各学科における各段階の到達目標
■日本語文化学科
履修年次
年次

時期

到達目標（国語）
教育の基礎的理解に関する科目等
大学が独自に設定する科目

教科及び教科の指導法に関する科目

前期

第

①教職課程を履修する動機と目的を理解する。
①中学校教科「国語」を教授するに足る専門的知識及
②中学校教職の特質と概要を理解する。
び技能を、国語学・国文学・書道の各専門分野より
③教職実践力の土台となる教育の理念・目的・内容・ 修得する。
方法・対象理解（発達と障害を含む）
・制度について、②中学校教科「国語」の内容との関連性につき、自主
基礎知識を修得する。
的に探究する方法を身につける。

１
次

後期

年

特別

①公教育の理念・思想と制度・行政・経営システムを ①中学校教科「国語」を教授するに足る専門的知識及
中心に、それらの基礎的知識及び技能を修得する。 び技能を、国語学・国文学・漢文学・書道の各専門
②中学校における教育課程及び教育方法についてそれ 分野より修得する。
らの実践上の基礎的知識を修得する。
②中学校教科「国語」の内容との関連性につき、自主
的に探究する方法を身につける。
③中学校国語科指導法の基礎を学び、指導案の作成・
模擬授業を通して、授業実践力を修得する。
①教育実習の目的や計画・内容等を理解する。

前期

第
２

①道徳教育及び人権教育の目的・内容・方法等につい ①中学校教科「国語」を教授するに足る専門的知識及
て、実践の観点から理解する。
び技能を、国文学の分野より修得する。
②特別な配慮を要する生徒への対応方法をも含め、授 ②中学校教科「国語」の内容との関連性につき、自主
業方法・学級経営等に関する基礎的・実践的知識と 的に探究する方法を身につける。
技能を修得する。
③中学校国語科指導法の基礎を学び、指導案の作成・
③中学校における生徒指導・進路指導の実践上の基礎 模擬授業を通して、授業実践力を修得する。併せて、
的知識を修得する。
教材分析や授業構想のための知識・技能を身につけ
④中学校における総合的な学習の時間・特別活動の実 る。
践上の基礎的知識を修得する。
⑤中学校教育実習の目的や計画・内容等につき理解を
深めるとともに、特別な配慮を要する生徒への対応
方法をも含め、授業方法・学級経営等々に関する基
礎的・実践的知識と技能を修得する。「教育実習事
前事後指導（中）」で教育実習への準備を整える。
⑥前期教育実習生は、中学校教育実習を通して、教職
の使命感や責任感、実践力を修得し、教職に必要な
資質能力を形成する。

年

①中学校における教育相談分野を中心に、教職に関す ①中学校教科「国語」を教授するに足る専門的知識及
び技能を、国文学の分野より修得する。
る基礎的知識及び技能を修得する。
②教育実習の事後指導や「教職実践演習（中）」を通 ②中学校教科「国語」内容との関連性につき、自主的
して、反省事項や今後の研究課題につき、明らかに に探究する方法を身につける。
するとともに、教職への志を確認する。
③後期教育実習生は、2 年次前期の到達目標⑤⑥に準
じる。

次
後期

教

職

実

践

演

習 （中）

①中学校教員として高い教職倫理観を有し、生徒に対する臨床的理解力に支えられた教育愛を発揮すること
ができる。
②中学校（生徒・教職員等）のみならず、地域社会の人々（保護者や校区住民等）とも友好的関係を保持し、
教員として信頼される対人関係を築くことができる。
③生徒をその生活環境（学校・家庭・地域社会）における日常生活を通して臨床的に理解し、適切な理解を
踏まえて、望ましい生徒指導及び学級経営を展開することができる。
④中学校教科「国語」を教授するに足る各専門分野の基礎的知識及び技能を総合的に修得している。
⑤学生自らが修得した専門分野の基礎的知識及び技能を効果的に活用して、指導計画（指導案作成を含む）
を作成し、適切に専門教科の授業を展開することができる。
⑥自らが実施した専門教科の授業（模擬授業を含む）について自己評価を行い、これに他者評価を加えて、
授業改善を行うための最小限の授業運営能力及び態度を身につけている。
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■英語キャリア・コミュニケーション学科
履修年次
年次

時期

到達目標（英語）

教育の基礎的理解に関する科目等
大学が独自に設定する科目

教科及び教科の指導法に関する科目

前期

第
１

①教職課程を履修する動機と目的を理解する。
①中学校教科「英語」を教授するに足る基礎的知識及
②中学校教職の特質と概要を理解する。
び技能を、英語学・英語コミュニケーション・異文
③教職実践力の土台となる教育の理念・目的・内容・ 化理解の各専門分野から修得する。
方法・対象理解（発達と障害を含む）
・制度について、②中学校教科「英語」の内容との関連性につき、自主
基礎知識を修得する。
的に探究する方法を身につける。

次

後期

年

特別

①公教育の理念・思想と制度・行政・経営システムを
中心に、それらの基礎的知識及び技能を修得する。
②中学校における教育課程及び教育方法についてそれ
らの実践上の基礎的知識を修得する。
①教育実習の目的や計画・内容等を理解する。

①中学校英語科指導法の基礎を学び、指導案の作成・
模擬授業を通して、授業実践力を修得する。

前期

第

①道徳教育及び人権教育の目的・内容・方法等につい ①中学校教科「英語」を教授するに足る基礎的知識及
び技能を、英語学・英語文学・英語コミュニケーシ
て、実践の観点から理解する。
②特別な配慮を要する生徒への対応方法をも含め、授 ョン・異文化理解の各専門分野から修得する。
業方法・学級経営等に関する基礎的・実践的知識と ②中学校英語教科内容との関連性につき、自主的に探
技能を修得する。
究中学校教科「英語」のする方法を身につける
③中学校における生徒指導・進路指導の実践上の基礎 ③中学校英語科指導法の基礎を学び、指導案の作成・
的知識を修得する。
模擬授業を通して、授業実践力を修得する。併せて、
④中学校における総合的な学習の時間・特別活動の実 教材分析や授業構想のための知識・技能を身につけ
践上の基礎的知識を修得する。
る。
⑤中学校教育実習の目的や計画・内容等につき理解を
深めるとともに、特別な配慮を要する生徒への対応
方法をも含め、授業方法・学級経営等々に関する基
礎的・実践的知識と技能を修得する。「教育実習事
前事後指導（中）」で教育実習への準備を整える。
⑥前期教育実習生は、中学校教育実習を通して、教職
の使命感や責任感、実践力を修得し、教職に必要な
資質能力を形成する。

２
年

①中学校における教育相談分野を中心に、教職に関す ①中学校教科「英語」を教授するに足る基礎的知識及
び技能を、英語学・英語文学・英語コミュニケーシ
る基礎的知識及び技能を修得する。
②教育実習の事後指導や「教職実践演習（中）」を通 ョンの各専門分野から修得する。
して、反省事項や今後の研究課題につき、明らかに ②中学校教科「英語」の内容との関連性につき、自主
的に探究する方法を身につける。
するとともに、教職への志を確認する。
③後期教育実習生は、2 年次前期の到達目標⑤⑥に準
じる。

次
後期

教

職

実

践

演

習 （中）

①中学校教員として高い教職倫理観を有し、生徒に対する臨床的理解力に支えられた教育愛を発揮すること
ができる。
②中学校（生徒・教職員等）のみならず、地域社会の人々（保護者や校区住民等）とも友好的関係を保持し、
教員として信頼される対人関係を築くことができる。
③生徒をその生活環境（学校・家庭・地域社会）における日常生活を通して臨床的に理解し、適切な理解を
踏まえて、望ましい生徒指導及び学級経営を展開することができる。
④中学校教科「英語」を教授するに足る各専門分野の基礎的知識及び技能を総合的に修得している。
⑤学生自らが修得した専門分野の基礎的知識及び技能を効果的に活用して、指導計画（指導案作成を含む）
を作成し、適切に専門教科の授業を展開することができる。
⑥自らが実施した専門教科の授業（模擬授業を含む）について自己評価を行い、これに他者評価を加えて、
授業改善を行うための最小限の授業運営能力及び態度を身につけている。
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■幼児教育学科

到達目標（幼）

履修年次
年次

各段階における到達目標

時期
前期
後期

第１年次

⑴基礎的な教養、及び英語、情報スキル、レポート作成や発表の技法など、短期大学士にとって必要な知識・
技能を身につける。
⑵幼児教育・保育に関する入門的な内容を理解する。
⑶幼稚園教員・保育士という進路への動機づけを高める。
⑴幼稚園教員・保育士として身につけておかなければならない科目の内容の知識・理解を深め、特に保育
内容の科目や実習指導の科目での学びを中心として、実践的指導力を身につける。
⑵保育士課程については、保育実習によって実践的理解を深め、科目における理解と総合して、幼児教育・
保育を理解する。

前期
後期

第２年次

⑴幼稚園教員・保育士として身につけておかなければならない科目の内容の知識・理解を深め、特に保育
内容の科目や実習指導の科目での学びを中心として、さらに実践的指導力を身につける。
⑵保育士課程については、保育所における実習によって実践的指導力を高め、科目における理解と総合し
て、幼児教育・保育をより深く理解する。
⑴幼稚園教員・保育士として身につけておかなければならない科目の内容の知識・理解を、幼稚園教育実
習での学びと結びつけながら、さらに深める。
⑵幼稚園教育実習における学びを通して、幼稚園教員としての実践的指導力を身につけ、保育実習での学
びと総合して、また科目における理解と総合して、幼児教育・保育の実践的指導力を高める。
⑶「保育・教職実践演習（幼）
」を通して、これまでの学びを振り返り、自らの課題に取り組む。
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■健康・スポーツ学科
履修年次
年次

時期

到達目標（保健体育）
教育の基礎的理解に関する科目等
大学が独自に設定する科目

教科及び教科の指導法に関する科目

前期

第
１

①教職課程を履修する動機と目的を理解する。
①中学校教科「保健体育」を教授するに足る専門的知
②中学校教職の特質と概要を理解する。
識及び技能を、「体操」
・
「スイミング」
・
「ダンスⅠ」
・
③教職実践力の土台となる教育の理念・目的・内容・ 「スポーツ心理学」・「スポーツの文化・歴史」・「運
方法・対象理解（発達と障害を含む）
・制度について、 動生理学」・「救急処置演習」の各分野から修得し、
基礎知識を修得する。
教職にとっての意義を理解する。

年
後期

次

①公教育の理念・思想と制度・行政・経営システムを ①中学校教科「保健体育」を教授するに足る専門的知
識及び技能を、「器械運動」・「トラックアンドフィ
中心に、それらの基礎的知識及び技能を修得する。
・
「バレーボール」
・
「バスケットボール」
・
「ダ
②中学校における教育課程及び教育方法についてそれ ールド」
ンスⅡ」・「体育原理」・「スポーツ運動学」の各分野
らの実践上の基礎的知識を修得する。
に係る基礎的知識及び技能から修得し、教職にとっ
③教育実習の目的や計画・内容等を理解する。
ての意義を理解する。
②中学校保健体育科指導法の基礎を学び、指導案の作
成・模擬授業を通して、授業実践力を修得する。

前期

第
２

①道徳教育及び人権教育の目的・内容・方法等につい ①中学校教科「保健体育」を教授するに足る専門的知
て、実践の観点から理解する。
識及び技能を、
「ハンドボール」
・
「柔道」
・
「学校保健」
・
②特別な配慮を要する生徒への対応方法をも含め、授 の各分野から修得する。
業方法・学級経営等に関する基礎的・実践的知識と ②中学校教科「保健体育」の内容との関連性について、
技能を修得する。
自主的に探究する方法を身につける。
③中学校における生徒指導・進路指導の実践上の基礎
的知識を修得する。
④中学校における総合的な学習の時間・特別活動の実
践上の基礎的知識を修得する。
⑤中学校教育実習の目的や計画・内容等につき理解を
深めるとともに、特別な配慮を要する生徒への対応
方法をも含め、授業方法・学級経営等々に関する基
礎的・実践的知識と技能を修得する。「教育実習事
前事後指導（中）」で教育実習への準備を整える。
⑥前期教育実習生は、中学校教育実習を通して、教職
の使命感や責任感、実践力を修得し、教職に必要な
資質能力を形成する。

年

①中学校における教育相談分野を中心に、教職に関す ①中学校教科「保健体育」を教授するに足る専門的知
識及び技能を、「剣道」
・
「スポーツ経営管理学」
・
「ス
る基礎的知識及び技能を修得する。
②教育実習の事後指導や「教職実践演習（中）」を通 ポーツ社会学」・「公衆衛生学」の各分野から修得す
して、反省事項や今後の研究課題につき、明らかに る。
するとともに、教職への志を確認する。
②中学校教科「保健体育」の内容との関連性について、
③後期教育実習生は、2 年次前期の到達目標⑤⑥に準 自主的に探究する方法を身につける。
じる。

次
後期

教

職

実

践

演

習 （中）

①中学校教員として高い教職倫理観を有し、生徒に対する臨床的理解力に支えられた教育愛を発揮すること
ができる。
②生徒・教職員等のみならず、地域社会の人々（保護者や校区住民等）とも友好的関係を保持し、教員とし
て信頼される対人関係を築くことができる。
③生徒をその生活環境（学校・家庭・地域社会）における日常生活を通して臨床的に理解し、適切な理解を
踏まえて、望ましい生徒指導及び学級経営を展開することができる。
④中学校教科「保健体育」を教授するに足る各専門分野の基礎的知識及び技能を総合的に修得している。
⑤学生自らが修得した専門分野の基礎的知識及び技能を効果的に活用して、指導計画（指導案作成を含む）
を作成し、適切に専門教科の授業を展開することができる。
⑥自らが実施した専門教科の授業（模擬授業を含む）について自己評価を行い、これに他者評価を加えて、
授業改善を行うための最小限の授業運営能力及び態度を身につけている。
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■食生活学科
履修年次
年次

時期

到達目標（栄養教諭）
教育の基礎的理解に関する科目等

栄養に係る教育に関する科目

前期

第
１
年

①栄養教諭教職課程を履修する動機と目的を理解す
る。
②栄養教諭の特質と概要を理解する。
③栄養教諭として求められる教職実践力の土台となる
教育の理念・目的・内容・方法・対象理解（発達と
障害を含む）・制度について、基礎知識を修得する。

後期

次

①公教育の理念・思想と制度・行政・経営システムを
中心に、それらの基礎的知識及び技能を修得する。
②学校教育における教育課程及び教育方法についてそ
れらの実践上の基礎的知識を修得する。

前期

①学校教育における道徳教育指導分野及び特別支援教 ①栄養教諭として必要な専門的知識及び技能を、学校
育を中心に、その実践上の基礎的知識及び技能を修 栄養教育・指導論より修得する。
得する。
②上記①と栄養教育実習（特に授業及び栄養指導）と
②学校教育における生徒指導の実践上の基礎的知識を の係わりを考慮し、それらの実践上の意義及び具体
修得する。
的内容を自主的に探究する方法を身につける。
③学校教育における総合的な学習の時間・特別活動の
実践上の基礎的知識を修得する。
④栄養教育実習の目的や計画・内容等につき理解を深
めるとともに、特別な配慮を要する児童・生徒への
対応方法をも含め、栄養指導・授業・学級経営等々
に関する基礎的・実践的知識及び技能を修得する。

第

①教育相談の理論及び方法を中心に、栄養教諭教職に
関する基礎的知識及び技能を修得する。
②教育実習生は、栄養教育実習を通して、栄養教諭の
使命感や責任感、実践力を啓培し、教職に必要な資
質能力を形成する。
③教育実習の事後指導や「教職実践演習（栄教）」を
通して、反省事項や今後の研究課題につき明らかに
するとともに、教職への志を確認する。
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①栄養教諭として高い教職倫理観を有し、児童・生徒に対する臨床的理解力に支えられた教育愛を発揮する
ことができる。
②生徒・教職員のみならず、地域社会の人々（保護者や校区住民等）とも友好的関係を保持し、栄養教諭と
して信頼される対人関係を築くことができる。
③児童・生徒をその生活環境（学校・家庭・地域社会）における日常生活を通して臨床的に理解し、適切な
理解を踏まえて、望ましい生徒指導及び学級経営を支援することができる。
④栄養教諭として求められる専門分野の基礎的知識及び技能を総合的に修得している。
⑤学生自らが修得した専門分野の基礎的知識及び技能を効果的に活用して、指導計画（指導案作成を含む）
を作成し、適切な栄養指導を展開することができる。
⑥自らが実施した授業（模擬授業を含む）や模擬指導について自己評価を行い、これに他者評価を加えて、
授業改善・指導改善を行うための態度を身につけている。
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