養 成 課 程
オールラウンドな力と
子どもの成長を見守る目

14コースから形成される4つの系の学び
̶ 確かな学力と実践的指導力 ̶

初等教育教員には、全教科に対応し得るオールラウンドな学力

初等教育教員養成課程では、
「 小学校の教科に関する専門科

と、幅広い年齢にわたる子どもたちの多様な発達段階に応じた

適切な指導力が必要です。また、子どもたちを取り巻く環境が

変化する中にあって、教員の果たすべき役割も大きくなる一方

です。そうした状況に鑑み、本課程では、精選された科目群によ

目」
（ ※18単位）と所属するコースに対応する教科の専門科目

（16単位）を履修します。

※幼児教育コースのみ8単位の履修

り、確かな学力と実践的指導力を持つ個性あふれる教員の育

に
ココ

成を目指します。

■小学校専門科目は、教育職員免許法で規定されている単

注目
！
！

位数を大幅に超えて、全教科について学び、自信を持って
教科の指導に当たれるようにします。

■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、そしてそれと有機的に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融合を促進
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目群で第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

さと豊かな創造性を養います。

■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

し、幅広く確かな教科の知識・技能を有するのみならず、

ミュニケーション」に加えて、全学共通の必修科目「特別

を持った教員の養成を目指します。

に求められている素養を身に付けることができます。

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

アートン

■現代から近未来の教育課題を見据えた現代的課題科

支援教育概論」
「環境・防災教育」により、今全ての教員

の
高校生へ

幼児教育講座

佐藤 哲也 教授
初等教育教員養成課程

幼児・児童は身近な生活圏、例えば家庭、地域、学校園において、様々な
物・人・事に出会います。
好奇心に目を輝かせて関わりを結び、
試行錯誤を
繰り返しながら、
学びを積み重ねていくのです。
頭・心・身体が著しく成長す
るのが幼少期の特徴です。
こうした子どもの生活や育ちに寄り添い、人間
としての基礎教育を担っていくのが幼稚園や小学校の教師です。
初等教育教員養成課程では、教育学や心理学をはじめ様々な学問を通
じて、
教師に求められる教養を身に付けていきます。
また、
附属学校園等で
の実習によって、幼児・児童理解を深め、教育技術を磨いていきます。座学
と実践を往還させながら、
教育専門職に求められる感性や知性、
職能を開
発し、使命感を育んでいくのです。“今”を懸命に生きる子どもの人権を尊
重し、
希望溢れる“未来”への可能性をひらく、
そんな創造的実践者、
生涯学
び続けるイノベーティブ・ティーチャーを目指して、
一緒に頑張りましょう。

■ 課程内容

1

2

3

4

発達・
教育系

言語・
社会系

理数・
生活系

芸術・
体育系

●幼児教育コース

●国語コース

●数学コース

●音楽コース

●子ども文化コース

●社会コース

●理科コース

●美術コース

●教育学コース

●英語コミュニケーション
コース

●情報・ものづくり
コース

●体育・健康コース

●教育心理学コース

●家庭科コース

あおば先生

■ 取得可能免許
系・コース

幼児教育コース
発達 ・
教育 系

言語 ・
社会 系
理数 ・
生活 系
芸術 ・
体育 系

子ども文化コース
教育学コース
教育心 理学コース
国語コース
社会コース
英語コミュニケーションコース
数学コース
理科コース
情 報・ものづくりコース
家庭科コース
音楽コース
美術コース
体育・健 康コース

卒業の要件を満たせば
取得できる免許状

■ 幼稚園１種
■ 小学校１種

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※

■ 中学校１種（２種）
■ 高等学校１種
■ 特別支援学校１種（２種）

■ 幼稚園１種（２種）
■ 中学校１種（２種）
■ 小学校１種

■ 高等学校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。

※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。
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《4コース》
幼児 教 育コース
就学前教育と小学校教育を繋ぐ専門家を育てる
《概

要》

子ども文化コース
子ども文化コースの概要
《概

子どもの発達と教育に関する広い視野と高い専門性に加え、実
践力を兼ね備えた幼稚園教員や就学前教育との接続・連携につい
ての指導力を兼ね備えた小学校教員を養成します。また、子育て
支援や特別支援保育についても学びます。

《 特色ある授業や取組 》
授業は講義と演習を織り交ぜて進めていきます。教育の現場と
子どもの実態に結びつく内容を展開します。手遊びやわらべうた、
表現力を身につけるための実技も楽しく学びます。
また、
２年生と３
年生が合同で、仙台市環境局と連携して幼児の自然体験プログラ
ム（宮教大もりのたんけんたい）を企画・実施しています。紅葉が美
しい季節、保育所の子どもたちをキャンパスに招いて、散策や自然
物を活用した制作活動など、学生が主体となって展開しています。
また、
附属幼稚園や近隣保育所等での保育ボランティアにも力を入
れ、乳幼児と触れ合う機会を積極的に作っています。４年次には学

要》

本コースでは、児童館や小学校における実践活動を始
め、実習・実技的要素をふんだんに取り入れたコース専門
科目を通じて、子ども理解を基軸とし、豊かな感性と実践
力とを備え、現代的課題に柔軟に対応できる個性豊かな
小学校教員の養成を目指します。
□ 子ども文化基礎演習
□ 幼児教育学
□ 教育学講義
□ 子どもと文学
□ 子どもと表現
□ 子ども文化テーマ研究
□ 子ども文化研究法
□ 子ども文化実習

生が自らテーマを選んで「卒業
研究」に取り組みます。文献研
究や調査研究、保育内容開発
等、様々なアプローチから研究
が進められていきます。

教 育心 理学コース
教育心理学の世界へようこそ
《概

要》

学校教育が抱える諸問題を子どもが抱える心の問題としてとら
え直し、子どもの発達や学習過程に関する教育心理学的な知見を
土台として生徒指導、学習指導、青少年の適応指導などに関する

教 育学コース
子どもとコミュニティの未来のための教育学
《概

要》

教育の総合的な研究を通し、教育の新しい可能性を切りひらく
実践者を育成します。学校教育はもちろん、学校外の学びの場や
教育制度を視野に入れ、国際比較、歴史研究、フィールドワークな
ど、多様な視点と方法で教育を考える力が身につきます。

《 特色ある授業や取組 》

本コースは、教育心理学的素養に富んだ小学校教員の育成を目
的としています。コース担当教員の専門研究領域は、発達心理学・
学習心理学・臨床心理学に分かれており、所属学生はこれらの側
面から現代教育の諸問題について深く学ぶことができます。
１-２年次のコース専門科目には、文献講読、研究法、実験実習な
どがあり、全員がこれらの教育心理領域全体にわたる共通基礎科

近年はさまざまな場面でp４c（ 子どものための哲学）と呼ばれ

目について学習します。そして、２-３年次では、発達・学習・臨床な

る学びの手法を導入しています。世界各地で広がっている「対話に

どのより分化した専門領域を講義や演習によって深め、４年次で

よる探究の授業」は、子どもの人間関係を深め、新しい知恵を生み

卒業研究をまとめることになります。また、これらのコース専門科

出す力をもち、まさに未来を創造する教育実践といえるでしょう。

目と並行して小学校教員免許に関する教職専門科目群を履修しま

こうした対話的・創造的な体験は、教師として・人間としての学生

すが、得意な教科を作ってもらうために、特定の教科を各自が選択

の成長にも有効だと実感しています。

して、まとまった専門科目群も履修する仕組みになっています。

コースの専門科目では、レポートの書き方、観察やフィールド
ワークの方法、問いの立て方、議論の仕方、文献の読み方など、基
礎的な知の技法を系統的・継続的に学び、４年次には本格的な卒
業研究に挑 戦します。教育を
創造的に研究する力をもち、魅
力ある教育実践を創造できる
小学校教員の育成が、教育学
コースのめざすところです。
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実践的な知見を総合的に学びます。

《 特色ある授業や取組 》

左の写真は心理学実験プログラムの一部で、右の写真は箱庭療
法における箱庭です。

《3コース》
国語コースの概要
《概

要 》

これからの小学校英語教育に向けて
《概

教育はことばを通して行われます。その「ことば」、すな
わち国語（日本語）に対する専門知識や表現・理解といっ
た言語活動についての力量を持った教員の養成を目指し
ます。

要 》

小学校でのこれまでの教科を担当することに加えて、小学校で
の英語活動の担い手としての小学校教員の養成を目指します。
コースカリキュラムは、これまでの小学校での英語活動の成果と
中学校での英語教育との連携の在り方の十分な検討を踏まえた
ものとなっています。

国語科教育の基盤となることばに関わる諸分野を幅広
く丁寧に学んでいきます。
□
□
□
□
□
□
□
□

英 語コミュニケーションコース

初等教育教員養成課程

国 語コース

《 特色ある授業や取組 》
小学校英語教育に対応すべく、基礎的な英語力（発音、文法、語
彙）を含め、英語によるコミュニケーション力・表現力と、英語の指

国語基礎講読
国語学概論
国文学概論
漢文学概論
書道演習
国語理解
国語表現
国語教育課題演習

導力の向上を目指しています。同時に、日本の文化・異文化の知識
を英語を用いて伝えることのできる能力、さらには国際人やグロー
バルな心を持つことと共に、子供たちの気持ちや人の心を理解す
る能力という、教員としての必須の要素を修得することができま
す。学生たちは、お互いの模擬授業やプレゼンテーションを行った
後に、クラスメイトとともにグループを作り、自らが提案したキー
ワードなどをもとにして、ディベート（討論）や議論を行い、小学校
英語教育にたずさわる積極的
な態度や前向きな姿勢を育ん

社 会コース
社会科を得意分野とする小学校教員を育てる
《概

要 》

でいます。
（ 写真は根本アリソ
ン特 任 准 教 授『 英 語コミュニ
ケーション総合演習』での授業
風景）

本コースでは、小学校で社会科を得意分野とする教員の養成を
行っています。そのために人文・社会諸科学および教科教育学の
基礎知識を広く体系的に学び、思考力や理解力を養うと同時に、
社会の授業づくりを行う実践力を育むカリキュラムを提供してい
ます。

《 特色ある授業や取組 》
社会コースの１年次の必修科目に「社会ゼミナール」があります。
この授業の目的は、本学での学びにとって必要なさまざまな基本

テックン
MUE
（ミュー）
ちゃん

的スキル、たとえば文献講読・レジュメ作成・プレゼンテーションお
よびディスカッションのスキル等を、身につけてもらうことにありま
す。毎年、社会科教育講座の教員がローテーションで授業を担当

ハモニー
さん

し、専門的な知見をもとに、少人数のゼミナール形式で授業を行い
ます。たとえば哲学を専門とする教員がこの授業を担当した学年
では、
「p4c（philosophy for children 子どもの哲学）」の手法を使っ
て、ディスカッションが活発になるような指導を行いました。社会ゼ

みやっきょ
先生

アートン

ミナールで身につけることのできるこれらのスキルは、社会コース
で専門的な内容を学び、自ら研
究を進めていくためだけでは
なく、将来、学校教員として活
躍するためにも、非常に重要な
スキルです。
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《4コース》
数学コース
数学コースの概要
《概

要》

初等教育の教員は全教科にわたる一定レベル以上の素養が不可欠

であることは言うまでもありません。本コースでは更に算数・数学を得
意な分野とする魅力的な教師を育てたい。数学本来の意味と方法を的
確に理解し、また確実に身に付けて、教育の現場における具体的実践
に役立てて欲しいと考えています。

《 特色ある授業や取組 》

数学コースの特色のある授業として、４年生の卒業研究演習（以下

理 科コース
理科コースの概要
《概

要》

理科の広い分野にわたる確かな知識を身に付け、学問的な基礎
を理解するとともに、その理解の基礎となる実験の技能を物理、
化学、生物、地学の各分野について修得することにより、小学校に
おいて理科の学習指導の中心となれる教員を育成することを目指
しています。

《 特色ある授業や取組 》

略して「卒業研究」）があげられます。初等教育教員養成課程の学生に

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

対しては、
「数学」や「算数科教材研究法」という授業がありますが、数

並行して実験や演習を重視しています。特に、物理・化学・生物・地

学コースでは、さらにコース専門科目を学習することにより、数学の各
分野（解析学、代数学、幾何学）の入門的・基礎的内容を１年生から３年
生にかけて積み上げて、４年生の卒業研究につなげます。卒業研究で

学、すべての分野の実験を必修としており、4年間の学びを通して
「理科を教える自信がある」理科に強い小学校教員の育成を目指

は、算数・数学そのものや算数教育・数学教育についての一つまたは幾

しています。必要な実験機材や器具などを備えた実験室や映像

つかのテーマについて指導教員のもとで研究します。コース専門科目

演示ができる教室のある理科実験棟など充実した設備とともに、

の多くが講義形式なのに対して、数学コースの卒業研究は、研究テー

地層、岩石、化石、植生、動植物などの観察が容易な自然豊かな青

マに関して自分で考えたり調べ

葉山で直接学べる点は、本学の

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

大きな特徴です。ほとんどの学
生は、卒業後、教員として活躍

べて、学生自身の主体的な学習と

しています(H28年度教員就職

積極的な参加が本格的に求めら

率95%(進学除))。

れる点に特徴があります。

情 報･ものづくりコース

家 庭 科コース

未来の教育を担う実践力の高い小学校教員をめざして

身近な生活を科学的視点でとらえ、実践する能力を育む

《概

要》

これまでの小学校教科にはない“情報（ICT）”と”ものづくり”に関する

内容を実践的に学びます。様々なテクノロジーを統合し教科横断的な
教材を作れる実践力と指導力の高い小学校教員を養成します。2020
年から各教科等で扱われるプログラミング教育の力も付けられます。

《 特色ある授業や取組 》
２・３年生が受講する「情報ものづくり教材実践研究」は、アナログ
の良さ、デジタルのメリットを効果的に発揮できる授業を考え、実際に

要》

本コースでは、家族の中での人間発達の仕組みを知り、衣・食・
住などに関わるものごとを科学的な視点で捉えることができるよ
うにします。その際、実験・実習を重視し、小学校家庭科を教える
実践的な力を養成します。

《 特色ある授業や取組 》
本コース独自の授業に、１年生後期に開講される「家庭科ゼミ

児童たちに教える練習を通して、実践的な指導力が付けられるよう工

ナール」があります。この授業では「高校までの学び方から、大学

夫されています。

における学び方への転換」を目指しています。そのためにまず、家

写真は2年生と3年生がペアになって、授業の構想をしている様子で

庭科の専門的内容を学ぶために必要な、実験データ処理方法の

す。授業は、全てをパソコンに置き換えるのでは無く、スライドと黒板、

基礎を習得します。また、学術論文の輪読を行い、卒業研究やレ

ものづくりによる実物を使っての授業等をしており、その様子を録画

ポート作成で役に立つ資料の取り扱い方を学びます。

したものに、他の学生たちがコメントし、授業を振り返ります。
情報ものづくりコースでは、理科や図工等の内容にものづくりを通し
て自分の手で実際に「創る」ことを重視したカリキュラムにより、実践力
が高まるだけでなく、学生
の皆さんがパソコンやタブ
レット等のICTを活用した

そして目玉になるのは、模擬授業です。もちろん受講生の多くは
初めての経験ですので、しっかりとした授業を組み立てることはな
かなかできません。でも、住環境ワークショップの実験・調査教材
に基づいて、内容を自分なりに味付けし、教師になりきって、ひと
とおり授業を試みます。その経

指導力を身につけられるよ

験が、後の授 業研究や教育実

う、ほぼ全ての授業でIC T

習などに生きているようです。

を活用した授業を行ってい
ます。
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《概

《3コース》
音楽の得意な小学校の先生を目指して
《概

要》

本コースでは、将来教育現場で「音楽が得意な先生だ」と認められ、
それを自らのアイデンティティとして誇れるよう、音楽の基礎をしっか

美 術コース

初等教育教員養成課程

音 楽コース

基礎から応用まで、
創造的な能力や実践力を身につけます。
《概

要》

絵画・彫刻・デザイン・工芸・美術理論の基礎を始め、造形・生活

りと学びます。どのような現場でも柔軟に対応できる応用力と豊かな

デザイン・鑑賞など小学校における図画工作の基礎となる各分野

想像力、幅広い視野を持ち、音楽を通して児童の人格形成に貢献でき

を演習、講義を通して学び、創造的な能力や実践力を身に付けて

る教員の育成を目指します。

《 特色ある授業や取組 》
音楽コースの学生は、
５つの領域の
「音楽基礎演習」
（必修）
の授業で、
音楽に関する基本的な知識や技術を学びます。
「声楽」
では発声の知識
や理論を学び小学校での歌唱指導に必要な能力を養います。
「ピアノ」
ではさまざまな時代の作品を学習しながらピアノ演奏の基本的技術を
習得、
「指揮と表現」では音楽的表現について経験と知識を深めつつ指
揮を学びます。
「作曲・音楽理論」では演奏や作曲に生かせるよう基礎

いきます。

《 特色ある授業や取組 》
美術コースでは、絵画・彫塑・デザイン・工芸・美術理論など多様
な分野を基礎から専門的な能力が身につけられるよう段階的に
学習できるプログラムが用意されています。学生一人ひとりが自ら
選択することにより、より深い創造的な能力や造形意識を身につ
けていくことが可能です。また、小学校図画工作の指導における

的な音楽理論を確認し、音楽の知識と感覚を磨きます。
「音楽学」では、

実践力を身につけるため、造形・生活デザイン・鑑賞などのコース

世界の音楽文化を視野に入れながら音楽とは何かを考えます。他にも

専門科目が開講されてます。ここでは、表現活動に必要な、様々な

「ソルフェージュ」
「合唱」
「合奏（弦楽）」
「合奏（吹奏楽）」
「キーボード・

道具を使いこなす技能、素材や材料などについて学ぶとともに、

ハーモニー」
「民族音楽演習」
「音楽学概論」
などの授業があり、
得意な音

小学校における鑑賞の方法論について考えていくことにより、小

楽分野を広げ深めることができ

学校教 員として高い能力と実

ます。また「音楽 科 教 材 実 践 研
究」では学校の授業での音楽の
教え方について学びます。授業外

践力を身につけることを目標と
しています。

でも、
学内演奏会や小学校訪問な
ど、
音楽と教育の両面で実践経験
の機会があります。

体育･健 康コース
体育・健康コースの概要
《概

がんば
ちゃん

要》

スーポ

幅広い教養を身に付けながらも、とりわけ児童期の発達特性や健
康に配慮でき、身体づくりと体育・スポーツ活動の教育に積極的に打
ち込める人材育成を目指します。そのため、本コースでは理論（講義）
と演習（発表討議）による学び、及び基本的な実技種目の技能向上に
より実践的指導力を育みます。

リッカー

《 特色ある授業や取組 》
2年次に開講される体育・健康・スポーツ演習は、体育・健康コースに
開講された、本学独自の科目です。この演習の最終目標は、学術的な
研究方法を用いたミニ論文を執筆し、受講者全員の前でプレゼンテー
ションをすることです。

あおば
先生

マナビー

この目標に向けて、まず、体育領域、健康領域、スポーツ領域の教員
から、それぞれの領域の研究動向と研究方法について学び、論文執筆
に必要な基礎的知識・教養を得ます。その後、自分が興味を持った領
域を選択し、それぞれの教員のサポートを得ながらミニ論文をまとめ
て、PowerPointなどを用いなが
らプレゼンテーションをします。
この演習の経験が、3年次から始
まる研究法演習（いわゆるゼミ活
動）や、4年次の卒業研究の基盤
となっていきます。
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