「1・2年生の交流を深める」ことです。コロ
ナ禍では特に学年を超えた交流の機会が少ないですが、当日は
一緒に作戦を考え、競技を楽しむことができました。運動会を
通して強くなった「チーム初等」の縦の繋がりや、横の繋がりを
これからも大
切にし、お互
いに高め合
い、助け合え
る関係性を築
いていきたい
です。

教育・保育実践研究会
アクト

3年 仲

4月 入学式、校外学習(1年生）

7月 模擬授業会、教員採用試験（4年生）

11月 新入生歓迎運動会（1・2年生）

12月 中・四国保育学生研究大会、初等教育学会教育講演会

8月 前期試験、保育所保育実習（2年生）
9月 幼稚園教育実習（3年生）

10月 施設実習（3年生）、小学校教育実習（3年生）

a c︐s
t

模擬授業会

1月 後期試験

2月 卒業研究発表会
3月 卒業式

咲良

私たちアクト
は初等教育学科
の有志の 1.2.3
年生計41人で活
動しています。今
年度のテーマは「み
んなでつなげる世界の輪」。東京オリンピックが開
催されることから決定しました。
しかし、新型コロナ流行によって思うように活動ができない
時期がありました。オンラインミーティングなどをしながら今
できることを模索し、活動を続け、12/11に開催された初等教育
学会で発表しました。アクトの
テーマに沿った世界を劇として
発表できました。コロナ前とは
大きく違う年でしたが、今年は
できることを自分たちで模索し
たため、とても印象に残ってい
ます。初等教育学会での発表は
アクトの活動を初等の皆さんに知っていただくきっかけになり、
とても嬉しく思います。これからもアクトをよろしくお願いし
ます !

苅田侑希・難波智子・森定 華
石川敬人・島田媛果・末澤祐暉・
髙垣菜々美・髙橋優里・松島 穂・山中茜音
木村珠久・小池 愛・小坂優菜・佐藤梨沙子・篠原桃香

年 間 ス ケ ジ ュ ー ル

なでしこ祭

運動会

2022年 2月18日発行
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乳幼児保育・幼児教育・小学校教育・特別支援教育に関する専
岡山市小学校

第19号

校 外 学習

初等教育学会教育講演会

1年 佐藤梨沙子

2年 松島 穂

講師の北口さんは、「子供たちのしあわせを願い、最高の子
育て環境を作りたい。そして、みんなにしあわせを届けたい」
という思いから、自然の中で子供たちがのびのびと遊ぶこと
のできる活動拠点「森の冒険ひみつ基地」を 2009年に開設さ
れました。
北口さんのお話の中で、特に「子供の成長しようとする力を
信じて見守ることが大切」ということが印象に残りました。
子供の姿を紹介する映像では、3歳の男児が急斜面をロープを
使って下りようとしていました。男児は、最初は怖がってい
ましたが、自分で一生懸命に考え、年長児の真似をしながら
下りる姿を大人が見守っていました。
このことから、危ないからとす
ぐに手を貸すのではなく、子供の
力を信じ、見守ることが子供の成
長に大きく貢献できると強く感じ
ました。

就実大学に入学してすぐに、校外学習が行われました。例年
は県外への研修旅行ですが、コロナ禍のため日帰りの校外学習
になりました。
校外学習までに、クラスのみんなで目的地や経路、所有時間
など細かく計画を立てました。私は愛媛出身なので、岡山のこ
とをほとんど知りませんでした。けれど、岡山出身のクラスメー
トが「県立美術館の展示会がおもしろそう！」など様々な提案
をしてくれました。私は、岡山のことを少しずつ知ることがで
きてうれしかったです。
校外学習当日は、クラスのみんなや先生とたくさん話して、
仲良くなりました。また、コロナ禍で出かけることが少なかっ
たので、久しぶりにみんなと一緒に出かけることができて、楽
しかったです。
校外学習を通して「みんなが楽
しめるようにするには？」と考え、
事前に計画を立てる重要性を学
び、今では課題などを計画的に進
めることができるようになりまし
た。
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インタビュー/初等の魅力【教育実習編】
保育・教職支援部 部長の

門原眞佐子先生にきいてみた！
■教育実習に行くことの意味

■教育実習の体験の活かし方

「就実大学の初等の人たちは朝から元気

実習に行けば、自己課題がどのくらい

がよくて、挨拶もよくでき、何か職場が

からいろいろな基礎的な知識や指導方法

改善できたか、どこに課題があったのか、

活性化する」など、多くの先生方から高

を学んできて、子供に会う前に実習のイ

もっと明確になってきます。残りの大学

い評価もいただいています。後輩たちの

メージができていると思うのですが、教

生活でその課題を解決できるよう、講義、

ためにも、また今、頑張っている先輩た

育実習はまさに自分がその力を保育者・

あるいは、ボランティアに行って実際に

ちのためにも、最後まで頑張り抜いてほ

教員として確かめていく大事な学びの場

子供たちと触れ合い解決していくことも

しいです。

であると考えています。

できますよね。

今まで皆さんは、座学で大学の先生方

そのためには、日々の大学での学びを

あるので、実際に子供と接したとき、
「やっ

きてくると思います。大学での学びは基

子供にとっては、お兄さん、お姉さん

ぱり保育者や教師になろう！」と思う人

礎的なことが多いですが、実習では
「私は

ではないので、自分が保育者、教師とし

も あ れ ば 、「 ち ょ っ と 向 い て い な い か

こんなことをやってみたいな」という何

て自覚をもって教え、保育・教育をする

な・・・」と思う人もいると思います。

か新しいことへのチャレンジや、自分が

ことの意味をよく考えてほしいです。

それを踏まえて、自分の進路を考えてい

子供にこんなふうにしたら子供は喜ぶの

心構えとしては、自分の課題がそれぞ

くことも大事なことです。自分に何が向

ではないかなと思うことは、失敗をおそ

れにあると思います。その課題をしっか

いていて、どういうところに課題がある

れず、積極的に果敢に挑戦してほしいと

り把握して、どのように解決すればよい

のか、さらに、自分の将来や職について

思います。実習中は、担当の先生から指

か、実習に行って実際に試してみる心が

も明確化していくのだと思います。

導を受けますが、大学で学んだことをも

■教育実習に参加する心構え

けが大事だと思います。自己課題を明ら
かにして、それを実現化したいという願
いや想いをもっていくことが大事だと思

■これから教育実習に行く
皆さんへ

うことは、担当の先生とよく相談しなが
ら、ぜひチャレンジをして、自分の可能
性をより広げ、充実した実習にしてほし

教育実習は、実際に子供と触れ合うこ

が可愛かった」で終わるのでは実習には

とができます。ワクワクしながら行って

ならないですよね。実習は、自分と向き

ほしいと思います。子供のことですから、

合う大事な時間です。

よいときもあれば、上手くいかないとき

に残ります。皆さんがキラキラと輝くよ

もあります。そういうときは、現場の先

う、願っています。

いと思います。
教育実習は、宝物としていつまでも心

生方に積極的に尋ね、教えていただいて
学びを深めましょう。自分たちがもてる
力を精一杯発揮し、子供たちと楽しい時
間を過ごしてほしいと思います。これか
ら組織の一員になるので、どういうふう
に自分が行動していけばいいのか、地域
そういうときの自分の立振舞も学びにな
ると思います。

かどはら ま さ こ

門原眞佐子先生

小学校教員及び小学校、幼稚園管理職、県及び市教育員会など、約30年
間勤務。現在、就実大学 保育・教職支援部部長、教育学部初等教育学
科教授。

3年

石井玲奈

3年

小枝裕太

新型コロナウイ
私は保育所で
私は、障害者支援施設で実習をさせていただきました。実習では、清
ルス感染症拡大の
20日間の実習を行
掃活動や農作業等、利用者の自立・就労に向けた支援の実際を体験し
影響で配属先での実
いました。子供と関
ました。実習を通し、利用者一人一人の気持ちを理解して関わる
習が中止となり、前
わる楽しさだけでな
ことや、利用者が自分でできるような少しの援助を積み重ねる
半はオンラインでの学
く、先生方の姿から多
ことの大切さ等、多くのことを学ぶことができました。
内演習となりました。そ
して後半、新たな受け入
くのことを学びました。
中でも、特に心に残ったことは、
「“働く”というこ
れ先が見つかり、ようやく
初めての実習で緊張
とは生活の質を高めることである」という職
待望の実習という形になり
しましたが、先生方
員の方の言葉です。実習を通して見た、
ました。
から温かいお言葉
活動に取り組む利用者の姿は、働ける
その実習の中で、私は自然と
をいただいたり、
喜びや、人間にとって働くことの意
の関わりの大切さを感じました。
積極的に行動した
実習園は周りに木がたくさんあ
義を私に気付かせてくれました。
り、自然豊かな環境でした。子供
りすることを心が
生活を輝かせる “ 働く ”を支える、
はドングリを拾ったり、虫を捕まえ
け、前向きに笑顔で
就労支援という仕事にやりがいと魅
たりして自然と関わりながら遊んで
子供と関わることができ
力を感じ、私も職員の方々のよう
いました。ポケットいっぱいにドング
ました。 私の担当は 1歳児クラスで
な支援者になりたいと思うよう
リを集める様子を見て、遊びの中で秋を
した。1歳児は自分でやりたいという気
身近に感じているのだろうと思いました。
になりました。
また、子供に「虫を捕まえる時は優しく持
持ちがある反面、思うように言葉にして
つんだよ」と教えてもらいました。小さな
伝えられないもどかしさを感じている姿も
生き物にも生命があることを分かっているの
ありました。その中で気持ちを受け止め、
だと思いました。
これらの経験から子供は
仲立ちをする大切さを学びました。私が実習
遊びの中で自然と関わりながら様々なこと
で特に印象に残っていることは、パ
を学んでいるのだと実感しました。ど
の園でも自
ネルシアターです。作ったおばけ
然と関わ
に興味をもち、歌に合わせて楽し
る豊かな
む姿にやりがいを感じ、嬉しかっ
体験がで
たです。 ご指導していただい
きるよう
た実習園の先生方、たくさん関わっ
に保育者と
して努
てくれた子供たちに感謝をし、今後
めな
も保育の学びに励んでいき
ければならないと思いま
ます。
した。

施設

保育所

3年

とに、こんなことをやってみたいなと思

います。ただ行って「楽しかった」「子供

の方・保護者の方もいらっしゃるので、

髙橋優里

河口 愛

小学校

実習

自分の進路については、やはり適性が

誠実に行うことが、実習の一つ一つに生

2年

幼稚園

特別
支援学校

3年

三澤拳輝

私は 2週間、特別支援学校教育実習へ

小学校実習では 1日1日があっと言う間に
過ぎ、多くの刺激を受けてたくさんのことを学びました。

行きました。実習では、小学部6年生のクラスに参加しま

新型コロナウイルスの関係で活動や行動が制限される中、

した。実習中、子供の実態の多様さにまず驚きました。

子供たちは元気いっぱいで、私も公開授業や休み時間等

特に、感情のコントロールが難しい子供には、今の自分

で子供たちと毎日学び遊び、楽しかったです。また、教

の知識や技術では、うまく対応することができませんで

師の仕事というのは、多岐にわたることが今回の実習で

した。しかし、担任の先生方は、子供の実態をよく把握

よく分かりました。毎日の子供たちとのやりとりはもと

されており、関わりが必要な場面とあえて関わりを断つ

より、行事の計画や準備、また保護者対応など多くあり、

場面をうまく使い分けておられました。関わりが必要な

自分が教師になったときにできるか不安もありますが、

場面では、子供の要求を適切な方法 (カード )で伝えるよ

教師の仕事にはや

うにさせて、子供とう

りがいがあると感

まくやりとりされてい

じました。今回の

ました。このことから、

この教育実習経験

特別支援学校では一人

を糧に、これから

一人の実態を把握し、

も教師になれるよ

個に合わせた指導が重

う努力していきた

要であることを学びま

いと思います。

した。
3
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初 等 教 育 学 科 だより

座談会/初等の魅力【学び編】

画像悪いです

この座談会の目的は、
先生方との対談を通し て初等ならではの学びを見出し、
【難波】
学生生活の更なる充実を図ることです。
司会

01 初等の学び
【石川】初等に入学して人を見る物

差しが変わりました。これまで、テ
ストや成績など結果ばかりを見てい
たと気づきました。それは、先輩や
同級生が目標をもって熱心に取り組
む姿を目の当たりにしたからです。
とても素敵だし、僕もそうありたいと感じました。人を
見るときに大事なのは結果ではなく、何を目標として、
どう取り組んでいるのかという過程
であることを学びました。

定せず、子供の学びにしっかりと関心をもちながら様々
な人から学び、充実した４年間を過ごしてほしいと思っ
ています。

03 初等の学びを支える
「チーム初等」
【石川】僕が先輩との関わりの中で特に印象に残ってい

るのは、先輩が定期的に開催してくださる学びの会や模
擬授業会です。コロナ禍でオンラインが続いて直接会え
ず、不安な時期もありましたが、そんな中でも学び続け
る先輩の姿を見て、
「本気で頑張れば、１年後には僕も先
輩のようになれるんだ」と励みになりました。

挨拶の大切さを学びました。 【森定】宿泊込みの施設実習で、10日間を友達と一緒に
【森定】

１年次の授業で挨拶によって人と人
が繋がり、「地域に開かれた園や学
校」が実現することを学びました。
教職とは、挨拶の大切さを伝えてい
く立場になります。だからこそ、私自身が日頃から挨拶
ができる人になりたいと思います。

02 期待する初等の学び
【楠先生】初等には保育士、幼稚園・小学校・特別支援
学校教諭を目指す人が入学します。現行の学習指導要領
のキーワードは、
「自立」
「協働」
「創造」
です。石川さんの
「過
程で何を学んだかが大切」という話はまさにそれにつな
がります。初等では、自分から課題を探して、多くの仲
間と
「協働」しながら問題を解決できる力、その解決・結
果を見直し、本当に最適解か常に考え、学びをクルクル
回しながら進められるような力を身につけてほしいと考
えています。

「先生になりたい！」と同じ目標に向かう
【小西先生】

ことは、
初等の大きな柱だと思います。石川さんのいう
「見
えないプロセス」は、現場でも大事にしています。教育
や保育というのは人権教育が一番ベースにあり、誰一人
こぼさずに教育・保育を行う、ということを大事にしな
いといけないと思っています。このことを土台に、子供
の学ぶ意欲をどう育んでいけばいいのか、しっかり考え
ながら大学で様々な知識を学んでほしい。社会の状況と教
育・保育は必ずつながっていくので、大学の中だけに限

過ごしたことが特に印象に残っています。様々な立場の
子供たち、そして、先生方が真摯に取り組む姿に圧倒さ
れる毎日でしたが、宿泊する寮に帰る度に
「おかえり」
「お
疲れ様」などと何気なくかけてくれた友達の言葉が心強
く、共に学び過ごす仲間の存在に支えられていることを
強く感じました。
また、先生方からは、礼儀や言葉遣いの大切さなど社
会人としてのマナーを教えていただいたり、私の長所を
指摘していただいたりしました。私を単に学生として見
るのではなく、これから社会人になる存在として受け止
め、一人一人のよさを認めてもらえる初等の環境に心か
ら感謝しています。

【楠先生】私は現場にいた人間なので、学生が刺激を受

けている体験談を聞いてとても嬉しくなりました。それ
は、あなたたちが打てば響く学生だからです。実際に指
導していて、予定していないことでも「もっと伝えたい」
「もっと考えさせたい」と思わせてもらっていて、授業が
とても楽しいです。２人が体験した縦横の繋がりですが、
２年ぶりの運動会を運営した２年生、採用試験の体験を
発表した４年生、さらに採用試験を控えた４年生を激励
する卒業生など、先輩が活躍する姿を見る機会が多くあ
ります。激励会では、
「先生、そろそろやった方がいいん
じゃない？」と、卒業生の方から声がかかる学科、大変
素晴らしいと私は思っています。ぜひ、あなたたちも在
校生だけでなく、卒業生や学科を越えた繋がりへと広げ
てくれると嬉しいなと思っています。

【小西先生】４月に赴任して、先

「チーム初等」を受け継げるといいなと思います。

生方から「チーム初等」という学科
【森定】インターンシップや実習などの現場を体験して、
気付いたことが沢山ありました。そこで学んだことを活
の魅力を聞きました。実際、
不安いっ
かして、これからの授業では自ら学んでいく姿勢を大切
ぱいの私に学科の先生方がたくさん
にしたいと思います。また、先生方のお話を聞いて、
「こ
の温かいお言葉をかけてくださり、
れはいらない」
「ちょっと違う」から学ばないのではなく、
私たち教員も「チーム初等」の一員
「これは子供のためになるかもしれない」と一見、関係な
なんだと感じました。みなさんを見
ていると、様々な行事を通して、教員や保育者を目指す いと感じることでも広い視野をもって積極的に自分から
学生が境目なく一緒に活動していて、このような繋がり 学んでいきたいと強く思いました。
はこれからの保幼小の連携の中で強みになると感じます。
先日、卒業生を囲む会で、みなさんの先輩が現場で子 05 先生方からのメッセージ
供と関わって楽しいこと、辛いことがあるけれどやりが 【楠先生】現在
「個別最適な学び」と
「協働的な学び」の
いもあることを話してくださいました。そこで、就職に ２つが現場で重視されています。み
悩む在校生が「迷っていたけどやってみよう」「ますます なさんにはこれらの学びを４年間で
この仕事がしたい」と、前向きな気持ちになれたことが 身に付けると共に、特別支援教育に
この縦の繋がり、
「チーム初等」の素晴らしさだと思って も ICTにも強い、創造的な学びができ
る人になってほしいと思います。こ
います。
れから先、様々な壁にぶつかったり
04 これから学びたいこと・挑戦したいこと 遠回りをしたりすることもあるかも
【石川】今までは受け身の姿勢で学びの会や模擬授業会 しれませんが、それは決して悪いことではなく、回り道
にも参加していました。運営する側に参加したことがなく、 をした人にしか見えない景色を見ることができます。ぜ
「自分にできる」という自信がなかったからだと思ってい ひ、失敗を恐れずに夢に向かって進んでほしいです。
ます。これから３年生になってゼミが始まり、教員採用試 【小西先生】現場に出る時、様々な不安があると思い
験に向けて本格的に勉強を始める中で、
「これは自分にし ますが、「耐え抜く力」を身に付けてほしいと思います。
かできない」というものを見つけたいです。先輩や先生、 命を預かる仕事なので、耐える力がないと現場では厳し
下級生、卒業生等、学科全体を巻き込んで学びを生み出せ い部分があります。そこを初等での４年間で、理論と実
るような活動を今度は自分がつくる側の人間になって、 践を通して学んでほしいと思います。それは実習などで
の体験について、本を読んで理論化していくという作業
になります。学生時代にしっかりと活字を読んで学び、
それが大学生活で終わるのではなくて、その後も続けて
ほしいなと思っています。

3年生幼保

森定 華

2年生小学校

石川敬人

3年生幼保

難波智子

小西淳子先生

楠 博文 先生

保育士、園長として約40年間乳幼児の保育・教育に携わっ
てこられました。現在は現場経験を活かした学生指導と
ともに、乳児保育、特別支援教育の研究をされています。

小学校の教員として約30年間小学校教育に携わってこられ
ました。現在は初等教育学科の学科長として学科運営に奮
闘されるとともに、算数教育の実践研究をされています。

保育士・幼稚園教諭養成課程

幼保の授業紹介

乳児保育Ⅱは１年の後期に履修する専門科目です。この授業では、まず年齢別の発達段階を学習し、
発達段階に沿った保育内容や環境構成、援助方法を考えます。子供の発達を促すことができるよう、

1年次
乳児保育Ⅱ
1年 木場絢音

実際に保育現場で保育をしているつもりで様々な視点から考えていきます。グループワークを通じて
友達と相談・意見交換をしたり、先生からアドバイスをいただいたりすることもあり、その新しい発
見や学びも大きなヒントとなっていきます。また、絵本の読
み聞かせや手遊び、ふれあい遊びなどの演習をたくさん行い
ます。最近行った新聞紙遊びでは、実際に新聞紙を使い、被
り物やオブジェ、テントなどの様々なものを作りました。
また、実際に自分たちで作って遊ぶことにより、保育者と
しての注意点にも気づくことができました。さらに、最後の
授業では模擬保育をするなど、実際に自分たちが体験・実践
することで、学びをより深めていける演習授業です。

2年次の前期に保育士資格、幼稚園教諭免許状の取得を希望する学生が受講する「児童文化」の授業
があります。この授業では、子どもの遊びについて学び、様々な児童文化を実践することで、普段の

2 年次
児童文化
2年 髙垣菜々美

保育に活かしていくことができるように専門性を深めていく授業です。
折り紙や、わらべうたなどの保育の中での遊びについての模擬保育やパネルシアターの製作・発表
があります。さらにこま回しやけん玉、あやとりのような伝承遊びを実際に体験し、練習・発表を行
いました。初めは上手にできませんでしたが、諦めずに何度も挑戦をし、できるようになった時の達
成感と同時に、子どもの気持ちを味わうことができました。保育のスキルを高めるとともに、楽しみ
ながら学ぶことができる授
業です。

！
よ〜
た
き
にで
上手

小学校教諭・特別支援学校教諭養成課程

初等教育学科1年次の後期では、「初年次教育Ⅱ」という必修の授業があります。この授業では、前
半組と後半組の 2つに分かれて授業が行われています。
まず前半組では、自分の好きなものや、紹介したいものなど自由なテーマでプレゼンテーションを
行っています。どうすれば自分の伝えたいことを上手に伝えることができ、聞いている人たちを魅了
することができるのか、実践することで学ぶことができます。
また、自分が聴衆の立場になったとき、どういった表情や反
応をすれば発表者が発表しやすいのか、ということも実感す
ることができ、「話すこと・聞くこと」どちらの能力も身に付
けることができます。
次に後半組では、ディベートを行っています。ある１つの
問題について、否定派と肯定派に分かれて議論をします。ディ
ベートで自分の意見を積極的に話すことで、主体的な行動力
や、話す能力の向上につながります。
2年次前期に行われる小学校教員免許の必修科目で、前半は音楽科授業の実践に必要な理論を学び、
後半は指導案を作成し全員が模擬授業を実践します。
前半の授業を通して、子どもは「体験を通して」音楽を学ぶと理解しましたが、教師役になると「大
切なことを伝えたい！」という思いが優り、「歌唱では歌う活動」「鑑賞では聴く活動」を十分確保す
るのは難しかったです。
けれど、子ども役で模擬授業に参加してみて、先生の話を聞くばかりの受動的な授業ではなく、
「体
験を通して」学ぶことで楽しく音楽を感じることができると改めて学びました。このような学びは、
全員が指導案を作成して模擬授業をし、私たちの模擬授業に対して、小学校での現場経験のある小林
先生が一人一人丁寧に指導
をしてくださったからです。
「音楽科教育法」を履修し
て、来年の小学校教育実習
では音楽科授業に挑戦して
みたいと思っています。

鑑賞の授業

3 年次
幼稚園教育
実習指導Ⅱ
3年 難波智子

この幼稚園教育実習指導Ⅱは、4週間の幼稚園教育実習を終えてから履修する授業です。
実習の振り返りや保育実践での課題の討議などを行い、自己課題を明らかにしていきます。実習の
振り返りでは、実習を通して学んだことを発表したり、実習での成功体験や失敗体験などをもとに協
議したりします。実習での学びや経験をもとに、皆で意見を出し合うことで、よりよい保育について
深く考える機会となります。実習に行って終わりではなく、
実習での学びをしっかりと定着させることができます。
私は、この授業を通して「最後まで頑張る子供の心情や意
欲を支える保育者」になりたいという思いが強くなりました。
そのためには「その子供のよさやありのままの姿を認める」
ということが大切だと気づきました。このことは今後の学び
に欠かせないものになると思います。
この授業は、実習後の自分の成長を実感でき、課題意識を
発見できるため、将来どのような保育者になりたいかを具体
的に考えることができる魅力があります。

小・特の授業紹介
1年次
初年次
教育Ⅱ
1年 佐藤梨沙子

2 年次
音楽科
教育法
2年 松島 穂

歌唱の授業

3年生の「生徒・進路指導論」の授業では、『生徒指導提要』や心理学の研究などの資料を参考にし
ながら、どのように指導、援助を行うのがよいか学んでいきます。生徒指導は、様々な場面で行われ
ており、児童の成長や学びなど、学校教育において重要な意義をもつことを知ることができました。
事例についても、具体的に考えていくことができ、生徒指導やキャリア教育についての考え方を深め
ていきます。
また、教育に関する新聞を読み、感想を書いていくこ
とで、今起きている教育に関する出来事を知り、それに
対する自分の考えをもつ機会があります。あわせて、学
級経営に役立つ学級通信を作る課題もあり、タイトルや
自己紹介文などを考え、現場に出た時のことを想定しな
がら、取り組むことができます。
このように、「生徒・進路指導論」の授業では、指導す
る立場になった時のことを考えながら、実践方法につい
て学んでいくことができます。

3 年次
生徒・進路
指導論
3年 喜多理絵

