
○国際武道大学学則

平成元年５月30日 
制定

国際武道大学学則（昭和58年12月22日制定）の全部を改正する。 
第１章 総則

（名称）

第１条 本学は、国際武道大学と称する。

２ 本学の英訳は、INTERNATIONAL BUDO UNIVERSITYと称する。 
（目的）

第２条 本学は、日本武道を主とした内外の指導者の育成を目指し、武道及び体育に関する諸科学を

教授研究するとともに、国際的な感覚と高い教養をもち、専門的な知識と技能を体得した人物を養

成し、国際社会及び地域社会に寄与し、指導的役割を果たし得る人材を養成することを目的とす

る。

（自己点検・評価等）

第２条の２ 本学は教育研究水準の向上を図り、前条の目的を達成するため、本学における教育研究

活動等の状況について自ら点検評価を行い、その結果を公表する。

２ 本学は、前項の措置に加え、学校教育法の定めるところにより、本学の教育研究等の総合的な状

況について、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者による評価を受けるものと

する。

３ 本学は、教育研究活動等の状況、自己点検・評価、第三者評価等の結果について、刊行物・広報

物等において、積極的に情報を提供するものとする。

第２章 大学の組織

（学部・学科）

第３条 本学に次の学部及び学科を置く。

学部 学科

体育学部 武道学科

体育学科

（学部・学科の目的）

第３条の２ 体育学部は、武道精神を教育理念の柱とし、武道及び体育・スポーツの指導者育成を目

指した諸科学の教授研究を通して、国際的な感覚や教養を養い、高い専門性を体得し、国際社会及

び地域社会において指導的な役割を果たし得る人材を養成することを目的とする。

(1) 武道学科は、日本の伝統文化としての武道を伝承し、知識の修得及び技術の修錬を通して、

「術」を超えた「道」の精神を追求することにより、心身ともに健全で社会に貢献できる人材を

育成する。

(2) 体育学科は、様々な身体活動やスポーツの実践を通して、体育・スポーツを幅広く経験し研究

することにより、豊かな人間性を兼ね備えた社会に貢献できる人材を育成する。

（図書館）

第４条 本学に附属図書館及び附属武道・スポーツ科学研究所を置く。

２ 附属図書館及び附属武道・スポーツ科学研究所の管理運営に関する規則は、別に定める。

（委員会）

第５条 本学に、教育研究、校務等の円滑な運営を図るため、必要に応じて委員会を置くことができ

る。

２ 委員会の設置及び運営については、学長が定める。

（事務局）
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第６条 本学の事務を処理するため、事務局を置く。 
２ 事務局に関する規程は、別に定める。 

第３章 収容定員 
（収容定員） 

第７条 本学の収容定員は、次のとおりとする。 
学部 学科 入学定員 収容定員 

体育学部 
武道学科 80人 320人 
体育学科 360人 1,440人 

計 440人 1,760人 
第４章 教職員組織 

（教職員） 
第８条 本学に学長、副学長、教授、准教授、助教、助手、事務職員及びその他の職員を置く。 
（教職員の任務） 

第９条 学長は、校務をつかさどり、所属教職員を統督する。 
２ 副学長は、学長を助け、命を受けて校務をつかさどる。なお、学長に事故あるとき又は学長が欠

けたときは、その職務を代理し、又はその職務を行う。 
３ 教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有す

る者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。 
４ 准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する

者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。 
５ 助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であって、学

生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。 
６ 助手は、その所属する組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事する。 
７ 事務職員及びその他の職員は、上司の命を受け、職務に従事する。 
（非常勤講師） 

第10条 本学に非常勤講師を置く。 
（客員教授） 

第11条 本学に客員教授を置くことができる。 
２ 客員教授に関する規程は、別に定める。 
（特任教員） 

第12条 本学に特任教員として、特任教授、特任准教授及び特任助教を置くことができる。 
２ 特任教員に関する規程は、別に定める。 

第５章 名誉学長及び名誉教授 
（名誉学長） 

第13条 本学の学長として、功績のあった者並びに本学の開学又は教育研究条件の向上に顕著な功績

があった者に対して、別に定めるところにより、名誉学長の称号を授与することができる。 
（名誉教授） 

第14条 本学の副学長、教授、准教授又は助教として多年勤務し、教育上又は学術上功績のあった者

に対して、別に定めるところにより、名誉教授の称号を授与することができる。 
第６章 教授会 

（教授会） 
第15条 本学に教授会を置く。 
２ 教授会は、学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教、助手及び別科専任教員をもって組織す

る。ただし、必要があるときは、学長、副学長、学部長及び教授をもって組織することができる。 
３ 必要な場合は、事務局長及びその他の職員を加えることができる。 



４ 教授会は、学長が招集し、その議長となる。ただし、学長に事故があるときは、副学長が、学長

及び副学長ともに事故があるときは、学部長が、それぞれその職務を代行する。 
（教授会の審議事項） 

第16条 教授会は、次に掲げる事項について審議し、学長が決定を行うに当たり意見を述べるものと

する。 
(1) 学生の入学、卒業及び課程の修了に関する事項 
(2) 学位の授与に関する事項 
(3) その他、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定める事項 

２ 教授会は、前項に規定するもののほか、学長及び学部長その他重要な組織の長（以下この項にお

いて「学長等」という。）がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、学長等の求めに応

じ、意見を述べることができる。 
（教授会の運営規則） 

第17条 教授会の運営について必要な事項は、別に定める。 
第７章 修業年限、在学期間、学年、学期及び休業日 

（修業年限） 
第18条 学部の修業年限は、４年とする。 
（在学期間） 

第19条 在学期間は、修業年限の二倍の期間を超えることができない。ただし、休学期間は、これに

算入しない。 
（学年） 

第20条 学年は、４月１日に始まり、翌年３月31日に終わる。 
（学期） 

第21条 学年を次の二学期に分ける。 
前期 ４月１日から９月23日まで 
後期 ９月24日から翌年３月31日まで 

（休業日） 
第22条 学生の休業日は、次のとおりとする。 

(1) 土曜日、日曜日 
(2) 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に定める休日 
(3) 建学記念日 10月24日 
(4) 春期休業日 ２月18日から３月31日まで 
(5) 夏期休業日 ８月６日から９月２日まで 
(6) 冬期休業日 12月25日から翌年１月７日まで 
(7) 臨時休業日 その都度学長が定める日 

２ 必要がある場合において学長は、前項の休業日を臨時に変更し、又は休業日であっても、授業を

行うことができる。 
第８章 授業科目及び単位数 

（授業科目及び単位数） 
第23条 授業科目及び単位数は別表第１に定めるとおりとする。 
２ 前項に規定する科目のほか、必要に応じて特別講義を行うことがある。 

（単位の計算方法） 
第24条 単位の計算方法は、１単位の授業科目を45時間の学習を必要とする内容をもって構成するこ

とを標準とし、原則として次の基準により単位計算するものとする。 
(1) 講義及び演習については、15時間の授業をもって１単位とする。 
(2) 実験、実習及び実技については、30時間の授業をもって１単位とする。 



(3) 一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行

う場合については、その組み合わせに応じ、前二号に規定する基準を考慮して本学が定める時間

の授業をもって１単位とする。 
２ 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらの学

修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考

慮して、単位数を定める。 
（卒業要件の単位数） 

第25条 卒業に必要な単位数は、124単位以上とし、別表第２の定めるとおりとする。 
第９章 履修・単位修得方法等 

（履修方法等） 
第26条 学生は、別表第１に定めるところにより、単位を修得しなければならない。 
２ 履修方法については、別に定める。 
（履修コース） 

第27条 武道学科及び体育学科に、別表第１に掲げる履修コースをおく。 
２ 学生は、所属する学科の一以上の履修コースについて、別表第１の定めにしたがい修得しなけれ

ばならない。 
第28条 削除 
第29条 削除 
第29条の２ 削除 
第30条 削除 
（教職課程科目の履修・単位修得方法） 

第31条 教育職員免許状の資格取得を希望する学生は、教育職員免許法（昭和24年法律第147号）及び

教育職員免許法施行規則（昭和29年文部省令第26号）に定める単位を修得しなければならない。 
２ 教職課程の科目及び履修方法等については別に定める。 
（教育職員免許状の取得） 

第32条 本学卒業基準を満たし、かつ、前条に規定する単位を修得し、所定の手続を経た者は、次の

とおり教育職員免許状を取得することができる。 
学部 学科 免許状の種類 免許教科の種類 

体育学部 武道学科 中学校教諭一種免許状 
高等学校教諭一種免許状 

保健体育 
体育学科 

（１年間の授業期間） 
第33条 １年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、35週にわたることを原則とする。 

第10章 学習の評価及び卒業の認定 
（単位） 

第34条 授業科目を履修し、その試験に合格した者には、所定の単位を与える。 
（他大学等における授業科目の履修等） 

第34条の２ 本学が教育上有益と認めるときは、本学の定めるところにより他の大学若しくは短期大

学において履修した授業科目について修得した単位を、60単位を超えない範囲で本学における授業

科目の履修により修得したものとみなすことができる。 
２ 前項の規定は、学生が外国の大学又は短期大学に留学する場合及び外国の大学又は短期大学が行

う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。 
（大学以外の教育施設等における学修） 

第34条の３ 本学が教育上有益と認めるときは、短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修そ

の他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えること

ができる。 



２ 前項により与えることができる単位数は、前条第１項及び第２項により本学において修得したも

のとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。 
（入学前の既修得単位等の認定） 

第34条の４ 本学が教育上有益と認めるときは、本学に入学する前に大学又は短期大学において履修

した授業科目について修得した単位（科目等履修により修得した単位を含む。）を、本学に入学し

た後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 
２ 本学が教育上有益と認めるときは、本学に入学する前に行った前条第１項に規定する学修を本学

における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。 
３ 前２項により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、編入学、転入学等の場

合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、第34条の２第１項及び第２項並びに

前条第１項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとす

る。 
（試験） 

第35条 試験は、毎学期末又は毎学年末に行う。 
２ 各授業科目について、毎学期又は毎学年授業時数の３分の１以上欠席した者は、その科目の試験

を受けることができない。 
３ 授業料及びその他の納付金（以下「学費」という。）の未納者は、試験を受けることができな

い。 
（成績の評価） 

第36条 成績の評価の基準及び方法等については、別に定める。 
（卒業の認定） 

第37条 本学に４年以上在学し、所定の科目及び単位を履修修得した者を卒業とし、卒業証書を授与

する。 
第11章 学位の授与 

（学位の授与） 
第38条 本学の体育学部を卒業した者には、学士（体育学）の学位を授与する。 

第12章 入学、休学、転入学、編入学、転学、転学科、留学、留年、退学、除籍、復学等 
（入学の時期） 

第39条 入学の時期は、学年の始めとする。 
（入学資格） 

第40条 本学に入学することができる者は、次の各号の一に該当するものであることとする。 
(1) 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者 
(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者又は通常の課程以外の課程により、これに相当

する学校教育を修了した者 
(3) 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣

の指定したもの 
(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該

課程を修了した者 
(5) 専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満

たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了し

た者 
(6) 文部科学大臣の指定した者 
(7) 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（大学入学資格

検定に合格した者を含む。） 
(8) 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると



認めた者で、18歳に達したもの 
（入学の出願） 

第41条 本学への入学を志願する者は、入学願書に所定の入学検定料及び別に定める書類を添えて、

指定の期日までに願い出なければならない。 
（入学試験） 

第42条 入学志願者に対しては、入学試験（学力試験、体育実技等を含む。以下同じ。）を行い、そ

の結果に基づいて合格者を決定する。 
２ 入学志願者のうち、人物・学業成績・体育実技がともに優秀な者については、その出身学校長の

推薦により、選考のうえ、合格者を決定することができる。 
（入学手続） 

第43条 前条の規定により合格の通知を受けた者は、所定の期日までに、本学所定の誓約書、身元保

証書その他所定の書類に入学金その他所定の学費を添えて提出しなければならない。 
２ 前項の手続を怠った者に対しては、入学の許可を取り消すことがある。 

（保証人） 
第44条 学生は、保証人を置かなければならない。 
２ 学生の保証人は、その学生の在学中の身元及び学費の納付について、その責に応じなければなら

ない。 
（休学の手続） 

第45条 学生は、疾病その他やむを得ない事由により、引続き２か月以上就学することができないと

きは、詳細な事由書に疾病のときは医師の診断書を添え、保証人連署のうえ学長に願い出て、その

許可を受けなければならない。 
（休学の期間等） 

第46条 休学の期間は、１年以内とする。ただし、疾病その他やむを得ない事由により、引続き１年

を超えて休学しようとする場合には、詳細な事由書に疾病のときは医師の診断書を添え、保証人連

署のうえ学長に願い出て、その許可を受けなければならない。 
２ 前項の休学期間は、通算３年を超えることができない。 
３ 休学期間は、修業年限及び在学期間に算入しない。 

（転入学及び編入学） 
第47条 次の各号の一に該当する者で、本学に転入学又は編入学を願い出た者については、選考のう

え転入学又は編入学を許可することができる。 
(1) 学士の学位を有する者で本学に編入学を願い出たもの 
(2) 他の大学の学生であって、その学長の許可を得て、本学に転入学を願い出たもの 
(3) 短期大学又は高等専門学校の卒業者で本学に編入学を願い出たもの 
(4) 専修学校の専門課程（修業年限が２年以上であることその他文部科学大臣の定める基準を満た

すものに限る。）を修了した者（学校教育法第90条第１項に規定する者に限る。）で本学に編入

学を願い出たもの 
(5) 高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の専攻科の課程（修業年限が２年以上で

あることその他文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。）を修了した者（学校教育法第

90条第１項に規定する者に限る。）で本学に編入学を願い出たもの 
２ 前項の場合において、他大学等で修得した授業科目の単位並びに在学年数の一部又は全部を、本

学における授業科目の単位並びに在学年数として認定又は換算することができる。 
３ 転入学又は編入学者の在学すべき年数は、学長が定める。 
４ 転入学又は編入学者の在学期間は、前項により定められた年数の二倍の期間を超えることはでき

ない。 
（転学） 



第48条 学生は、他の大学に転学しようとするときは、その理由を具し、保証人連署のうえ学長に願

い出て、その許可を受けなければならない。 
（転学科） 

第48条の２ 学生が他の学科へ転学科を願い出たときは、選考のうえ、これを許可することがある。 
２ 転学科を許可された者の、既に修得した授業科目の単位の取り扱い等については、学長が定め

る。 
（留学） 

第49条 学長が教育上有益と認めたときは、学生が他国の大学に留学することを認めることがある。 
２ 留学の期間は、１年以内とし、修業年限及び在学期間に算入する。 
３ 留学に関する規則は、別に定める。 
（留年） 

第50条 在学年次修了時において修得した科目、科目数、単位数が不十分で、上級学年の履修に支障

があると認められる者に対しては、原学年に留年させることがある。 
（退学） 

第51条 疾病又はやむを得ない事由によって、退学しようとする者は、詳細な事由書に、疾病のとき

は医師の診断書を添え、保証人連署のうえ学長に願い出て、その許可を受けなければならない。 
（除籍） 

第52条 学生が次の各号の一に該当するときは、学長がこれを除籍する。 
(1) 学費を滞納し、督促を受けても納付しないとき。 
(2) 在学期間が修業年限の二倍の期間を超えるとき。 
(3) 休学期間を満了しても何等の手続をしない者。 
（復学） 

第53条 休学期間が満了した者又は休学期間中にその事由が消滅した者は、学長に復学を願い出て許

可を受けなければならない。 
（再入学） 

第53条の２ 本学を退学又は除籍された者が、１年以内に保証人連署のうえ再入学を願い出たとき

は、選考のうえ相当年次に入学を許可することがある。 
２ 再入学を許可された者の、既に本学において修得した授業科目の単位の取り扱い及び在学すべき

年数については、学長が定める。 
（外国人留学生） 

第54条 外国人留学生の取扱いについては、別に定める。 
（科目等履修生） 

第55条 高等学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有する者で、本学において一又は複数の

授業科目を履修することを願い出る者があるときは、選考のうえ、科目等履修生として入学を許可

することがある。ただし、教育職員免許状の所要資格の単位取得のため履修を希望する者は、大学

（４年）卒業見込の者又は学士の学位を有する者に限る。 
２ 科目等履修生に関する規則は、別に定める。 

（研究生） 
第56条 本学を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者で、本学において特定

の専門事項を研究することを願い出る者があるときは、選考のうえ研究生として入学を許可するこ

とがある。 
２ 研究生に関する規則は、別に定める。 

（特別聴講学生） 
第56条の２ 他の大学の学生で、本学において授業科目を履修することを志願する者があるときは、

当該大学との協議に基づき、特別聴講学生として受入れを許可することがある。 



２ 特別聴講学生の規則は、別に定める。 
（交換留学生） 

第56条の３ 本学と協定を締結した外国の大学の学生で、本学において授業科目を履修することを志

願する者があるときは、交換留学生として受け入れを許可することがある。 
２ 交換留学生の規則は、別に定める。 

第13章 入学検定料、入学金及び学費 
（入学検定料） 

第56条の４ 入学検定料は、30,000円とする。ただし、大学入学共通テスト利用選抜の入学検定料

は、10,000円とする。 
２ 前項の規定にかかわらず、大学入学共通テスト利用選抜（前期）と一般選抜の併願者の入学検定

料は、30,000円とする。 
３ 科目等履修生及び研究生の入学検定料は、5,000円とする。 
（学費等） 

第57条 本学に納付すべき入学金及び学費については、別表第３の定めるとおりとする。 
２ 科目等履修生及び研究生の入学金及び授業料については、別表第４の定めるとおりとする。 
（修業年限を超えて在学しようとする場合の学費） 

第57条の２ 前条第１項の規定にかかわらず、修業年限を超えて在学しようとする場合の学費につい

ては、履修単位数に応じて学費を徴収することがある。なお、第47条第１項の規定により入学した

者については、在学すべき年数を超えて在学しようとする場合に適用する。 
２ 前項に規定する学費に関する必要事項は、別に定める。 

（納入方法等） 
第58条 第57条第１項に定める入学金及び学費は、前期・後期ともそれぞれ所定の期日内に納入する

ものとする。 
（学費の延納及び分納） 

第59条 所定の期日内に学費を納入できない場合は、保証人連署のうえ延納・分納申込書を提出しな

ければならない。 
（入学金及び学費の減免） 

第60条 本学に、学費等減免制度を設ける。 
２ 学費等減免に関する規定は、別に定める。 

（既納の学費等） 
第61条 既納の入学検定料、入学金及び学費は、理由のいかんを問わず、これを一切返還しない。た

だし、指定の期日までに入学を辞退した場合は、入学金又はこれに相当する金額を除く学費を返還

することがある。 
（休学期間の学費） 

第62条 休学中に納付すべき学費は、その期に納付すべき授業料の２分の１の額とし、その他は徴収

しない。 
２ 休学期間の中途において復学する者の学費は、その期分を徴収する。 

第14章 賞罰 
（表彰） 

第63条 学生で善行のあった者、学業、運動競技その他の活動において優秀な成績を挙げた者は、学

長がこれを表彰する。 
（懲戒） 

第64条 学則及び学生諸規則に違反し、学生の本分に反する者に対しては、学長がこれを懲戒する。 
２ 懲戒は、戒告、停学及び退学の３種とする。 
３ 次の各号の一に該当する者に対しては、退学を命ずる。 



(1) 性行不良で改善の見込がないと認められる者 
(2) 正当な理由がなくて出席が常でない者 
(3) 大学の秩序を乱しその他学生としての本分に反した者 

第15章 公開講座 
（公開講座） 

第65条 社会人の教養を高め、地方文化の向上に資するため本学に公開講座を開設することができ

る。 
２ 公開講座に関する規則は、別に定める。 

第16章 福利厚生施設 
（福利厚生施設） 

第66条 本学に大学食堂、医務室、学生相談室等の福利厚生施設を置く。 
２ 福利厚生施設の管理運営に関する規程は、別に定める。 

第17章 別科 
（別科） 

第67条 本学に別科を置く。 
２ 別科に次の課程を設ける。 

武道専修課程 
３ 別科に関する規程は、別に定める。 

第18章 大学院 
（大学院） 

第68条 本学に大学院を置く。 
２ 大学院に次の研究科を設ける。 

武道・スポーツ研究科 
３ 大学院に関する学則は、別に定める。 
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修

(
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修
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修

(

空
手
道

)

コ
ー

ス

武
道
専
修
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修
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修
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ト
コ
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現代文明論 2 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

基礎ゼミナール 1 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

キャリアデザインⅠ(スポーツと仕事) 1 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

日本国憲法 2

歴史の分岐点 2

古典に学ぶ 2

知の構造 2

日本文化の再考 2

社会科学と現代社会 2

国際協力と現代社会 2

健康・福祉と現代社会 2

文化と人間 2

自然科学と現代社会 2

科学技術と現代社会 2

スポーツと現代社会 2

英語Ⅰ 1 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

英語Ⅱ 1 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

英語で伝える武道文化Ⅰ 1 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

英語で伝える武道文化Ⅱ 1 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

スペイン語Ⅰ 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

スペイン語Ⅱ 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

フランス語Ⅰ 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

フランス語Ⅱ 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

中国語Ⅰ 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

中国語Ⅱ 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ハングルⅠ 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ハングルⅡ 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

D

別表第１　（第２３条関係）

　　武道学科　科目一覧表

総
合
科
目

10単位以上修得
すること

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー

シ

ョ
ン
ツ
ー

ル
科
目

4単位必修

　　　　　　　　　　　（◎印は必修科目、○印は選択必修科目、その他は選択科目を示す。）

単
位
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得
方
法
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と
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単 位 を 満
たしたうえ
で、自学科
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て、 124単
位以上修
得すること

A

A ～
D い
ず れ
か 2
単 位
選 択
必 修
の こ
と

B

C



異文化コミュニケーション(別科交流プログラム) 1

日本語・日本事情Ⅰ 1 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

日本語・日本事情Ⅱ 1 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

日本語・日本事情Ⅲ 1

日本語・日本事情Ⅳ 1

キャリアデザインⅡ(ステップアップ) 2 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

キャリアデザインⅢ(産業社会の理解) 2

インターンシップ 2

スポーツ・体育学入門 2 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

武道概論 2 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

スポーツ科学概論 2 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

体力トレーニング論 2 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

演習Ⅰ 2 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

演習Ⅱ 2 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

卒業研究 4 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

スポーツ哲学 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎

スポーツ史 2 ○ ○

スポーツ心理学 2 ○

生理学(運動生理学を含む) 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎

スポーツマネジメント 2 ○ ◎

発育発達論 2 ○ ○

解剖学 2 ○ ○

精神保健 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

安全教育 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○

健康管理学 2 ○ ○

衛生学・公衆衛生学 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

救急処置法(含む実習) 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○

運動学 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

学校保健 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

情報機器演習 2 ○

武道指導・評価法(柔道) 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

武道指導・評価法(剣道) 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

武道指導・評価法(弓道) 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

武道指導・評価法(空手道) 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

武道指導・評価法(なぎなた) 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

武
道
学
科
専
門
科
目

16単位必修 6
2
単
位
以
上
修
得
す
る
こ
と

コースごとに修得
すべき必修及び
選択必修科目の
単位を次のとおり
定める。これらの
単位を含め、46単
位以上修得するこ

と

〔武道専修(柔道)
コース

必修12単位及び
選択必修20単位

以上〕

〔武道専修(剣道)
コース

必修12単位及び
選択必修20単位

以上〕

〔武道専修(弓道)
コース

必修12単位及び
選択必修20単位

以上〕

〔武道専修(空手
道)コース

必修12単位及び
選択必修20単位

以上〕

〔武道専修(なぎな
た)コース

必修12単位及び
選択必修20単位

以上〕

〔武道専修(少林
寺拳法)コース
必修12単位及び
選択必修20単位

以上〕

〔武道専修(合気
道)コース

必修12単位及び
選択必修20単位

以上〕

〔武道教育コース
必修8単位及び選
択必修20単位以

上〕

〔武道マネジメント
コース

必修2単位及び選
択必修24単位以

上〕

キ
ャ
リ
ア
教
育
科

目
2単位必修

外国人留学生の
み2単位必修

外国人留学生のみ日本
語・日本事情Ⅰ・Ⅱのほ
かコミュニケーション
ツール科目から、4単位
以上修得すること

コ
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ー

シ
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と

左記の修
得 す べ き
単 位 を 満
たしたうえ
で、自学科
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を あ わ せ
て、 124単
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得すること

A ～
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か 2
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の こ
と



武道指導・評価法(少林寺拳法) 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

武道指導・評価法(合気道) 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

東洋の武術Ⅰ 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

東洋の武術Ⅱ 2

健康・体力科学実習 2

スポーツ社会学 2 ○ ○

スポーツ栄養学 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

スポーツコーチング学 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

スポーツバイオメカニクス 2

スポーツ生理学 2 ○

スポーツ医学 2

運動処方論 2

スポーツ外傷・障害論 2

健康体力づくり運動指導理論と実践 2

リハビリテーション論 2

体育指導・評価法(陸上競技) 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

体育指導・評価法(器械運動) 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

体育指導・評価法(水泳) 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

体育指導・評価法(ダンス) 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

体育指導・評価法(体つくり運動) 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

体育指導・評価法(バレーボール) 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

体育指導・評価法(バスケットボール) 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

体育指導・評価法(ハンドボール) 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

体育指導・評価法(サッカー) 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

体育指導・評価法(ラグビー) 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

体育指導・評価法(ソフトボール) 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

体育指導・評価法(テニス) 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

保健体育科教育法Ⅰ 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

保健体育科教育法Ⅱ 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

保健体育科教育法Ⅲ 2 ○

保健体育科教育法Ⅳ 2 ○

運動部活動論 2 ○

ライフセービング 2

スポーツ情報活用論 2 ○

スポーツ情報活用実習 2 ○

武
道
学
科
専
門
科
目

6
2
単
位
以
上
修
得
す
る
こ
と

〔武道専修(柔道)
コース

必修12単位及び
選択必修20単位

以上〕

〔武道専修(剣道)
コース

必修12単位及び
選択必修20単位

以上〕

〔武道専修(弓道)
コース

必修12単位及び
選択必修20単位

以上〕

〔武道専修(空手
道)コース

必修12単位及び
選択必修20単位

以上〕

〔武道専修(なぎな
た)コース

必修12単位及び
選択必修20単位

以上〕

〔武道専修(少林
寺拳法)コース
必修12単位及び
選択必修20単位

以上〕

〔武道専修(合気
道)コース

必修12単位及び
選択必修20単位

以上〕

〔武道教育コース
必修8単位及び選
択必修20単位以

上〕

〔武道マネジメント
コース

必修2単位及び選
択必修24単位以

上〕

左記の修
得 す べ き
単 位 を 満
たしたうえ
で、自学科
又は他学
科の科目
を あ わ せ
て、 124単
位以上修
得すること



機能解剖学 2

コンディショニング論 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

スポーツ戦略論Ⅰ 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

スポーツ戦略論Ⅱ 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

レクリエーション論 2 ○

スポーツデザイン実習 2 ○

スポーツボランティア実習 2 ○

コンディショニング実習 1

スポーツ救急救命法 1

スポーツ傷害予防のためのコンディショニング 1

コンディショニング評価法 1

競技復帰のためのリコンディショニング 1

ストレングス＆コンディショニング 1

アスレティックトレーナー特演 1

アスレティックトレーナー実習 2

トレーニングのプログラムデザインと実践 2

測定評価 2

動作分析 2

機能評価法 2

健康運動指導Ⅰ 1

健康運動指導Ⅱ 1

自然体験活動実習 1

健康産業施設実習 2

武道史 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

修行論 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

日本伝統文化論 2 ○

道場経営論 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

伝統的健康論 2 ○

武道国際交流論 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

居合道Ⅰ 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

居合道Ⅱ 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

柔道術理(基礎)Ⅰ 2 ◎

柔道術理(基礎)Ⅱ 2 ◎

柔道術理(応用)Ⅰ 2 ◎

柔道術理(応用)Ⅱ 2 ◎

武
道
学
科
専
門
科
目

6
2
単
位
以
上
修
得
す
る
こ
と

〔武道専修(柔道)
コース

必修12単位及び
選択必修20単位

以上〕

〔武道専修(剣道)
コース

必修12単位及び
選択必修20単位

以上〕

〔武道専修(弓道)
コース

必修12単位及び
選択必修20単位

以上〕

〔武道専修(空手
道)コース

必修12単位及び
選択必修20単位

以上〕

〔武道専修(なぎな
た)コース

必修12単位及び
選択必修20単位

以上〕

〔武道専修(少林
寺拳法)コース
必修12単位及び
選択必修20単位

以上〕

〔武道専修(合気
道)コース

必修12単位及び
選択必修20単位

以上〕

〔武道教育コース
必修8単位及び選
択必修20単位以

上〕

〔武道マネジメント
コース

必修2単位及び選
択必修24単位以

上〕

左記の修
得 す べ き
単 位 を 満
たしたうえ
で、自学科
又は他学
科の科目
を あ わ せ
て、 124単
位以上修
得すること



柔道術理(発展)Ⅰ 2 ◎

柔道術理(発展)Ⅱ 2 ◎

剣道術理(基礎)Ⅰ 2 ◎

剣道術理(基礎)Ⅱ 2 ◎

剣道術理(応用)Ⅰ 2 ◎

剣道術理(応用)Ⅱ 2 ◎

剣道術理(発展)Ⅰ 2 ◎

剣道術理(発展)Ⅱ 2 ◎

弓道術理(基礎)Ⅰ 2 ◎

弓道術理(基礎)Ⅱ 2 ◎

弓道術理(応用)Ⅰ 2 ◎

弓道術理(応用)Ⅱ 2 ◎

弓道術理(発展)Ⅰ 2 ◎

弓道術理(発展)Ⅱ 2 ◎

空手道術理(基礎)Ⅰ 2 ◎

空手道術理(基礎)Ⅱ 2 ◎

空手道術理(応用)Ⅰ 2 ◎

空手道術理(応用)Ⅱ 2 ◎

空手道術理(発展)Ⅰ 2 ◎

空手道術理(発展)Ⅱ 2 ◎

なぎなた術理(基礎)Ⅰ 2 ◎

なぎなた術理(基礎)Ⅱ 2 ◎

なぎなた術理(応用)Ⅰ 2 ◎

なぎなた術理(応用)Ⅱ 2 ◎

なぎなた術理(発展)Ⅰ 2 ◎

なぎなた術理(発展)Ⅱ 2 ◎

少林寺拳法術理(基礎)Ⅰ 2 ◎

少林寺拳法術理(基礎)Ⅱ 2 ◎

少林寺拳法術理(応用)Ⅰ 2 ◎

少林寺拳法術理(応用)Ⅱ 2 ◎

少林寺拳法術理(発展)Ⅰ 2 ◎

少林寺拳法術理(発展)Ⅱ 2 ◎

合気道術理(基礎)Ⅰ 2 ◎

合気道術理(基礎)Ⅱ 2 ◎

合気道術理(応用)Ⅰ 2 ◎

武
道
学
科
専
門
科
目

6
2
単
位
以
上
修
得
す
る
こ
と

〔武道専修(柔道)
コース

必修12単位及び
選択必修20単位

以上〕

〔武道専修(剣道)
コース

必修12単位及び
選択必修20単位

以上〕

〔武道専修(弓道)
コース

必修12単位及び
選択必修20単位

以上〕

〔武道専修(空手
道)コース

必修12単位及び
選択必修20単位

以上〕

〔武道専修(なぎな
た)コース

必修12単位及び
選択必修20単位

以上〕

〔武道専修(少林
寺拳法)コース
必修12単位及び
選択必修20単位

以上〕

〔武道専修(合気
道)コース

必修12単位及び
選択必修20単位

以上〕

〔武道教育コース
必修8単位及び選
択必修20単位以

上〕

〔武道マネジメント
コース

必修2単位及び選
択必修24単位以

上〕

左記の修
得 す べ き
単 位 を 満
たしたうえ
で、自学科
又は他学
科の科目
を あ わ せ
て、 124単
位以上修
得すること



合気道術理(応用)Ⅱ 2 ◎

合気道術理(発展)Ⅰ 2 ◎

合気道術理(発展)Ⅱ 2 ◎

障がい者武道論 2 ○

武道イベント企画運営論・実習 2 ○ ○ ○ ○ ○

教職入門 2

教育原理 2

教育心理学 2

特別活動論 2

特別支援教育 2

総合的な学習の時間の指導法 2

教育社会学 2

道徳教育の指導法 2

教育の方法及び技術(情報通信技術の活用を含む。) 2

生徒指導論 2

教育相談 2

教育課程論 2

教育実習プレセミナー 2

教育実習事前事後指導 1

教育実習Ⅰ 2

教育実習Ⅱ 2

教職実践演習(中・高) 2

学校インターンシップ 2

介護等体験 2

教
職
科
目

左記の教職科目は「任意に選択す
る科目」として卒業要件単位に含め
る。

左記の教職科目は卒業要件単位に
含めない。

武
道
学
科
専
門
科
目

6
2
単
位
以
上
修
得
す
る
こ
と

〔武道専修(柔道)
コース

必修12単位及び
選択必修20単位

以上〕

〔武道専修(剣道)
コース

必修12単位及び
選択必修20単位

以上〕

〔武道専修(弓道)
コース

必修12単位及び
選択必修20単位

以上〕

〔武道専修(空手
道)コース

必修12単位及び
選択必修20単位

以上〕

〔武道専修(なぎな
た)コース

必修12単位及び
選択必修20単位

以上〕

〔武道専修(少林
寺拳法)コース
必修12単位及び
選択必修20単位

以上〕

〔武道専修(合気
道)コース

必修12単位及び
選択必修20単位

以上〕

〔武道教育コース
必修8単位及び選
択必修20単位以

上〕

〔武道マネジメント
コース

必修2単位及び選
択必修24単位以

上〕

左記の修
得 す べ き
単 位 を 満
たしたうえ
で、自学科
又は他学
科の科目
を あ わ せ
て、 124単
位以上修
得すること



別表第１　（第２３条関係）

　　体育学科　科目一覧表

　　　　　　　　　　　（◎印は必修科目、○印は選択必修科目、その他は選択科目を示す。）

科
目
区
分

科
目
名

単
位
数

ア
ス
リ
ー

ト
コ
ー

ス

コ
ー

チ
ン
グ
科
学
コ
ー

ス

ス
ポ
ー

ツ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
コ
ー

ス

ス
ポ
ー

ツ
ト
レ
ー

ナ
ー

コ
ー

ス

健
康
科
学
コ
ー

ス

ス
ポ
ー

ツ
教
育
コ
ー

ス

現代文明論 2 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

基礎ゼミナール 1 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

キャリアデザインⅠ(スポーツと仕事) 1 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

日本国憲法 2

歴史の分岐点 2

古典に学ぶ 2

知の構造 2

日本文化の再考 2

社会科学と現代社会 2

国際協力と現代社会 2

健康・福祉と現代社会 2

文化と人間 2

自然科学と現代社会 2

科学技術と現代社会 2

スポーツと現代社会 2

英語Ⅰ 1 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

英語Ⅱ 1 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

英語で伝えるスポーツ文化Ⅰ 1 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

英語で伝えるスポーツ文化Ⅱ 1 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

スペイン語Ⅰ 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○

スペイン語Ⅱ 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○

フランス語Ⅰ 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○

フランス語Ⅱ 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○

中国語Ⅰ 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○

中国語Ⅱ 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○

ハングルⅠ 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○

ハングルⅡ 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○

異文化コミュニケーション(別科交流プログラム) 1

総
合
科
目

10単位以上修得する
こと

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー

シ

ョ
ン
ツ
ー

ル
科
目

4単位必修

単
位
修
得
方
法

初
年
次
教
育
科
目

4単位必修 2
2
単
位
以
上
修
得
す
る
こ
と

左記の
修得す
べき単
位を満
たしたう
えで、自
学科又
は他学
科の科
目をあわ
せて、
124単位
以上修
得するこ
と

A

A～ D
い ず
れか 2
単 位
選 択
必 修
のこと

B

C

D



日本語・日本事情Ⅰ 1 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

日本語・日本事情Ⅱ 1 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

日本語・日本事情Ⅲ 1

日本語・日本事情Ⅳ 1

キャリアデザインⅡ(ステップアップ) 2 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

キャリアデザインⅢ(産業社会の理解) 2

インターンシップ 2

スポーツ・体育学入門 2 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

武道概論 2 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

スポーツ科学概論 2 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

体力トレーニング論 2 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

演習Ⅰ 2 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

演習Ⅱ 2 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

卒業研究 4 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

スポーツ哲学 2 ○ ○ ◎

スポーツ史 2 ○ ○ ○

スポーツ心理学 2 ○ ○ ○ ○

生理学(運動生理学を含む) 2 ○ ○ ◎

スポーツマネジメント 2 ○ ◎ ○

発育発達論 2 ○ ○

解剖学 2 ○ ○ ○

精神保健 2 ○

安全教育 2 ○ ◎

健康管理学 2 ◎ ○

衛生学・公衆衛生学 2 ○ ○

救急処置法(含む実習) 2 ○ ○ ◎ ○ ◎

運動学 2 ○

学校保健 2 ○ ○

情報機器演習 2 ○

武道指導・評価法(柔道) 2 ○ ○ ○

武道指導・評価法(剣道) 2 ○ ○ ○

武道指導・評価法(弓道) 2 ○ ○ ○

武道指導・評価法(空手道) 2 ○ ○ ○

武道指導・評価法(なぎなた) 2 ○ ○ ○

武道指導・評価法(少林寺拳法) 2 ○ ○ ○

外国人留学生のみ2
単位必修

外国人留学生のみ日本語・
日本事情Ⅰ・Ⅱのほかコミュ
ニケーションツール科目か
ら、4単位以上修得すること

体
育
学
科
専
門
科
目

16単位必修 6
2
単
位
以
上
修
得
す
る
こ
と

コースごとに修得す
べき必修及び選択必
修科目の単位を次の
とおり定める。これら
の単位を含め、46単
位以上修得すること

〔アスリートコース
必修12単位〕

〔コーチング科学コー
ス

必修6単位及び選択
必修24単位以上〕

〔スポーツマネジメント
コース

必修2単位及び選択
必修24単位以上〕

〔スポーツトレーナー
コース

必修8単位及び選択
必修22単位以上〕

〔健康科学コース
必修4単位及び選択
必修24単位以上〕

〔スポーツ教育コース
必修8単位及び選択
必修22単位以上〕

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー

シ

ョ
ン
ツ
ー

ル
科
目

2
2
単
位
以
上
修
得
す
る
こ
と

左記の
修得す
べき単
位を満
たしたう
えで、自
学科又
は他学
科の科
目をあわ
せて、
124単位
以上修
得するこ
と

キ

ャ
リ
ア
教
育
科
目

2単位必修



武道指導・評価法(合気道) 2 ○ ○ ○

東洋の武術Ⅰ 2 ○

東洋の武術Ⅱ 2 ○

健康・体力科学実習 2 ○

スポーツ社会学 2 ○ ○ ○

スポーツ栄養学 2 ○ ○ ○ ○

スポーツコーチング学 2 ◎ ○ ○ ○ ○

スポーツバイオメカニクス 2 ○ ○ ○ ○

スポーツ生理学 2 ○ ○ ○ ○

スポーツ医学 2 ○ ○ ○

運動処方論 2 ◎

スポーツ外傷・障害論 2 ◎ ○

健康体力づくり運動指導理論と実践 2 ○ ○

リハビリテーション論 2 ○ ○ ○

体育指導・評価法(陸上競技) 2 ○ ○ ○

体育指導・評価法(器械運動) 2 ○ ○ ○

体育指導・評価法(水泳) 2 ○ ○ ○

体育指導・評価法(ダンス) 2 ○ ○ ○

体育指導・評価法(体つくり運動) 2 ○ ○ ○

体育指導・評価法(バレーボール) 2 ○ ○ ○

体育指導・評価法(バスケットボール) 2 ○ ○ ○

体育指導・評価法(ハンドボール) 2 ○ ○ ○

体育指導・評価法(サッカー) 2 ○ ○ ○

体育指導・評価法(ラグビー) 2 ○ ○ ○

体育指導・評価法(ソフトボール) 2 ○ ○ ○

体育指導・評価法(テニス) 2 ○ ○ ○

保健体育科教育法Ⅰ 2 ○

保健体育科教育法Ⅱ 2 ○

保健体育科教育法Ⅲ 2 ○

保健体育科教育法Ⅳ 2 ○

運動部活動論 2 ○ ○

ライフセービング 2 ○

スポーツ情報活用論 2 ○ ○

スポーツ情報活用実習 2 ○

機能解剖学 2 ○ ○ ○

体
育
学
科
専
門
科
目

6
2
単
位
以
上
修
得
す
る
こ
と

コースごとに修得す
べき必修及び選択必
修科目の単位を次の
とおり定める。これら
の単位を含め、46単
位以上修得すること

〔アスリートコース
必修12単位〕

〔コーチング科学コー
ス

必修6単位及び選択
必修24単位以上〕

〔スポーツマネジメント
コース

必修2単位及び選択
必修24単位以上〕

〔スポーツトレーナー
コース

必修8単位及び選択
必修22単位以上〕

〔健康科学コース
必修4単位及び選択
必修24単位以上〕

〔スポーツ教育コース
必修8単位及び選択
必修22単位以上〕

左記の
修得す
べき単
位を満
たしたう
えで、自
学科又
は他学
科の科
目をあわ
せて、
124単位
以上修
得するこ
と



コンディショニング論 2 ○ ◎ ○

スポーツ戦略論Ⅰ 2 ◎ ◎ ○

スポーツ戦略論Ⅱ 2 ◎ ◎ ○

レクリエーション論 2 ○

スポーツデザイン実習 2 ○

スポーツボランティア実習 2 ○ ○

コンディショニング実習 1 ○

スポーツ救急救命法 1 ○

スポーツ傷害予防のためのコンディショニング 1 ○

コンディショニング評価法 1 ○

競技復帰のためのリコンディショニング 1 ○

ストレングス＆コンディショニング 1 ○

アスレティックトレーナー特演 1 ○

アスレティックトレーナー実習 2 ○

トレーニングのプログラムデザインと実践 2 ○ ○ ○

測定評価 2 ○ ○

動作分析 2 ○

機能評価法 2 ○

健康運動指導Ⅰ 1 ○

健康運動指導Ⅱ 1 ○

自然体験活動実習 1

健康産業施設実習 2 ○

武道史 2

修行論 2

日本伝統文化論 2

道場経営論 2 ○

伝統的健康論 2

武道国際交流論 2

スポーツトレーナー実践論 2 ◎

専門実技Ⅰ 2 ◎

専門実技Ⅱ 2 ◎

専門実技Ⅲ 2 ◎

専門実技Ⅳ 2 ◎

スポーツ分析法(陸上競技) 2 ○ ○

スポーツ分析法(器械運動) 2 ○ ○

体
育
学
科
専
門
科
目

6
2
単
位
以
上
修
得
す
る
こ
と

コースごとに修得す
べき必修及び選択必
修科目の単位を次の
とおり定める。これら
の単位を含め、46単
位以上修得すること

〔アスリートコース
必修12単位〕

〔コーチング科学コー
ス

必修6単位及び選択
必修24単位以上〕

〔スポーツマネジメント
コース

必修2単位及び選択
必修24単位以上〕

〔スポーツトレーナー
コース

必修8単位及び選択
必修22単位以上〕

〔健康科学コース
必修4単位及び選択
必修24単位以上〕

〔スポーツ教育コース
必修8単位及び選択
必修22単位以上〕

左記の
修得す
べき単
位を満
たしたう
えで、自
学科又
は他学
科の科
目をあわ
せて、
124単位
以上修
得するこ
と



スポーツ分析法(水泳) 2 ○ ○

スポーツ分析法(ハンドボール) 2 ○ ○

スポーツ分析法(ラグビー) 2 ○ ○

スポーツ分析法(バスケットボール) 2 ○ ○

スポーツ分析法(バレーボール) 2 ○ ○

スポーツ分析法(サッカー) 2 ○ ○

スポーツ分析法(野球) 2 ○ ○

スポーツ技術論(陸上競技) 2 ○

スポーツ技術論(器械運動) 2 ○

スポーツ技術論(水泳) 2 ○

スポーツ技術論(ハンドボール) 2 ○

スポーツ技術論(ラグビー) 2 ○

スポーツ技術論(バスケットボール) 2 ○

スポーツ技術論(バレーボール) 2 ○

スポーツ技術論(サッカー) 2 ○

スポーツ技術論(野球) 2 ○

トレーニング指導理論と実践(陸上競技) 2 ○ ○

トレーニング指導理論と実践(器械運動) 2 ○ ○

トレーニング指導理論と実践(水泳) 2 ○ ○

トレーニング指導理論と実践(ハンドボール) 2 ○ ○

トレーニング指導理論と実践(ラグビー) 2 ○ ○

トレーニング指導理論と実践(バスケットボール) 2 ○ ○

トレーニング指導理論と実践(バレーボール) 2 ○ ○

トレーニング指導理論と実践(サッカー) 2 ○ ○

トレーニング指導理論と実践(野球) 2 ○ ○

競技スポーツ文化・経営論(陸上競技) 2 ○ ○

競技スポーツ文化・経営論(器械運動) 2 ○ ○

競技スポーツ文化・経営論(水泳) 2 ○ ○

競技スポーツ文化・経営論(ハンドボール) 2 ○ ○

競技スポーツ文化・経営論(ラグビー) 2 ○ ○

競技スポーツ文化・経営論(バスケットボール) 2 ○ ○

競技スポーツ文化・経営論(バレーボール) 2 ○ ○

競技スポーツ文化・経営論(サッカー) 2 ○ ○

競技スポーツ文化・経営論(野球) 2 ○ ○

スポーツ産業論 2 ○ ○ ○

体
育
学
科
専
門
科
目

6
2
単
位
以
上
修
得
す
る
こ
と

コースごとに修得す
べき必修及び選択必
修科目の単位を次の
とおり定める。これら
の単位を含め、46単
位以上修得すること

〔アスリートコース
必修12単位〕

〔コーチング科学コー
ス

必修6単位及び選択
必修24単位以上〕

〔スポーツマネジメント
コース

必修2単位及び選択
必修24単位以上〕

〔スポーツトレーナー
コース

必修8単位及び選択
必修22単位以上〕

〔健康科学コース
必修4単位及び選択
必修24単位以上〕

〔スポーツ教育コース
必修8単位及び選択
必修22単位以上〕

左記の
修得す
べき単
位を満
たしたう
えで、自
学科又
は他学
科の科
目をあわ
せて、
124単位
以上修
得するこ
と



教職入門 2

教育原理 2

教育心理学 2

特別活動論 2

特別支援教育 2

総合的な学習の時間の指導法 2

教育社会学 2

道徳教育の指導法 2

教育の方法及び技術(情報通信技術の活用を含む。) 2

生徒指導論 2

教育相談 2

教育課程論 2

教育実習プレセミナー 2

教育実習事前事後指導 1

教育実習Ⅰ 2

教育実習Ⅱ 2

教職実践演習(中・高) 2

学校インターンシップ 2

介護等体験 2

注：別表第１の武道学科及び体育学科の科目一覧表に定める科目の内、国際武道大学履修規則別表第１の体育実技、学校保健（小児保健、精神保健、学校安全及び救急処置を含
む。）及び各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）の区分に定める科目は、体育学部共通科目として開設する。

教
職
科
目

左記の教職科目は「任意に選択する科目」として卒
業要件単位に含める。

左記の教職科目は卒業要件単位に含めない。



 

別表第２（第25条関係） 

武道学科卒業単位数表 

科目区分 

武道学科 

計 合計 
武道専修

（柔道）

コース 

武道専修

（剣道）

コース 

武道専修

（弓道）

コース 

武道専修

（空手

道）コー

ス 

武道専修

（なぎな

た）コー

ス 

武道専修

（少林寺

拳法）コ

ース 

武道専修

（合気

道）コー

ス 

武道教育

コース 

武道マネ

ジメント

コース 

初年次教育科目 必修 4 4 

22 

総合科目 選択 10 10 

コミュニケーシ

ョンツール科目 

必修 4(2) 
6 

選択必修 2(4) 

キャリア教育科

目 
必修 2 2 

専門科目 

必修 16 16 

62 
コース必修 12 12 12 12 12 12 12 8 2 

46 コース選択必修 20 20 20 20 20 20 20 20 24 

コース選択 14 14 14 14 14 14 14 18 20 

任意に選択する科目 

【上記科目区分の中からそれぞ

れに必要な単位数を超えた単位

は「任意に選択する科目」の単

位数に加える。また、他学科開

設科目及び別表1において卒業要

件単位に含める教職科目も「任

意に選択する科目」の単位数に

加える。】 

40 40 40 

卒業単位数  124 

注：初年次教育科目から専門科目までの84単位は、全て自学科の科目をあてること。 

表中（ ）は外国人留学生 

体育学科卒業単位数表 

科目区分 

体育学科 

計 合計 
アスリート

コース 

コーチング

科学コース 

スポーツマ

ネジメント

コース 

スポーツト

レーナーコ

ース 

健康科学コ

ース 

スポーツ教

育コース 

初年次教育科目 必修 4 4 

22 

総合科目 選択 10 10 

コミュニケーショ

ンツール科目 

必修 4(2) 
6 

選択必修 2(4) 

キャリア教育科目 必修 2 2 

専門科目 

必修 16 16 

62 
コース必修 12 6 2 8 4 8 

46 コース選択必修 ― 24 24 22 24 22 

コース選択 34 16 20 16 18 16 

任意に選択する科目 

【上記科目区分の中からそれぞれに必要

な単位数を超えた単位は「任意に選択す

る科目」の単位数に加える。また、他学

科開設科目及び別表1において卒業要件

単位に含める教職科目も「任意に選択す

る科目」の単位数に加える。】 

40 40 40 

卒業単位数 124 

注：初年次教育科目から専門科目までの84単位は、全て自学科の科目をあてること。 

表中（ ）は外国人留学生 

  



 

別表第３（第57条関係） 

入学金及び学費の費目及び金額 

1 入学金 120,000円 

2 学費 令和4年度（2022年度）入学生 

学年 区分 授業料 実験実習教材費 施設設備費 合計 

1年次 
前期 

円 

357,500 

円 

71,500 

円 

185,500 

円 

614,500 

後期 357,500 71,500 185,500 614,500 

3 学費 令和3年度（2021年度）以前入学生 

入学年度 

〔学年〕 
区分 授業料 実験実習教材費 施設設備費 合計 

令和3年度 

（2021年度） 

〔2年次〕 

前期 

円 

357,500 

円 

101,500 

円 

185,500 

円 

644,500 

後期 357,500 101,500 185,500 644,500 

令和2年度 

（2022年度） 

〔3年次〕 

前期 357,500 101,500 185,500 644,500 

後期 357,500 101,500 185,500 644,500 

令和元年度 

（2019年度） 

〔4年次〕 

前期 357,500 101,500 185,500 644,500 

後期 357,500 101,500 185,500 644,500 

平成30年度 

（2018年度） 

前期 357,500 101,500 185,500 644,500 

後期 357,500 101,500 185,500 644,500 

平成29年度 

（2017年度） 

以前入学生 

前期 357,500 71,500 185,500 614,500 

後期 357,500 71,500 185,500 614,500 

※ 転入学者及び編入学者の入学金は、上記１の額とする。 

※ 再入学者の入学金は、上記１の２分の１の額とする。 

※ 交換留学生（受入れ）の学費は、上記２の１年次の額とする。 

※ 転入学者、編入学者及び再入学者の学費は、上記３の該当年次の額とする。 

 

別表第４（第57条関係） 

科目等履修生・研究生の入学金及び授業料の金額 

科目等履修生 研究生 

入学金 
円 

10,000 
入学金 

円 

10,000 

授業料 5,000 授業料 30,000 

（備考） 

１ 科目等履修生の授業料は１単位の金額とする。 

２ 研究生の授業料は半年額とする。 
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③教科及び教科の指導法に関する科目

「教科及び教科の指導法に関する科目」は、次の表に記載されている科目から履修してください。

本学における最低修得単位数は、以下のとおりです。 

・中学校教諭一種免許状   42単位 

・高等学校教諭一種免許状  38単位

免許法施行規則に定める科目区分等 開  設  授  業  科  目 

科目区分 
各科目に含めることが

必要な事項 
単位数 領域 授業科目 単位数 備考 

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目 

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項 

体育実技 

中28 

高24 

武道 

武道指導・評価法（柔道） 2 

２単位以上 

選択必修 

武道指導・評価法（剣道） 2 

武道指導・評価法（弓道） 2 

武道指導・評価法（空手道） 2 

武道指導・評価法（なぎなた） 2 

武道指導・評価法（少林寺拳法） 2 

武道指導・評価法（合気道） 2 

ダンス ○体育指導・評価法（ダンス） 2 

器械運動 ○体育指導・評価法（器械運動） 2 

陸上競技 ○体育指導・評価法（陸上競技） 2 

水泳 ○体育指導・評価法（水泳） 2 

球技 

体育指導・評価法（バスケットボール） 2 

２単位以上 

選択必修 

体育指導・評価法（ハンドボール） 2 

体育指導・評価法（サッカー） 2 

体育指導・評価法（ラグビー） 2 

体育指導・評価法（バレーボール） 2 ２単位以上 

選択必修 体育指導・評価法（テニス） 2 

○体育指導・評価法（ソフトボール） 2 

体つくり運動 ○体育指導・評価法（体つくり運動） 2 

「体育原理、体育心

理学、体育経営管理

学、体育社会学、体

育史」・運動学（運動

方法学を含む。） 

○スポーツ哲学 2 

武道概論 2 

スポーツ心理学 2 

スポーツマネジメント 2 

スポーツ社会学 2 

スポーツ史 2 

〇運動学 2 ※運動方法学を含む 

生理学（運動生理学

を含む。） 

○生理学（運動生理学を含む） 2 

発育発達論 2 

解剖学 2 

スポーツ栄養学 2 

スポーツ生理学 2 

衛生学・公衆衛生学 ○衛生学・公衆衛生学 2 

学校保健（ 小児保

健、精神保健、学校

安全及び救急処置

を含む。） 

○学校保健 2 ※小児保健を含む

○精神保健 2 

○安全教育 2 

○救急処置法（含む実習） 2 

健康管理学 2 

各教科の指導法（情報通

信技術の活用を含む。） 

○保健体育科教育法Ⅰ 2 

○保健体育科教育法Ⅱ 2 

保健体育科教育法Ⅲ 2 ※中一種免のみ必修 

保健体育科教育法Ⅳ 2 ※中一種免のみ必修 

注１） ○印は、必修科目を示す。 

資料１-１-２



№ 実習校名 学籍番号 開始⽇ 終了⽇ 参観指導教員
1 湘南⼯科⼤学附属⾼等学校 119002 5⽉30⽇ 6⽉18⽇ 参観指導済み
2 埼⽟県⽴南稜⾼等学校 119004 5⽉21⽇ 6⽉13⽇ 参観指導済み
3 東海⼤学付属甲府⾼等学校 119008 5⽉30⽇ 6⽉17⽇ 参観指導済み
4 東海⼤学付属浦安⾼等学校 119009 10⽉26⽇ 11⽉15⽇ 参観指導済み
5 ⻘森県⽴⼋⼾⻄⾼等学校 119010 5⽉23⽇ 6⽉10⽇ 実習校からの要望により参観指導無し
6 習志野市⽴習志野⾼等学校 119012 5⽉30⽇ 6⽉17⽇ 参観指導済み
7 新島学園中学・⾼等学校 119014 8⽉31⽇ 9⽉21⽇ 参観指導済み
8 杉⼾町⽴杉⼾中学校 119015 5⽉23⽇ 6⽉10⽇ 参観指導済み
9 星陵⾼等学校 119019 6⽉6⽇ 6⽉25⽇ 参観指導済み
10 ⾼知県⽴⾼知東⼯業⾼等学校 119020 6⽉6⽇ 6⽉24⽇ 参観指導済み
11 知徳⾼等学校 119022 5⽉30⽇ 6⽉17⽇ 参観指導済み
12 埼⽟県⽴豊岡⾼等学校 119024 9⽉8⽇ 9⽉28⽇ 参観指導済み
13 ⽇本航空⾼等学校 119026 5⽉30⽇ 6⽉17⽇ 参観指導済み
14 福島県⽴⽩河旭⾼等学校 119027 8⽉29⽇ 9⽉22⽇ 参観指導済み
15 ⽬⿊学院⾼等学校 119030 5⽉30⽇ 6⽉18⽇ 参観指導済み
16 船橋市⽴船橋⾼等学校 119032 5⽉30⽇ 6⽉17⽇ 参観指導済み
17 千葉県⽴流⼭南⾼等学校 119033 6⽉6⽇ 6⽉24⽇ 参観指導済み
18 ⻘森県⽴⻘森北⾼等学校 119040 5⽉23⽇ 6⽉10⽇ 実習校からの要望により参観指導無し
19 仙台育英学園⾼等学校 多賀城校舎 119041 5⽉9⽇ 5⽉27⽇ 実習校からの要望により参観指導無し
20 ⽂星芸術⼤学附属⾼等学校 119047 5⽉23⽇ 6⽉17⽇ 参観指導済み
21 埼⽟県⽴浦和東⾼等学校 119053 5⽉30⽇ 6⽉17⽇ 参観指導済み
22 江⼾川区⽴⻄葛⻄中学校 119054 5⽉23⽇ 6⽉10⽇ 参観指導済み
23 市川市⽴第⼀中学校 119058 5⽉16⽇ 6⽉3⽇ 参観指導済み
24 国⽴市⽴国⽴第⼆中学校 119063 5⽉16⽇ 6⽉3⽇ 参観指導済み
25 松商学園⾼等学校 119070 10⽉11⽇ 11⽉2⽇ 参観指導済み
26 茨城県⽴⻤怒商業⾼等学校 119074 5⽉30⽇ 6⽉10⽇ 実習校からの要望により参観指導無し
27 沖縄県⽴⼩禄⾼等学校 119075 6⽉6⽇ 6⽉24⽇ 参観指導済み
28 ⻑岡市⽴⼤島中学校 119079 5⽉9⽇ 5⽉27⽇ 参観指導済み
29 和歌⼭県⽴熊野⾼等学校 119081 5⽉30⽇ 6⽉17⽇ 参観指導済み
30 ⻘森県⽴⻘森北⾼等学校 119082 5⽉23⽇ 6⽉10⽇ 実習校からの要望により参観指導無し
31 埼⽟栄⾼等学校 119083 5⽉28⽇ 6⽉17⽇ 参観指導済み
32 広島市⽴沼⽥⾼等学校 119084 5⽉30⽇ 6⽉17⽇ 参観指導済み
33 群⾺県⽴太⽥⼯業⾼等学校 119086 5⽉30⽇ 6⽉17⽇ 参観指導済み
34 つくば市⽴⾕⽥部中学校 119088 5⽉9⽇ 5⽉27⽇ 実習校からの要望により参観指導無し
35 丸⻲市⽴東中学校 119089 5⽉16⽇ 6⽉3⽇ 実習校からの要望により参観指導無し
36 船橋市⽴船橋⾼等学校 119090 5⽉30⽇ 6⽉17⽇ 参観指導済み
37 五所川原商業⾼等学校 119091 5⽉9⽇ 5⽉27⽇ 参観指導済み
38 本宮市⽴本宮第⼀中学校 119092 9⽉5⽇ 9⽉30⽇ 参観指導済み
39 茨城県⽴伊奈⾼等学校 119094 5⽉30⽇ 6⽉17⽇ 参観指導済み
40 湘南⼯科⼤学附属⾼等学校 119100 5⽉30⽇ 6⽉18⽇ 参観指導済み
41 椎葉村⽴椎葉中学校 119101 9⽉26⽇ 10⽉17⽇ 参観指導済み
42 千葉県⽴柏井⾼等学校 119107 6⽉1⽇ 6⽉21⽇ 参観指導済み
43 東海⼤学付属甲府⾼等学校 119110 5⽉30⽇ 6⽉17⽇ 参観指導済み
44 昭島市⽴多摩辺中学校 119113 5⽉23⽇ 6⽉10⽇ 参観指導済み
45 敬愛学園⾼等学校 119115 5⽉23⽇ 6⽉10⽇ 参観指導済み
46 岐⾩県⼤垣市⽴興⽂中学校 119116 5⽉16⽇ 6⽉3⽇ 参観指導済み
47 千葉県⽴⻑狭⾼等学校 119118 5⽉23⽇ 6⽉10⽇ 参観指導済み
48 東海⼤学付属浦安⾼等学校 119119 10⽉26⽇ 11⽉15⽇ 参観指導済み
49 秋⽥県⽴秋⽥中央⾼等学校 119126 5⽉16⽇ 6⽉3⽇ 参観指導済み
50 岩⼿県⽴遠野⾼等学校 119128 6⽉13⽇ 7⽉1⽇ 参観指導済み
51 東京学館⾼等学校 119129 5⽉30⽇ 6⽉18⽇ 参観指導済み
52 ⼤分県⽴⼤分商業⾼等学校 119130 5⽉30⽇ 6⽉17⽇ 実習校からの要望により参観指導無し
53 千葉県⽴船橋北⾼等学校 119131 6⽉6⽇ 6⽉24⽇ 参観指導済み
54 埼⽟県⽴上尾⾼等学校 119133 9⽉15⽇ 10⽉7⽇ 参観指導済み
55 沖縄県⽴宜野湾⾼等学校 119140 6⽉6⽇ 7⽉1⽇ 参観指導済み
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56 ⻑崎県⽴⻄陵⾼等学校 119141 5⽉20⽇ 6⽉14⽇ 参観指導済み
57 群⾺県⽴桐⽣⼯業⾼等学校 119142 5⽉30⽇ 6⽉17⽇ 参観指導済み
58 静岡県⽴静岡⻄⾼等学校 119145 9⽉5⽇ 9⽉30⽇ 参観指導済み
59 宇都宮市⽴横川中学校 119146 6⽉6⽇ 6⽉24⽇ 参観指導済み
60 福島県⽴福島商業⾼等学校 119147 5⽉30⽇ 6⽉17⽇ 参観指導済み
61 埼⽟栄⾼等学校 119150 5⽉28⽇ 6⽉17⽇ 参観指導済み
62 福島県⽴須賀川桐陽⾼等学校 119151 5⽉30⽇ 6⽉17⽇ 参観指導済み
63 三重県⽴宇治⼭⽥商業⾼等学校 119156 10⽉31⽇ 11⽉25⽇ 参観指導済み
64 郡⼭⼥⼦⼤学附属⾼等学校 119158 6⽉6⽇ 6⽉24⽇ 実習校からの要望により参観指導無し
65 舞鶴市⽴⽩⽷中学校 119160 5⽉16⽇ 6⽉3⽇ 参観指導済み
66 勝浦市⽴勝浦中学校 119162 10⽉28⽇ 11⽉18⽇ 参観指導済み
67 沖縄県⽴那覇⻄⾼等学校 119163 5⽉30⽇ 6⽉17⽇ 参観指導済み
68 ⽇本航空⾼等学校 119167 5⽉30⽇ 6⽉17⽇ 参観指導済み
69 千葉県⽴⼤原⾼等学校 119169 6⽉7⽇ 6⽉27⽇ 参観指導済み
70 保善⾼等学校 119170 5⽉30⽇ 6⽉19⽇ 参観指導済み
71 埼⽟栄⾼等学校 119173 5⽉28⽇ 6⽉17⽇ 参観指導済み
72 ⽔⼾葵陵⾼等学校 119174 5⽉30⽇ 6⽉17⽇ 参観指導済み
73 東海⼤学付属菅⽣⾼等学校 119175 5⽉30⽇ 6⽉18⽇ 実習校からの要望により参観指導無し
74 千葉県⽴⽩井⾼等学校 119176 5⽉30⽇ 6⽉17⽇ 参観指導済み
75 ⼤成⾼等学校 119180 5⽉23⽇ 6⽉11⽇ 参観指導済み
76 千葉敬愛⾼等学校 119181 9⽉2⽇ 10⽉3⽇ 参観指導済み
77 さいたま市⽴原⼭中学校 119182 5⽉9⽇ 5⽉27⽇ 参観指導済み
78 東海⼤学付属⼤阪仰星⾼等学校 119184 5⽉23⽇ 6⽉11⽇ 参観指導済み
79 秋⽥令和⾼等学校 119185 6⽉10⽇ 7⽉1⽇ 参観指導済み
80 沖縄県⽴⼩禄⾼等学校 119187 6⽉6⽇ 6⽉24⽇ 参観指導済み
81 帝京安積⾼等学校 119188 5⽉30⽇ 6⽉17⽇ 参観指導済み
82 京華中学⾼等学校 119189 5⽉25⽇ 6⽉14⽇ 参観指導済み
83 埼⽟県⽴⽻⽣第⼀⾼等学校 119191 5⽉30⽇ 6⽉17⽇ 参観指導済み
84 ⼯学院⼤学附属⼯学院⾼等学校 119192 6⽉8⽇ 7⽉5⽇ 参観指導済み
85 千葉県⽴船橋北⾼等学校 119194 6⽉6⽇ 6⽉24⽇ 参観指導済み
86 横芝敬愛⾼等学校 119195 6⽉1⽇ 6⽉23⽇ 参観指導済み
87 沖学園⾼等学校 119199 11⽉7⽇ 11⽉25⽇ 参観指導済み
88 川島町⽴⻄中学校 119201 5⽉23⽇ 6⽉10⽇ 参観指導済み
89 相洋⾼等学校 119205 5⽉23⽇ 6⽉11⽇ 参観指導済み
90 沼津中央⾼等学校 119207 6⽉9⽇ 7⽉6⽇ 参観指導済み
91 ⽇本航空⾼等学校 119211 10⽉31⽇ 11⽉18⽇ 参観指導済み
92 ⿅児島実業⾼等学校 119213 5⽉30⽇ 6⽉18⽇ 参観指導済み
93 昭和学院⾼等学校 119215 6⽉1⽇ 6⽉21⽇ 参観指導済み
94 新⽥⾼等学校 119216 5⽉25⽇ 6⽉16⽇ 参観指導済み
95 京都府⽴久御⼭⾼等学校 119217 5⽉30⽇ 6⽉17⽇ 参観指導済み
96 練⾺区⽴三原台中学校 119218 5⽉23⽇ 6⽉10⽇ 参観指導済み
97 ⿅児島実業⾼等学校 119219 5⽉30⽇ 6⽉18⽇ 参観指導済み
98 光英VERITAS中学・⾼等学校 119221 5⽉30⽇ 6⽉18⽇ 参観指導済み
99 埼⽟県⽴伊奈学園総合⾼等学校 119225 5⽉23⽇ 6⽉13⽇ 参観指導済み
100 ⽔城⾼等学校 119226 5⽉23⽇ 6⽉10⽇ 実習校からの要望により参観指導無し
101 太⽥市⽴太⽥⾼等学校 119232 5⽉30⽇ 6⽉17⽇ 参観指導済み
102 静岡県⽴駿河総合⾼等学校 119235 6⽉13⽇ 6⽉27⽇ 参観指導済み
103 千葉県⽴⼤多喜⾼等学校 119237 9⽉5⽇ 9⽉22⽇ 参観指導済み
104 翔凜⾼等学校 119238 6⽉6⽇ 6⽉25⽇ 参観指導済み
105 千葉県⽴我孫⼦東⾼等学校 119242 6⽉1⽇ 6⽉21⽇ 参観指導済み
106 ⽇本⽂理⾼等学校 119245 5⽉30⽇ 6⽉19⽇ 参観指導済み
107 都城市⽴妻ヶ丘中学校 119247 5⽉23⽇ 6⽉10⽇ 参観指導済み
108 関東学院六浦⾼等学校 119248 5⽉30⽇ 6⽉17⽇ 参観指導済み
109 ⼤森学園⾼等学校 119252 5⽉30⽇ 6⽉18⽇ 参観指導済み
110 前橋市⽴⼤胡中学校 119255 5⽉18⽇ 6⽉7⽇ 実習校からの要望により参観指導無し
111 千葉県⽴成⽥国際⾼等学校 119256 5⽉27⽇ 6⽉17⽇ 参観指導済み
112 東葉⾼等学校 119259 5⽉30⽇ 6⽉17⽇ 参観指導済み



№ 実習校名 学籍番号 開始⽇ 終了⽇ 参観指導教員
113 ⽔⼾葵陵⾼等学校 119260 5⽉30⽇ 6⽉17⽇ 参観指導済み
114 ⾼知県⽴⾼知国際⾼等学校 119262 6⽉9⽇ 6⽉29⽇ 参観指導済み
115 千葉県⽴⼋千代⾼等学校 119267 5⽉26⽇ 6⽉22⽇ 参観指導済み
116 沖縄県⽴那覇⾼等学校 119268 5⽉30⽇ 6⽉17⽇ 参観指導済み
117 埼⽟県⽴⽻⽣第⼀⾼等学校 119269 5⽉30⽇ 6⽉17⽇ 参観指導済み
118 ⼭梨県⽴⼭梨⾼等学校 119272 6⽉6⽇ 6⽉24⽇ 参観指導済み
119 四街道市⽴四街道北中学校 119273 5⽉9⽇ 6⽉3⽇ 参観指導済み
120 札幌市⽴札幌平岸⾼等学校 119275 6⽉21⽇ 7⽉9⽇ 参観指導済み
121 翔凜⾼等学校 119276 6⽉6⽇ 6⽉25⽇ 参観指導済み
122 千葉明徳⾼等学校 119277 5⽉30⽇ 6⽉25⽇ 参観指導済み
123 ⿅児島県⽴川辺⾼等学校 119278 5⽉16⽇ 6⽉3⽇ 参観指導済み
124 沖縄県⽴中部商業⾼等学校 119279 6⽉6⽇ 6⽉24⽇ 参観指導済み
125 駒澤⼤学⾼等学校 119280 5⽉30⽇ 6⽉18⽇ 参観指導済み
126 ⽊更津総合⾼等学校 119283 11⽉7⽇ 11⽉28⽇ 参観指導済み
127 成⽥市⽴⽟造中学校 119284 5⽉23⽇ 6⽉10⽇ 参観指導済み
128 関東第⼀⾼等学校 119291 5⽉30⽇ 6⽉17⽇ 参観指導済み
129 船橋市⽴船橋⾼等学校 119293 9⽉8⽇ 9⽉30⽇ 参観指導済み
130 沖縄県⽴⾸⾥⾼等学校 119295 5⽉30⽇ 6⽉17⽇ 実習校からの要望により参観指導無し
131 ⼋千代松陰⾼等学校 119296 5⽉24⽇ 6⽉13⽇ 参観指導済み
132 ⿅児島情報⾼等学校 119297 5⽉16⽇ 5⽉27⽇ 実習校からの要望により参観指導無し
133 鵬学園⾼等学校 119300 6⽉6⽇ 6⽉24⽇ 参観指導済み
134 愛知⼯業⼤学名電⾼等学校 119304 5⽉30⽇ 6⽉17⽇ 参観指導済み
135 富⾥市⽴富⾥中学校 119305 5⽉16⽇ 6⽉3⽇ 参観指導済み
136 湘南⼯科⼤学附属⾼等学校 119309 5⽉30⽇ 6⽉18⽇ 参観指導済み
137 神奈川県⽴荏⽥⾼等学校 119311 9⽉12⽇ 10⽉4⽇ 参観指導済み
138 ⼭武市⽴成東東中学校 119314 5⽉9⽇ 5⽉27⽇ 参観指導済み
139 東京都⽴府中⻄⾼等学校 119315 5⽉26⽇ 6⽉15⽇ 参観指導済み
140 福岡市⽴福翔⾼等学校 119319 5⽉30⽇ 6⽉17⽇ 参観指導済み
141 常総市⽴⽯下中学校 119326 5⽉23⽇ 6⽉10⽇ 参観指導済み
142 三浦学苑⾼等学校 119327 5⽉23⽇ 6⽉10⽇ 実習校からの要望により参観指導無し
143 安曇野市⽴穂⾼⻄中学校 119328 5⽉23⽇ 6⽉10⽇ 参観指導済み
144 さいたま市⽴⽊崎中学校 119329 5⽉16⽇ 6⽉3⽇ 参観指導済み
145 ⻄東京市⽴⽥無第⼆中学校 119334 5⽉23⽇ 6⽉10⽇ 参観指導済み
146 東京都⽴東⼤和⾼等学校 119341 10⽉17⽇ 11⽉4⽇ 参観指導済み
147 ⽩鵬⼥⼦⾼等学校 119343 5⽉30⽇ 6⽉18⽇ 参観指導済み
148 明和県央⾼等学校 119345 5⽉30⽇ 6⽉17⽇ 参観指導済み
149 東海⼤学付属静岡翔洋⾼等学校 119346 5⽉30⽇ 6⽉18⽇ 参観指導済み
150 千葉黎明⾼等学校 119349 6⽉1⽇ 6⽉24⽇ 参観指導済み
151 かえつ有明⾼等学校 119351 6⽉1⽇ 6⽉18⽇ 参観指導済み
152 ⾦光⼤阪⾼等学校 119352 5⽉30⽇ 6⽉18⽇ 参観指導済み
153 東京都⽴雪⾕⾼等学校 119354 5⽉30⽇ 6⽉17⽇ 参観指導済み
154 東奥義塾⾼等学校 119355 6⽉8⽇ 6⽉24⽇ 実習校からの要望により参観指導無し
155 福島県⽴⽩河旭⾼等学校 119357 8⽉29⽇ 9⽉22⽇ 参観指導済み
156 埼⽟県⽴ふじみ野⾼等学校 119358 5⽉30⽇ 6⽉24⽇ 参観指導済み
157 ⽇本体育⼤学荏原⾼等学校 119361 6⽉1⽇ 6⽉21⽇ 参観指導済み
158 桜林⾼等学校 119363 5⽉26⽇ 6⽉17⽇ 参観指導済み
159 ⼤分国際情報⾼等学校 119364 6⽉6⽇ 6⽉24⽇ 参観指導済み
160 千葉県⽴野⽥中央⾼等学校 119367 5⽉23⽇ 6⽉10⽇ 参観指導済み
161 埼⽟県⽴滑川総合⾼等学校 119369 5⽉31⽇ 6⽉20⽇ 参観指導済み
162 ⾜利市⽴第三中学校 119370 5⽉9⽇ 6⽉3⽇ 参観指導済み
163 ⿅児島市⽴⿅児島商業⾼校 119372 5⽉16⽇ 6⽉3⽇ 参観指導済み
164 ⾦沢⾼等学校 119373 10⽉17⽇ 11⽉11⽇ 参観指導済み
165 千葉県⽴幕張総合⾼等学校 119377 10⽉11⽇ 10⽉28⽇ 参観指導済み
166 東京都⽴墨⽥川⾼等学校 119380 5⽉30⽇ 6⽉17⽇ 参観指導済み
167 佐野⽇本⼤学⾼等学校 119383 6⽉1⽇ 6⽉21⽇ 参観指導済み
168 千葉県⽴銚⼦商業⾼等学校 119385 6⽉13⽇ 7⽉1⽇ 参観指導済み
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169 宮城県本吉響⾼等学校 119387 5⽉16⽇ 6⽉3⽇ 実習校からの要望により参観指導無し
170 柏市⽴柏⾼等学校 119388 10⽉21⽇ 11⽉11⽇ 参観指導済み
171 福島成蹊⾼等学校 119392 5⽉30⽇ 6⽉18⽇ 参観指導済み
172 函館⼤学付属柏陵⾼等学校 119393 6⽉6⽇ 6⽉24⽇ 参観指導済み
173 千葉県⽴柏井⾼等学校 119399 6⽉1⽇ 6⽉21⽇ 参観指導済み
174 ⻑野清泉⼥学院⾼等学校 119400 5⽉23⽇ 6⽉10⽇ 参観指導済み
175 埼⽟県⽴越⾕総合技術⾼等学校 119402 6⽉6⽇ 6⽉24⽇ 参観指導済み
176 千葉県⽴千葉商業⾼等学校 119403 6⽉1⽇ 6⽉21⽇ 参観指導済み
177 栃⽊市⽴栃⽊東中学校 119408 5⽉23⽇ 6⽉17⽇ 参観指導済み
178 春⽇部市⽴春⽇部南中学校 119410 5⽉16⽇ 6⽉3⽇ 参観指導済み
179 ⻑崎⽇本⼤学⾼等学校 119411 5⽉16⽇ 6⽉3⽇ 参観指導済み
180 学校法⼈⽯川⾼等学校 119415 5⽉23⽇ 6⽉10⽇ 参観指導済み
181 ⾹取市⽴佐原中学校 119420 5⽉30⽇ 6⽉20⽇ 参観指導済み
182 埼⽟栄⾼等学校 119421 5⽉28⽇ 6⽉17⽇ 参観指導済み
183 千葉県⽴袖ヶ浦⾼等学校 119432 9⽉5⽇ 9⽉27⽇ 参観指導済み
184 茨城県⽴那珂⾼等学校 119433 5⽉30⽇ 6⽉17⽇ 参観指導済み
185 埼⽟県⽴ふじみ野⾼等学校 119437 10⽉24⽇ 11⽉18⽇ 参観指導済み
186 ⽊更津市⽴清川中学校 119438 5⽉16⽇ 6⽉3⽇ 参観指導済み
187 和歌⼭市⽴⻄脇中学校 119439 5⽉30⽇ 6⽉17⽇ 参観指導済み
188 桐⽣第⼀⾼等学校 119441 5⽉30⽇ 6⽉17⽇ 参観指導済み
189 ⼤多喜町⽴⼤多喜中学校 119443 5⽉9⽇ 6⽉3⽇ 参観指導済み
190 筑紫台⾼等学校 119444 5⽉23⽇ 6⽉10⽇ 参観指導済み
191 島根県⽴⼤社⾼等学校 119445 5⽉31⽇ 6⽉20⽇ 参観指導済み
192 ⼭梨県⽴都留⾼等学校 119446 6⽉6⽇ 6⽉24⽇ 参観指導済み
193 静岡県⽴伊⾖総合⾼等学校 119450 6⽉6⽇ 6⽉24⽇ 参観指導済み
194 帝京安積⾼等学校 119451 5⽉30⽇ 6⽉17⽇ 参観指導済み
195 秋⽥県⽴秋⽥⼯業⾼等学校 119452 5⽉23⽇ 6⽉10⽇ 参観指導済み
196 常総学院⾼等学校 119454 5⽉30⽇ 6⽉18⽇ 実習校からの要望により参観指導無し
197 千葉県⽴流⼭おおたかの森⾼等学校 119455 5⽉30⽇ 6⽉17⽇ 参観指導済み
198 帝京⻑岡⾼等学校 119458 5⽉23⽇ 6⽉17⽇ 参観指導済み
199 正智深⾕⾼等学校 520005 5⽉30⽇ 6⽉17⽇ 参観指導済み
200 ⽩井市⽴⼤⼭⼝中学校 522001 6⽉6⽇ 6⽉27⽇ 参観指導済み
201 ⼤阪体育⼤学浪商⾼等学校 522003 5⽉30⽇ 6⽉18⽇ 実習校からの要望により参観指導無し
202 ⼆松学舎⼤学附属柏⾼等学校 522005 5⽉23⽇ 6⽉11⽇ 参観指導済み
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６.教職課程について
◎教員養成の目標

①教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画に関すること

・大学

体育（運動）の実践的要素としての武道・スポーツの種目のそれぞれの特性をとおして、心身の健康に関す

る専門的な知識や技能を身に付け、幅広い教養と総合的な判断力や実行力を有した人間性豊かな教員の養

成を行っています。 

学科等 

・武道学科 

中学校の武道必修化に伴い、保健体育教育における学習指導要領の武道の位置づけを理解し、武道の技

術・理論を習得させるだけでなく武道の伝統的な考え方を理解させ相手を尊重する態度や作法を身につけさ

せることができる教員の養成を行っています。 

・体育学科

学校体育における保健体育教育を中心とした技術・理論を習得し、体育・スポーツ活動に寄与し心身の健

康つくりに取り組める行動力、実行力、スポーツマンシップを兼ね備えたバイタリティ溢れる教員の養成を行

っています。

②教員の養成に係る教育の質の向上に係る取組みに関すること

・教職課程部会

教職課程部会は、本学の教職課程担当教員ならびに学生支援センター事務員で構成されており、月例で

会議を開催しています。当部会では、教職課程のカリキュラムや活動について協議するとともに教職に係る動

向について情報共有に努めています。 

・教職履修カルテシステム

本学の教職課程では、教職履修カルテシステム（電子版）を導入しており、教職課程部会の教員が定期的

に各学生のカルテ（学修内容の振り返り、教員に必要な資質能力についての自己評価、ポートフォリオ）を確

認するとともに適宜アドバイスを与え、継続的に学習をサポートしています。

・教職塾

教職課程部会は、教員採用試験に合格するための実践的指導力を育成することを目的として、教職塾を

開講しています。教職塾では、実技指導を本学の教員が行い、筆記試験、集団面接、個別面接、模擬授業に

ついては教員採用試験に精通する先生方を講師に迎え、指導をお願いしています。

・教職科目における取り組み

本学の教職課程では、「教育実習プレセミナー」を必修科目として3年次に開講しており、教材研究や授業

展開力等の教育実習に必要な基本的能力の育成を目的として、全ての学生に模擬授業を経験させています。 

また、「教育実習事前事後指導」では、教育実習の直前に救急・救命処置についての講義と実習を授業計

画に組み込み、学校現場で実践できるように指導しています。 

・教職課程研究

教職課程研究は、本学教職課程の教育に資すること、教職課程における教育と研究の成果を学内外に発

表することを目的として、年に一回刊行しています。 
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○国際武道大学教職課程部会規則

平成24年3月23日

制定

(趣旨)

第1条　この規則は、国際武道大学教務委員会規則(平成24年3月23日制定)第10条第2項の規定に基づき、国際武道

大学教職課程部会(以下「部会」という。)の運営に関し必要な事項を定める。

(検討事項)

第2条　部会の検討事項は、次の各号のとおりとする。

(1)　教職課程に関すること。

(2)　その他部会において必要と認めたこと。

(部会の委員)

第3条　部会の委員(以下「部会員」という。)は、次の各号に定める者とする。

(1)　各学科から選出された者

(2)　本学教職員の中から学長が任命した者

(3)　その他学長が必要と認めた者

(部会員の任期)

第4条　部会員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。

(部会長等)

第5条　部会の部会長は部会員の中から学長が指名する。

2　副部会長は部会員の中から学長が指名する。

(部会員以外の出席)

第6条　部会長は、必要に応じて部会に部会員以外の出席を求めることができる。

(部会の開催)

第7条　部会長が必要と認めたとき、これを招集し、その議長となる。

2　副部会長は、部会長を補佐し部会長に事故あるときは、これを代行する。

(専門調査会)

第8条　部会は、特定の事項について調査・検討等の必要がある場合は専門調査会を置くことができる。

2　専門調査会の組織・運営等については、部会においてその都度定めるものとする。

(守秘義務)

第9条　部会及び専門調査会に関与する者は、業務上知り得た情報を漏らしてはならない。なお、その職を退いた

後も同様とする。

(部会等の庶務)

第10条　部会及び専門調査会の庶務は、学生支援センター事務室が行う。

附　則

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附　則(令和3年2月12日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。



東京サテライトオフィス

学　　　長 社会活動支援課

2022年9月1日

（コンディショニング室）
コンディショニング部会

総　務　課

人　事　課
大学事務部

会　計　課

健康管理部会
健康管理センター
（健康管理室）

健康管理センター事務室 健康管理委員会 学生相談部会
（学生相談室）

学生問題対策部会

学友会支援部会

キャリア支援部会

国際交流部会
国際交流センター 国　際　室 交流委員会

地域交流部会

教務部会

教職課程部会

別科部会

学生支援センター 学生支援センター事務室 学生支援委員会 生活向上部会

別　　　科

附属図書館 図書館事務室 図書委員会

研究所運営部会
附属武道・スポーツ科学研究所

研究支援センター事務室 研究支援委員会 研究倫理部会
（研究支援センター）

紀要編集部会

武道学科
体育学部

体育学科

ヨーロッパオフィス
入試部会

法人事務課 武道・スポーツセンター

大　学　院 武道・スポーツ研究科 大学院研究科委員会

法人事務局 入試・広報センター 入試・広報室 入試・広報委員会
広報部会

松前記念館 内部質保証検討委員会 FD部会
情報システム課

カリキュラム検討部会
総合教育開発研究所

奨学金委員会

情報システム部会

国際武道大学 学　長　室

学校法人国際武道大学・国際武道大学　組織図

監　事 理　事　会 評議員会 人事部会

個人情報保護部会
運営委員会

常務理事会 企　画　課 ハラスメント対策部会

大学自己点検・評価部会
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2016年度

国際武道大学

部署別自己点検・評価報告書
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【部署名】教務部 

 

本委員会は、教務委員会のもとに教職課程部会及び別科部会を包括して運営しているが、本報告書は、

それぞれの関係事項について点検・評価を行う。 

なお、「別科部会」については、大学自己点検・評価部会からの指示に基づき、当該部会から別途報

告する。 

 

◎教務委員会関係 

１．２０１６年度の取り組み（現状の課題等） 

２０１３年度から２学科に改組（収容定員関係学則変更）したことに伴い、教務システムの改修

とともに、「学生支援（カルテ）システム」、「Ｗｅｂ履修システム」、「Ｗｅｂシラバスシステ

ム」及び「学びの自己点検サイクル確立のための達成度自己評価システム」等を構築しこれらを有

機的に連動させたトータルシステムの運用を進めている。 

（１）Ｗｅｂシラバスシステムについて 

単位制度の実質化を推進するためには、シラバスの充実、キャップ制、ＧＰＡ制度の導入とそ

の相互連携が重要である。シラバスにおいては次の内容をシラバスに明記することを全教員に求

めた。 

①準備学習等についての具体的な内容及びそれに必要な時間 

②授業における学修の到達目標及び成績評価の方法・基準 

③卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目の関連 

④課題（試験やレポート等）に対するフィードバックを行うこと。 

２０１６年度は様式を変更して７年目を迎え、予算申請の際に、シラバスと授業予算の妥当性

や必要性等の適正化確保のため、体育学部長と学科長の決裁欄を設け、明確化を図った。 

また、キャップ制、ＧＰＡについては、２０１３年度からの学科改組と同時に導入し運用を開

始し、定着してきている。２０１６年度は、本学のＧＰＡ制度に関して学長から諮問を受け、７

月度定例教授会において報告した。 

なお、２０１６年度の履修申告単位数の平均は、キャップ制４９単位に対し、１年次生は武道

４５．６単位、体育４５．７単位、２年次生は武道４３．６単位、体育４１．８単位、３年次生

は武道４１．０単位、体育３９．３単位、４年次生は武道１８．８単位、体育１５．５単位の履

修申告単位であった。これらは、事前に予測した履修申告単位数と一致していた。 

ＧＰＡ制度については、成績評価の指標として用いるだけではなく、学業成績優秀者表彰等に

活用した。２０１６年度からは学部学生における大学院科目等履修生制度の申請基準の一つとし

て用いることとなり、様々な指標として活用されている。 

（２）カリキュラムについて 

２０１６年度は、１０カリ、１２カリ及び１３カリの３つのカリキュラムを同時に運用した。 

このため、科目対応等については十分な確認と慎重な運用に努めた。特に１３カリに関しては、

完成年次を迎え、カリキュラムの移行（科目対応）についても注意を払った。一方、１３カリも

今年度で完成年次を迎え順調に運用されてきたが、２０１７年度から運用されるカリキュラムの

マイナーチェンジを行った。 

また、２０１９年度の学部・学科改組に向けた新たなカリキュラムの作成の必要があり、さら

に、中教審答申「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について」のとおり教職改革

が行われる２０１９年度に新課程認定がスタートする。 
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そのため、学部・学科改組と再課程認定、若しくは通常の課程認定申請が重なり、１９カリキ

ュラム作成が急務となり、その作成に着手した。 

（３）時間割について 

２０１７年度の時間割編成基本方針については、完成年次を迎えたことにより、２０１６年度

方針を踏襲して行うこととした。 

２０１７年度も旧カリ学生に「科目対応」を図るため、新カリへの科目対応が可能である科目

と存続させる必要のある旧カリ科目とを精査し、合理的に編成することに重点をおき作成した。 

その結果、旧カリの単独開講は特に必要なく、急遽そのような状況が生じた場合は、その都度

対応することとした。 

 

２０１６年９月２８日 

 

教務委員会 

 

２０１７年度 時間割編成基本方針（案） 

 

１．授業時間の確保のため、水曜日の４時限目を利用する。 

 

２．授業時間の確保のため、５時限目を利用することがある。 

 

３．３コマ以上連続の担当もあり得る。 

 

４．研究日の確保を保証するものではない 

（できる限りの配慮はするが、やむを得ない場合があることをご了解願いたい。 

 

５．原則として、新旧科目対応表に基づき時間割を編成する。ただし、科目によっては次の対応を図

ることがある。 

 

・ 留年生の状況に応じて、旧カリ科目を単独で開講することもある。 

 

以 上 

 

（４）履修方法について 

２０１７年度は、「履修の手引き・授業概要」について、１～４年次生用（１３カリ）の１種

類を作成し、Ｗｅｂ履修システムにて行うこととした。 

一方、旧カリの留年生に対しては、前年度と同様に既存の手引きを利用し、教務課にて教務関

係資料を作成・配付のうえ、履修計画表を作成させ、履修申告等の指導・相談を個別に対応し、

教務システムに取り込む作業を行うこととした。 

（５）学士課程教育の質的転換のための「学生支援システム」の構築について 

生涯にわたって学び続ける力、主体的に考える力を持った人材は、学生からみて受動的な教育

の場では育成することができない。 

従来のような知識の伝達・注入を中心とした授業から、教員と学生が意思疎通を図りつつ、一
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緒になって切磋琢磨し、相互に刺激を与えながら知的に成長する場を創り、学生が主体的に問題

を発見し解を見いだしていく能動的学修（アクティブ・ラーニング）への転換が必要である。 

教務部では、これらを実現するために、２０１３年度に「学生支援（カルテ）システム」、「Ｗ

ｅｂ履修システム」及び「Ｗｅｂシラバスシステム」の開発・導入を行った。 

２０１４年度は、学生の主体的な学修を支援し、学士課程教育の質的転換を好循環させるため

に、「学びの自己点検サイクル確立のための達成度自己評価システム」（いわゆるポートフォリ

オシステム）の本格運用を開始した。 

これにより、「国際武道大学学生支援システム」が完成し、本学の「学位授与方針（ディプロ

マ・ポリシー）」、「教育課程の編成・実施方針（カリキュラム・ポリシー）」に沿った、確か

な「学士力」を備えた人材の養成に取り組んだ。 

（６）演習及び卒業研究について 

２０１６年度は、昨年度までの講義形式で行われた演習から個々の教員のゼミ形式への転換を

図り、概ね問題無く移行できた。卒業研究は、４年次通年科目として行っている。ただし、演習

及び卒業研究の変更も可能とした。 

（７）各種証明書の交付申請手続きについて 

２０１６年１月から本学ホームページ上に各種証明書の交付申請手続方法を掲載した。２０１

６年度も同様に、証明書交付申請書をダウンロードできるようにし、事務効率の向上を図った。 

 

２．点検・評価 

 ・効果が上がっている事項 

（１）単位制度の実質化について 

単位制度の実質化をさらに推進するため、シラバスの改革を実行し着実に効果が上がり外部か

らも高い評価をいただいている。また、キャップ制、ＧＰＡの導入等の客観的な仕組みの導入に

よりその効果が出ている。 

その一つの例としては、毎年前期（５月）、後期（１１月）に行う授業出欠席状況調査結果に

おいて、欠席件数の減少があげられる。これは、旧カリ時に見られたように詰め込むだけ詰め込

んだ履修計画により結果的に放棄科目が多くなり、それが単位を修得した科目の成績にも及んで

いた時とは異なり、キャップ制のもと４９単位の中で計画的に履修していくことが身についてき

たものと分析している。 

ＧＰＡ制度導入についても多くの学生が当該数値を意識するようになり、ただ単に単位を修得

すれば良いという学生の意識転換が図られている。また、２０１６年度からは学部学生における

大学院科目等履修生制度の申請基準の一つとして用い、１年間の大学院生活で修士を修得するこ

とが可能になるなど活用の幅が広がっている。２０１６年度大学院科目等履修生は１名であっ

た。 

（２）国際武道大学学生支援システムについて 

それぞれのシステムが連関し、概ね順調に機能している。 

（３）Ｗｅｂシラバスシステムについて 

第１層のシラバスに加え、第２層に指導学習計画及び第３層に映像資料等を搭載したことに

より、単なる講義概要にとどまることなく、学生が授業のための準備学習・事後学習などを主

体的に行うことが可能となり、授業の工程表としても活用できるシステムとなっている。 

このシステムについては、日本私立学校振興・共済事業団からも高い評価を得ている。 
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（４）Ｗｅｂ履修システムについて 

必修科目やクラス指定がある科目などは、教務部で事前に登録設定することにより、学生がナ

ビゲーションに従って操作するだけで、主要科目の履修申告が可能になった。 

このことにより、学生は各自が将来進もうとするコースの専門科目をより体系的に履修登録で

きるようになった。 

また、同一科目の重複履修や時限重複等といった申告ミスはなくなった。 

なお、一部でデータが消える現象があったが、対応するためにシステムを改修した。 

（５）学びの自己点検サイクル確立のための達成度自己評価システムについて 

学生に自らの学びを計画的に組み立てていく学修姿勢を身に付けさせ主体的な学修を担保し、

能動的学修（アクティブ・ラーニング）への転換を加速させるシステムである。また、学生一人

ひとりの学びの状況を視覚的に把握しやすくすることで、それぞれの教員が担当学生の状況を的

確に分析し、教職員がチームとして学修支援にあたる組織的体制を構築するものであり、２０１

４年度から本格運用を開始した。 

システム稼働率は２０１４年度入学生（３年次生）が１１．１％、２０１５年度入学生（２年

次生）が２３．０％、２０１６年度入学生（１年次生）が６４．８％となった。 

１年次生については、基礎ゼミナール、２年次生についてはキャリアデザインⅡ（ステップア

ップ）、３年次生については、後期オリエンテーション時において当該システムの意義を説明し

理解を深めさせた。 

（６）演習及び卒業研究について 

２０１６年度からは演習及び卒業研究の授業形態はゼミ形式で行われた。移行期のトラブルも

無く演習及び卒業研究の変更希望者の対応も併せて、概ね順調に移行できた。 

（７）各種証明書の交付申請手続きについて 

２０１６年１月から本学ホームページ上に各種証明書の交付申請手続方法を掲載した結果、電

話での問い合わせはあるものの、多少の事務の効率が向上した。 

 

・改善すべき事項 

（１）Ｗｅｂシラバスシステムについて 

下記項目を踏まえた第１層のシラバスの充実を図る。 

①準備学習等についての具体的な内容及びそれに必要な時間 

②授業における学修の到達目標及び成績評価の方法・基準 

③卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目の関連 

④課題（試験やレポート等）に対するフィードバックを行うこと。 

（２）Ｗｅｂ履修システムについて 

年度末の教員人事や必修科目やクラス別に分ける科目や学籍番号で受講生を分ける科目など、

大量のデータ構築が求められ、また、限られた時間内で対応せざるを得ない状況であるため、表

計算ソフトのスキルやカリキュラムの理解度に長けた職員の育成が必要である。 

（３）学びの自己点検サイクル確立のための達成度自己評価システムについて 

当該システムは学生自らの学びを計画的に組み立て、能動的学修（アクティブ・ラーニング）

への転換を加速させるシステムである。また、学生一人ひとりの学びの状況を可視化することで、

それぞれの教員が学生の状況を的確に分析し、学修支援にあたる組織的体制を構築するものであ

り、２０１４年度から運用を開始している。 

２０１６年度の稼働率は２０１４年度入学生が１１．１％、２０１５年度入学生が２３．０％、
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２０１６年度入学生が６４．８％であった。しかし、３年次になると活用を促す機会が減り稼働

率が極端に低くなってしまった。 

また、２０１５年度入学の２年次生については、１年次当初より稼動率が低く、現状において

も低迷している。まだまだ、当該システムの機能を有効的に活用できているとは言い難く、地道

に様々な機会を通して学生に活用するよう促していく。また、２０１７年度カリキュラムからは

達成度自己評価システムの機能を一部追加し稼働率アップに繋げていく。 

 

３．将来に向けた発展方策 

中央教育審議会は、「学士課程教育の構築」が、我が国の将来にとって喫緊の課題であるという

認識に立っており、学士課程教育の質的転換に向けた課題として「大学による改革努力」、「プロ

グラムとしての学士課程教育の概念の定着」、「学修支援環境の整備」、「高等教育と初等中等教

育の接続」、「地域社会や企業など、社会と大学の接続」（名称確認）をあげている。これらの答

申に沿うべく、今後、本学の教育課程を次のとおり発展させていく。 

 

・効果があがっている事項 

（１）カリキュラム改編等について 

各学科を特徴づける教育目標にかかわる、基礎専門及び展開専門科目での具体的なコアカリキ

ュラムの明示及びキャップ制については、大学基準協会から助言を受けている事項でもあり、Ｇ

ＰＡ制度の導入とあわせて、２０１３年度からの「収容定員関係学則変更」（学科改組）と同時

に改善を図った。単位制度の実質化についてもさらに推進するため、シラバスの改革を実行し着

実に効果が上がっている。これにより、キャップ制、ＧＰＡの導入等、客観的な仕組みを段階的

に導入することが可能となり、２０１３年度から本格運用を開始でき、今後も継続していく。 

なお、１３カリも今年度で完成年次を迎え順調に運用されてきたが、２０１７年度からはカリ

キュラムのマイナーチェンジを行う。また、２０１９年度の改組に向けて、新たなカリキュラム

作成に着手した。今後も体系的な教育課程を維持するとともに不断の見直しを行い、円滑に運用

するよう努力する。また、中教審答申「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上につい

て（平成２７年１２月２１日）」のとおり教職改革が行われる。これに伴い現行カリキュラムの

改変を行う必要性が出てくる。今後、教職課程関連の法整備の動向を見据えつつ、学部カリキュ

ラムの検討を進めていく。 

（２）学士課程教育の質的転換について 

中教審答申では「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて～生涯学び続け、主 

体的に考える力を育成する大学へ～」として、学士課程教育の質的転換が求められている。 

教務委員会では、これらの目標に向けて、学生の履修登録から学修目標到達までを、きめ細

やかな対応を図り総合的に支援するため、「国際武道大学 学生支援システム」を構築した。

今後は、このシステムをさらに成熟させるとともに、学生・教職員に十分に浸透させ活用を促

進することで、新カリキュラムを円滑に運用し、本学の「学位授与方針（ディプロマ・ポリシ

ー）」、「教育課程の編成・実施方針（カリキュラム・ポリシー）」に沿った、確かな「学士

力」を備えた人材養成を支援していく。また、中教審答申「これからの学校教育を担う教員の

資質能力の向上について（平成２７年１２月２１日）」のとおり教職改革が行われる。これに

伴う現行カリキュラムの改編を検討していく。 
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（３）Ｗｅｂ履修システムについて 

２０１７年度はカリキュラムのマイナーチェンジを行うため、当該カリキュラムに対応した履

修登録が可能となるようＷｅｂ履修システムの構築を行った。 

今後、教務システムへのデータアップを行い、その後、Ｗｅｂ履修システムから、履修確認が

できるようにデータを移行するため、現担当者レベルの表計算ソフトのスキルやカリキュラムの

理解度を有する職員の育成に取り組む。 

 

・改善すべき事項 

（１）学びの自己点検サイクル確立のための達成度自己評価システムについて 

当該システムの機能を有効的に活用できているとは言い難いため、２０１７年度カリキュラム

に合わせて達成度自己評価システムを一部リニューアルする。これに伴い、スマートフォンによ

る回答を可能とする機能が加わり、利便性の向上が稼働率のアップに繋げたい。 

また、授業及びオリエンテーション等で、当該システムの意義と操作説明をし、活用への理解

を深めさせる努力を継続して行っていく。 

 

◎教職課程部会関係 

１．２０１６年度の取り組み（現状の課題等） 

（１）教員採用試験合格者及び教員免許状一括申請授与者について 

本年度内に報告があった教員採用試験合格者（卒業生を含む）は公私立を合わせて４４名であ

り、このうち現役合格者は３名（公立中・高校１名、私立高校２名）であった。教員免許状一括

申請授与者については、高免一種１６９名（学部生１６５名、科目等履修生４名）、中免一種１

５５名（学部生１５１名、科目等履修生４名）、高専修３名、中専修３名、小学校二種６名であ

った。 

（２）教職課程部会の開催について 

２０１６年度は、５月と８月を除き、月に一度、計１０回の会議を開催した。 

（３）教職塾（教員採用試験対策特別講座）について 

主に教員採用試験対策を目的とした講座を６回開講した。受講者数は延べ２４４人であった。 

（４）小学校教諭二種免許状取得プログラムについて 

２０１６年度は、計４５名（２年生１９名、３年生１６名、４年生１０名）の学生が当プログ

ラムに参加した。なお、新規登録の２年生１９名に対して、明星大学通信教育部の事務担当者に

よるガイダンスを４月６日（水）に実施した。 

（５）教員免許状更新講習について 

本年度は「選択必修領域」及び「必修領域」について各１講座、「選択領域」について３講座

を開講した。各講座の開催日と受講者数は次の通りである。 

①選択必修領域６時間、８月２５日（木） 

「学習指導要領の改訂の動向等」受講者６１名 

②必修領域６時間、８月２６日（金） 

「教育の最新事情」受講者６４名 

③選択領域１８時間、８月２２日（月）～２４日（水） 

「安全に楽しめる剣道の指導法」受講者６名 

「学校、スポーツ現場の救急処置と事故対応」受講者３４名 

「教育現場におけるレクリエーションの活用」受講者２９名 
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（６）教職オリエンテーションについて 

学年別の教職オリエンテーションを次のとおり実施した。教職オリエンテーションの実施目的

は、学生が円滑に履修を進められるよう指導・支援すること、教職履修カルテを用い教職に必要

な資質能力の把握を学生に促すことである。 

①１年生対象教職オリエンテーション 計４回実施 

②２年生対象教職オリエンテーション 計３回実施 

③３年生対象教職オリエンテーション 計４回実施 

④４年生対象教職オリエンテーション 計５回実施 

（７）教職連携協力校連絡協議会の開催 

第４回教職連携協力校連絡協議会を８月４日（木）に本学で開催した。近隣の小・中・高等学

校２６校（高等学校３校、中学校９校、小学校１４校）に呼びかけ、１８校１９名（高等学校３

校３名、中学校５校６名、小学校１０校１０名）の参加を得た。なお、本年度は今後の教員養成

の動向について参加校に情報提供し、意見交換を行った。 

 

２．点検・評価 

・効果が上がっている事項 

（１）教職課程部会の組織間連携について 

学生支援センターとの連携により、地域の学校における教育体験活動（千葉！教職たまごプロ

ジェクト、特別支援フレッシュサポーター、いすみ市たけのこ塾講師等）を円滑に実施できてい

る。 

（２）教職連携協力校連絡協議会について 

２０１６年度より千葉県立大多喜高等学校、中央国際高等学校が加わり、当協議会の規模が広

がりつつある。 

（３）教員免許状更新講習について 

継続的な実施により、大学の使命の一つである社会貢献を成し得ている。 

（４）教職塾（教員採用試験対策特別講座）について 

外部講師による「集団面接」の指導や本学教員による「実技指導」が受講生から好評であった。 

なお、公立学校教員採用試験に現役合格を果たした学生は本年度開講の採用試験対策講座を受

講した学生である。 

（５）教職履修カルテシステムについて 

本年度の新入生から教職履修カルテシステムを導入した。教職履修学生のほとんどが基本情報

の入力を完了しており、現時点でのシステムの運用は概ね順調である。 

 

・改善すべき事項 

（１）教員採用試験合格状況について 

本年度実施の公立学校教員採用試験の一次試験合格者は７名（前年度５名）、二次試験合格者

は１名（前年度２名）であり、現役合格の状況は依然として厳しい状況にある。 

 

３．将来に向けた発展方策 

・改善すべき事項 

（１）教員採用試験対策について 

一人でも多くの現役合格者を出せるよう、教員採用試験対策室との連携を図る。 
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（２）新教職課程の科目及び教職課程の質保証・向上に関する検討について 

新教職課程に対応した科目の検討を進めるとともに、現在策定中の教職課程コアカリキュラム

や法改正の内容を踏まえ、教職課程の自己点検・評価及び教職ＦＤの在り方についても併せて検

討していく。 
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2017年度

国際武道大学

部署別自己点検・評価報告書

資料１-２-３



【部署名】教務委員会 

 

１．２０１７年度の取り組み 

（１）Ｗｅｂシラバスシステムについて 

    単位制度の実質化を推進するためには、シラバスの充実、ＣＡＰ制、ＧＰＡ制度の導入とその

相互連携が重要である。２０１７年度のシラバス作成においては、特に次の内容をシラバスに明

記することを全教員に求めている。 

①授業形態（単独、複数、オムニバス、クラス別など） 

②準備学習等についての具体的な内容及びそれに必用な時間 

③授業における学修の到達目標及び成績評価の方法・基準 

④卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目の関連 

⑤課題（試験やレポート等）に対するフィードバックを行うこと 

シラバスの内容は充実してきているが、年々求められる項目が多くなってきていることや更新手

続きの利便性を考えると、フォーマットの変更を検討する必要があり、大きく予算にも関わるこ

とであるため検討を要する課題となっている。シラバスと授業予算の妥当性や必要性等の適正化

確保のために予算申請においては、体育学部長と学科長の決裁を必要とすることとしていたが、

２０１７年度から体育学部長と教務部長の決裁を必要とすることに変更した。 

また、ＣＡＰ制、ＧＰＡ制度については、２０１３年度からの学科改組と同時に導入し運用を

開始し定着してきている。なお、２０１７年度の履修申告単位数の平均は、ＣＡＰ制４９単位に

対し、１年次生は武道４７．５単位、体育４６．３単位、２年次生は武道４５．１単位、体育４

３．３単位、３年次生は武道４０．５単位、体育３９．５単位、４年次生は武道１９．７単位、

体育１６．２単位の履修申告単位であった。２０１７年度入学生からは教職に関する科目の一部

を卒業単位数に加えたこともあり、２０１６年度より履修申告単位数は増加傾向にある。また、

２年次及び４年次生の履修申告単位数が多少増加していることが特徴的である。ＧＰＡ制度につ

いては、成績評価の指標として用いるだけではなく、学業成績優秀者表彰などに活用している。

２０１６年度からは学部学生における大学院科目等履修生制度の基準の一つとして用いること

となり、様々な指標として活用されている。 

（２）カリキュラムについて 

    ２０１７年度は、１０カリ、１２カリ、１３カリ及び１７カリの４つのカリキュラムを同時に

運用した。このため、科目対応等については十分な確認と慎重な運用に努めた。特に１７カリは

マイナーチェンジではあるが、運用カリキュラムの柱となるので、カリキュラムの科目対応につ

いては注意を払った。一方、２０１９年度の教職課程再課程認定に向けて、新たなカリキュラム

の作成を行なった。 

また、中教審答申「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について」のとおり教職

改革が行われ、２０１９年度から新課程認定がスタートする。１９カリは教職課程再課程認定に

伴うカリキュラム改革となったが、基本的には１７カリをベースとし、特に体育学科においては、

「スポーツ分析法」、「スポーツ技術論」、「トレーニング指導理論と実践」及び「競技スポーツ文

化・経営論」をＡＢＣＤ表記からそれぞれの競技名に分化し表記することにより、よりわかりや

すい科目名称とした。 

（３）時間割について 

    ２０１８年度の時間割編成基本方針については、２０１７年度方針をベースとし、１項目（演

習及び卒業研究については、集中扱いとはせず、時間割の時限内に設定するよう努力する旨の項

目）を加えた基本方針とした。２０１８年度も旧カリ学生に「科目対応」を図るため、新カリへ

の科目対応が可能である科目と存続させる必要のある旧カリ科目とを精査し、合理的に編成する

ことに重点をおき作成した。１７カリも２年目を迎え、新カリが１、２年次生と旧カリが３、４

年次生となるのでそれに対応すべき時間割作成に重点をおいた。 

（４）履修方法について 

    ２０１７年度は、「履修の手引き・授業概要」について、１年次生用（１７カリ）と２～４年次

生用（１３カリ）の２種類を作成し、Ｗｅｂ履修システムにて行った。一方、１３カリの留年生

に対しては、２～４年次生用（１３カリ）の「履修の手引き・授業概要」で対応し、１０カリ、

１２カリの留年生については、２０１６年度と同様に既存の手引きを利用し、教務課にて教務関

係資料を作成・配付のうえ、履修計画表を作成させ、履修申告等の指導・相談を個別に対応し、

教務システムに取り込む作業を行った。 
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（５）学士課程教育の質的転換のための「学生支援システム」の構築について 

    生涯にわたって学び続ける力、主体的に考える力を持った人材は、学生からみて受動的な教育

の場では育成することができない。従来のような知識の伝達・注入を中心とした授業から、教員

と学生が意思疎通を図りつつ、一緒になって切磋琢磨し、相互に刺激を与えながら知的に成長す

る場を創り、学生が主体的に問題を発見し解を見いだしていく能動的学修（アクティブ・ラーニ

ング）への転換が必要である。教務部では、これらを実現するために、２０１３年度に「学生支

援（カルテ）システム」、「Ｗｅｂ履修システム」及び「Ｗｅｂシラバスシステム」の開発・導入

を行った。２０１４年度は、学生の主体的な学修を支援し、学士課程教育の質的転換を好循環さ

せるために、「学びの自己点検サイクル確立のための達成度自己評価システム」（いわゆるポート

フォリオシステム）の本格運用を開始した。これにより、「国際武道大学 学生支援システム」が

完成し、本学の「学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）」、「教育課程の編成・実施方針（カリキ

ュラム・ポリシー）」に沿った、確かな「学士力」を備えた人材養成に取り組んだ。 

（６）演習及び卒業研究について 

    ２０１６年度から演習の授業形態を講義形式からゼミ化に移行し、当該授業形態も定着してき

ている。２０１７年度は特段大きな問題も無く行なわれた。卒業研究の４年次通年科目としての

位置づけも定着してきている。 

（７）各種証明書の交付申請手続きについて 

    ２０１６年１月から本学ホームページ上に各種証明書の交付申請手続方法を掲載し運用する

こととしたが、おおむね順調に事務効率の向上が図れている。２０１８年３月卒業生から、卒業

証明書及び成績証明書を各一部配付した。 

 

２．点検・評価 

・効果が上がっている事項 

（１）Ｗｅｂシラバスシステムについて 

    シラバス作成においては、特に前述の項目に注視してシラバス作成を依頼し、充実してきたこ

とは、教育の質保証や補助金等の観点からも意義深いものである。また、第１層目のシラバスに

加え、第二層に指導学習計画及び第三層に映像資料等を搭載したことにより、単なる講義概要に

とどまることなく、学生が授業のための事前の準備や事後の復習などを主体的に行うことが可能

となった。 

（２）国際武道大学学生支援システムについて 

    それぞれのシステムが連関し、おおむね順調に機能している。 

（３）演習及び卒業研究について 

    ２０１６年度同様、演習及び卒業研究の授業形態はゼミ形式で行われた。演習及び卒業研究の

変更希望者も若干増えているが、おおむね順調である。 

（４）各種証明書の交付申請手続きについて 

    急な申し出による電話での問い合わせは多数あるものの、本学ホームページでの対応により事

務効率は格段の向上を図ることができた。２０１８年３月卒業生から、卒業証明書及び成績証明

書を各一部配付することとなったので、関係機関への提出書類として利用することが出来るよう

になった。 

（５）単位制度の実質化について 

    単位制度の実質化を推進するため、シラバスに記載すべき事項を教職課程や補助金など様々な

観点から検証し設定することにより、着実に効果が上がってきた。また、ＣＡＰ制の導入におい

ては、学生達が計画的な履修や単位修得を行なうことができるようになってきており、ＧＰＡ制

度の導入等により、成績に対する意識の向上も見て取れるようになってきた。一つの例として、

毎年前期（５月）、後期（１１月）に行う授業出欠席状況調査結果は、２０１６年度まで欠席件数

が減少し、２０１７年度も２０１６年度とほぼ同様である。これは、１３カリ以前に見られたよ

うに詰め込むだけ詰め込んだ履修計画により結果的に放棄される科目が多くなり、それが単位を

修得した科目の成績にも及んでいた時とは異なり、ＣＡＰ制導入により限られた４９単位の中で

計画的に履修していくことが身についてきたものと分析している。 

また、２０１７年度入学生から、教職に関する科目の一部を卒業単位としたことから、それら

の科目を踏まえた履修計画がしっかりとできている結果でもある。２０１７年度入学生において

は、８０％を超える学生が教職登録を行なっており、今後の履修傾向にも着目したい。ＧＰＡ制

度導入についても多くの学生が当該数値を意識するようになり、ただ単に単位を修得すれば良い
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という学生の意識転換が図られている。特に学業成績優秀者表彰を意識し、目標とする学生が目

立つようになってきた。 

また、２０１６年度からは学部学生における大学院科目等履修生制度の基準の一つとして用い、

１年間の大学院生活で修士を修得することが可能になるなど活用の幅が広がっている。２０１６

年度の大学院科目等履修生制度を利用した学生１人は、２０１７年度、１年間で大学院を修了す

ることができた。 

（６）学びの自己点検サイクル確立のための達成度自己評価システムについて 

    学生に自らの学びを計画的に組み立てていく学修姿勢を身に付けさせ主体的な学修を担保し、

能動的学修（アクティブ・ラーニング）への転換を加速させるシステムである。また、学生一人

ひとりの学びの状況を視覚的に把握しやすくすることで、それぞれの教員が担当学生の状況を的

確に分析し、教職員がチームとして学修支援にあたる組織的体制を構築するものであり、２０１

４年度から本格運用を開始した。システム稼働率は２０１４年度入学生が３３．４％、２０１５

年度入学生が２６．９％、２０１６年度入学生が５８．１％、２０１７年度入学生が７７．７％

となった。１年次生については、基礎ゼミナールにおいて、２年次生についてはキャリアデザイ

ンⅠのなかで、３年次生については、後期オリエンテーション時において当該システムの意義を

説明し理解を深めさせた。２０１７年度カリキュラムに合わせて達成度自己評価システムを一部

リニューアルしたことに、スマートフォンによる回答を可能とする機能を加えることにより効果

が上がったと分析している。 

（７）Ｗｅｂ履修システムについて 

    必修科目やクラス別に分かれて受講する科目など、効率よく漏れがないように履修できるよう

教務課で事前に登録設定することにより、学生はナビゲーションに従って操作するだけで、主要

科目の履修申告が可能になっている。このことにより、学生は各自が将来進もうとするコースの

専門科目の選択に集中でき、体系的なカリキュラムを主体的に履修できる。また、従来あった単

純な申告ミスも全くなくなった。直接の原因は特定されていない（ダブルログインが原因の可能

性がある）が、データが消える現象の対応策として、対応できるシステムを構築するなど、毎年

度改善を重ねている。 

 

・改善すべき事項 

（１）Ｗｅｂシラバスシステムについて 

    ２０１６年度に、下記項目を踏まえた第１層のシラバスの充実を図るなどの対応を行なって

きたが、毎年求められる項目が増加する傾向にある。それに対応するために、現在のフォーマ

ットにおいて対応することが、限界に来ている。また、一度教員から提出されたシラバスを教

務課職員がシステムに入れなおさなければならないシラバスシステムの設計及び運用上の方法

にも改善する必要がある。 

（２）演習及び卒業研究について 

    システムの取り扱いに半期ごとに分割する方法を検討したい。演習から卒業研究への間での

指導教員の変更を可能としたことにより、研究内容の不一致や教員との折り合い等の問題を解

消することに大きく効果を上げている。 

（３）学びの自己点検サイクル確立のための達成度自己評価システムについて 

    当該システムは学生自らの学びを計画的に組み立て、能動的学修（アクティブ・ラーニン

グ）への転換を加速させるシステムである。また、学生一人一人の学びの状況を可視化するこ

とで、それぞれの教員が学生の状況を的確に分析し、学修支援にあたる組織的体制を構築する

ものであり、２０１４年度から運用を開始している。２０１４年度から当該システムを開始

し、完成年度を迎えるが、ほぼ全学年における稼働率がアップしたことは、２０１７年度か

ら、スマートフォンによる回答を可能とする機能を追加した結果、効果が上がったものと分析

しているが、稼働率と実質的な活用がリンクしていない。 

 

３．将来に向けた発展方策 

・効果が上がっている事項 

（１）カリキュラムについて 

    １３カリも２０１６年度で完成年次を迎え順調に運用されてきたが、２０１７年度からはカ

リキュラムのマイナーチェンジを行い、運用を開始した。また、２０１９年度の再課程認定に

伴った新たなカリキュラムの構築を行ない、将来に備えている。この結果、１０、１２、１
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３、１７カリが平衡して展開され、２０１９年度には新たなカリキュラムが加わってスタート

する。今後、更に学部改組に向けた新たなカリキュラム作成に着手し、魅力ある大学作りを進

めていく。 

（２）学士課程教育の質的転換のための「学生支援システム」の構築について 

    中教審答申では「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて～生涯学び続け、主

体的に考える力を育成する大学へ～」として、学士課程教育の質的転換が求められている。本

学ではこれらに対応するため、２０１３年度から新カリキュラムの体系を「初年次教育科目」、

「総合科目」、「コミュニケーションツール科目」、「キャリア教育科目」及び「専門科目」から

構成し、特に「専門科目」は「武道学科」６コース、「体育学科」８コースを設置し、幅広い学

修を担保できるよう構築し、中教審答申に掲げる学士教育課程の質的転換に向けて、飛躍的な

スピードで改革を推進している。２０１９年度からのカリキュラムにおいてもこの体系を踏襲

した形で構築している。教務委員会は、これらの目標に向けて、学生の履修登録から学修目標

到達までを、きめ細やかな対応を図り総合的に支援するため、「国際武道大学 学生支援システ

ム」を構築してきたが、当該システムの問題点や大きな展開や発展性への対応が難しい点な

ど、様々なシステム上の問題点も見えてききており、システムの大きな変革の時期にきている

ものと思われる。しかし、本学の「学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）」、「教育課程の編

成・実施方針（カリキュラム・ポリシー）」に沿った、確かな「学士力」を備えた人材養成を支

援していく質的担保を継承しつつ、システムの再構築を検討していく。 

 

・改善すべき事項 

（１）Ｗｅｂシラバスシステムについて 

    現在のフォーマットを、より自由度の大きいフォーマットに変更し、同時に教員から提出さ

れたシラバスを直接Ｗｅｂ上に反映されるシステムへと改善できるようシステムの検討を重ね

たい。 

（２）学びの自己点検サイクル確立のための達成度自己評価システムについて 

    当該システムの機能を有効的に活用できているとは言い難い。１年次生については基礎ゼミ

ナールにおいて、２年次生についてはキャリアデザインⅠのなかで、３年次生については後期

オリエンテーションを利用し、当該システムの意義と操作説明をし、活用への理解を深めさせ

る努力をしている。また、２０１７年度カリキュラム改革に合わせて達成度自己評価システム

を一部リニューアルしスマートフォンによる回答を可能とする機能が加えたことが、２０１７

年度の稼働率がアップに繋がったと分析している。しかし、これも機能追加による一時的な変

化とならないよう、学生が恒常的に自己評価をしていかなければならない仕組みを検討する。 

（３）Ｗｅｂ履修システムについて 

    ２０１７年度はカリキュラムのマイナーチェンジを行い、当該カリキュラムに対応したスム

ーズな履修登録が可能となるようＷｅｂ履修システムの構築を行った。しかし、Ｗｅｂシステ

ムは確かにシステムの構築により、学生及び教員にとっても便利になった点は否定できない

が、履修確定までの複雑な手続きがいまだに理解されずに守られていないケースが多く見受け

られる。また、教務課の事務作業においても、毎年４月の１ヶ月の間に同様の工程を複数回繰

り返し、履修を確定させなければならない大きなボリュームの事務作業が続くため、よりシン

プルでより効率的なシステムや運用方法の検討をする。 

 

◎教職過程部会関係 

 

１．２０１７年度の取り組み 

（１）教員採用試験合格者及び教員免許状一括申請授与者について 

    ２０１７年度内に報告があった教員採用試験合格者（卒業生を含む）は公私立を合わせて２８

人であり、このうち現役合格者は２人（公立中・高校１人、私立高校１人）であった。教員免許

状一括申請授与者については、高等学校教諭一種１３２人（学部生１２８人、科目等履修生４人）、

中学校教諭一種１２１人（学部生１１６人、科目等履修生５人）、高等学校教諭専修６人、中学校

教諭専修６人、小学校教諭二種７人であった。 

（２）教職課程部会の開催について 

    ２０１７年度は、５月と８月を除き月例の会議を１０回、臨時の会議を３月に１回開催した（計

１１回開催）。 
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（３）教職塾（教員採用試験対策特別講座）について 

    主に教員採用試験対策を目的とした講座を６回開講した。受講者数は延べ１４２人（２０１６

年度延べ２４４人）であった。 

（４）小学校教諭二種免許状取得プログラムについて 

    明星大学通信教育部との教育業務提携により、本学小学校免許状取得プログラムに登録された

者（条件あり）が、所定の科目を履修修得することで、小学校教諭二種免許状が取得できる。２

０１７年度は、計３９人（２年次生９人、３年次生１６人、４年次生１４人）の学生が当プログ

ラムに参加し、２０１６年度からの辞退者は５人（３年次生３人、４年次生２人）であった。な

お、一括申請時における小学校教諭二種免許状の取得者は７人（２０１６年度６人）であった。 

（５）教員免許状更新講習について 

    ２０１７年度は「必修領域」及び「選択必修領域」について各１講座、「選択領域」について３

講座を開講した。各講座の開催日と受講者数については次のとおりである。 

①必修領域「教育の最新事情（６時間）」、８月２４日、受講者４９人 

②選択必修領域「学習指導要領の改訂と動向等（６時間、）」、８月２５日、受講者５０人 

③選択領域「柔道授業の安全指導とリスクマネジメント（１８時間）」、８月２１日～２３日、

受講者６人 

④選択領域「学校、スポーツ現場の救急処置と事故対応（１８時間）」、８月２１日～２３日、

受講者３４人 

⑤選択領域「様々な教育指導場面におけるレクリエーションの活用（１８時間）」、８月２１

日～２３日、受講者３０人 

（６）教職オリエンテーションについて 

    学年別の教職オリエンテーションを次のとおり実施した。教職オリエンテーションの実施目的

は、学生が円滑に履修を進められるよう指導・支援すること、教職履修カルテを用い教職に必要

な資質能力の把握を学生に促すことである。 

①１年次生対象教職オリエンテーション 計４回実施 

②２年次生対象教職オリエンテーション 計３回実施 

③３年次生対象教職オリエンテーション 計３回実施 

④４年次生対象教職オリエンテーション 計３回実施 

（７）教職連携協力校連絡協議会について 

    第５回教職連携協力校連絡協議会を８月１日に本学で開催した。近隣の小・中・高等学校２４

校（高等学校３校、中学校７校、小学校１４校）に呼びかけ、１１校１２人（高等学校２校２人、

中学校４校５人、小学校５校５人）の参加を得た。なお、２０１７年度は、「武道教育に係わる安

全指導」についての講演と「教育実習・学校インターンシップ」についての情報交換を企画し行

なった。 

（８）教職課程研究について 

    教職課程の質保証・改善を目的とした取組みの一環として、教職課程研究（第３号）を復刊さ

せた。第３号は、実践記録４本、調査研究１本、報告１本を掲載した。なお、本誌は千葉県・茨

城県私立大学教職課程研究協議会加盟校を中心に５１の大学に発送した。 

（９）教職課程に再課程認定関係について 

    教育職員免許法の改正に伴い、新教職課程が２０１９年４月からスタートする。これに伴い、

教科に関する科目及び教職に関する科目の担当教員に対し、教務部長名で教育研究業績書の提出

を求め、当該業績の整理を行なった。また、教育の基礎的理解に関する科目におけるコアカリキ

ュラム及び２０１９年度からのシラバスの作成も行なった。また、「これからの学校教育を担う

教員の資質能力の向上」（中央教育審議会 平成２７年１２月２１日）にも記載されているよう

に、「教育課程の改革に当たっては、教職課程が教員として最低限必要な資質能力を育成するこ

とを目的とすることや履修の適正化を図る観点から、教職課程において修得すべき単位の全部又

は一部を可能な限り卒業に必要な総単位数の中に位置付けるように努める・・・・・・・・・」

を受け、１７カリキュラムにおいては９科目１８単位を、卒業要件単位と認めたが、１９カリに

おいてはこれに７科目１４単位（うち４科目８単位は教科及び教科の指導法に関する科目の位置

づけに変わる科目を含む。）を加え、卒業要件単位とすることとした。 
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２．点検・評価 

・効果が上がっている事項 

（１）教職課程部会の組織間連携について 

    学生支援センターとの連携により、地域の学校における教育体験活動（ちば！教職たまごプロ

ジェクト、特別支援フレッシュサポーター、いすみ市たけのこ塾講師等）を円滑に実施できてい

る。 

（２）教員免許状更新講習について 

    継続的な実施により、大学の使命の一つである社会貢献を成し得ている。 

（３）教職履修カルテシステムについて 

    教職履修カルテシステムの導入２年目を迎え、２０１７年度からは教職課程部会の教員で分担

して学生へのコメントの入力を行っている。現時点でシステムの運用はおおむね順調である。 

（４）教職科目の単位化について 

    １３カリキュラム以降卒業要件単位ではなかった教職に関する科目を卒業要件単位に加える

こととなり、教職課程履修学生の教職に対する負担の軽減となった。 

 

・改善すべき事項 

（１）教職塾（教員採用試験対策特別講座）について 

    ２０１６年度と比べて２０１７年度の受講者数は大きく減少しており、対策を講じる必要が

ある。 

（２）小学校教諭二種免許状取得プログラムについて 

    毎年６、７人の修了生を出しているが、本プログラムに登録した学生のうち免許状を取得でき

た者の割合は４割程度であり、途中で辞退する者や卒業までに単位を修得できない学生が半数以

上おり、改善が必要と考える。 

（３）教員採用試験合格状況について 

    ２０１７年度実施の公立学校教員採用試験の一次試験合格者は２人（２０１６年度７人）、二

次試験合格者は１人（２０１６年度１人）であり、現役合格の状況は依然として厳しい状況にあ

る。 

 

３．将来に向けた発展方策 

・効果が上がっている事項 

（１）教職科目の単位化について 

    教職科目の単位化に伴う負担軽減により、教員採用試験対策の時間に当てるなど合格者の増

加に繋がる方策を検討する。 

 

・改善すべき事項 

（１）教職塾（教員採用試験対策特別講座）について 

    ２０１８年度は、学生のニーズを踏まえ授業計画の一部と担当者を変更して開講する予定で

ある。また、これまで開講してこなかった期間（春季休業期間中）の教職塾の開講も検討す

る。 

（２）小学校教諭二種免許状取得プログラムについて 

    ２０１８年度の新規プログラム生から、定期的に学修状況の確認とレポート指導等を行い、

免許状の取得状況の改善を図る。 

（３）教員採用試験合格状況について 

    現役合格者を一人でも多く出せるよう、教員採用試験コーチ室との連携強化を図る。 
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2018年度

国際武道大学

部署別自己点検・評価報告書

資料１-２-３



【部署名】教務委員会 

 

１．２０１８年度の取り組み 

（１）Ｗｅｂシラバスシステムについて 

    単位制度の実質化を推進するためには、シラバスの充実、ＣＡＰ制、ＧＰＡ制度の導入とその

相互連携が重要である。２０１９年度のシラバス作成においては、特に受講・学習上のアドバイ

スの項目において、事前・事後学習の具体的な内容を明記することを全教員に求めた。 

 シラバス記載内容の改善を実施してきているが、年々求められる項目が増している。また、シ

ラバスと授業予算の妥当性や必要性等の適正化確保のために予算申請においては、２０１７年度

から体育学部長と教務部長の決裁を必要とすることに変更した。 

 ２０１８年度の履修申告単位数の平均は、ＣＡＰ制４９単位に対し、１年次生は武道学科４６．

８単位、体育学科４６．３単位、２年次生は武道学科４５．０単位、体育学科４５．７単位、３

年次生は武道学科４０．３単位、体育学科３９．８単位、４年次生は武道学科１６．６単位、体

育学科１７．２単位であった。２０１７度と比べて単位数から見た履修行動に変化はみられない。 

 ＧＰＡ制度については、成績評価の指標として用いるだけではなく、学業成績優秀者表彰、学

部学生における大学院科目等履修生制度の基準の一つとして用いており、様々な指標として活用

されている。 

（２）カリキュラムについて 

２０１８年度は、２０１０年度カリキュラム、２０１３年度カリキュラム及び２０１７年度カ

リキュラムの３つのカリキュラムを運用し、複数年度にわたるカリキュラムの科目対応を同時に

行った。また、「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について」（平成２７年１２

月２１日、中央教育審議会答申）のとおり教職改革が行われ、２０１９年度から新たな教職課程

がスタートする。そのため、２０１９年度カリキュラムは再課程認定に伴うカリキュラム改革と

なったが、基本的には２０１７年度カリキュラムをベースとし、特に体育学科においては、「ス

ポーツ分析法」「スポーツ技術論」「トレーニング指導理論と実践」及び「競技スポーツ文化・

経営論」をＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄ表記からそれぞれの競技名に分化し表記することにより、よりわかり

やすい科目名称とした。 

（３）時間割について 

２０１９年度の時間割編成基本方針については、２０１８年度方針を基本に、１年次開講の「体

育指導・評価法」が標準履修年次に１回の履修を確実にできるよう策定した。また、２０１９年

度は新たなカリキュラムがスタートするため、以前のカリキュラムを履修している学生に科目対

応する必要がある。そのため、科目対応が可能である科目と存続させる必要のある科目とを精査

し、合理的な時間割を作成した。 

（４）学士課程教育の質的転換のための「学生支援システム」の継続的運用について 

２０１８年度は、２０１３年度に構築した「学生支援（カルテ）システム」「Ｗｅｂ履修シス

テム」及び「Ｗｅｂシラバスシステム」、及び２０１４年度に本格運用を開始した「学びの自己

点検サイクル確立のための達成度自己評価システム」（いわゆるポートフォリオシステム）を継

続的に運用した。 

（５）２０１９年度から導入予定の教務システムについて 

従来の教務システムからクラウド型の新基幹システムの導入に向けて様々な検証・確認を行い、

導入作業を進めた。パッケージ製品での運用となるため、本学の卒業要件やコース選択に沿った

システムとなるよう、カスタマイズを行った。 

 

２．点検・評価 

・効果が上がっている事項 

（１）Ｗｅｂシラバスシステムについて 

 受講・学習上のアドバイスの項目において、各科目担当教員に作成を依頼したことにより、シ

ラバスが充実した。また、シラバスには講義概要のみならず、指導計画や映像資料等を掲載し、

学生の主体的な学習を支援している。 

（２）学びの自己点検サイクル確立のための達成度自己評価システムについて 

 システムにおける履修科目の自己評価を全項目入力した学生の割合は、１年次生が４３．６％

と好調であったが、２～４年次生が低調であった。１年次生については、基礎ゼミナールにおい

て、２年次生についてはキャリアデザインⅠのなかで、３年次生については、後期オリエンテー
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ション時において当該システムの意義を説明し理解を深めることができた。 

 ２０１７年度カリキュラムに合わせて達成度自己評価システムを一部リニューアルし、スマー

トフォンによる回答を可能とする機能を加えた。 

（３）国際武道大学学生支援システムについて 

各課室が保有していた情報が連関し、共有できるようになり、おおむね順調に機能している。 

（４）Ｗｅｂ履修システムについて 

必修科目やクラス別に分かれて受講する科目など、効率よく漏れがないように履修できるよう

教務課で事前に登録設定することにより、学生はナビゲーションに従って操作するだけで、主要

科目の履修申告が可能になっている。 

 このことにより、学生は各自が将来進もうとするコースの専門科目の選択が容易になり、申告

ミスも減少した。二重のログインによる障害等を想定しつつ原因の特定を進め、システム的な対

応を行っており、毎年度改善を重ねている。 

（５）成績入力について 

    成績の入力について、非常勤講師は成績原簿での提出もしくはＷｅｂ入力の２種類で行ってい

た。２０１８年度から非常勤講師の成績入力の方法をＷｅｂ入力のみとした。９割以上の非常勤

講師がＷｅｂ入力で成績入力を行ったため、成績入力期間の業務が大幅に減少され業務の効率化

を図ることができた。 

 

・改善すべき事項 

（１）学びの自己点検サイクル確立のための達成度自己評価システムについて 

スマートフォンによる回答を可能とする機能を追加したが、入力率が１年次生で約半分、２～

４年次生にあたっては、上級学年に進むにつれ低下しているため、入力率が上がる方策を検討す

る。 

 

３．将来に向けた発展方策 

・効果が上がっている事項 

（１）学士課程教育の質的転換について 

中教審答申では「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて～生涯学び続け、主

体的に考える力を育成する大学へ～」として、学士課程教育の質的転換が求められている。本

学ではこれらに対応するため、２０１３年度から新カリキュラムの体系を「初年次教育科目」

「総合科目」「コミュニケーションツール科目」「キャリア教育科目」及び「専門科目」から

構成し、特に「専門科目」は「武道学科」６コース、「体育学科」８コースを設置し、幅広い

学修を担保できるよう構築し、中教審答申に掲げる学士教育課程の質的転換を推進している。 

２０１９年度からのカリキュラムにおいてもこの方針を継続し、体系を踏襲した形で構築し

ている。引き続き、これらの目標に向けて、履修登録から学修目標到達まで、学生を総合的に

支援し、本学の「学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）」「教育課程の編成・実施方針（カ

リキュラム・ポリシー）」に沿った、確かな「学士力」を備えた人材養成を支援していく質的

担保を継続して進めていく。 

 

・改善すべき事項 

（１）Ｗｅｂシラバスシステムについて 

    導入される新システムは、従来のシラバスシステムにリンクしていた動画教材や事前事後の

学修に用いる教材を掲載する機能をもたない。そのため、動画等を学生に閲覧させる方法を検

討する必要がある。 

（２）カリキュラムについて 

    ２０１９年度より新しいカリキュラムがスタートするが、教職関連の科目が卒業要件に含ま

れることとなった。教職課程を履修する学生はＣＡＰ制により、科目選択、コース選択や資格

科目の選択等に支障が出ることが予想される。そのため、ＣＡＰ制の運用やカリキュラム上の

検討をおこなう。 

（３）新ポータルサイトの基幹システムについて 

    ２０１９年度より、新しく基幹システムを導入するがパッケージ製品を導入したことによ

り、従来のように本学の運用に合わせて様々な機能を追加することに限りがある。履修申告の

運用やカリキュラムの運用等、できるだけシンプルな運用方法を検討する。 
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◎教職課程部会関係 

 

１．２０１８年度の取り組み 

（１）学年別教職オリエンテーションについて 

例年と同様に、学年別教職オリエンテーションを前期に１回（１年生のみ２回）、後期に２回

開催した。 

（２）教職塾（教員採用試験対策特別講座）について 

２０１８年度は、２０１７年度から３講座を追加して１１講座を開講した。受講者数は延べ１

７０人であった。 

（３）小学校教諭二種免許状取得プログラムについて 

２０１８年度の新規及び継続申請者数は３７人（２年生１８人、３年生７人、４年生１２人）

であり、２０１７年度からの辞退者数は７人（３年生３人、４年生４人）であった。また、教員

免許状一括申請時における小学校教諭二種免許状の取得者数は５人（２０１７年度７人）であっ

た。なお、２０１８年度の新規登録学生から浅沼助教による学習支援を実施している。 

（４）教員免許状更新講習について 

２０１８年度は「必修領域」及び「選択必修領域」について各１講座、「選択領域」について

３講座を開講した。各講座の名称、開催日程、受講者数については次のとおりである。 

  ①必修領域「教育の最新事情（６時間）」 

２０１８年８月２３日、受講者５５人 

②選択必修領域「学習指導要領の改訂と動向等（６時間）」 

２０１８年８月２４日、受講者５３人 

③選択領域「安全に親しめる剣道の指導法（１８時間）」 

２０１８年８月２０日～２２日、受講者７人 

④選択領域「学校・スポーツ現場の救急処置と事故対応（１８時間）」 

２０１８年８月２０日～２２日、受講者４８人 

⑤選択領域「様々な教育指導場面におけるレクリエーションの活用（１８時間）」 

２０１８年８月２０日～２２日、受講者３３人 

なお、上記の④と⑤の講座において、各１人欠席したものの欠席者以外は全員試験に合格した。 

（５）教職連携協力校連絡協議会について 

第６回教職連携協力校連絡協議会を２０１８年８月２日に本学において開催した。近隣の小・

中・高等学校２１校（高等学校３校、中学校６校、小学校１２校）に呼びかけて、１１校１２人

（高等学校２校２人、中学校４校５人、小学校５校５人）の参加があった。２０１８年度は、「教

員養成の動向と課題」をテーマとして、教職課程部会長が口頭発表を行い、参加校との意見交換

を行った。 

（６）教職課程研究について 

教職課程の質保証・改善を目的とした取り組みの一環として、「教職課程研究」第４号を３月

２０日に刊行した。学内に配付するとともに千葉県・茨城県私立大学教職課程研究協議会加盟校

他５１の大学に送付した。 

（７）教職課程部会関連の出張業務について 

２０１８年度の教職課程部会関連の出張業務については、以下のとおりである。 

①２０１８年５月１９日・２０日「全国私立大学教職課程協会：定期総会・第３８回研究大 

会」ホテルロイトン札幌・酪農学園大学 

②２０１８年９月５日「平成３０年度第１回千葉県大学教職課程認定大学ネットワーク」千

葉大学 

③２０１８年９月６日「平成３０年度末教育職員免許状一括申請説明会」千葉県庁 

④２０１８年１１月１７日「全国私立大学教職課程協会：研究交流集会」東北学院大学 

⑤２０１８年１２月１６日「関東私立大学教職課程協会：第２回研究懇話会」東洋学園大学 

⑥２０１９年２月５日「千葉県・茨城県教職課程研究連絡協議会：第２回研究会」秀明大学 
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２．点検・評価 

・効果が上がっている事項 

（１）教員免許状一括申請授与者について 

２０１８年度の教員免許状一括申請授与者数は、高免一種が１４６人（学部生１４４人、科目

等履修生２人）、中免一種が１３４人（学部生１３２人、科目等履修生２人）、高免専修と中免

専修がともに４人、小学校二種が５人であった。学部生の高免一種の授与者数と中免一種の授与

者数はともに２０１７年度から１６人増えた。 

（２）教職塾（教員採用試験対策特別講座）について 

２０１７年度は、４月に「集団面接の指導」を２回実施していたが、２０１８年度は「集団面

接の指導」を１回と「筆記試験対策」を１回に内容を変えて実施したところ、４月実施の教職塾

の受講者数が５人増加した。 

（３）小学校教諭二種免許状取得プログラムについて 

プログラムの参加要件を見直したことにより、新規申請者が１８人になり２０１７年度から８

人増加した。 

（４）教員免許状更新講習について 

講習会の継続的な実施により、大学の使命の一つである社会貢献を果たしている。 

 

・改善すべき事項 

（１）教員採用試験合格者について 

２０１８年度の教員採用試験の現役合格者は０人であった。なお、一次試験の合格者は３人

（中高２人、小１人）であった。２０１８年度の本学卒業生の公立学校教員採用試験合格者は

３６人（※２０１９年４月１６日までの報告）おり、２０１７年度の合格者数（※２０１８年

４月１７日までの報告）と同数であり、合格者数増加に向けた改善策を検討していく。 

（２）教職塾（教員採用試験対策特別講座）について 

一次試験合格者に対し、二次試験対策を行ったが、残念ながら２０１８年度は二次試験の合

格者を出せなかった。この時期の教職塾の実施の仕方を含めて新たな二次試験対策を講じる必

要がある。 

（３）教員免許状更新講習について 

選択領域の「武道」の受講者数を増やすため、講習内容及び実施方法について検討する。 

（４）ちば！教職たまごプロジェクト（教職インターンシップ）について 

「ちば！教職たまごプロジェクト」の募集及び説明会の実施等は学生支援センターと教職課程

部会が連携して取り組んでいる。２０１８年度は、中学校４人、小学校８人の計１２人の教職学

生が着任したが、２０１９年度の申込者は２人と大きく減少しており、申込者増加に向けた改善

策を検討していく。 

 

３．将来に向けた発展方策 

・改善すべき事項 

（１）教員採用試験対策及び教職塾について 

教員採用試験の現役合格に向けて、現行の二次試験対策の講座に加え、新たな二次試験対策

を講じて実施する。一次試験対策についても部会員から意見を聴取して新たな方策を検討す

る。 

（２）小学校教諭二種免許状取得プログラムについて 

免許状の取得者の改善を図るため、更なる学習支援を検討していく。 

（３）教員免許状更新講習について 

選択領域の「武道」において、複数の武道種目を組み合せた講座の実施を試みる。 

（４）ちば！教職たまごプロジェクト（教職インターンシップ）について 

申込者が大きく減少した要因を分析しつつ、状況が改善されるよう学生支援センターとの連

携の強化を図る。 
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2019年度

国際武道大学

部署別自己点検・評価報告書

資料１-２-３



【部署名】教務委員会 

 

１．２０１９年度の取り組み 

（１）高等教育の修学支援新制度について 

令和２年度（２０２０年度）から実施される高等教育の修学支援制度に関する機関要件の確認

事務について、教務課が主幹となっているＧＰＡの取り扱い及び実務経験のある教員による授業

の公開等を適切に実施し、本制度における対象機関（確認大学）となった。  

（２）公欠制度について 

これまでの授業欠席に関する取り扱いについて、高等教育の修学支援制度において、出欠席状

況により修学意欲を確認し適格認定を行うことが予定されていることから、制度内容の確認・見

直し等を実施し２０１９年後期のオリエンテーションにおいて学内周知を実施した。後期の半年

間において順調な運用が実施できた。 

（３）教学マネジメントについて 

以前から検討を重ねてきた「科目ナンバリング」及び「カリキュラムマップ」について、教務

委員会内にワーキンググループを設置し原案を作成、２０２０年度からの運用が開始されること

になった 

（４）教職新課程の開始について 

教職再課程認定を受け、２０１９年度入学生から新課程となった。これにともない、２０１７

カリにおいては、卒業要件に含まれる教職科目が９科目１８単位であったところ２０１９カリに

おいては、１２科目２４単位となったことによる将来的な履修指導について対応を準備した。 

（５）２０１９年度から導入した教務システムについて 

新教務システムの実際の運用段階において種々の調整を適宜実施しつつ１年を通した運用を

した。 

 

２．点検・評価 

・効果が上がっている事項 

（１）新教務システムについて（運用面） 

システムの変更により、処理速度の向上がはかられ業務時間の短縮をはかれた。 

（２）新教務システムムについて（出欠確認） 

ポータルサイトにより、出席状況について一括確認を行うことが可能となり教員の利便性及び

統一処理をはかれた。また、ポータルサイトにより学生自身の出欠席状況確認が可能になり学生

の利便性が向上した。 

（３）２０２１カリキュラムについて 

２０２１カリキュラムの策定にあたって、適宜カリキュラム検討部会への情報・資料提供を実

施しとりまとめに寄与した。 

（４）教員免許状更新講習について 

現代武道９種目が学習指導要領に並列明記されることから、教員免許状更新講習の選択講座

「武道」において、本学の専門性を活かし、柔道、剣道、少林寺拳法、空手道、合気道の６種目

における指導の留意点、安全対策、安全指導、現場での救急処置について「武道の安全」をテー

マに講習を実施した。 

 

・改善すべき事項 

（１）新教務システムについて（運用面） 

新システム運用初年度のため、業務を行いつつ検証作業を実施した。この結果を踏まえ、シス

テムの利便性・正確性の面について対応を進めていく。 

 

３．将来に向けた発展方策 

・効果が上がっている事項 

（１）時間割について 

１年次開講の、「体育指導・評価法」を標準履修年次に１回の履修を確実に行えるよう策定し

た。 

（２）教学マネジメントについて 

令和２年（２０２０年）１月２２日の大学分科会において「教学マネジメント指針」がとり
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まとめられ、「三つの方針」を通じた学習目標の具体化、授業科目・教育課程の編成・実施、学

修成果・教育効果の把握・可視化、教学マネジメントを支える基盤及び情報公開等について示

された。これらの実行による「学修者目線」への教育活動の転換を行うためシラバスの適切な

設計、ＣＡＰ制にくわえ科目ナンバリング、カリキュラムマップの整備を実施した。 

 

・改善すべき事項 

（１）時間割について 

学生の履修状況に個人差がみられ、履修が可能であるのに履修しない者が見られた。学生の履

修行動について検証し、時間割編成に反映していく。 

（２）教学マネジメントについて 

ＧＰＡの活用方法、ルーブリックの利用による評価の公平性確保等の教務委員会に関連する事

項について整備をおこなう。 

 

◎教職課程部会関係 

 

１．２０１９年度の取り組み 

（１）学年別教職オリエンテーションについて 

例年と同様に、学年別教職オリエンテーションを前期に１回（１年次生のみ２回）、後期に２回

開催した。 

（２）教職塾（教員採用試験対策特別講座）について 

２０１９年度は、７講座を開講した。受講者数は延べ７６人であった。 

（３）小学校教諭二種免許状取得プログラムについて 

２０１９年度の新規及び継続申請者数は３９人（２年次生１９人、３年次生１５人、４年次生

５人）であり、２０１８年度からの辞退者数は５人（３年次生３人、４年次生２人）であった。

また、教員免許状一括申請時における小学校教諭二種免許状の取得者数は０人（２０１８年度５

人）であった。  

（４）教員免許状更新講習について 

２０１９年度は「必修領域」及び「選択必修領域」について各１講座、「選択領域」について３

講座を開講した。各講座の名称、開催日程、受講者数については次のとおりである。 

①必修領域「教育の最新事情（６時間）」、８月２６日、受講者３７人 

②選択必修領域「学習指導要領の改訂と動向等（６時間）」、８月２７日、受講者３９人 

③選択領域「中学校・高等学校における武道の安全指導（１８時間）」、８月２８日～３０日、

受講者８人 

④選択領域「学校・スポーツ現場の救急処置と事故対応（１８時間）」、８月２８日～３０日、

受講者１８人 

⑤選択領域「様々な教育指導場面におけるレクリエーションの活用（１８時間）」、８月２８

日～３０日、受講者２０人  

（５）教職連携協力校連絡協議会について  

第７回教職連携協力校連絡協議会を８月１日に本学において開催した。近隣の小・中・高等学

校２５校（高等学校３校、中学校６校、小学校１６校）に呼びかけて、１４校１５人（高等学校

３校４人、中学校３校３人、小学校８校８人）の参加を得た。２０１９年度は、「学校現場体験等

について」をテーマとして、佐藤教職課程部会長が口頭発表を行い、参加校から意見を聴取した・ 

（６）教職課程部会関連の出張業務について 

本年度の教職課程部会関連の出張業務については、以下のとおりである。 

①５月１２日、「関東私立大学教職課程協会：総会・東京教協合同研究大会」東京都市大学 

世田谷キャンパス 

②５月２５日・２６日、「全国私立大学教職課程協会：定期総会・第３９回研究大会」、大阪

ガーデンパレス・近畿大学 

③９月４日、「令和元年度末教育職員免許状一括申請説明会」、千葉県総合教育センター 

④１１月２日、「全国私立大学教職課程協会：研究交流集会」、京都テルサ・テルサホール 

⑤２月１３日、「千葉県・茨城県教職課程研究連絡協議会：第２回研究会」、秀明大学 

 

 

23



２．点検・評価 

・効果が上がっている事項 

（１）教員免許状更新講習について 

２０１９年度から選択領域「武道」において、本学の専門性を活かし、柔道、剣道、少林寺拳

法、空手道、合気道の６種目における指導の留意点、安全対策、安全指導、現場での救急処置に

ついて「武道の安全」をテーマに講習を実施した。継続的に実施していること、大学の使命の一

つである社会貢献を成し得ている。 

（２）教員採用試験合格者について 

２０１９年度の本学出身の公立学校教員採用試験合格者は３８人（※２０２０年２月１８日ま

での報告）おり、２０１８年度の合格者数（※２０１９年４月１６日までの報告）より２人増加

した。 

（３）ちば！教職たまごプロジェクト（教職インターンシップ）について 

「ちば！教職たまごプロジェクト」の募集及び説明会の実施等は学生支援センターと教職課程

部会が連携して取り組んでいる。２０１９年度は、中学校１人、小学校１人の計２人の教職学生

が着任した。２０２０年度の申込者は７人と増加した。  

 

・改善すべき事項 

（１）教職塾（教員採用試験対策特別講座）について 

２０１８年度と比較して、全体の受講者数が９４人減少したため、対応策の検討を行う。 

（２）小学校教諭二種免許状取得プログラムについて 

２０１９年度の教員免許状一括申請時における小学校教諭二種免許状の取得者数は０人であ

った。 

（３）教員免許状一括申請授与者について 

２０１９年度の教員免許状一括申請授与者数は、高免一種が１１６人（学部生１１４人、科目

等履修生２人）、中免一種が１０２人（学部生９９人、科目等履修生３人）、高免専修と中免専修

がともに３人、小学校二種は０人であった。学部生の高免一種の授与者数は２０１８年度から３

０人減少し、中免一種の授与者数も２０１８年度から３２人減少した。 

（４）教員採用試験合格者について 

２０１９年度の教員採用試験の現役合格者は０人であり、厳しい結果となった。なお、一次試

験の合格者も０人であった。 

 

３．将来に向けた発展方策 

・改善すべき事項 

（１）教員採用試験対策及び教職塾について 

教育採用試験の現役合格に向けて、現行の二次試験対策の講座に加え、新たな二次試験対策

を講じて実施する。一次試験対策についても部会員から意見を聴取して新たな方策を検討す

る。 

（２）小学校教諭二種免許状取得プログラムについて 

免許状の取得状況の改善を図るため、ポータルサイト等において、各種周知を行い、希望者

を増やし、継続した学習支援を行うための方策を検討する。 
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【部署名】教務委員会 

 

1．2020 年度の取り組み 

(1)新型コロナウイルス感染対策に関わる対応について(オリエンテーション・授業) 

急遽オリエンテーション日程を変更し、オンラインによって実施。授業においても日程を変更し、

授業形態並びに評価方法をオンラインに応じた取り扱いを促した。 

(2)新型コロナウイルス感染対策に関わる対応について(試験・評価) 

定期試験に代えて授業毎で課題提出・小テストを実施するなど、柔軟に対応しながらも、適切に評

価基準を遵守した。  

(3)新型コロナウイルス感染対策に関わる対応について(教育実習・介護等体験) 

文部科学省からの通達に対応し、実習・体験の代替えに対応した。なお、教育実習参観指導につい

ても実施を慎重に審議し、感染予防に十分配慮して行うこととした。  

(4)新型コロナウイルス感染対策に関わる対応について(教育職員免許状更新講習) 

実施予定として準備を進めたが、最終的には中止という判断をした。 

(5)2021 年度履修の手引きについて 

冊子として作成していたものを WEB 上で配信することとした。 

(6)成績不振学生等に対する個別修学指導等への取り組みについて 

修得単位数・ＧＰＡが低値の学生に対して、個別履修指導・学修指導を実施することとした。 

 

2．点検・評価 

・効果が上がっている事項 

(1)今後のオンライン授業について 

コロナ禍において必要に迫られた流れでオンライン授業を導入したが、座学授業の内容によって

は学生にとって取り組み易くなった効果が推察される。また、オンデマンド配信においては、予習復

習の時間を確保しやすいものと推察され、学習効果向上が期待される。 

(2)オンライン授業における評価方法について 

対面授業の評価と比して、ほぼ同等の成績分布となり、適切に評価基準が保たれたものと推察す

る。 

(3)学生異動について 

特に退学においては丁寧な手順を踏み、適切な対応をしている。 

 

・改善すべき事項 

(1)今後のオンライン授業について 

オンライン授業の効果測定のためのアンケートを実施することが必要である。 

(2)オンライン授業における評価方法について 

課題提出もオンライン上で行われることから提出物の剽窃時における評価の減点対応について、

共有理解の検討を要する。 

(3)学生異動について 

退学減少のための方策を検討する必要がある。しかし、退学について表面的な理由以上を詮索す

ることは難しく、何を以て検討することから思案しなければならない。 

 

3．将来に向けた発展方策 

・効果が上がっている事項 

(1)個別修学指導等について 

次年度、学生支援センターと統合されることにより、成績不振学生と合わせて給付型奨学生への

指導を適確に行える体制が見込める。また、この取り組みによる退学者減少も見込みたい。 
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【部署名】教職課程部会 

 

1．2020 年度の取り組み 

(1)学年別教職オリエンテーションについて 

前期は、学年別教職オリエンテーションをオンデマンド(YouTube 動画配信)により 1 回実施した。

後期は、学年別教職オリエンテーションは行わず、教職課程に関わる履修の説明を学年別オリエン

テーションの動画内で行った。 

(2)教職塾(教員採用試験対策特別講座)について 

今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により開催を中止した。 

(3)小学校教諭二種免許状取得プログラムについて 

2020 年度の新規及び継続申請者数は 23 人(2 年次生 4 人、3 年次生 12 人、4 年次生 7 人)であり、

2019 年度からの辞退者数は 15 人(3 年次生 7人、4年次生 8人)であった。また、小学校教諭二種免

許状の取得者数については、教員免許状一括申請時における取得者は 2人であった(2019 年度の取得

者数は 0人)。 

(4)教員免許状更新講習について 

今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により開催を中止した。  

(5)教職連携協力校連絡協議会について 

今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により開催を中止した。 

(6)ちば！教職たまごプロジェクト(教職インターンシップ)について 

2020 年度は、7人(小学校 1人、中学校 6人)が参加した。 

(7)教員採用試験合格者について 

2020 年実施の教員採用試験における現役合格者は 3人(小学校 1人、中学校 2人)であった。1次

試験の合格者に対し、要望に応じて実技試験、面接試験、模擬授業の指導を行った。 

(8)教員免許状一括申請授与者について 

2020 年度末の一括申請における教員免許状授与者数は、以下のとおりである。 

高等学校：【専修】…1人、【一種】…136 人(学部生 134 人、科目等 2人) 

中学校：【専修】…1人、【一種】…130 人(学部生 129 人、科目等 1人) 

小学校：【二種】…2人 

(9)教職課程部会関連の出張業務について 

本年度の教職課程部会関連の出張業務については、以下のとおりである。 

①9 月 3日、「令和 2年度末教育職員免許状一括申請説明会」、千葉県総合教育センター 

 

2．点検・評価 

・効果が上がっている事項 

(1)学年別教職オリエンテーションについて 

今年度から Mellyや Zoomの利用が開始され、学生に対する案内や説明等を随時行うことができた。 

(2)小学校教諭二種免許状取得プログラムについて 

2020 年度の小学校教諭二種免許状の取得者数は 2人であり、前年度から 2人増加した。 

(3)ちば！教職たまごプロジェクト(教職インターンシップ)について 

「ちば！教職たまごプロジェクト」の募集及び説明会等は学生支援センターと連携して実施でき

ている。 

(4)教員採用試験合格者について 

要望に応じて 2次試験対策を行った受験生から 2次試験の合格者を出すことができた。 

 

・改善すべき事項 

(1)教職塾(教員採用試験対策特別講座)について 

新型コロナウイルス感染症の影響により開催を中止したが、感染症等の状況に左右されずに実施

を確保する必要がある。 

(2)教員免許状更新講習について 

新型コロナウイルス感染症の影響により開催を中止したが、感染症等の状況に左右されずに実施

を確保する必要がある。 

(3)教職連携協力校連絡協議会について 

新型コロナウイルス感染症の影響により開催を中止したが、感染症等の状況に左右されずに実施
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を確保する必要がある。 

 

3．将来に向けた発展方策 

・改善すべき事項 

(1)教員免許状更新講習について 

次年度は、必修領域及び選択必修領域、選択領域の「学校・スポーツ現場の救急処置と事故対

応」については通信講習により実施する。 

(2)教職塾(教員採用試験対策特別講座)について 

感染症等の状況の影響を受けずに実施できるよう、部会において遠隔による講座の実施を検討す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



入学年度 授与年度
入学生数

〔Ａ〕

教職課程
登録者数
（４月登録）

〔Ｂ〕

登録率
〔Ｂ〕／〔Ａ〕

小二種
取得者数

〔Ｃ〕

中一種
取得者数
学部生
〔Ｄ〕

高一種
取得者数
学部生
〔E〕

中一種
取得者数
科目等

高一種
取得者数
科目等

取得率
〔Ｅ〕／〔Ｂ〕

教育実習生数

2001年度 2004年度 580 511 88.1% - 271 294 9 9 57.5% 342

2002年度 2005年度 578 492 85.1% - 246 261 10 10 53.0% 288

2003年度 2006年度 578 498 86.1% - 274 294 4 4 59.0% 328

2004年度 2007年度 568 534 94.0% - 225 236 3 3 44.2% 248

2005年度 2008年度 576 530 92.0% - 171 183 4 4 34.5% 197

2006年度 2009年度 556 504 90.6% - 157 167 6 5 33.1% 183

2007年度 2010年度 545 474 87.1% 2 161 170 5 5 35.8% 189

2008年度 2011年度 530 429 80.9% 12 126 129 8 7 30.0% 146

2009年度 2012年度 546 398 73.0% 15 114 116 6 6 29.1% 133

2010年度 2013年度 545 440 80.7% 25 137 141 20 18 32.0% 162

2011年度 2014年度 527 433 82.1% 14 135 136 17 18 31.4% 159

2012年度 2015年度 510 423 82.9% 7 132 138 13 13 35.7% 159

2013年度 2016年度 536 410 76.4% 6 151 165 4 4 40.2% 178

2014年度 2017年度 485 360 74.2% 7 116 128 5 4 35.6% 157

2015年度 2018年度 490 380 77.6% 5 132 144 2 2 37.9% 159

2016年度 2019年度 430 319 74.2% 0 99 114 3 2 35.7% 124

2017年度 2020年度 417 343 82.3% 2 130 134 1 2 39.1% 145

2018年度 2021年度 426 325 76.3% 4 138 149 4 4 45.8% 170

2019年度 2022年度 444 374 84.2% 204

2020年度 2023年度 439 341 77.7%

2021年度 2024年度 404 353 87.4%

2022年度 2025年度 383 334 87.2%

教職課程履修登録者数に対する教員免許状授与者数一覧

資料２-１-１資料



【2019・2020】

＿＿＿ 78

学 

修 

教育実習参加要件チェックリスト＜19カリ＞ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ群全ての条件を満たす必要があります。 

群 № 授業科目名 
配当開始

年次 
単位修得状況及び履

修登録状況 

教育実習Ⅰ履修条件 

（教育実習参加の条件） 

＜高等学校免許＞ 

教育実習Ⅱ履修条件 

（教育実習参加の条件） 

＜中学校免許＞ 

Ⅰ群 

1 教育原理 １年 修得済 ・ 履修予定 

次の場合、当該年度の 

教育実習Ⅰを履修できます。 

11科目中、 

８科目修得済みであること。 

次の場合、当該年度の 

教育実習Ⅱを履修できます。 

11科目中、 

８科目修得済みであること。 

2 教職入門 １年 修得済 ・ 履修予定 

3 教育心理学 １年 修得済 ・ 履修予定 

4 特別活動論 １年 修得済 ・ 履修予定 

5 総合的な学習の時間の指導法 １年 修得済 ・ 履修予定 

6 教育社会学 ２年 修得済 ・ 履修予定 

7 教育方法論 ２年 修得済 ・ 履修予定 

8 生徒指導論 ２年 修得済 ・ 履修予定 

9 教育相談 ２年 修得済 ・ 履修予定 

10 特別支援教育 ３年 修得済 ・ 履修予定 

11 教育課程論 ３年 修得済 ・ 履修予定 

12 教育実習プレセミナー ３年 修得済 ・ 履修予定 ３科目中、 

３科目修得済であること。 

（必修科目） 

３科目中、 

３科目修得済であること。 

（必修科目） 

13 保健体育科教育法Ⅰ ３年 修得済 ・ 履修予定 

14 保健体育科教育法Ⅱ ３年 修得済 ・ 履修予定 

15 保健体育科教育法Ⅲ ３年 修得済 ・ 履修予定 ３科目中、 

３科目修得済であること。 

（必修科目） 

16 保健体育科教育法Ⅳ ３年 修得済 ・ 履修予定 

17 道徳教育の指導法 ２年 修得済 ・ 履修予定 

Ⅱ群 

1 救急処置法（含む実習） １年 修得済 ・ 履修予定 

次の場合、当該年度の教育実習Ⅰ・Ⅱを履修できます。 

８科目中、 

５科目修得済みであること。 

2 生理学（運動生理学を含む） ２年 修得済 ・ 履修予定 

3 安全教育 ２年 修得済 ・ 履修予定 

4 スポーツ哲学 ３年 修得済 ・ 履修予定 

5 運動学 ３年 修得済 ・ 履修予定 

6 衛生学・公衆衛生学 ３年 修得済 ・ 履修予定 

7 学校保健 ３年 修得済 ・ 履修予定 

8 精神保健 ３年 修得済 ・ 履修予定 

体 育 実 技 

群 № 授業科目名 
配当開始

年次 
領域名 

単位修得状況及び 

履修登録状況 

教育実習Ⅰ・Ⅱ履修条件 

（教育実習参加の条件） 

Ⅲ群 

1 

武道指導・評価法（柔道） １年 

武道領域 

修得済 ・ 履修予定 

次の場合、当該年度の 

教育実習Ⅰ・Ⅱ を履修できます。 

７領域中、 

６領域修得済みであること。 

※【球技領域Ａ群・Ｂ群】

履修方法についてはオリエンテーション

時に指導します。

武道指導・評価法（剣道） １年 修得済 ・ 履修予定 

武道指導・評価法（弓道） １年 修得済 ・ 履修予定 

武道指導・評価法（空手道） １年 修得済 ・ 履修予定 

武道指導・評価法（なぎなた） １年 修得済 ・ 履修予定 

武道指導・評価法（少林寺拳法） １年 修得済 ・ 履修予定 

武道指導・評価法（合気道） １年 修得済 ・ 履修予定 

2 体育指導・評価法（ダンス） ２年 ダンス領域 修得済 ・ 履修予定 

3 体育指導・評価法（器械運動） ２年 器械運動領域 修得済 ・ 履修予定 

4 体育指導・評価法（陸上競技） １年 陸上競技領域 修得済 ・ 履修予定 

5 体育指導・評価法（水泳） ２年 水泳領域 修得済 ・ 履修予定 

6 

体育指導・評価法（バスケットボール） １年 

Ａ群 

２単位以上 

選択必修 

修得済 ・ 履修予定 

体育指導・評価法（ハンドボール） １年 修得済 ・ 履修予定 

体育指導・評価法（サッカー） １年 修得済 ・ 履修予定 

体育指導・評価法（ラグビー） １年 修得済 ・ 履修予定 

体育指導・評価法（バレーボール） １年 ２単位以上 

選択必修 

修得済 ・ 履修予定 

体育指導・評価法（テニス） １年 修得済 ・ 履修予定 

体育指導・評価法（ソフトボール） １年 必修科目 修得済 ・ 履修予定 

体育指導・評価法（球技Ａ） １年 

Ｂ群 必修科目 

修得済 ・ 履修予定 

体育指導・評価法（球技Ｂ） １年 修得済 ・ 履修予定 

体育指導・評価法（球技Ｃ） ２年 修得済 ・ 履修予定 

7 体育指導・評価法（体つくり運動） ３年 体つくり運動領域 修得済 ・ 履修予定 

注１） 教育実習参加のための単位修得条件であり、これ以外の参加条件もあります。 

※毎年次開催される「教職オリエンテーション」に全て出席しなければならない。

注２） 教員免許状取得には、これ以外に必要な授業科目（単位）があります。

注３） ３年次修了までに上記参加要件を満たせなかった場合、４年次に教育実習に参加することはで

きません。 

資料２-１-２



 

 

 

【2021】 

＿＿＿ 80 

学 
 

修 

 

教育実習参加要件チェックリスト＜２１カリ＞  Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ群全ての条件を満たす必要があります。 

群 No. 授業科目名 
配当開始 

年次 

単位修得状況及び履修登録

状況 

教育実習Ⅰ履修条件 

（教育実習参加の条件） 

＜高等学校免許＞ 

教育実習Ⅱ履修条件 

（教育実習参加の条件） 

＜中学校免許＞ 

Ⅰ群 

1 教育原理 １年 修得済 ・ 履修予定 

次の場合、当該年度の 

教育実習Ⅰを履修できます。 

 

11科目中、 

８科目修得済みであること。 

次の場合、当該年度の 

教育実習Ⅱを履修できます。 

 

11科目中、 

８科目修得済みであること。 

2 教職入門 １年 修得済 ・ 履修予定 

3 教育心理学 １年 修得済 ・ 履修予定 

4 特別活動論 １年 修得済 ・ 履修予定 

5 総合的な学習の時間の指導法 １年 修得済 ・ 履修予定 

6 教育社会学 ２年 修得済 ・ 履修予定 

7 
教育の方法及び技術（情報通信技術

の活用を含む。） 
２年 修得済 ・ 履修予定 

8 生徒指導論 ２年 修得済 ・ 履修予定 

9 教育相談 ２年 修得済 ・ 履修予定 

10 特別支援教育 ３年 修得済 ・ 履修予定 

11 教育課程論 ３年 修得済 ・ 履修予定 

12 教育実習プレセミナー ３年 修得済 ・ 履修予定 ３科目中、 

３科目修得済であること。 

（必修科目） 

３科目中、 

３科目修得済であること。 

（必修科目） 

13 保健体育科教育法Ⅰ ３年 修得済 ・ 履修予定 

14 保健体育科教育法Ⅱ ３年 修得済 ・ 履修予定 

15 保健体育科教育法Ⅲ ３年 修得済 ・ 履修予定 ３科目中、 

３科目修得済であること。 

（必修科目） 
16 保健体育科教育法Ⅳ ３年 修得済 ・ 履修予定 

17 道徳教育の指導法 ２年 修得済 ・ 履修予定 

Ⅱ群 

1 救急処置法（含む実習） １年 修得済 ・ 履修予定 

次の場合、当該年度の教育実習Ⅰ・Ⅱを履修できます。 

８科目中、 

５科目修得済みであること。 

2 生理学（運動生理学を含む） ２年 修得済 ・ 履修予定 

3 安全教育 ２年 修得済 ・ 履修予定 

4 スポーツ哲学 ３年 修得済 ・ 履修予定 

5 運動学 ３年 修得済 ・ 履修予定 

6 衛生学・公衆衛生学 ３年 修得済 ・ 履修予定 

7 学校保健 ３年 修得済 ・ 履修予定 

8 精神保健 ３年 修得済 ・ 履修予定 

体 育 実 技 

群 № 授業科目名 
配当開始 

年次 領域名 
単位修得状況及び履修登録

状況 

教育実習Ⅰ・Ⅱ履修条件 

（教育実習参加の条件） 

Ⅲ群 

1 

武道指導・評価法（柔道） １年 

武道領域 

修得済 ・ 履修予定 

次の場合、当該年度の 

教育実習Ⅰ・Ⅱを履修 

できます。 

 

７領域中、 

６領域修得済みであること。 

※【球技領域A群・B群】の 

履修方法についてはオリエ 

ンテーション時に説明します。 

武道指導・評価法（剣道） １年 修得済 ・ 履修予定 

武道指導・評価法（弓道） １年 修得済 ・ 履修予定 

武道指導・評価法（空手道） １年 修得済 ・ 履修予定 

武道指導・評価法（なぎなた） １年 修得済 ・ 履修予定 

武道指導・評価法（少林寺拳法） １年 修得済 ・ 履修予定 

武道指導・評価法（合気道） １年 修得済 ・ 履修予定 

2 体育指導・評価法（ダンス） ２年 ダンス領域 修得済 ・ 履修予定 

3 体育指導・評価法（器械運動） ２年 器械運動領域 修得済 ・ 履修予定 

4 体育指導・評価法（陸上競技） １年 陸上競技領域 修得済 ・ 履修予定 

5 体育指導・評価法（水泳） ２年 水泳領域 修得済 ・ 履修予定 

6 

体育指導・評価法（バスケットボール） １年 

A群 

２単位以上 

選択必修 

修得済 ・ 履修予定 

体育指導・評価法（ハンドボール） １年 修得済 ・ 履修予定 

体育指導・評価法（サッカー） １年 修得済 ・ 履修予定 

体育指導・評価法（ラグビー） １年 修得済 ・ 履修予定 

体育指導・評価法（バレーボール） １年 ２単位以上 

選択必修 

修得済 ・ 履修予定 

体育指導・評価法（テニス） １年 修得済 ・ 履修予定 

体育指導・評価法（ソフトボール） １年 必修科目 修得済 ・ 履修予定 

体育指導・評価法（球技Ａ） １年 

B群 必修科目 

修得済 ・ 履修予定 

体育指導・評価法（球技Ｂ） １年 修得済 ・ 履修予定 

体育指導・評価法（球技Ｃ） ２年 修得済 ・ 履修予定 

7 体育指導・評価法（体つくり運動） ３年 体つくり運動領域 修得済 ・ 履修予定 

注１） 教育実習参加のための単位修得条件であり、これ以外の参加条件もあります。 

※毎年次に開催される「教職オリエンテーション」に全て出席しなければならない。 

注２） 教員免許状取得には、これ以外に必要な授業科目（単位）があります。 

注３） ３年次修了までに上記参加要件を満たせなかった場合、４年次に教育実習に参加することはできません。 
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教育実習参加要件チェックリスト＜２２カリ＞  Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ群全ての条件を満たす必要があります。 
 

群 

 

No. 

 

授業科目名 

 

配 当 開 始

年次 

 

単位修得状況及び履修登録

状況 

教育実習Ⅰ履修条件 

（教育実習参加の条件） 

＜高等学校免許＞ 

教育実習Ⅱ履修条件 

（教育実習参加の条件） 

＜中学校免許＞ 

Ⅰ群 

1 教育原理 １年 修得済 ・ 履修予定 

次の場合、当該年度の 

教育実習Ⅰを履修できま

す。 

 

11科目中、 

８ 科 目 修 得 済 み で あ るこ

と。 

次の場合、当該年度の 

教育実習Ⅱを履修できま

す。 

 

11科目中、 

８科目修得済みであるこ

と。 

2 教職入門 １年 修得済 ・ 履修予定 

3 教育心理学 １年 修得済 ・ 履修予定 

4 総合的な学習の時間の指導法 １年 修得済 ・ 履修予定 

5 特別活動論 ２年 修得済 ・ 履修予定 

6 教育社会学 ２年 修得済 ・ 履修予定 

7 
教育の方法及び技術（情報通信技術の

活用を含む。） 
２年 修得済 ・ 履修予定 

8 生徒指導論 ２年 修得済 ・ 履修予定 

9 教育相談 ２年 修得済 ・ 履修予定 

10 特別支援教育 ３年 修得済 ・ 履修予定 

11 教育課程論 ３年 修得済 ・ 履修予定 

12 教育実習プレセミナー ３年 修得済 ・ 履修予定 ３科目中、 

３科目修得済であること。 

（必修科目） 

３科目中、 

３科目修得済であること。 

（必修科目） 

13 保健体育科教育法Ⅰ ３年 修得済 ・ 履修予定 

14 保健体育科教育法Ⅱ ３年 修得済 ・ 履修予定 

15 保健体育科教育法Ⅲ ３年 修得済 ・ 履修予定 
３科目中、 
３科目修得済であること。
（必修科目） 

16 保健体育科教育法Ⅳ ３年 修得済 ・ 履修予定 

17 道徳教育の指導法 ２年 修得済 ・ 履修予定 

Ⅱ群 

1 救急処置法（含む実習） １年 修得済 ・ 履修予定 

次の場合、当該年度の教育実習Ⅰ・Ⅱを履修できます。 
 
８科目中、 

５科目修得済みであること。 

2 生理学（運動生理学を含む） ２年 修得済 ・ 履修予定 

3 安全教育 ２年 修得済 ・ 履修予定 

4 スポーツ哲学 ３年 修得済 ・ 履修予定 

5 運動学 ３年 修得済 ・ 履修予定 

6 衛生学・公衆衛生学 ３年 修得済 ・ 履修予定 

7 学校保健 ３年 修得済 ・ 履修予定 

8 精神保健 ３年 修得済 ・ 履修予定 

体 育 実 技 

群 № 授業科目名 
配 当 開 始

年次 
領域名 単位修得状況及

び履修登録状況 

教育実習Ⅰ・Ⅱ履修条件 

（教育実習参加の条件） 

Ⅲ群 

1 

武道指導・評価法（柔道） １年 

武道領域 

修得済 ・ 履修予定 

次の場合、当該年度の教育 

実習Ⅰ・Ⅱを履修できます。 

 

７領域中、 

６領域修得済みであること。 

 

履修方法については、オリエ 

ンテーション時に説明します。 

武道指導・評価法（剣道） １年 修得済 ・ 履修予定 

武道指導・評価法（弓道） １年 修得済 ・ 履修予定 

武道指導・評価法（空手道） １年 修得済 ・ 履修予定 

武道指導・評価法（なぎなた） １年 修得済 ・ 履修予定 

武道指導・評価法（少林寺拳法） １年 修得済 ・ 履修予定 

武道指導・評価法（合気道） １年 修得済 ・ 履修予定 

2 体育指導・評価法（ダンス） ２年 ダンス領域 修得済 ・ 履修予定 

3 体育指導・評価法（器械運動） ２年 器械運動領域 修得済 ・ 履修予定 

4 体育指導・評価法（陸上競技） １年 陸上競技領域 修得済 ・ 履修予定 

5 体育指導・評価法（水泳） ２年 水泳領域 修得済 ・ 履修予定 

6 

体育指導・評価法（バスケットボール） １年 

球技領域 

ゴール型 
（２単位以上選択必修） 

修得済 ・ 履修予定 

体育指導・評価法（ハンドボール） １年 修得済 ・ 履修予定 

体育指導・評価法（サッカー） １年 修得済 ・ 履修予定 

体育指導・評価法（ラグビー） １年 修得済 ・ 履修予定 

体育指導・評価法（バレーボール） １年 ネット型 
（２単位以上選択必修） 

修得済 ・ 履修予定 

体育指導・評価法（テニス） １年 修得済 ・ 履修予定 

体育指導・評価法（ソフトボール） １年 
ベースボール型 

（ 必修 ） 
修得済 ・ 履修予定 

7 体育指導・評価法（体つくり運動） ３年 体つくり運動領域 修得済 ・ 履修予定 

注１） 教育実習参加のための単位修得条件であり、これ以外の参加条件もあります。 

※毎年次に開催される「教職オリエンテーション」に全て出席しなければならない。 

注２） 教員免許状取得には、これ以外に必要な授業科目（単位）があります。 

注３） ３年次修了までに上記参加要件を満たすことが出来なかった場合、４年次に教育実習に参加することはで

きません。 

  



入学年度 授与年度
小学校教諭二種免許状

取得者数

中学校教諭一種免許状
取得者数
【学部生】

高等学校一種免許状
取得者数
【学部生】

中学校教諭一種免許状
取得者数

【科目等履修生】

高等学校一種免許状
取得者数

【科目等履修生】

2011年度 2014年度 14 135 136 17 18

2012年度 2015年度 7 132 138 13 13

2013年度 2016年度 6 151 165 4 4

2014年度 2017年度 7 116 128 5 4

2015年度 2018年度 5 132 144 2 2

2016年度 2019年度 0 99 114 3 2

2017年度 2020年度 2 130 134 1 2

2018年度 2021年度 4 138 149 4 4

学部教員免許状取得者数
資料２-１-３



免許状取得年度 入学生数 修了者 中学校専修免許状 高等学校専修免許状

2011年度免許状取得者 14 11 7 7

2012年度免許状取得者 13 10 3 3

2013年度免許状取得者 6 9 3 3

2014年度免許状取得者 2 1 0 0

2015年度免許状取得者 7 6 3 3

2016年度免許状取得者 9 6 3 3

2017年度免許状取得者 9 8 6 6

2018年度免許状取得者 7 5 4 4

2019年度免許状取得者 6 5 3 3

2020年度免許状取得者 2 2 1 1

2021年度免許状取得者 3 3 2 2

専修免許状授与者数一覧 資料２-１-４







№ テーマ 概要

1 　教員採用試験　試験対策「筆記試験対策」
小学校全科、中・高保健体育の筆記試験対策に
ついて指導する。

2 　教員採用試験　試験対策「集団面接」
集団模擬面接を実施し、面接での受け答えの要
点を指導する。

3 　学内教員採用模擬試験Ⅰ
「一般・教職教養」「専門教養」の模擬試験を実際の試験形式
同様に受験することにより、傾向と対策を体得する。また、自
分の弱点をデータより分析する。

4
　教員採用試験　試験対策
　「実技選択：マット運動」

5
　教員採用試験　試験対策
　「模擬授業：体つくり運動」
　「模擬授業：集団行動」

6
　教員採用試験　試験対策
　「模擬授業」
　「個別面接」

7 　教員採用試験合格に向けての傾向と対策
教員採用試験の現場に詳しい講師を招き、教員採用試
験合格にいたる道筋を伺う。

8 　学内教員採用模擬試験Ⅱ
「一般・教職教養」「専門教養」の模擬試験を実際の試験形式
同様に受験することにより、傾向と対策を体得する。また、自
分の弱点をデータより分析する。

9
　教員採用試験　試験対策
　「模擬授業：集団行動」

千葉県教採２次試験で行われる模擬授業（集団
行動）を指導する。

10
　教員採用試験　試験対策
　「集団面接」

集団模擬面接を実施し、面接での受け答えの要
点を指導する。

11
　教員採用試験　試験対策
　「実技選択：マット運動」

千葉県教採２次試験で行われる実技試験（マッ
ト運動）を指導する。

４月下旬

４月中旬

４月中旬

予定時期

　教職課程部会は、「教職塾」（教員採用試験対策特別講座）を開講します。
　目的は、力量のある教員を育成することによって教員採用試験の現役合格者を１人でも多く本学から輩出することです。
　「教職塾」では、教員採用試験の現場や学校教育の現場でご活躍されてきた 教員採用試験に詳しい先生方を外部講師としてお招き
します。
 「ぜったいに教員になりたい!!」という意志と意欲のある学生は、事前に申し込みをし、教職塾に参加することを強くお勧めします。

記

千葉県教採２次試験で行われる模擬授業（集団
行動と体ほぐし運動など）および、個別面接で
の受け答えや実技試験（マット運動）の要点を
指導する。

2月上旬

2月上旬

１０月上旬

2月上旬

12月上旬

８月上旬

８月上旬

８月上旬

教職課程部会教員、外部講師（教員採用試験に詳しい先生方）

※状況に応じ、内容の変更が生じる場合もある。

⑦担当

⑧予定表

１号館　１１１４教室⑤会　場

⑥主催

②日　程

①対象者

③申込方法

④参加費用

教職課程部会　

本学教職課程登録全学生（全学年、科目等履修生も含む）

下記予定表のとおり（※変更の際は、随時掲示にてお知らせします）

事前登録制

無　料　！

資料２-２-１



1 

令和４年度「ちば！教職たまごプロジェクト」実施要項  

千葉県教育委員会  

千葉市教育委員会

１ 趣旨  

 この要項は、公立学校教員を志望する大学生、短期大学生及び大学院生を

対象に、地区ごとの研修会や、県下の小学校、中学校、義務教育学校、特別

支援学校（県立及び市立）での実践研修等を体験する機会を提供することに

より、教職への理解を深め、教員としての資質・能力を高めるとともに、採

用後の教職員研修との円滑な接続の実現を目的として、「ちば！教職たまご

プロジェクト」（以下「教職たまごプロジェクト」という。）を実施するた

めに必要な事項を定めるものとする。  

２ 実施期間  

令和４年４月１１日（月）から令和５年３月２４日（金）まで

３ 研修内容  

（１）教職たまごプロジェクトについての研修（第１回地区別研修会）  

研修を始めるにあたり、１年間の研修の進め方や留意すべきこと等につ

いて理解することを目的とした、地区ごとに実施する事前研修 

（２）各教育事務所等における研修（第２回地区別研修会）  

講師を招いた講演や、研修生同士の情報交換等により、教職への理解を

深めることを目的とした、地区ごとに実施する研修 

（３）学校における実践研修  

 県下の小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校において、学級運

営の補助等を体験することにより、教職への理解を深め、資質・能力を高

めることを目的とした実践研修  

４ 学校における実践研修の内容  

（１）小学校、義務教育学校、特別支援学校における研修内容  

ア 小学校、義務教育学校、特別支援学校における教職たまごプロジェク

トを行う学生（以下「研修生」という。）は、研修先小学校長、義務教

育学校長、特別支援学校長の指導を受け、以下の項目の中から活動を行

う。

（ア）学級担任の補助

ａ 学級運営の補助（児童・生徒の掌握、特別に支援が必要な児童・

生徒の補助、授業の補助）

ｂ 学級事務の補助（出席管理、時数管理、成績処理等の補助）  

ｃ 保護者への対応の見学（校長、保護者等の了解を得た上で）  

※ 養護教諭での研修は学級担任、学級運営、学級事務をそれぞれ

養護教諭、保健室運営、保健事務と読み替える。

（イ）学校行事の補助

ａ 学校行事の企画の補助（目的の理解、企画･準備の補助）

ｂ 学校行事運営の補助（児童・生徒と共に行事を体験、行事運営の

補助）  
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  （ウ）学校維持管理の補助  

ａ 営繕、清掃用具の修理等の補助  

ｂ 図書室の運営の補助  

（エ）ＰＴＡ活動、保護者会活動の体験 

ａ ＰＴＡ、保護者会行事の体験  

ｂ ＰＴＡ、保護者会、各委員会等の見学･体験  

   イ   研修先小学校長、義務教育学校長、特別支援学校長は、小学校、義務

教育学校、特別支援学校教員育成の観点から、学級担任や養護教諭とな

った場合に想定される様々な教育活動のうち、研修先の学校の教育課程

の状況や、研修生の希望等により実践研修計画を立案する。  

（２）中学校、義務教育学校における研修内容  

  ア   中学校、義務教育学校における教職たまごプロジェクトを行う研修生

は、研修先中学校長、義務教育学校長の指導を受け、以下の項目の中か

ら活動を行う。  

  （ア）教科指導の補助  

ａ 授業の補助（生徒の掌握、特別に支援が必要な生徒の補助、授業

の補助）  
ｂ 実験・実習等の補助（実験や実習等に係わる準備の補助、教材研

究の補助）  
（イ）学級運営の補助（生徒の掌握、特別に支援が必要な生徒の補助）  

  （ウ）学校行事の補助  

ａ 学校行事の企画の補助（目的の理解、企画･準備の補助）  

ｂ 学校行事運営の補助（生徒と共に行事を体験、行事運営の補助）  

  （エ）学校維持管理の補助  

ａ 営繕、清掃用具の修理等の補助  

ｂ 図書室の運営の補助  

  （オ）ＰＴＡ活動、保護者会活動の体験  

ａ ＰＴＡ、保護者会行事の体験  

ｂ ＰＴＡ、保護者会、各委員会等の見学･体験  

イ 研修先の中学校長、義務教育学校長は、中学校、義務教育学校教員育

成の観点から、教科指導と併せて学級担任となった場合に想定される

様々な教育活動のうち、教育課程の状況や、研修生の希望等により実践

研修計画を立案する。  
（３）留意事項（全学校種共通）  

    ア 研修生はあくまでも免許状取得予定者なので、単独での授業及び指導

は行わない。  

  イ 児童生徒との電話番号やメールの交換など個人的なやりとりは厳禁と

する。不適切な行為が確認された場合は、研修を中止する。  

  ウ 部活動の単独での指導は禁止する。土・日等に部活動に携わることは

禁止する。 

エ 研修生は、知り得た個人情報等の漏えいがないようにすること。 

 

 

 

 



 

3 

 

５ 研修先別対象者及び活動日数  

（１）小学校、義務教育学校  

   大学３・４年生（ただし、理系の学部、学科の学生は、２年生も可）、

大学院生及び短期大学２年生を対象とし、就職先として公立学校教員を志

望し、以下のア及びイの要件を満たす者。  

  ア 所有免許等（次のいずれかに該当する者）  

  （ア）小学校教諭普通免許状を所有又は取得見込みの者  

  （イ）中学校教諭普通免許状を所有又は取得見込みの者  

  （ウ）養護教諭免許状を所有又は取得見込みの者  

  イ 活動日数等  

    原則として、年間を通して活動ができ、１日単位で３０回程度の実践

研修が可能な者。  
  （ア）大学３年生及び大学院１年生から参加する場合は、原則２年間継続

することとする。（２年目以降も申込みは必要。）  
  （イ）大学２年生から参加する場合は、２・３年生の２年間、２・４年生

の２年間、２・３・４年生の３年間のいずれかにより、２年以上参加

することとする。（２年目以降も申込みは必要。）  
（ウ）大学４年生、短期大学２年生及び大学院２年生から参加する場合は、 

１年間とする。  
  （エ）大学２・３年生、大学院１年生、短期大学２年生は半日単位を認め

る。  

  （オ）半日単位の研修を行う場合（短期大学生を除く）は、次年度又は最

終年度には原則１日単位で３０回程度の実践研修を行うものとする。  
（２）中学校、義務教育学校  

    大学３・４年生（ただし、理系の学部、学科の学生は、２年生も可）、

大学院生及び短期大学２年生を対象とし、就職先として公立学校教員を志

望し、以下のア及びイの要件を満たす者。  

  ア 所有免許等（次のいずれかに該当する者）  

（ア）中学校教諭普通免許状を所有又は取得見込みの者  

（イ）高等学校教諭普通免許状を所有又は取得見込みの者  

  イ 活動日数等  
    （１）のイに同じ  

（３）特別支援学校    
      大学３・４年生（ただし、理系の学部、学科の学生は、２年生も可）、

大学院生及び短期大学２年生を対象とし、就職先として公立学校教員を志

望し、以下のア及びイの要件を満たす者。  

  ア 所有免許等（次のいずれかに該当する者）  

  （ア）特別支援学校教諭普通免許状を所有又は取得見込みの者。  

  （イ）小学校教諭、中学校教諭、若しくは高等学校教諭普通免許状を所有

又は取得見込みの者のうち、将来、特別支援学校教員になることを視

野に入れている者。  

  イ 活動日数等  
    （１）のイに同じ  
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（４）その他  

    通信制の大学の学生及び科目履修生については、研修参加時に一切の教

員免許を所有していない者（初めて免許を取得する者）を対象とする。希

望者は、千葉県総合教育センターカリキュラム開発部研究開発担当に、研

修参加の可否を問い合わせることとする。  
 

６ 募集について  

（１）募集人数  

   県内の受入れ校や各地域の状況を踏まえ、以下のとおりとする。 

１２００名程度（小学校、中学校、義務教育学校：１０５０名程度、 

特別支援学校：１５０名程度）  
（２）受付期間       
   令和３年１１月１５日（月）から令和３年１２月１３日（月）まで   
（３）提出物  

      封筒左側に朱書きで「教職たまごプロジェクト申込書 在中」と記載し、

下記のものを郵送する。 

提出書類等 注 意 事 項 
○申込書 
（様式１） 

・原本を提出し、１部コピーして大学の担当部署にも
提出する。 

○返信用封筒 
（面接案内通知用） 

・角型２号封筒に１２０円切手を貼る。 
・表面に郵便番号、住所、氏名を記載する。 

また、左側に朱書きで「面接案内 在中」と記載する。 
 ※千葉市希望者は、左側に朱書きで「研修先学校決

定通知書 在中」と記載する。 
・裏面に提出先教育事所等の名称と住所を記載する。 

（４）提出先 

希望校種  提  出  先  

○小学校、中学校  
義務教育学校 

・希望する市町村立学校を管轄する教育事務所  
・千葉市希望者は、千葉市教育センター教職員研修班 

○特別支援学校 【千葉市立以外希望者】  
・千葉県教育庁教育振興部特別支援教育課  
【千葉市立希望者】 
・千葉市教育センター教職員研修班 

 

教育事務所等  郵便番号  所在地及び電話番号  

千葉県教育庁葛南教育事務所 273-0012 船橋市浜町２－５－１  
(０４７－４３３－６０１７） 

千葉県教育庁東葛飾教育事務所  271-8563 松戸市小根本７  
(０４７－３６１－４１０３）  

千葉県教育庁北総教育事務所  285-0026 佐倉市鏑木仲田町８－１  
(０４３－４８３－１１４９）  

千葉県教育庁東上総教育事務所  297-0024 茂原市八千代２－１０  
(０４７５－２３－８１２６）  

千葉県教育庁南房総教育事務所  292-0833 木更津市貝渕３－１３－３４  
(０４３８－２５－１３１３）  

千葉県教育庁教育振興部  
 特別支援教育課  

260-8662 千葉市中央区市場町１－１  
 千葉県庁中庁舎８階  

(０４３－２２３－４０４５）  
千葉市教育センター教職員研修班 263-0021 千葉市稲毛区轟町３－７－９  

(０４３－２８５－０９０２）  
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（５）申込みに関する注意事項 

ア ２年目以降も申込みをすること。  
イ 申込手続きは郵送にて行い、受付期間内の消印のあるものを有効とす

る。  
ウ 原則、先着順で決定する。  

 エ 同時に、複数の教育事務所等へ申し込むことはできない。第１希望の

教育事務所等に申込書を提出する。  
  オ 中学校又は、特別支援学校を希望する者のうち、小学校の研修を可と

する者については、応募状況により振り替えることもある。  
  カ 希望した教育事務所内の受入れ校数の状況により、他の教育事務所内

の研修を可とする者については、応募状況により振り替えることもある。 

 

７ 研修先学校の決定  

（１）小学校、中学校、義務教育学校  

  ア   各教育事務所は関係市町村教育委員会と、千葉市教育委員会は関係学

校長と協議し、教職たまごプロジェクトの申込者に対し面接を実施する。 
   イ   各教育事務所は関係市町村教育委員会と、千葉市教育委員会は関係学

校長と協議して研修先の学校を決定し、申込者に通知する。  
（２）特別支援学校  

   ア 県特別支援教育課と千葉市教育委員会は、それぞれ関係特別支援学校

長と協議し、教職たまごプロジェクトの申込者に対し面接を実施する。  
   イ 県特別支援教育課と千葉市教育委員会は、それぞれ関係特別支援学校

長と協議し、研修先特別支援学校を決定し、申込者に通知する。  
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８ 面接について  

申込書受理後、各教育事務所等から返信用封筒で「面接案内」が送付される。

面接時には、以下のものを提出する。  
※千葉市希望者については、仮配置校より連絡がある。  

 

９ 経費等  

（１）保険について  
教職たまごプロジェクト実施中の災害については、千葉県教育委員会及

び千葉市教育委員会で加入する保険で対応する。その保険料は千葉県教育

委員会及び千葉市教育委員会が負担する。  

（２）自己負担について 

交通費及び昼食代は自己負担とする。  
（３）報酬について 

研修生は、教職たまごプロジェクトに係る報酬を受け取ることはできな

い。  
 

１０ その他  

（１）関係書類「研修記録簿」「実施報告書」の取扱いについて 

ア 研修記録簿（様式２） 

    研修生が記録を取り、学校の研修生担当者が確認する。研修終了後は、

原本を学校で３年間保管し、写しを「ウ」のルートに従って提出する。 

（研修生にも写しを１部渡す。） 

  イ 実施報告書（様式３） 

    研修終了後に研修生が実施報告書を作成し、校長に提出する。校長は、

証明の上、原本を「ウ」のルートに従って提出する。その際、写しを２部 

作成し、１部は学校で３年間保管し、１部は研修生へ渡す。 

提出書類等 注 意 事 項 

○健康診断書 
又 は 、 大 学 が
発 行 す る 受 診
証明書  

 
 
※提出が確認で

き な い 場 合
は、研修を行
うことはでき
ない。 

 
 
 

【健康診断書】 
・たまごプロジェクト開始日前、６か月以内に受診した

もの。（令和３年１０月１１日以降のもの）  

・結核等伝染病の有無がわかるもの。 
（胸部エックス線検査の結果が記載されているもの。） 
【大学が発行する受診証明書】 
・今年度の受診証明を仮提出した上で、新年度の受診証明

又はその写しを速やかに再提出すること。 
（原則６月末日まで。提出が難しい場合は、事前に事務
所等担当者に報告すること。） 

・同一事務所で今年度たまごプロジェクトに参加してい
る場合は、今年度の受診証明を仮提出する必要はない。 

※健康診断書または受診証明書を、封筒に入れて提出す
る場合は、表面左側に朱書きで「健康診断書 在中」と
記載する。 

○返信用封筒 
（ 研 修 先 学 校 決
定通知書用） 
 

・角型２号封筒に１２０円切手を貼る。 
・表面に郵便番号、住所、氏名を記載する。また、左側に

朱書きで「研修先学校決定通知書 在中」と記載する。 
 ※千葉市希望者は、返信用封筒の提出は必要ない。 
・裏面に提出先教育事務所等の名称と住所を記載する。 
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ウ 提出ルート 

    ①千葉市立学校 

      学校→千葉市教育センター教職員研修班 

    ②千葉市以外の市町村立小学校、中学校、義務教育学校 

      学校→市町村教育委員会→教育事務所→千葉県総合教育センター 

    ③県立特別支援学校及び千葉市以外の市立特別支援学校 

      学校→特別支援教育課 

（２）研修の中止  
研修生が、校長の指導に従わない場合又は研修中に不適切な行動があっ

た場合は、研修を中止することがある。  
（３）その他 

ア この要項に定めるもののほか、必要な事項は研修にて周知する。  
   イ プロジェクトの実施について、状況により臨時的対応をとる場合は、 

その都度周知する。  
 

１１ 問い合わせ先   

（１）千葉市立を除く小学校、中学校、義務教育学校 

千葉県総合教育センターカリキュラム開発部研究開発担当  

   ℡０４３－２７６－１２７４   FAX０４３－２７６－１４７２  

  〒261-0014 千葉市美浜区若葉２－１３（本館１階）  
千葉県教育庁葛南教育事務所   

℡０４７－４３３－６０１７    FAX０４７－４３３－３１６９  
〒273-0012   船橋市浜町２－５－１ 

千葉県教育庁東葛飾教育事務所   

℡０４７－３６１－４１０３    FAX０４７－３６８－５３１６  
〒271-8563   松戸市小根本７ 

千葉県教育庁北総教育事務所   

℡０４３－４８３－１１４９    FAX０４３－４８６－２９１９  
〒285-0026   佐倉市鏑木仲田町８－１  

千葉県教育庁東上総教育事務所 

℡０４７５－２３－８１２６    FAX０４７５－２３－２８７１  
〒297-0024   茂原市八千代２－１０ 

千葉県教育庁南房総教育事務所   

℡０４３８－２５－１３１３    FAX０４３８－２２－４３０２  
〒292-0833   木更津市貝渕３－１３－３４  

（２）千葉市立を除く特別支援学校 

   千葉県教育庁教育振興部特別支援教育課教育課程指導室  

   ℡０４３－２２３－４０４５   FAX０４３－２２１－１１５８  

   〒260-8662 千葉市中央区市場町１－１（千葉県庁中庁舎８階）  

（３）千葉市立小学校、中学校、特別支援学校  

   千葉市教育センター教職員研修班 

℡０４３－２８５－０９０２  FAX０４３－２５６－３７７８ 

〒263-0021 千葉市稲毛区轟町３－７－９ 
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＜県内教育事務所の管轄＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
※それぞれ色分けされている市町村は、教育事務所の管轄を表しています。  

 特別支援教育課（千葉市立以外の特別支援学校）の管轄は、千葉県全体になります。  
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＜研修対象特別支援学校 住所等一覧＞   
〈県立特別支援学校（３６校）〉 

 

〈市立特別支援学校（５校）〉 

 

 

№  学  校  名  障  害  種  学  校  所  在  地  

１  千葉聾学校  聴覚障害 千葉市緑区鎌取町 65-1 

２  桜が丘特別支援学校 肢体不自由 千葉市若葉区加曽利町 1538 

３  仁戸名特別支援学校 病弱 千葉市中央区仁戸名町 673 

４  袖ケ浦特別支援学校 肢体不自由・病弱 千葉市緑区誉田町 1-45-1 

５  千葉特別支援学校 知的障害 千葉市花見川区大日町 1410-2 

６  八千代特別支援学校 知的障害 八千代市緑が丘西 5-24 

７  習志野特別支援学校 知的障害 習志野市袖ケ浦 5-11-1 

８  船橋特別支援学校 肢体不自由 船橋市上山町 3-507 

９  船橋夏見特別支援学校 肢体不自由 船橋市夏見台 5-6-1 

１０  市川特別支援学校 知的障害 市川市原木 1862 

１１  特別支援学校市川大野高等学園 知的障害 市川市大野町 4-2274 

１２  松戸特別支援学校 肢体不自由 松戸市栗ケ沢 784-17 

１３  つくし特別支援学校 知的障害 松戸市金ケ作 292-2 

１４  矢切特別支援学校 知的障害 松戸市中矢切 54 

１５  柏特別支援学校 知的障害・病弱 柏市十余二 418-5 

１６  特別支援学校流山高等学園 知的障害 流山市野々下 2-496-1 

１７  野田特別支援学校 知的障害 野田市鶴奉 147-1 

１８  我孫子特別支援学校 知的障害 我孫子市新木字大山下 1685 

１９  湖北特別支援学校 知的障害 我孫子市日秀 70 

２０  千葉盲学校 視覚障害 四街道市大日 468-1 

２１  四街道特別支援学校 病弱 四街道市鹿渡 934-45 

２２  印旛特別支援学校 知的障害 印西市平賀 1160-2 

２３  富里特別支援学校 知的障害 富里市七栄 483-2 

２４  栄特別支援学校 知的障害・肢体不自由 印旛郡栄町龍角寺 1112-2 

２５  香取特別支援学校 知的障害 神崎町大貫 383-13 

２６  銚子特別支援学校 知的障害・肢体不自由   銚子市三崎町 3-94-1 

２７  八日市場特別支援学校 知的障害 匝瑳市平木 930-1 

２８  飯高特別支援学校 知的障害 匝瑳市飯高 1692 

２９  東金特別支援学校 知的障害 東金市北之幸谷 502 

３０  大網白里特別支援学校 知的障害・肢体不自由 大網白里市細草 1385-5 

３１  長生特別支援学校 知的障害・肢体不自由 一宮町東浪見 6767-7 

３２  夷隅特別支援学校 知的障害         いすみ市楽町 30-1 

３３  安房特別支援学校 知 的 障 害・病 弱・聴 覚・肢 体 不 自 由      館山市中里 284-1 

３４  君津特別支援学校 知的障害・病弱 君津市北子安 6-14-1 

３５  槇の実特別支援学校 知的障害 袖ケ浦市蔵波 3108-113 

３６  市原特別支援学校  知的障害 市原市能満 1519-5 

№  学  校  名  障  害  種  学  校  所  在  地  

１ 千葉市立養護学校 知的障害  千葉市若葉区大宮町 1066-1 

２ 千葉市立第二養護学校 知的障害 千葉市稲毛区轟町 3-6-25 

３ 千葉市立高等特別支援学校 知的障害 千葉市美浜区真砂 5-18-1 

４ 船橋市立船橋特別支援学校 知的障害 船橋市金堀町 349-1 

５ 市川市立須和田の丘支援学校  知的障害 市川市須和田 2-34-1 
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１２ よくある質問 

Ａ１：たまごプロジェクトへの参加は毎年、申し込みが必要です。継続して参加を希望する

場合も必ず申し込みをしてください。 

 

Ｑ２：たまごプロジェクトに参加するのに費用はかかりますか？ 

Ａ２：交通費及び昼食代は自己負担となります。教職たまごプロジェクト実施中の災害につ

いては、千葉県教育委員会及び千葉市教育委員会が加入する保険で対応します。その

保険料は、千葉県教育委員会及び千葉市教育委員会が負担します。 

 
Ｑ３：研修日はどのように決まりますか？９月に教育実習の予定があり、その期間は研修を

することができません。また、前期と後期で研修に参加できる曜日が変わってしまい

ますが、大丈夫でしょうか？  

Ａ３：研修日については、研修先となった学校と直接決めていきます。在籍する大学のカリ   

キュラムや学校の状況によって相談し、研修日を決めていくので、大丈夫です。 

 

Ｑ４：高等学校での研修はできますか？また、国立や私立の小・中学校で研修することは、 

できますか？  

Ａ４：高等学校や国立、私立の小・中学校での研修はできません。小・中学校での研修は、千

葉県内の市町村立の学校です。 

 

Ｑ５：高等学校１種商業の免許のみ取得見込です。小・中学校でのたまごプロジェクトに参

加できますか？また、希望教科欄には、何と書けばよいですか？ 

Ａ５：高等学校の免許状のみ取得見込みの場合は、中学校での研修に参加できます。 

申込書の希望教科には、内容が近い社会科としてください。 

 

Ｑ６：今、通信制の学校で教員免許を取得しています。たまごプロジェクトに参加すること

は出来ますか？また、年齢制限はありますか？ 

Ａ６：たまごプロジェクトの参加時に、一切の教員免許を所有していない者（初めて免許を

取得する者）を対象としていますので、教員免許を所持していなければ、参加可能で

す。また、たまごプロジェクトへの参加に年齢制限はありません。 

 

Ｑ７：大学で健康診断がないので、病院で健康診断を受けようと思います。 

健康診断書に決まった様式はありますか？ 

Ａ７：健康診断書に決まった様式はありません。健康診断書の様式は病院によって項目に違

いがあると思いますが、胸部Ｘ線検査が含まれているもので、プロジェクト開始日前、

６か月以内に受診したものであれば有効です。 

 

Ｑ８：たまごプロジェクトに参加すると千葉県・千葉市の教員採用選考に有利になります

か？ 

Ａ８：たまごプロジェクトへの参加による採用選考への加点等の優遇はありません。 

   採用選考の志願に関する書類への記入、面接時の受け答え等により、自身が教職に関

することで経験したことを語ることができるという点で、自己アピールの材料とする

ことができます。 

 

Ｑ９：申し込み後、大学のカリキュラムの関係で、たまごプロジェクトへ参加することが難

しくなってしまいました。どうすればよいですか？ 

Ａ９：自身のカリキュラム等の状況で、研修への参加や継続が難しくなってしまった場合は、

研修先の学校又は、関係教育事務所等へご相談ください。 

 

 

Ｑ１：今年度のたまごプロジェクトに参加しています。次年度も継続して参加しようと思っ

ていますが、申し込みは必要ですか。 



特別支援教育支援員　募集 

 勝浦市では様々な支援が必要な児童・生徒に対し、学校生活上の補助や学

習活動上の支援を行う「特別支援教育支援員」を募集します。 

●身 分：地方公務員法第２２条の２第１項に規定される会計年度任用職員 

●任用期間：令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで

（採用後１ヶ月間は条件付採用とする） 

●報 酬 額：時間額９９２円

●通勤費用：距離に応じて支給

●期末手当：勤務状況に応じて支給

●社会保険：厚生年金保険・健康保険及び雇用保険については雇用条件に応

じ適用 

●休 暇 等：年次有給休暇・各種特別休暇については雇用条件に応じた日数

を付与 

●勤 務 地：市内各小・中学校（６校）のうち教育委員会が定める場所

●勤務時間：１日７時間 週３５時間（他、各日休憩時間４５分）

（７時３０分から１８時００分までの間）

●休 業 日：学校休業日（夏季・冬季・学年末及び学年始めの休暇含む）

（土日の活動（運動会・学習発表会等）が実施される場合、勤

務を相談する場合があります。） 

●業務内容：

１ 日常生活上の補助 

２ 児童・生徒に対する学習支援 

（小中学校の学級担任、教科担任が行う授業の補助） 

３ 学習活動、教室間移動等における補助 

４ 児童・生徒の健康・安全確保 

５ 学校行事における補助 

６ その他学校において必要な教職員への補助 

●応募資格：

心身ともに健康で市内小・中学校への通勤が可能な方（教員免許などの資

格は必要ありません。）

特別支援教育支援員としての職務及び児童・生徒に対し、真摯に向き合

い、誠実に対応いただける方

●留意事項：

１ 特別支援教育支援員はアルバイトではなく、公務員として勤務するこ

ととなります。公務員である以上、規律のある行動を求めます。 
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２ 学校現場では特別支援教育支援員という「先生」となります。いつい

かなる時も責任のある行動が必要となります。 

３ 特別支援教育支援員は授業時間だけでなく、休み時間にも児童・生徒

と行動を共にします。（子供たちにとって休み時間であっても「先

生」にとっては勤務時間です。） 

４ 特別支援教育支援員としての活動は、学校での経験や体験を行わせる

ものではなく、主役は児童・生徒です。 

●手 続 き： 

勤務を希望される方は、勝浦市へと申込書を提出する必要がありますの

で、教育委員会までご連絡ください。 

申込書提出後、面接日程について別途、通知いたします。 

●提出期限：令和４年２月２２日（火） 

●そ の 他： 

昼食に給食を食べることも可となります。（別途給食費負担要） 

教育実習等により勤務できない場合や大学の授業等については考慮します

のでご相談ください。（ご相談内容により対応できない場合もあります。） 

●問 合 せ：学校教育課 学校教育係  TEL０４７０－７３－６６６４ 



回 配信予定日 14：50～16：20

1 5月12日(木) 判断推理１

2 5月19日(木) 人文科学１

3 5月26日(木) 判断推理２

4 6月2日(木) 判断推理3

5 6月9日(木) 数的推理１

6 6月16日(木) 人文科学２

7 6月23日(木) 数的推理２

8 6月30日(木) 数的推理３

9 7月7日(木) 判断推理４

10 7月14日(木) 人文科学３

11 7月21日(木) 数的推理４

12 7月28日(木) 模試（知能＋人文）

13 9月29日(木) 判断推理５

14 10月6日(木) 判断推理６

15 10月13日(木) 空間把握１

16 10月20日(木) 空間把握２

17 10月27日(木) 数的推理５

18 11月10日(木) 数的推理６

19 11月17日(木) 社会科学１

20 11月24日(木) 社会科学２

21 12月1日(木) 論作文対策

22 12月8日(木) 面接対策

23 12月15日(木) 資料解釈1

24 12月22日(木) 資料解釈２

25 1月12日(木) 自然科学１

26 1月19日(木) 自然科学２

27 1月26日(木) 自然科学３

配信予定日 10：50～12：20 13：10～14：40 14：50～16：20

28 2月9日(木) 社会科学３ 社会科学４

29 2月10日(金) 社会科学５ 社会科学６

30 2月13日(月) 自然科学４ 自然科学５ 人文科学４

31 2月14日(火) 人文科学５ 人文科学６ 人文科学７

32 2月16日(木) 模擬試験 模擬試験解説

※全３９コマ　対面、オンデマンド対応とし開講

※最小開講人数３０名

公務員講座
●受講料（税込、テキスト代含む）

全科目履修　３３，０００円　、教職科目履修のみ　１４，０００円

※テキスト自宅送付希望の学生は別途送料

教職対応科目

Ｐ．１５
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卒業年度 合格者数

2011年度 37名

2012年度 50名

2013年度 51名

2014年度 47名

2015年度 46名

2016年度 46名

2017年度 37名

2018年度 37名

2019年度 38名

2020年度 22名

2021年度 27名

教員採用試験合格者一覧
資料２-２-５
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７.教育職員免許状（保健体育）を取得するには
◎教育職員免許状（保健体育）を取得するためには、教育職員免許法及び教育職員免許法施行規則等で定められ

ている所定の単位を修得し、卒業する必要があります。

（１）教職課程履修登録

教職課程のカリキュラムに含まれている教職科目を履修するためには、次の手数料を納付し、教職課程部会

から履修の許可を受けなければなりません。 

・教職課程履修登録手数料  10,000円 

・教職履修カルテシステム利用手数料   6,000円 

一度、教職課程の履修を許可された学生が、教職課程の履修を取りやめる場合は、学生支援センターに届け

出る必要があります。その際、手数料の返金はいたしません。 

（２）本学で取得できる教育職員免許状の種類と免許教科

学 科 免許状の種類及び免許教科 

武

体 

道 

育 

学 

学 

科 

科 

中学校教諭一種免許状 

保 健 体 育 

高等学校教諭一種免許状 

保 健 体 育 

※２年次の４月から明星大学通信教育部の科目等履修生として、通信教育プログラムへ参加することで、「小

学校教諭二種免許状」を取得することができます。

１年次の１月下旬に、説明会を実施します。 

（３）教育職員免許状を取得するために必要な資格・条件

①基礎資格及び大学において修得することを必要とする単位数

免許状の種類 

必要単位数 

基礎資格 

教科及び教職に関する科目 

免許法施行規則 

第66条の６に定める科目 
教 科 及 び 教

科 の 指 導 法

に関する科目 

教 育 の 基 礎

的 理 解 に 関

する科目 

道徳、総合的

な 学 習 の 時

間 等 の 指 導

法 及 び 生 徒

指導、教育相

談等に関する

科目 

教 育 実 践 に

関する科目 

大 学 が 独 自

に設定する科

目 

中学校教諭 

一種免許状 
42（28）単位 12（10）単位 12（10）単位 ７（７）単位 ４（４）単位 

日本国憲法２（２）単位 

体育２（２）単位 

外国語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ２（２）単位 

数理、ﾃﾞｰﾀ活用及び人工知能

に関する科目又は情報機器の

操作２（２）単位 

学士の学位 

高等学校教諭 

一種免許状 
38（24）単位 12（10）単位 10（８）単位 ５（５）単位 12（12）単位 学士の学位 

注 （ ）内は教育職員免許法に定める単位数 

資料３-１-１
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学 
 

修 

 

（４）科目一覧表 

① 教育職員免許法施行規則第66条の６に定める科目 

免許法施行規則に定める科目区分                  開設授業科目 

科 目 単位数 授  業  科 目 単位数 備考 

日本国憲法 2 ○日本国憲法 2  

体育 2 

武道指導・評価法（柔道） 2 ２単位以上修得する

こと。なお、左記の科

目は「教科及び教科

の指導法に関する科

目」の「教科に関する

専門的事項」の内、

「体育実技」に開設さ

れている同一の科目

を重複して使用でき

る。 

武道指導・評価法（剣道） 2 

武道指導・評価法（弓道） 2 

武道指導・評価法（空手道） 2 

武道指導・評価法（なぎなた） 2 

武道指導・評価法（少林寺拳法） 2 

武道指導・評価法（合気道） 2 

体育指導・評価法（ダンス） 2 

体育指導・評価法（器械運動） 2 

体育指導・評価法（陸上競技） 2 

体育指導・評価法（水泳） 2 

体育指導・評価法（バスケットボール) 2 

体育指導・評価法（ハンドボール) 2 

体育指導・評価法（サッカー） 2 

体育指導・評価法（ラグビー） 2 

体育指導・評価法（バレーボール) 2 

体育指導・評価法（テニス） 2 

体育指導・評価法（ソフトボール) 2 

体育指導・評価法（体つくり運動) 2 

外国語コミュニ 

ケーション 
2 

○英語Ⅰ 1  

○英語Ⅱ 1 

数理、データ活用

及び人工知能に関

する科目又は情報

機器の操作 

2 ○情報機器演習 2 

 

※○印は、必修科目を示す。 

 

② 小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律 

「特例法」によって定められた条件 

特例法に定められた条件 本学の開設授業科目 単位数 備考 

７日間の介護等体験 
特別支援教育 2  

介護等体験 2 ※中一種免のみ必修 

※「介護等体験」を履修するためには、「特別支援教育」の単位を修得しておくことが必要です。 
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③教科及び教科の指導法に関する科目 

「教科及び教科の指導法に関する科目」は、次の表に記載されている科目から履修してください。 

本学における最低修得単位数は、以下のとおりです。 

・中学校教諭一種免許状   42単位 

・高等学校教諭一種免許状  38単位 
 

免許法施行規則に定める科目区分等 開  設  授  業  科  目 

科目区分 
各科目に含めることが

必要な事項 
単位数 領域 授業科目 単位数 備考 

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目 

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項 

体育実技 

中28 

高24 

武道 

武道指導・評価法（柔道） 2 

２単位以上 

選択必修 

武道指導・評価法（剣道） 2 

武道指導・評価法（弓道） 2 

武道指導・評価法（空手道） 2 

武道指導・評価法（なぎなた） 2 

武道指導・評価法（少林寺拳法） 2 

武道指導・評価法（合気道） 2 

ダンス ○体育指導・評価法（ダンス） 2  

器械運動 ○体育指導・評価法（器械運動） 2  

陸上競技 ○体育指導・評価法（陸上競技） 2  

水泳 ○体育指導・評価法（水泳） 2  

球技 

体育指導・評価法（バスケットボール） 2 

２単位以上 

選択必修 

体育指導・評価法（ハンドボール） 2 

体育指導・評価法（サッカー） 2 

体育指導・評価法（ラグビー） 2 

体育指導・評価法（バレーボール） 2 ２単位以上 

選択必修 体育指導・評価法（テニス） 2 

○体育指導・評価法（ソフトボール） 2 

体つくり運動 ○体育指導・評価法（体つくり運動） 2  

「体育原理、体育心

理学、体育経営管理

学、体育社会学、体

育史」・運動学（運動

方法学を含む。） 

○スポーツ哲学 2 

 

武道概論 2 

スポーツ心理学 2 

スポーツマネジメント 2 

スポーツ社会学 2 

スポーツ史 2 

〇運動学 2 ※運動方法学を含む 

生理学（運動生理学

を含む。） 

○生理学（運動生理学を含む） 2 

 

発育発達論 2 

解剖学 2 

スポーツ栄養学 2 

スポーツ生理学 2 

衛生学・公衆衛生学 ○衛生学・公衆衛生学 2  

学校保健（ 小児保

健、精神保健、学校

安全及び救急処置

を含む。） 

○学校保健 2 ※小児保健を含む 

○精神保健 2 

 
○安全教育 2 

○救急処置法（含む実習） 2 

健康管理学 2 

各教科の指導法（情報通

信技術の活用を含む。） 

○保健体育科教育法Ⅰ 2 
 

○保健体育科教育法Ⅱ 2 

保健体育科教育法Ⅲ 2 ※中一種免のみ必修 

保健体育科教育法Ⅳ 2 ※中一種免のみ必修 

注１） ○印は、必修科目を示す。 
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学 
 

修 

 

④ 教育の基礎的理解に関する科目等 

中学校教諭一種免許状と高等学校教諭一種免許状で修得すべき単位数が異なります。次の表に記載さ

れている内容を確認してください。なお、中学校教諭一種免許状に必要な最低修得単位数を満たすことで、

高等学校教諭一種免許状の条件を満たすことができます。 

※授業科目「教育原理」から「教育相談」までは、同一年度内での再履修はできません。 

本学における最低修得単位数の合計は、以下のとおりです。 

・中学校教諭一種免許状   31単位 

・高等学校教諭一種免許状  27単位 

免許法施行規則に定める科目区分等 開 設 授 業 科 目 

科 目 各科目に含めることが必要な事項 単位数 授 業 科 目 単位数 備 考 

教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目 

教育の理念並びに教育に関する歴史及び

思想 

10 

○教育原理 2  

教職の意義及び教員の役割・職務内容 

（チーム学校運営への対応を含む。） 
○教職入門 2  

教育に関する社会的、制度的又は経営的

事項（学校と地域との連携及び学校安全

への対応を含む。） 

○教育社会学 
 

2 
 

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学

習の過程 
○教育心理学 2  

特別の支援を必要とする幼児、児童及び

生徒に対する理解 
○特別支援教育 2  

教育課程の意義及び編成の方法（カリキ 

ュラム・マネジメントを含む。） 
○教育課程論 2  

道
徳
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
等
の
指
導
法
及
び 

生
徒
指
導
、
教
育
相
談
等
に
関
す
る
科
目 

道徳の理論及び指導法 

中学10 

高校８ 

道徳教育の指導法 2 ※中一種免のみ 

総合的な学習の時間の指導法 ○総合的な学習の時間の指導法 2  

特別活動の指導法 ○特別活動論 2  

教育の方法及び技術 
○教育の方法及び技術（情報 

通信技術の活用を含む。） 
2 

情報通信技術を活用

した教育の理論及び

方法を含む 

情報通信技術を活用した教育の理論及び

方法 
   

生徒指導の理論及び方法 ○生徒指導論 2 
進路指導及びキャリア

教育の理論及び方法

を含む 

教育相談（カウンセリングに関する基礎的

な知識を含む。）の理論及び方法 
○教育相談 2  

進路指導及びキャリア教育の理論及び方

法 
   

教
育
実
践
に
関
す
る
科
目 

教育実習 
中学５ 

高校３ 

○教育実習事前事後指導 1  

○教育実習Ⅰ 2  

教育実習Ⅱ 2 ※中一種免のみ必修 

教職実践演習 2 ○教職実践演習（中・高） 2  

注 ○印は、必修科目を示す。 
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⑤ 大学が独自に設定する科目 

中学校教諭一種免許状と高等学校教諭一種免許状で修得すべき単位数が異なります。次の表に記載さ

れている科目のほかに、「教科及び教科の指導法に関する科目」及び「教育の基礎的理解に関する科目等」

のそれぞれで、最低修得単位を超えて修得した単位を「大学が独自に設定する科目」の修得単位とするこ

とができます。 

※「大学が独自に設定する科目」は、同一年度内での再履修はできません。 

本学における修得すべき単位数は以下のとおりです。 

・中学校教諭一種免許状   4単位 

・高等学校教諭一種免許状  12単位 

 

免許法施行規則に定める科目区分等 開 設 授 業 科 目 

科 目 区 分 授 業 科 目 単位数 備 考 

大学が独自に設定する科目 

道徳教育の指導法 2 ※高一種免のみ 

学校インターンシップ 2  

○教育実習プレセミナー 2  

介護等体験 2 ※中一種免のみ必修 

注 ○印は、必修科目を示す。 

 

４．教育実習の参加要件 

中学校教諭一種免許状、高等学校教諭一種免許状ともに取得する場合は「教育実習Ⅰ」と「教育実習Ⅱ」

を、高等学校教諭一種免許状のみを取得する場合は「教育実習Ⅰ」を履修し、教育実習に参加しなくてはなり

ません。「教育実習Ⅰ」「教育実習Ⅱ」の履修要件は下記のとおりです。 

（1）次頁「教育実習参加要件チェックリスト」に記載されている履修条件（教育実習参加の条件）を満たす必要

があります。なお、「教育実習Ⅰ」と「教育実習Ⅱ」では、履修条件が異なります。 

 

（２）学年毎に開催される「教職オリエンテーション」に全て出席をしていること。 

 

（３）教職課程部会から、「教育実習」参加の承認を得ること。 

 

※３年次修了までに上記参加要件を満たすことができなかった場合、４年次に教育実習に参加することはで

きません。 

 

５．介護等体験の手続き等について 

中学校教諭一種免許状の取得希望者は、「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の

特例等に関する法律」（特例法）にしたがって、介護等体験を行う必要があります。 

本学では、「特別支援教育」を修得後に「介護等体験」を履修することができます。 

介護等体験の詳細については、３年次の「介護等体験オリエンテーション」で説明します。 
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【武道・スポーツ研究科の設置趣旨】 
  国際武道大学は、体育学部に武道学科と体育学科からなる大学として、1984 年開学した。創立の理念は、武道 

 精神を通じて武道・スポーツの分野から国際人を養成し、新時代を担う人材を育成することである。この理念の 

 基に開学以来、武道・スポーツの分野での教育・研究に全力をあげて取り組んできた。 

  この間、社会はゆとりと豊かさを実感できる人間らしい生活を大切にする社会へと大きく変化し、国民一人ひ 

 とりの生活の質が重要視される時代へと変化した。このため人々には、生涯にわたる自己実現のための活力のあ 

 るライフスタイルの確立が求められ、人々がスポーツや健康づくりに求める内容も多様化し、高度化してきた。 

  このような変化に対応するために、新しい視点から武道・スポーツを研究し、高度な専門的知識を持った人材 

 の育成が必要となった。つまり、国際化の中での日本の立場は一層重要なものとなり、今まで以上に国や地域の 

 文化の重要性を再確認することが求められている。 

  このことは、我が国の伝統文化である武道のもつ意味も単なる運動文化ではなく、それ以上の意味合いをもっ 

 たものでなければいけないことを示唆するものであり、西洋スポーツとは異なる武道の独自性を自覚し、国際社 

 会へアプローチを可能とする高度な専門知識を持った人材育成の必要性を示している。 

  また、武道の文化に対する視点の変化と武道文化に対する関心が国内外で高まってきたなか、学校教育の分野 

 でも学習指導要領で“格技”が“武道”へと名称が替わるなどの変化があり、武道やスポーツの社会的背景や文化性 

 をより深く探求し、時代に対応した高度な教育を実践できる人材が求められるようになった。 

  このような社会的・国際的・教育的など多くの分野から多様な対応が求められる武道・スポーツの諸課題や諸 

 問題に対し、より高度な判断基準からアプローチできる専門的職業人の育成が本研究科を設立した狙いである。 

 

 

 

【研究科の教育内容と研究指導】 
  武道・スポーツ研究科の目的は、多くの分野から求められる武道・スポーツの諸課題や諸問題に対し、より高 

 度な判断基準から対応できる国際人の育成及びより高度な専門性を有した職業人の育成である。 

  このためには、現代あるいは近未来における武道・スポーツの相応しいあり方や健康の捉え方について理解し 

 ていなければならない。つまり人間の健康は、動物一般に通じる健康を土台に置きながらも、人間独自のものと 

 して捉えていかなければならない。すなわち、それは自然を変え、社会を変え、自分自身を変え、そして人生を 

 享受するという人間独自の活動ができるような身体的、精神的あるいは社会的な状態のことであると言える。そ 

 して、人間的な健康を維持・促進するための基本事項として、『伝統・文化及び社会との関わり』『生涯にわたる 

 質の高い生活の獲得』及び『生物又はヒトとしての視点』の３つのワードがあげられる。また、武道・スポーツ 

 の分野においては、それらを指導の場面でいかに展開するかが重要となる。 

  そこで、本研究科では、「武道・スポーツ文化領域」「健康・スポーツ科学領域」「武道・スポーツ指導領域」の 

 ３つの学修領域を設定し、相互に関連性を持たせつつ幅広く学問を追及できるようにした。 
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【カリキュラム構成と履修及び研究指導の方法】 
  武道・スポーツ研究科のカリキュラムは、必修科目を含む「共通科目」、３つの領域科目群からなる「専門科目」、 

 応用・実践的な狙いをもつ「演習・指導科目」、研究計画に応じた専門領域の基礎知識や方法を学ぶ「研究基礎科

目」、修士論文あるいは特別課題研究の執筆指導を行なう「研究指導科目」から構成されている。必修科目では、

３つの領域科目群を相互にリンケージさせ、カリキュラム全体の位置付けと性格、更には研究テーマの設定とそ

れを発展させるための基本的な考え方を提供する。 

  学生の履修及び研究指導は以下の方法によって行う。 

  入学時に各学生の研究指導教員を決める。 

  研究指導教員は、学生の受講すべき専門領域科目及び関連する他の領域科目の履修等、教育面の指導にあたる 

 とともに、必要な相談に応じる。学生は、「共通科目」の必修科目「武道・スポーツ特講Ⅰ」及び「武道・スポー 

 ツ特講Ⅱ」において、武道・スポーツ研究の全体像を理解し、更に様々な場面で活用できるプレゼンテーション 

 について学修する。 

  「専門科目」では、研究したいテーマに関する具体的な知識や方法を学修するとともに、他の領域に設けられ 

 た関連する科目を履修し、更に知識を広げ深める。 

  「演習・指導科目」では、研究したいテーマに関連する応用実践力を育成するために、実践の場における各種 

 の活動を、複数の担当教員と共に構築しつつ学修を進める。 

  「武道・スポーツ特別研究Ⅰ」及び「武道・スポーツ特別研究Ⅱ」においては、研究指導教員から基礎的な研 

究能力を養う知識や方法を学ぶ。 

  「武道・スポーツ特別研究Ⅲ」及び「武道・スポーツ特別研究Ⅳ」では、より高度な研究の進め方を学び、論

文作成へと進む。 

  なお、研究指導教員は、論文作成に必要な資料の収集や実験の指導をこの間に行い、学生はその成果を定期的 

 に報告し、討論によって研究能力を高めて、論文に結実させる。 

  また、研究指導教員を補佐・協力するものとして、他の教員に研究指導協力を委嘱することができる。 
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【大学院研究科の修了認定方針、教育課程編成・実施方針及び入学者受入方針】 
（１）修了の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー） 

武道・スポーツ研究科は、武道、体育及びスポーツの分野において、高度な専門的知識や実践能力を有

し、優れた研究・開発能力を身につけ、豊かな創造性を発揮することができる専門職業人を養成します。

この課程を修了し、以下の知識・能力を有すると認められる者に修了を認定し学位を授与します。 

① 国際社会・地域社会の発展に寄与することができる。 

② 武道、体育及びスポーツにおける高度で専門的な学術の理論及び応用力を有している。 

③ コミュニケーション能力、リーダーシップ、チャレンジ精神を持ち、広く社会に寄与することがで

きる。 

④ 専門分野で修得した知識や技能に基づき、科学的・学問的な視点から事象を捉え、新たな課題を発

見・解決し、未来に向かって創造的知見を発信できる能力を有している。 

 

（２）教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラム・ポリシー） 

武道、体育及びスポーツの分野において、高度な専門的知識を形成する能力を養い、種々の事象に柔軟

に対応できる実践的能力を発揮することにより、社会を豊かにすることができる人材を育成するため以下

の教育課程の編成・実施方針に基づきカリキュラムを編成し実施します。 

① 基幹科目を設置し、国際社会・地域社会の一員として、倫理的・社会的能力、創造力及び判断力等

を養うための知識、経験を育みます。 

② 総合的・学際的視点とともに高度で専門的な知識を持った、知識基盤社会を支える知的な素養のあ

る人材を育成するため、武道、体育及びスポーツに関する専門領域を適切に区分し体系化を図るとと

もに、領域を横断的に学修できるカリキュラムを構築します。 

③ 国内外の多様な社会の要請に的確に応えるための高度な専門職業人養成の視点から、実践的応用力

を身につけさせるカリキュラムを構築します。 

④ 自らの設定した研究テーマについて、指導教員のもとで研究指導を受け、学位論文を作成するため

に「特別研究」を配置します。 

⑤ 高い専門性とともに幅広い視野を備え、専門分野の枠にとらわれない独創性・創造性を持った人材

を養成する観点から、複数の教員が論文作成等の研究指導を行う指導体制を構築します。 

 

（３）入学者の受入れに関する方針（アドミッション・ポリシー） 

武道、体育及びスポーツの分野で学修した高度な専門性を活かして、社会に貢献しようとする意欲に満ち

た者 

Ⅰ.武道・スポーツ研究科の求める学生像 

① 武道、体育及びスポーツの理論と実践を通じ、より高度な専門知識や技能を修得しようとする者 

② 武道、体育及びスポーツに関する諸概念について、文化、歴史、健康、教育などの様々な側面から

探究し、武道・スポーツの普及・発展に寄与していく意欲と能力を持つ者 

③ 国際的な視野と感覚を持ち、健康・スポーツ科学に関する高い専門知識を活かし、人々の健康・体

力の保持増進を推進し、社会を豊かにしようとする意欲と能力を有する者 

④ 武道、体育及びスポーツに関する高度な知識や技能、論理的思考力を有し、武道、体育及びスポー

ツの指導・教育に国内外を問わず貢献しようとする意欲と能力を有する者 
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Ⅱ.入学者選抜の基本方針 

① 一般入試 

大学院で専門教育を学ぶ者としての基礎学力を身につけており、総合的な知識・判断力を備え、意

欲的な学修態度を持つ者を対象とした入試制度。学力試験として英語と専門科目を課し、あわせて専

門分野及び将来の研究テーマに関する口述試験を実施し総合的に判定する。 

② 社会人入試 

高度専門職業人や研究者を目指して向学心に燃える社会人で、明確な目的意識と学修意欲を持つ者

を対象とした入試制度。小論文の他、口述試験を課し、基礎学力、論理的思考能力及び問題解決能力

等を総合的に判定する。 

③ 外国人留学生入試 

日本の武道・スポーツ文化を理解し、高度専門職業人や研究者を目指して明確な目的意識と学修意

欲を持つ外国人留学生を対象とした入試制度。専門科目及び口述試験を課し、基礎学力、論理的思考

能力及び問題解決能力等を総合的に判定する。 
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【課程修了要件】 
  修了要件の在学年数は２年を標準とする。単位の修得は、共通科目 4 単位、専門科目 14 単位、研究基礎科目

および研究指導科目 8 単位の計 26 単位以上修得し、研究に関連する科目を含め合計 30 単位以上を必要とし、 

かつ研究上必要な指導を受け修士論文又は特定課題研究の審査及び最終試験に合格しなければならない。 

  

   修了要件一覧表 

区 分 授業科目 単位 必選別 

履修方法 

大学院修了に係る単位 
教員免許状資格取得

に係る単位 

共通科目 
武道・スポーツ特講Ⅰ 2 必修 4 単位 

必修 

30 単位 

以上 

4 単位 

必修 

24 単位

以上 

武道・スポーツ特講Ⅱ 2 必修 

専 

 

門 

 

科 

 

目 

武道・スポーツ 

文化領域科目 

東洋武術史特講 2 選択必修 

14 単位

以上 
選択必修 

16 単位

以上 

選択必修 

武道文化論特講 2 選択必修 

スポーツ哲学特講 2 選択必修 

スポーツ史特講 2 選択必修 

比較運動文化論特講 2 選択必修 

武道修行論特講 2 選択必修 

スポーツ社会学特講 2 選択必修 

健康・スポーツ 

科学領域科目 

スポーツ心理学特講 2 選択必修 

健康スポーツ論特講 2 選択必修 

スポーツ疫学特講 2 選択必修 

運動栄養学特講 2 選択必修 

保健行動科学特講 2 選択必修 

スポーツ医学特講（内科系） 2 選択必修 

スポーツ医学特講（運動器系） 2 選択必修 

運動生理学特講 2 選択必修 

バイオメカニクス特講 2 選択必修 

トレーニング科学特講 2 選択必修 

コンディショニング科学特講 2 選択必修 

武道・スポーツ 

指導領域科目 

コンディショニング指導方法論特講 2 選択必修 

武道指導方法論特講 2 選択必修 

スポーツ指導方法論特講 2 選択必修 

コーチング方法論特講 2 選択必修 

スポーツ運動学特講 2 選択必修 

体育科教育法特講 2 選択必修 

保健科教育法特講 2 選択必修 

武道・スポーツ安全指導論特講 2 選択必修 

演習・指導科目 
武道・スポーツマネジメント演習Ⅰ 2 選択 

 
武道・スポーツマネジメント演習Ⅱ 2 選択 

研究基礎科目 
武道・スポーツ特別研究Ⅰ 2 必修 

8 単位 
必修 

4 単位 

必修 武道・スポーツ特別研究Ⅱ 2 必修 

研究指導科目 
武道・スポーツ特別研究Ⅲ 2 必修 

  
武道・スポーツ特別研究Ⅳ 2 必修 
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【学位論文及び特定課題研究の審査】 
  学位論文の審査を受けようとする学生は、あらかじめ研究報告会において研究計画を報告し、承認を得るもの

とする。 

  学位論文の審査は、研究科委員会によって決定された学位論文（特定課題研究を含む）審査会によって審査を

行い、その結果は、研究科委員会の議を経て合否を判定する。 

  学位論文（特定課題研究を含む）審査会については、主査（研究指導教員）が統括し、副査が審査する。 
 

  【学位論文審査基準】 
   (1) 学術論文に求められる論理の客観性や独創性等を満たしていること。 

(2) 武道・スポーツ、体育、健康のほか関連する分野における事象を科学的・学問的な視点から捉え、課題

を見出し、その課題に対して創造的知見を提示した学術資料であること。 

(3) 研究目的から考察に至るまで明確な表現と一貫性があること。 

(4) 研究成果を導き出した論法並びに評価の展開に整合性があり、当該内容が独創的であること。 

 

【特定課題研究審査基準】 
   (1) 学術論文に求められる諸要件と同様に論理の独創性や一貫性等を満たしていること。ただし、客観性

に関しては、内容及び研究成果の評価基準が著者の経験等に基づいて導き出された主観的なものも可

とする。 
(2) 審査対象となる申請報告書が、同様な計画あるいは同様な企画を行おうとする後人に対して有効とな

る示唆を与える資料となり得ること。 
(3) 実施(Do)の際の工夫、評価(Check)の際の主観的基準に関する視点及び改善(Act)に関する提言等明確

な表現並びに内容の独創性が認められること。 

 

審査対象となる申請論文及び申請報告書の審査では、本学の学位授与方針等を踏まえ、第 4 条及び前条の要

件を満たし、武道・スポーツ領域において、自立した研究者として高度な研究能力及びその基礎となる豊かな

学識を修得しているかという観点で総合的に審査する。 

 

【最終試験】 
  最終試験は、学位論文審査会において修士論文または特定課題研究を中心に行う。 

 

【学位の授与】 
  研究科を修了した者には、学位規則の定めるところにより、修士（武道・スポーツ）の学位を授与する。 
 

  【学位授与基準】 

    本専攻は、建学の精神に則り、武道・スポーツの分野の専門的な職業等に必要な高度な知識と実践能力 
   を備え、広く社会に寄与する人材を養成することを目的とする。学位は、本専攻で所定の単位修得を前提 
   として、社会の当該分野における実践と普及及び活躍が期待できる能力があると判断される学位申請者に 
   授与する。 

 

【教育職員免許状の取得】 
  教育職員免許法に定める中学校及び高等学校教諭の一種免許状（保健体育）の所要資格を有する者が、本学大 

 学院武道・スポーツ研究科の課程を修了したときは、専修免許状の所要資格が得られる。 

  なお、専修免許状資格取得に係る単位については、前頁の修了要件一覧表を確認すること。 
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授 業 科 目 一 覧 
区 分 No 授業科目 

授業

形態 
単位 

配当 

年次 
担当教員 必／選 掲載頁 

共通科目 

1 武道・スポーツ特講Ⅰ 講義 2 1 
田中 守、小西 由里子、山本 利春 

荒川 裕志、前川 直也 
必修 9 

2 武道・スポーツ特講Ⅱ 講義 2 1 
田中 守、荒川 裕志、笠原政志 

刈谷 文彦、前川 直也 
必修 10 

専 

 

門 

 

科 

 

目  

武道・スポーツ 

文化領域科目 

3 東洋武術史特講 講義 2 1・2 ※朴 周鳳  選択必修 11 

4 武道文化論特講 講義 2 1・2 田中 守 選択必修 12 

5 スポーツ哲学特講 講義 2 1・2 田中 守 選択必修 13 

6 スポーツ史特講 講義 2 1・2 ※朴 周鳳 選択必修 14 

7 比較運動文化論特講 講義 2 1・2 ※ｱﾚｷｻﾝﾀﾞｰ・ﾍﾞﾈｯﾄ 選択必修 15 

8 武道修行論特講 講義 2 1・2 田中 守 選択必修 16 

9 スポーツ社会学特講 講義 2 1・2 田中 守 選択必修 17 

健康・スポーツ 

科学領域科目 

10 スポーツ心理学特講 講義 2 1・2 前川 直也 選択必修 18 

11 健康スポーツ論特講 講義 2 1・2 ※村永 信吾 選択必修 19 

12 スポーツ疫学特講 講義 2 1・2 ※太田 久吉 選択必修 20 

13 運動栄養学特講 講義 2 1・2 ※湊 久美子 選択必修 21 

14 保健行動科学特講 講義 2 1・2 小西 由里子 選択必修 22 

15 スポーツ医学特講（内科系） 講義 2 1・2 ※髙木 祐介 選択必修 23 

16 スポーツ医学特講（運動器系） 講義 2 1・2 ※荻内 隆司 選択必修 24 

17 運動生理学特講 講義 2 1・2 刈谷 文彦 選択必修 25 

18 バイオメカニクス特講 講義 2 1・2 荒川 裕志 選択必修 26 

19 トレーニング科学特講 講義 2 1・2 荒川 裕志 選択必修 27 

20 コンディショニング科学特講 講義 2 1・2 山本 利春 選択必修 28 

武道・スポーツ 

指導領域科目 

21 コンディショニング指導方法論特講 講義 2 1・2 笠原 政志 選択必修 29 

22 武道指導方法論特講 講義 2 1・2 田中 守 選択必修 30 

23 スポーツ指導方法論特講 講義 2 1・2 奥山 秀雄、下拂 翔 選択必修 31 

24 コーチング方法論特講 講義 2 1・2 川合 英介 選択必修 32 

25 スポーツ運動学特講 講義 2 1・2 後藤 豊 選択必修 33 

26 体育科教育法特講 講義 2 1・2 ※釜崎 太 選択必修 34 

27 保健科教育法特講 講義 2 1・2 ※釜崎 太 選択必修 35 

28 武道・スポーツ安全指導論特講 講義 2 1・2 立木 幸敏 選択必修 36 

演習・指導科目 
29 武道・スポーツマネジメント演習Ⅰ 演習 2 1 奥山 秀雄、山本 利春、笠原 政志 選択 37 

30 武道・スポーツマネジメント演習Ⅱ 演習 2 2 山本 利春、笠原 政志 選択 38 

研究基礎科目 

31 武道・スポーツ特別研究Ⅰ 演習 2 1 
田中 守、小西 由里子、山本 利春、荒川 裕志 

笠原 政志、刈谷 文彦、前川 直也 
必修 39 

32 武道・スポーツ特別研究Ⅱ 演習 2 1 
田中 守、小西 由里子、山本 利春、荒川 裕志 

笠原 政志、刈谷 文彦、前川 直也 
必修 40 

研究指導科目 

33 武道・スポーツ特別研究Ⅲ 演習 2 2 
田中 守、小西 由里子、山本 利春、荒川 裕志 

笠原 政志、刈谷 文彦、前川 直也 
必修 41 

34 武道・スポーツ特別研究Ⅳ 演習 2 2 
田中 守、小西 由里子、山本 利春、荒川 裕志 

笠原 政志、刈谷 文彦、前川 直也 
必修 42 
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授 業 概 要 



授業科目名 配当年次 1

担当教員 単位数 2

ディプロマポリシーとの関連性

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

武道・スポーツ研究の方法と動向（武道）① 【田中】

武道・スポーツ研究の方法と動向（スポーツコンディショニング）① 【山本】

武道・スポーツ特講Ⅰ

授業概要 授業計画（テーマ）

　本研究科の教育理念や設置目的を理解し、武道・スポーツ
の分野の知識や研究成果を広く学修して学術的な研究能力
や高度な指導能力を養うための基礎知識を修得する。
本研究科を構成する各領域ごとに研究の現状と課題、課題解
決に向けた様々なアプローチ方法をオムニバス形式で講義
する。
　武道・スポーツには、数多くの競技種目があるだけでなく、
老若男女様々な取り組み方が存在する。よって、その研究の
領域や手法も幅広く多岐にわたるものである。武道・スポーツ
の多様な価値観や取り組み方とその研究の実情、周辺領域
の研究との接点等々をふまえて、研究テーマを設定しなけれ
ばならない。本講義を通じて、各自の問題意識をより明確なも
のとすることがねらいである。

武道・スポーツ研究の基礎・基本、現状把握と建学の精神【田中】

武道・スポーツ研究の方法と動向（健康スポーツ）② 【小西】

①　国際社会・地域社会の発展に寄与することができる。

武道・スポーツ研究の方法と動向（武道）② 【田中】

武道・スポーツ研究の方法と動向（スポーツコンディショニング）③ 【山本】

武道・スポーツ研究の方法と動向（健康スポーツ）① 【小西】

武道・スポーツ研究の方法と動向（スポーツコンディショニング）② 【山本】

田中　守、小西由里子、山本利春、荒川裕志、前川直也

武道・スポーツ研究の方法と動向（健康スポーツ）③ 【小西】

評価基準等

試　験 0%

レポート 80%

到達目標 武道・スポーツ研究の方法と動向（バイオメカニクス）① 【荒川】

受講・学習上のアドバイス 評価方法

・特定の研究領域や研究手法、卒業研究で手掛けた研究
テーマ等々にとらわれることなく、幅広い視野で武道・スポー
ツを捉える中で研究の方向性を見出してほしい。
事前学習（2ｈ）
・多様な研究領域や研究手法について、情報収集に努める。
事後学習（2ｈ）
・多様な研究事例や手法と、各自の問題意識や研究テーマの
連関や活用を工夫する。

評価項目 割合

武道・スポーツ研究の方法と動向（武道・スポーツ心理）② 【前川】

武道・スポーツ研究の方法と動向（武道・スポーツ心理③ 【前川】

武道・スポーツ研究の方法と動向（武道・スポーツ心理）① 【前川】

武道・スポーツ研究の方法と動向（バイオメカニクス）③ 【荒川】

授業テーマに沿った課題レポートの作成

・武道・スポーツの多様な価値観や取り組み方と課題につい
て理解を深める。
・各自の問題意識を明確にする。

武道・スポーツ研究の方法と動向（バイオメカニクス）② 【荒川】

平常点 20%

授業形態「オムニバス」

教科書（書名、著者、出版社、ISBNコード、備考）

授業に取り組む姿勢（発言、意見、質問等）

参考書（書名、著者、出版社、ISBNコード、備考）

必要に応じて資料を配布する。

その他



授業科目名 配当年次 1

担当教員 単位数 2

ディプロマポリシーとの関連性

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

参考書（書名、著者、出版社、ISBNコード、備考）

80% 授業テーマに沿った課題レポートの作成

授業形態「オムニバス」

武道・スポーツ指導領域へのアプローチ・研究事例・武道思想 【田中】

健康・スポーツ科学領域へのアプローチ・研究事例・心理学【前川】

到達目標

武道・スポーツ文化領域へのアプローチ・研究事例・柔道【前川】

健康・スポーツ科学領域へのアプローチ・研究事例・バイオメカニクス【荒川】

・武道・スポーツ研究への様々なアプローチの仕方を学び、研
究計画をたてる。

武道・スポーツ指導領域へのアプローチ・研究事例・スポーツトレーナー【笠原】

武道・スポーツ指導領域へのアプローチ・研究事例・コンディショニング【笠原】

健康・スポーツ科学領域へのアプローチ・研究事例・バイオメカニクス【荒川】

武道・スポーツ指導領域へのアプローチ・研究事例・コンディショニング【笠原】

武道・スポーツ指導領域へのアプローチ・研究事例・トレーニング科学【荒川】

　武道・スポーツは、人々の健康で豊かな生活に欠くことので
きない重要な役割を担うものとして位置付けられる。しかし、価
値観やライフスタイルの多様化が進む現代社会において、一
人一人が武道・スポーツに求める内容も多種多様なものと
なっている。
　では、武道・スポーツの世界はこの様な社会の変化に、どう
対応すべきであるのか。21世紀の今、我々はどの様に武道・
スポーツを「科学する」のか、「哲学する」のか。各自の専門領
域と称する狭い枠組みにとらわれず、他の領域における研究
事例も知ることで、武道・スポーツ研究への多様なアプローチ
法を身につけることが重要である。
　本講義は、武道・スポーツ特講Ⅰをさらに深く掘り下げ、本
研究科を構成する武道・スポーツの各領域の研究課題と研究
成果について、周辺領域の研究との接点や実験手法・分析
方法など研究方法を含めて具体的な研究事例を通して学修
する。

武道・スポーツ特講Ⅱ

田中　守、荒川裕志、笠原政志、刈谷文彦、前川直也

①　国際社会・地域社会の発展に寄与することができる。

授業概要 授業計画（テーマ）

20% 授業に取り組む姿勢（発言、意見、質問等）

武道・スポーツ文化領域へのアプローチ・研究事例・武道思想【田中】

武道・スポーツ文化領域へのアプローチ・研究事例・剣道【田中】

健康・スポーツ文化領域へのアプローチ・ 研究事例・解剖学【刈谷】

武道・スポーツ文化領域へのアプローチ・研究事例・解剖学【刈谷】

武道・スポーツ文化領域へのアプローチ・研究事例・解剖学【刈谷】

必要に応じて資料を配布する。

健康・スポーツ科学領域へのアプローチ・研究事例・心理学【前川】

その他

教科書（書名、著者、出版社、ISBNコード、備考）

受講・学習上のアドバイス 評価方法

・様々な領域の研究手法に興味を持って取り組む姿勢が重要
である。他領域から学ぶ内容から、独自性・創意工夫に富む
新たなものを創り出す意欲が大事である。
事前学習（2ｈ）
・多様な研究領域や研究手法によってなされた先行研究の検
証に努める。
事後学習（2ｈ）
・講義内容を踏まえ、各自の研究テーマや研究手法の確立に
努める。

評価項目 割合 評価基準等

試　験 0%

レポート

平常点



授業科目名 配当年次 1・2

担当教員 単位数 2

ディプロマポリシーとの関連性

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

教科書（書名、著者、出版社、ISBNコード、備考） 参考書（書名、著者、出版社、ISBNコード、備考）

必要に応じて印刷物を配布する。 『武道論集Ⅰ』、武道スポーツ科学研究所、2008、
ISBN978-4-9980893-5-3
『武道論集Ⅲ』、武道スポーツ科学研究所、2012、
ISBN978-4-9980983-6-0

その他

授業形態：単独

受講・学習上のアドバイス 評価方法

・武術と関連する記事や武術著書を参考資料として読んでほ
しい。
・東洋武術の分野において論争されている諸問題について
様々な角度から考察してほしい。

・事前学習（2ｈ）
東洋の武術に関する本を読む

・事後学習（2ｈ）
授業内容で理解が不足したところを改めて確認する

評価項目 割合 評価基準等

試　験 0%

レポート 50%
資料の収集、検討・考察内容によって評価す
る。

平常点 50%
受講態度及び提示された質問に対する回答
のレベルによって評価する。

・東アジア武術の形成と展開に対して歴史的に説明できる。
・諸武術が持つ特性を理解し、それらの展開の仕方や諸問題
について説明できる。
・今日における武術の意義と社会的価値について説明でき
る。

韓国武芸の成立と発展2（テコンドーの創造と展開）

授業概要 授業計画（テーマ）

　「武術」は、東アジアという文化圏の中で成立した格闘技とし
て、各国の風習や社会的状況によって形成された。そして民
族との交流、対抗、融合、変容などを通して、多種多様な形態
を持って継承されている伝統的な身体文化でもある。
　本講義は、東アジア（日本・韓国・中国）の格闘文化から生ま
れた「武術」を対象に、これを一つの文化現象として理解し、
それらの歴史的背景と社会的展開、そして変遷過程と伴う諸
問題について論ずる。また、こうした歴史を踏まえて、今日に
おける武術の意義と価値について再考する。

「武」の歴史的起源

日本武道の成立と展開1（流派武術の形成と発展）

日本武道の成立と展開2（近代武道の成立）

中国武術の成立と発展4（現代、国家主導による武術の状況）

韓国武芸の成立と発展3（花郎道と韓国武芸の関係）

韓国武芸の成立と発展4（韓国武芸の多用的変化）

武術の国際化問題（武術文化の現代的意義と価値）

授業の総括と研究発表

中国武術の成立と発展2（民間武術の展開の変化）

中国武術の成立と発展3（武科挙の成立と武術への影響）

②　武道、体育及びスポーツにおける高度で専門的な学術の理論及び応用力を有している。

到達目標 韓国武芸の成立と発展1（韓国武芸の歴史的変遷）

朴　周鳳

東洋武術史特講

日本武道の成立と展開3（新陰流と一刀流）

日本武道の成立と展開4（「武道」という概念の変化）

中国武術の成立と発展1（軍隊武術の確立と発展）



授業科目名 配当年次 1・2

担当教員 単位数 2

ディプロマポリシーとの関連性

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

教科書（書名、著者、出版社、ISBNコード、備考） 参考書（書名、著者、出版社、ISBNコード、備考）

日本史小百科『武道』　東京堂出版
「武道論集Ⅰ　武道の歴史とその精神」　国際武道大学

ビデオ　「日本の古武道」　日本武道館

その他

授業形態「単独」

受講・学習上のアドバイス 評価方法

・武道の伝統特性、文化特性、教育特性について、その歴史
とや可能性と課題について考える。
事前学習（2ｈ）
・テキストで、武道の歴史を概観しておく。
事後学習（2h）
・「武道学研究」（日本武道学会）などにより、講義内容を研究
レベルで掘り下げて考える。

評価項目 割合 評価基準等

試　験 0%

レポート 50%
講義内容を理解した上で、自分の意見を述
べる。

平常点 50% 講義後に各自の感想、考えを述べる。

・武道文化の概念を説明できる。
・武道の歴史的な変遷の概要を説明できる。

　嘉納治五郎の柔道思想「世を補益する」

　近代教育と武道「正課導入運動」

　近代教育と武道「個別指導から集団指導へ」

　武道のスポーツ化

　まとめ

田中　守

武道文化論特講

授業概要 授業計画（テーマ）

　「武道は日本の伝統的な運動文化だ」といわれる。その一方
で、現代武道の競技偏重、勝利至上主義の傾向が批判的に
捉えられる。武道は歴史上、常に戦争との関わりの中で、その
役割や位置付けがさだめられてきた。戦争とは切り離し、教
育・スポーツの枠組みの中に置かれる現代武道が、武道とし
ての特性を発揮し、単なる競技スポーツ以上のものとしてその
力を発揮するには、今何が課題となるとのか。武道文化の形
成過程をたどることで、これからの武道の進むべき方向性を与
えるきらかにする。

　武道への文化的アプローチ

　武道文化の形成「介者剣術と素肌剣術」

　武道文化の形成「形稽古と撃剣」

②　武道、体育及びスポーツにおける高度で専門的な学術の理論及び応用力を有している。

到達目標 　嘉納治五郎の柔道思想「精力善用　自他共栄」

　武道の概念－武術、武芸、スポーツとの相違、武士道との区別

　武道文化の形成「生死観・勝負観」

　武道文化の形成「名を惜しみ恥を知る」

　武道文化の形成「文武一徳」

　武道文化の形成「戦技武術と平和武道」

　武道文化の形成「正々堂々」



授業科目名 配当年次 1・2

担当教員 単位数 2

ディプロマポリシーとの関連性

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

教科書（書名、著者、出版社、ISBNコード、備考） 参考書（書名、著者、出版社、ISBNコード、備考）

随時スライド資料や参考資料を配布する。 スポーツ哲学の入門、シェリル・ベルクマン・ドゥルー、ナ
カニシヤ出版、978-4-7795-0571-3

その他

授業形態：単独

受講・学習上のアドバイス 評価方法

・学問としての体育・スポーツを考え、授業に積極的に参加す
ること。
・体育・スポーツや哲学・倫理に関する問題意識や疑問をもっ
て参加すること。
事前学習（2ｈ）
体育・スポーツのあり方やそれに纏わる諸問題に関する情報
収集に努めること

・事後学習（2ｈ）
配布資料等の熟読により講義内容の理解を深めること

評価項目 割合 評価基準等

試　験 0%

レポート 50% 論理整合性、創造性を重視

平常点 50%
講義中の質疑討論の内容や授業に取り組む
姿勢を重視

・体育・スポーツ・武道の概念を理解する
・スポーツの本源と現代スポーツの性質を把握する
・スポーツが抱える倫理的諸問題について理解する
・スポーツの在り方を考える

　　ドーピング史

　　スポーツ倫理の現在

Ⅲ．スポーツにどう向き合うべきか

　　レポート発表及び討議

　　レポート発表及び討議

田中　守

スポーツ哲学特講

授業概要 授業計画（テーマ）

　体育・スポーツ・武道のあり様とそれが個人と社会に及ぼす
影響を哲学する。現在のスポーツの本源となる近代スポーツ
の誕生に纏わる体育・スポーツ・武道の概念やそれが時代に
どう対応してきたのかを振り替えながら、その性格と役割など
スポーツの本質を問う。また、それらのスポーツが現代に定着
していきながら抱える諸問題について、競争と遊戯、個人と組
織、フェアとアンフェア、競技者と指導者など、意向対立する
事柄からスポーツ倫理を考える。 後には、これらの考えを踏
まえ、これからどうスポーツに向き合うべきかを問い直し、ス
ポーツの在り方を考える。

 

Ⅰ．スポーツの本質とは

　　組織スポーツと運動部活動

　　スポーツ暴力と競技者・指導者関係

②　武道、体育及びスポーツにおける高度で専門的な学術の理論及び応用力を有している。

到達目標 　　不正行為とフェアプレイ

　　体育・スポーツ・武道とは

　　近世武文化の成立とその伝統性

　　近代スポーツの誕生と性格

　　現代スポーツの性格と役割：競争の善と悪

Ⅱ．スポーツの倫理とは

　　戦時下の体育・スポーツ



授業科目名 配当年次 1・2

担当教員 単位数 2

ディプロマポリシーとの関連性

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

②　武道、体育及びスポーツにおける高度で専門的な学術の理論及び応用力を有している。

スポーツ史特講

朴　周鳳

授業概要 授業計画（テーマ）

　本授業は、体育や遊戯など人間が行ってきた全ての身体運
動をスポーツとして捉え、それを歴史的・文化的考察を通し
て、今日におけるスポーツの意義と価値を試みるものである。
　現在のスポーツは人間が営む 大の身体文化であり、これ
を理解するためには歴史的観点からの接近は欠かせない条
件となる。そのため正しい歴史的観点や認識を持つ学習は重
要なポイントとなり、そうした歴史的考察を通して、現代のス
ポーツを客観的に探求することができる。

スポーツの歴史から学ぶもの

スポーツの起源と進化1（先史時代の闘争と遊び）

スポーツの起源と進化2（儀礼的身体文化）

古代ギリシャ思想形成とスポーツ文化

古代ローマ社会とスポーツ文化

中世社会の発展とスポーツ文化の形成

中世ルネサンス時代の宗教改革とスポーツ

近代社会的変化とスポーツ発展

近代的オリンピックの復活と社会的影響

到達目標 日本における近代スポーツの流入と発展

・スポーツを身体文化的観点から説明できる。
・スポーツを歴史的区別し、その特徴と社会との関連性につ
いて説明できる。

日本武道の歴史的変遷

スポーツ科学の進展と近代スポーツの形成

現代のスポーツと政治・経済・社会との関連

現代スポーツにおける諸課題

研究討議と発表

受講・学習上のアドバイス 評価方法

・スポーツの関する書籍や雑誌などを読んで、スポーツ文化
について考えること。
・常にスポーツに対して疑問を問題意識を持って授業に臨む
こと。

・事前学習（2ｈ）
スポーツ史に関する本を読む

・事後学習（2ｈ）
授業内容で理解が不足したところを改めて確認する

評価項目 割合 評価基準等

試　験 0%

レポート 50%
資料の収集、検討・考察内容によって評価す
る

平常点 50%
受講態度及び提示された質問に対する回答
のレベルによって評価する。

必要に応じて印刷物を配布する。 『スポーツ史講義』、稲垣正浩編、大修館書店、2006
年、ISBN4-469-26299-4

その他

授業形態：単独

教科書（書名、著者、出版社、ISBNコード、備考） 参考書（書名、著者、出版社、ISBNコード、備考）



授業科目名 配当年次 1・2

担当教員 単位数 2

ディプロマポリシーとの関連性

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

アレキサンダー　ベネット

比較運動文化論特講

授業概要 授業計画（テーマ）

　世界各地には、様々な形態の体育・スポーツ文化が存在し
ている。本講義は、世界各地で異なる様々な運動文化のパ
ターン及び特徴を解説しつつ、比較の観点から、各文化の接
触、受容及び変容などを論ずる。講義の内容は、主として次
の三つである。1．近代西洋スポーツの成立とその特徴、非西
洋社会への浸透とその問題点。2．東洋における武術の成立
とその特徴、及び近代スポーツとの出会いによる変容とその
問題点。3．日・中・朝の武術の共通点と相違点。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東洋における武術の文化的特徴

明治・大正時代における欧米人の武士道に対する意識について

明治・大正時代における欧米人の武術に対する意識について

②　武道、体育及びスポーツにおける高度で専門的な学術の理論及び応用力を有している。

到達目標 日本的伝統の確立―明治・大正時代の武道の発展と西欧文化の影響

騎士道と武士道の比較

日中武術文化比較①中国の武人と尚文卑武・日本の武士と文武両道

日中武術文化比較②異民族戦争と中国武術・島国の日本武道

日中武術文化比較③中国の武術体系と套路・日本の専修武藝と打合い

戚継光の『紀効新書』と朝鮮の『武芸図譜通志』

近代日中両国における伝統武道の変化及びその行方

研究討議と発表

受講・学習上のアドバイス 評価方法

評価項目 割合 評価基準等

・世界各地で異なる運動文化のパターン及びその特徴を説明
できる。
・各武道・スポーツ文化の接触、受容及び変容について説明
できる。

なぜ武道か？　戦後における武道の国際的普及について

柔道かJUDOか？

剣道かコムドか？

現代武道の行方

事前学習（2ｈ）
・様々な武道・スポーツ文化に関する文献著書を探して読む
こと。
特にベネット著『日本人の知らない武士道』（文春新書）

・事後学習（2ｈ）
毎回の授業で学習した内容について、レポートを作成するこ
と。

50%
資料の収集、検討・考察内容によって評価す
る。

平常点 50%

授業形態：単独
各人が興味を持っている武道・スポーツ文化に対し、比較文化的な視点から検討・考察できるようになってもらいたい。

教科書（書名、著者、出版社、ISBNコード、備考） 参考書（書名、著者、出版社、ISBNコード、備考）

必要に応じて印刷物を配布する。

その他

出席状況、受講態度及び提示された質問に
対する回答のレベルによって評価する。

試　験 0%

レポート



授業科目名 配当年次 1・2

担当教員 単位数 2

ディプロマポリシーとの関連性

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

田中　守

武道修行論特講

到達目標  近世の武芸思想「心法論」

授業概要 授業計画（テーマ）

　武道において、技の修練にともない精神がいかに陶冶され
ていくのかを問題にする。まず、武道と言う概念を「武」と「道」
のそれぞれの思想から読み解いていく。また、武道という概念
の形成過程を、武術・芸道・競技など隣接概念と区別しながら
明らかにする。次いで武道の「修行」について、宗教、芸道に
おける修行を省みながら「型」稽古の観点から考えてみたい。
その上で、現代武道の修行（稽古）によって培われる身体知
について論じる。

 武術から武芸へ

武道とは何か ①

武道とは何か ②

「武」の思想を考える

「道」の思想を考える

近世の武芸思想「剣禅一如」

近世の武芸思想「活人剣、殺人刀」

近世の武芸思想「相抜け」

近世の武芸思想「文武一徳」

②　武道、体育及びスポーツにおける高度で専門的な学術の理論及び応用力を有している。

・武道という文化を理解する。
・練習・稽古・修行の違いが区別できる。
・武道修行の今日的目標が設計できる。

術から道へ

近代の武道思想「精力善用　自他共栄」

近代の武道思想「学校体育と武道」

武道のスポーツ化「撃剣興行と撓競技」

まとめ

受講・学習上のアドバイス 評価方法

・武道、修行、稽古、練習、形、型、トレーニング、コーチング
等々、その意味するものを実践的レベルで把握することが重
要である。
事前学習（2ｈ）
・テキストの該当項目を精読すること。
事後学習（2ｈ）
・武道の修行観や具体的修行内容を現代の科学的・合理的ト
レーニング理論と比較するなどして、各自の研究テーマに活
用する工夫をすること。

評価項目 割合 評価基準等

試　験 0%

レポート 70% 到達目標の到達度を評価する。

平常点 30% 授業への積極的参加態度を評価する。

授業形態：単独
本講義で何を知りたいか、多くの質問事項を用意していただきたい。

教科書（書名、著者、出版社、ISBNコード、備考） 参考書（書名、著者、出版社、ISBNコード、備考）

必要に応じて印刷物を配布する。 授業時に紹介する

その他



授業科目名 配当年次 1・2

担当教員 単位数 2

ディプロマポリシーとの関連性

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

随時スライド資料や参考資料を配布する。

その他

授業形態：単独

受講・学習上のアドバイス 評価方法

・学問としての体育・スポーツを考え、授業に積極的に参加す
ること。
・体育・スポーツや社会学に関する問題意識や疑問をもって
参加すること。
事前学習（2ｈ）
体育・スポーツのあり方やそれに纏わる諸問題に関する情報
収集に努めること
・事後学習（2ｈ）
配布資料等の熟読により講義内容の理解を深めること

評価項目 割合 評価基準等

試　験 0%

教科書（書名、著者、出版社、ISBNコード、備考） 参考書（書名、著者、出版社、ISBNコード、備考）

レポート 50% 論理整合性、創造性を重視

その他 50%
講義中の質疑討論の内容や授業に取り組む
姿勢を重視

論文抄読2

スポーツの社会問題2

到達目標 スポーツとe-スポーツ1

・現代スポーツの性質を把握する
・スポーツが抱える諸問題について理解する
・スポーツの在り方を考える
・スポーツ社会学における基礎的な研究能力を養う。

スポーツとe-スポーツ2

スポーツにどう向き合うべきか

レポート発表及び討議

レポート発表及び討議

まとめ

論文抄読3

スポーツの光と影

昨今の体育・スポーツ・武道のあり様と、それが個人と社会に
及ぼす影響を考察する。また、スポーツが現代社会に普及し
ていきながら抱える諸問題について、遊戯と競争、個人と組
織、競技者と指導者、市民と企業、スポーツと競技イベントな
ど、意向対立する事柄からスポーツと社会を考える。

後には、これらの考えを踏まえ、人間の身体運動に関する
文化的営みの在り方を問い直し、これからどうスポーツに向き
合うべきかを意識的に探求する。

近代スポーツの誕生と性格

現代スポーツの性格と役割

スポーツ社会学の営みとその範囲

論文抄読1

スポーツの社会問題1

②　武道、体育及びスポーツにおける高度で専門的な学術の理論及び応用力を有している。

スポーツ社会学特講

田中　守

授業概要 授業計画（テーマ）



授業科目名 配当年次 1・2

担当教員 単位数 2

ディプロマポリシーとの関連性

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

教科書（書名、著者、出版社、ISBNコード、備考） 参考書（書名、著者、出版社、ISBNコード、備考）

特に指定しない 適宜紹介

その他

授業形態：単独

受講・学習上のアドバイス 評価方法

・日頃より、武道・スポーツ現場での心理的事象について、興
味関心を抱いてほしい。
・積極的な討論を期待します。
事前学習（2ｈ）・事後学習（2ｈ）
事前学習として、授業に関連する参考書から単元内容で取り
扱う用語を調べておくこと。また先行研究から明らかになって
いる点、未だ明らかになっていない点を整理しておくこと。事
後学習として、授業で取り扱った内容を整理することと同時
に、関連論文から今後の研究課題を明示できるようにする。

評価項目 割合 評価基準等

試　験 0%

レポート 85% 授業に関するレポート内容によって評価する。

平常点 15% 授業内でのプレゼンテーション。

到達目標 脳波と呼吸（外部講師）

スポーツ心理学に関する基礎的事項やその研究手法を理解
し、各自の研究テーマにフィードバックすることができる。

論文抄読・プレゼンテーション

チームビルディング

論文抄読・プレゼンテーション

まとめ

論文抄読・プレゼンテーション

スポーツ場面で生じる心理的な現象や問題について具体的
な事例を紹介して解説していく。これまで蓄積されてきたス
ポーツ心理学の基礎的な理論や枠組みを紹介し、学習内容
をスポーツ現場で役立てる視点について、グループワークや
ディスカッションを通して学び、現場で応用できる力を身につ
けることを目指す。

スポーツ心理学の研究領域

心理検査の実施、分析

コーチングの心理学

メンタルトレーニングとスポーツカウンセリング

論文抄読・プレゼンテーション

論文抄読・プレゼンテーション

論文抄読・プレゼンテーション

論文抄読・プレゼンテーション

メンタルサポート

②　武道、体育及びスポーツにおける高度で専門的な学術の理論及び応用力を有している。

スポーツ心理学特講

前川 　直也

授業概要 授業計画（テーマ）



授業科目名 配当年次 1・2

担当教員 単位数 2

ディプロマポリシーとの関連性

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

教科書（書名、著者、出版社、ISBNコード、備考） 参考書（書名、著者、出版社、ISBNコード、備考）

必要に応じてプリントを配布する。 ・健康・スポーツ科学のためのSPSSによる統計解析入
門、出村慎一他、杏林書院、978-4-7644-1090-9
・健康・スポーツ科学のためのSPSSによる多変量解析入
門、出村慎一他、杏林書院、978-4-7644-1572-0

その他

授業形態：単独

受講・学習上のアドバイス 評価方法

・事前に資料を配布するので、事前に読んで意見や疑問点を
まとめておくこと（事前学習1h）
・本講では講義のみでなく、テーマごとに担当を決めて、先行
研究を調べて発表をしてもらう。よって、健康・スポーツ科学領
域の学術論文を検索し、読んでおくこと。（事前学習1h）
・毎回の授業で学習した内容について、レポートを作成するこ
と（事後学習2h）
・そのほか、自身の修士論文執筆および特定課題研究を遂
行する上で知りたいことがあれば、教員に申し出ること。

評価項目 割合 評価基準等

試　験 0%

レポート 70% 授業内容に関する課題レポートを提出

平常点 30% 受講態度および発表

総括・レポート課題の提示

授業概要 授業計画（テーマ）

　健康スポーツ科学領域の関心は、「①身体活動・スポーツが
健康にどのような影響を及ぼすのか？」　「②競技を行ってい
る人（運動部員、アスリートなど）の健康を維持増進させるため
にはどのような支援が有効なのか？」　の２つに大別される。
　本講では、①身体活動・スポーツの健康増進効果、および
②アスリートの健康状況とその心理社会的要因、の２点につ
いて、国内外の 新の知見を紹介する。
　また、健康スポーツ科学領域の研究論文でよく用いられる心
理尺度や統計解析手法についても解説・実習を行う。

授業の進め方、受講生の研究テーマの聴取

身体活動・スポーツの健康増進効果１：子どもの発育発達

身体活動・スポーツの健康増進効果２：アダプテッド・スポーツ

身体活動・スポーツの健康増進効果３：高齢者の健康増進

到達目標 アスリートの健康状況３：睡眠の質、睡眠時無呼吸症候群

・身体活動・スポーツが人々の健康にどのような影響を及ぼす
のか説明できる。
・競技を行っている人（運動部員、アスリートなど）の健康を維
持増進させるためにはどのような支援が有効なのか説明でき
る。
・健康・スポーツ科学領域で用いられる心理尺度や統計解析
手法を、目的に応じて扱える。

アスリートの健康状況４：心理社会的要因

心理尺度

アスリートの健康状況１：精神健康

アスリートの健康状況２：女性アスリートの三主徴FAT

②　武道、体育及びスポーツにおける高度で専門的な学術の理論及び応用力を有している。

統計解析手法１：単変量解析

統計解析手法２：多変量解析

健康スポーツ論特講

村永　信吾

身体活動・スポーツの健康増進効果４：ストレス対処力SOC

身体活動・スポーツの健康増進効果５：認知機能への影響

身体活動・スポーツの健康増進効果６：社会的取り組み



授業科目名 配当年次 1・2

担当教員 単位数 2

ディプロマポリシーとの関連性

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

太田　久吉

スポーツ疫学特講

授業概要 授業計画（テーマ）

　疫学は、『特定された人間集団の中で出現する健康に関す
る様々な事象の頻度及び分布並びにそれらに影響を与える
要因を明らかにする科学研究』と定義される。
　』超高齢社会、ストレス社会の現代において、肥満をはじめ
とする生活習慣病、ストレス関連疾患、認知症など、運動や身
体活動不足が誘発する疾患が急激に増加している。こうした
疾患の発生原因やその変動の様子を明らかにし、さらにはそ
の予防や症状改善に有効な知見を提供するのが、「スポーツ
疫学」という学問である。
　本講では、疫学の基礎や運動・スポーツ科学における疫学
的研究法について講義するとともに、各自の研究テーマに即
した国内外の先行研究について、その統計解析手法に着目
して批判的に読み解いていく。また本講では、多変量解析を
行う上で留意すべきポイントについても取り上げる。

授業の進め方、受講生の研究テーマの聴取

疫学７：記述統計と推測統計

疫学のための統計学入門

②　武道、体育及びスポーツにおける高度で専門的な学術の理論及び応用力を有している。

到達目標 多変量解析１：重回帰分析、ロジスティック回帰分析

疫学１：疫学的思考の紹介（疫学研究の歴史事例）

疫学２：疾病発生と因果的効果の測定

疫学３：疫学研究の種類、疫学指標について

疫学４：バイアスへの対処法

疫学５：層化データによる交絡について

疫学６：交互作用の評価

総括・レポート課題の提示

受講・学習上のアドバイス 評価方法

・事前に資料を配布するので、事前に読んで意見や疑問点を
まとめておくこと（事前学習1h）
・本講では講義のみでなく、テーマごとに担当を決めて、先行
研究を調べて発表をしてもらう。よって、健康・スポーツ科学領
域の学術論文を検索し、読んでおくこと。（事前学習1h）
・毎回の授業で学習した内容について、レポートを作成するこ
と（事後学習2h）
・そのほか、自身の修士論文執筆および特定課題研究を遂
行する上で知りたいことがあれば、教員に申し出ること。

評価項目 割合 評価基準等

試　験 0%

・疫学に関する基本的な考え方、基本用語、疫学指標を説明
できる。
・運動・身体活動・スポーツと健康・疾患との関係を説明でき
る。
・データ解析に関する統計学の理解、多変量解析について、
その内容と手順・留意すべきポイントを説明できる。

多変量解析３：因子分析・主成分分析

先行研究事例１：生活習慣病、肥満・メタボリックシンドローム

先行研究事例２：メンタルヘルス

先行研究事例３：介護予防、健康行動科学

レポート 70% 授業内容に関する課題レポートを提出

平常点 30% 受講態度および発表

授業形態「単独｣

教科書（書名、著者、出版社、ISBNコード、備考） 参考書（書名、著者、出版社、ISBNコード、備考）

必要に応じてプリントを配布する。 ・Epidemiology -An Introduction-、KJ.Rothman著、（『ロスマンの疫学
第２版　科学的思考への誘い』、矢野英二・橋本英樹・大脇和浩　監
訳）、篠原出版新社、978-4-88412-372-7
・健康と運動の疫学入門－エビデンスに基づくヘルスプロモーションの
展開－、熊谷秋三　他、医学出版、978-4-287-19001-2

その他



授業科目名 配当年次 1・2

担当教員 単位数 2

ディプロマポリシーとの関連性

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

教科書（書名、著者、出版社、ISBNコード、備考） 参考書（書名、著者、出版社、ISBNコード、備考）

必要に応じて印刷物を配付する。 「スポーツ指導者のためのスポーツ栄養学」小林修平監
訳　南江堂　　9784524225651　2,548円　1992
「アスリートのための栄養・食事ガイド」　小林修平編著
者　第一出版　　9784804111346　2,520円　2001

その他

授業形態：単独

受講・学習上のアドバイス 評価方法

・毎回の授業で討論に積極的に参加すること。
・
事前学習（2ｈ）
配布された文献を読み内容を把握し、栄養用語などについて
は事前に調べてくること。課題である１週間の食事調査の実
施し、想定した運動実施者への栄養教育内容を立案、プレゼ
ンテーションの準備をすること。

事後学習（2ｈ）
授業内容を復習し、食事や栄養についてまとめ、自身の食生
活の改善方針を考える。、自身の食事や栄養、指導している
チーム・選手の食事や栄養について、改善するように働きか
け実践すること。

評価項目 割合 評価基準等

試　験 40% 栄養教育立案とプレゼンテーション能力

レポート 10%
プレゼンテーション内容をレポートとしてまとめ
る力

平常点 50% 文献を読み理解する力，討論する力

・運動習慣の効果と栄養条件との関連性について身体の生
理・生化学的機能と関連づけて説明することができる。子ども
たち、スポーツ愛好家、アスリートなどに対する運動の指導者
としての食事や栄養の指導力を備える。

スポーツ選手を対象とした栄養指導　栄養教育教材づくり

スポーツ食の献立作成、合宿時の食事，学食や寮食の実際

栄養教育活動の発表　想定した対象者への食育活動の実際

栄養士と管理栄養士、スポーツ栄養士の養成と資質

まとめ　運動と栄養についての諸問題

湊　久美子

運動栄養学特講

授業概要 授業計画（テーマ）

　生活習慣病の原因は不適切な食生活と運動不足にあり、こ
の改善が健康の指導者の重要な課題となっている。運動の効
果を 大限に得るには適切な栄養補給が必要であり、それは
子どもたちやスポーツ愛好者，アスリートでも同様である。本
講では、各栄養素の体内での代謝過程や作用について生
理・生化学的な学習を深め、健康のための安全な運動や高い
競技力を発揮するための栄養条件や適切な食事の摂取方法
について習得することを目指す。適切な身体づくりや疲労回
復、傷害予防等の観点から運動と栄養の関わりを解説する。

運動時の代謝　熱源栄養素によるエネルギー供給

アスリートにみられる貧血・疲労骨折・摂食障害等の予防と対策

スポーツ活動中の熱中症、脱水症状の予防と対策

②　武道、体育及びスポーツにおける高度で専門的な学術の理論及び応用力を有している。

到達目標
スポーツ選手を対象とした栄養調査　栄養調査方法と栄養価計算，食物
摂取頻度調査

運動療法・食事療法と生活習慣病予防　運動と糖代謝、運動と脂質代謝

スポーツ特性と栄養　運動量と栄養必要量　食事摂取基準とアスリート食

持久型種目の身体・栄養・食事の特徴

スポーツ選手の食事・栄養の現状と課題

日本人アスリートの食事調査結果の文献抄読

筋力増強型種目の身体・栄養・食事の特徴



授業科目名 配当年次 1・2

担当教員 単位数 2

ディプロマポリシーとの関連性

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

小西　由里子

保健行動科学特講

到達目標 インフォームド・コンセント

授業概要 授業計画（テーマ）

　健康と病気は、個々人の生き方の問題であり、健康増進、疾
病や障害の予防、治療生活は、個々人が自らの責任で選択
する「主体者」となる必要がある。そのための情報収集と意思
決定、行動に及ぼす様々な過程について学ぶ。
　具体的には、各自が、現代の保健・体育・スポーツ・医療に
関する諸問題を取り上げ、問題を持ち寄り、情報収集を行い、
プレゼンテーションやディベートを通して、意見交換や討論を
重ね、意思決定や行動に至るまでの過程を掘り下げ考えて行
く、参加型の授業形態が多い。

臓器移植

人の生命はどこから

減少手術を問う

出生前診断を問う

クローンを問う

脳死

人の死とはいつ

情報収集

意思決定

②　武道、体育及びスポーツにおける高度で専門的な学術の理論及び応用力を有している。

・現代の保健・体育・スポーツ・医療に関する諸問題につい
て、その事象や過程について、多面的理解ができる。

心身症

事例研究

プレゼンテーション

ディベート

まとめ

受講・学習上のアドバイス 評価方法

・保健・体育・スポーツ・医療に関する 近のトピックスに注意
を払って、日常から情報収集にあたっておくことが望ましい。

・事前学習（2ｈ）「授業回テーマについて事前に調べる」

・事後学習（2ｈ）「授業回テーマについてレポートにまとめる」

評価項目 割合 評価基準等

試　験 0%

レポート 50% 提出期限厳守とし、内容（質）を評価する。

平常点 50%
授業での発表・質問・発言等の積極的な受講
態度を評価する。

授業形態：単独

教科書（書名、著者、出版社、ISBNコード、備考） 参考書（書名、著者、出版社、ISBNコード、備考）

必要に応じて印刷物を配布する。

その他



授業科目名 配当年次 1・2

担当教員 単位数 2

ディプロマポリシーとの関連性

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

教科書（書名、著者、出版社、ISBNコード、備考） 参考書（書名、著者、出版社、ISBNコード、備考）

必要に応じて印刷物を配付する。

その他

受講までに十分に学部段階のスポーツ医学と健康管理学を自分で体得しておくこと。
授業形態：単独

受講・学習上のアドバイス 評価方法

・受講までに十分に学部段階のスポーツ医学と健康管理学を
自分で体得しておくこと。

・事前学習（2ｈ）
講義内容に関する情報収集に努めること

・事後学習（2ｈ）
配付資料等の熟読により講義内容の理解を深める

評価項目 割合 評価基準等

試　験 0%

レポート 30% レポートの出来で判断する。

平常点 70% 授業中の出来、および質疑応答で判断する。

・体育系大学院生として スポーツ医学の基礎知識を獲得する
こと。

運動・スポーツと健康

運動・スポーツと健康

内科疾患の運動療法

内科疾患の運動療法

まとめ

髙木　祐介

スポーツ医学特講（内科系）

授業概要 授業計画（テーマ）

　担当教員の専門とするスポーツ医学・内科学全般について
講義する。また、各授業におけるテーマについて、講義や資
料をもとに討論することによりこの分野の知識を深め、また、知
識を活用できるようにする。

スポーツ医学概論

内科的スポーツ障害

内科的スポーツ障害

②　武道、体育及びスポーツにおける高度で専門的な学術の理論及び応用力を有している。

到達目標 内科的スポーツ障害

スポーツ医学概論

オリンピックとスポーツ医・科学

オリンピックとスポーツ医・科学

内科的スポーツ障害

内科的スポーツ障害

アンチ・ドーピング



授業科目名 配当年次 1・2

担当教員 単位数 2

ディプロマポリシーとの関連性

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

荻内　隆司

スポーツ医学特講（運動器系）

授業概要 授業計画（テーマ）

　武道・スポーツでは、その内容からもスポーツ外傷・障害を
完全には避け得ない。そのため整形外科的なスポーツ医学
は武道・スポーツの実践や指導に関与するすべての者に必
須である。この講義では、スポーツ傷害のメカニズムや病態・
診断技術・治療の知識を実践的に深め、実際の診断の流れ
や、画像検査などの諸検査法の理解と評価もできるようにし、
現場の見学等も行って、傷害アスリートの治療を円滑にするた
めの援助が適切にできるようにする。さらに関連論文を選択・
収集させて、スポーツ医学的な実験を行う。終了後、結果を分
析し、考察させる。

スポーツ医学とは

スポーツ医学（整形）実験

スポーツ医学（整形）実験結果考察

②　武道、体育及びスポーツにおける高度で専門的な学術の理論及び応用力を有している。

到達目標 スポーツ医学（整形）実験レポート作成

スポーツ医学（整形）論文抄読

スポーツ医学（整形）各種画像検査講義

スポーツ医学（整形）臨床検査講義

スポーツ医学（整形）治療法講義

スポーツ医学（整形）薬物療法講義

スポーツ医学（整形）実験立案

スポーツ医学（整形）研修総合まとめ

受講・学習上のアドバイス 評価方法

・学部において、「スポーツ外傷・障害論」「機能評価法」の授
業を受講しているか、同等の知識を持っていることが望まし
い。

事前学習（2ｈ）
・以下の２つの文献を読む
*(1)，(2)の文献は自身で収集
⑴臨床スポーツ医学　Vol.35,No.4(2018-4)p.372-379「多施
設共同研究からみたACL再建術の現状と課題　大原ほか」
⑵臨床スポーツ医学　Vol.35,No.12(2018-12)p.1252-1255
「野球・ソフトボールにおける肩肘の障害（成長期）　松浦ほ
か」
*(3)の文献は後日PDFにて配布
(3)整形外科 Surgical Technique vol.5 no.6 (2015)p.18-28「膝
屈筋腱を用いた前十字靭帯再建術　古賀ほか」
事後学習（2ｈ）
・手術見学、外来見学にて学んだことを他者へ説明できるくら
いになるよう 再度整理する

評価項目 割合 評価基準等

試　験 0%

・整形外科的なスポーツ傷害の診断・治療の流れと内容につ
いて理解し、選手に適切な助言ができる。

スポーツ医学（整形）診察研修

スポーツ医学（整形）相談研修

スポーツ医学（整形）手術見学など

スポーツ医学（整形））施設見学など

レポート 30% 課題に対する提出物を評価する。

平常点 70% 毎回の出席と、授業の受講態度を評価する。

授業形態：単独

教科書（書名、著者、出版社、ISBNコード、備考） 参考書（書名、著者、出版社、ISBNコード、備考）

必要に応じて印刷物を配布する。

その他



授業科目名 配当年次 1・2

担当教員 単位数 2

ディプロマポリシーとの関連性

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

教科書（書名、著者、出版社、ISBNコード、備考） 参考書（書名、著者、出版社、ISBNコード、備考）

必要に応じて印刷物を配布する。 特になし

その他

授業形態：単独

受講・学習上のアドバイス 評価方法

・学部の授業で配布した資料や専門書で抄読する論文の関
連分野の内容を復習しておくことで、論文抄読が円滑に行え
ると思われる。

・事前学習：学部の授業で配布した資料や専門書で抄読する
論文の関連分野の内容の学習（2ｈ）
・事後学習：抄読した論文の要旨をまとめて提出（2ｈ）

評価項目 割合 評価基準等

試　験 0%

レポート 60%
講義内で抄読した学術論文のまとめのレポー
トを評価する

平常点 40% 論文抄読の取り組み、発表内容を評価する

・ 新のトピックスを含む運動生理学分野の研究手法を説明
でき、研究結果をまとめることができる。

第三講　栄養学的トリートメントに対する身体運動能力の変化、エネルギー
代謝に関する基本的な解説

授業概要 授業計画（テーマ）

　身体運動機能に関与する諸器官の生理的変化は、様々な
内因性、外因性の要因においてもたらされる。本講では、身
体活動の量や様式などいくつかの内因性、外因性の要因の
違いによる身体の様々な生理的機能の変化について探求す
ることを行う。具体的には講ごとに受講学生にキーワードを提
示し、それに関連する研究論文を受講学生が抄読した後に、
それらの内容をまとめたレポートを、受講者全員に提出しても
らう。

導入　研究論文の読み方・抄読用資料の作成の方法

研究論文の検索方法

第一講　身体トレーニングに対する骨格筋の生理的機能の変化、骨格筋
の構造・機能の基本的な解説

論文抄読

論文抄読

論文抄読

論文抄読

本講のまとめ

第二講　身体トレーニングに対するエネルギー代謝に関する生理的機能
の変化

論文抄読

②　武道、体育及びスポーツにおける高度で専門的な学術の理論及び応用力を有している。

到達目標 論文抄読

刈谷　文彦

運動生理学特講

論文抄読

論文抄読

論文抄読



授業科目名 配当年次 1・2

担当教員 単位数 2

ディプロマポリシーとの関連性

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

教科書（書名、著者、出版社、ISBNコード、備考） 参考書（書名、著者、出版社、ISBNコード、備考）

必要に応じて印刷物を配布する。  バイオメカニクスと動作分析の原理
Iwan W. Griffiths (著), 石毛 勇介 (翻訳), 川本 竜史
(翻訳)

その他

授業形態：単独

受講・学習上のアドバイス 評価方法

・力学と数学（三角関数・ベクトル・行列）の基礎学力をつけて
おくこと。
・Excelの使用法に慣れておくこと。

事前学習（2ｈ）
実験・分析手法に関して各自調べること
事後学習（2ｈ）
各自にデータ分析を行わせる

評価項目 割合 評価基準等

試　験 0%

レポート 100%
実験レポートを提出させ、その内容で評価す
る

平常点 0%

・バイオメカニクスの基本的な実験手法を説明できる。
・バイオメカニクスの基本的な分析手法を説明できる。
・バイオメカニクスの手法で何を評価できるのか説明できる。

分析（筋電図①）

授業概要 授業計画（テーマ）

　本講義では、バイオメカニクス分野における実験手法および
分析手法の習得を目的とし、集中形式の実習型授業を行う。
実験手法として使用する機器は、光学式モーションキャプチャ
システム、床反力計、筋電図である。実際のスポーツ動作を対
象に、上記の手法によるデータ計測を行い、それらのデータ
を用いて分析法の練習を行う。具体的な分析手法は、時系列
データを用いた波形解析・フィルタリング、反射マーカー座標
データを用いたベクトル演算・行列演算、床反力データを用
いた圧力中心算出、筋電図データの整流化・正規化などであ
る。

バイオメカニクスにおける実験手法と分析手法 ①

バイオメカニクスにおける実験手法と分析手法 ②

実 験 ①

分析（床反力計②）

分析（筋電図②）

分析（筋電図③）

分析結果の考察

まとめ

分析（光学式モーションキャプチャシステム③）

分析（床反力計①）

②　武道、体育及びスポーツにおける高度で専門的な学術の理論及び応用力を有している。

到達目標 分析（床反力計③）

荒川　裕志

バイオメカニクス特講

実 験 ②

分析（光学式モーションキャプチャシステム①）

分析（光学式モーションキャプチャシステム②）



授業科目名 配当年次 1・2

担当教員 単位数 2

ディプロマポリシーとの関連性

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

教科書（書名、著者、出版社、ISBNコード、備考） 参考書（書名、著者、出版社、ISBNコード、備考）

必要に応じて資料を配布する。 アスリートのための筋力トレーニングバイブル．（編・著）
谷本道哉，荒川裕志，ナツメ社．ISBN:978-4-8163-
6551-5. 1600円．

その他

授業形態「単独」

受講・学習上のアドバイス 評価方法

・授業への出席はもちろん、トレーニング実験実施中は、授業
時間帯以外にトレーニングに参加を求める場合がある。

事前学習（２ｈ）
・参考書「アスリートのための筋力トレーニングバイブル」にお
ける序章および第1章を精読しておくこと．
・講義内容に関する情報収集に努めること．
・第11回からの実験実習前には，使用する実験機材について
簡単な使用方法を調べておくこと．
事後学習（２ｈ）
・第10回までは文献研究のため，他者が発表したレポートに
ついて復習しておくこと．
・第11回からの実験実習では，測定したデータについてレ
ポートを作成すること．

評価項目 割合 評価基準等

試　験 0%

レポート 70%
プレゼンテーションおよびレポートの内容（客
観性・論理性・整合性）を評価する。

平常点 30%
ディスカッション時の発言内容（客観性・論理
性・整合性）を評価する。

・授業で扱った各体力要素のトレーニング法に関する科学的
知見の概要を説明できる。
・授業で扱った各測定方法の概要を説明できる。
・授業で扱った各測定および分析を自らの手で遂行できる。

実験実習：形態・体組成測定

授業概要 授業計画（テーマ）

　当授業は全15回を前半・中盤・後半の３つに分けて実施す
る。前半では、主要な体力要素に焦点を当て、それらのトレー
ニングに関する科学的知見を各自調べて発表し、その後全員
でディスカッションを行う。中盤では、トレーニング科学領域で
用いられるいくつかの測定方法について各自調べて発表し、
その後全員でディスカッションを行う。後半では、中盤で扱っ
た測定方法を対象に実験実習を行い、測定時の注意点、
データの分析手法、結果の解釈方法を学ぶ。

文献研究：筋力トレーニング

文献研究：筋パワートレーニング

文献研究：持久力トレーニング

文献研究：疾走・跳躍能力測定

実験実習：各種筋力測定

実験実習：各種エルゴメーター測定

実験実習：疾走・跳躍能力測定

実験実習：筋電図測定

文献研究：各種筋力測定

文献研究：各種エルゴメーター測定

②　武道、体育及びスポーツにおける高度で専門的な学術の理論及び応用力を有している。

到達目標 文献研究：筋電図測定

荒川　裕志

トレーニング科学特講

文献研究：敏捷性トレーニング

文献研究：柔軟性トレーニング

文献研究：形態・体組成測定



授業科目名 配当年次 1・2

担当教員 単位数 2

ディプロマポリシーとの関連性

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

②　武道、体育及びスポーツにおける高度で専門的な学術の理論及び応用力を有している。

コンディショニング科学特講

山本　利春

授業概要 授業計画（テーマ）

身体を機能的に整えるあらゆる知識を統合させ、傷
害予防、競技力向上、健康増進、リハビリテーション
などを目的としたコンディショニングのより効果的な
方法を科学的な観点から探っていく。特に現在行
われているトレーニングや機能評価の方法の問題
点や新たな考え方について、実際にいくつかのコン
ディショニング手法の効果や各種測定法の互換性
や信頼性などについて検証する実験実習を通し
て、身体機能をコンディショニングするために必要
なことは何かを論及する。

コンディショニング科学総論

現場に活かすコンディショニグの科学

コンディショニングの改善方法に関する科学的知見

コンディショニングの評価法に関する科学的知見

コンディショニング手法を検証する

コンディショニング評価法を検証する

コンディショニングの効果検証の方法

各種筋力測定・評価実習

各種柔軟性測定・評価実習

到達目標 各種疲労度の測定・評価実習

・コンディショニング科学関連分野の概要について理解
する。
・各種コンディショニング手法の効果や評価法について
説明できる。
・コンディショニング科学分野の研究方法について理解
する。
・コンディショニングの具体的な指導に役立つツールを
作成できる。

コンディショニングの効果に関する実験

コンディショニングの指導ツールの作成

コンディショニングに関するアンケート調査実習

テーマ別プレゼンテーション

コンディショニング関連施設の視察・体験

受講・学習上のアドバイス 評価方法

・コンディショニング科学に関連した学術雑誌を積
極的に読んでおくこと。

・事前学習（2ｈ）
コンディショニングに関連した関心記事、問題点な
どについて情報収集しておくこと。

・事後学習（2ｈ）
自身の研究分野、指導領域に当てはめ、コンディ
ショニング科学の応用について整理すること。

評価項目 割合 評価基準等

試　験 0%

レポート 50%
実験計画書及び実験経過報告書の提
出。

平常点 50%
毎回の授業の出席と、授業態度を評価す
る。

必要に応じて印刷物を配布する。

その他

授業形態：単独

教科書（書名、著者、出版社、ISBNコード、備考） 参考書（書名、著者、出版社、ISBNコード、備考）



授業科目名 配当年次 1・2

担当教員 単位数 2

ディプロマポリシーとの関連性

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

コンディショニング科学の視点を踏まえた体力測定企画立案

体育・スポーツ分野いおける実践研究の考え方と論文の書き方、福永哲夫・山
本正嘉編著、市村出版

その他

0%

レポート 70%
コンディショニング実習レポート
体力測定企画立案レポート

平常点 30% 授業における取組状況

授業形態：単独

教科書（書名、著者、出版社、ISBNコード、備考） 参考書（書名、著者、出版社、ISBNコード、備考）

・コンディショニング指導する際に測定評価について理解する
・コンディショニング指導実習方法について理解する
・コンディショニング指導を科学的に捉えて指導する方法につ
いて理解する

コンディショニング科学の視点を踏まえた体力測定実践

コンディショニング科学の視点を踏まえた体力測定実践

体力測定および結果フォードバック方法に関するプレゼンテーション

体力測定および結果フォードバック方法に関するプレゼンテーション

体力測定および結果フォードバック方法に関するプレゼンテーション

受講・学習上のアドバイス 評価方法

・事前に自身が専門とする立場で必要なコンディショニング
（傷害予防や競技力向上）についての参考文献を調べ、現在
明らかになっていること、そうでないことを整理しておくこと
・実習後には、どのようなことを感じ、なぜそうなったのかを文
献を用いて自身の考えを示す
事前学習：教科書を読んで実践研究に関する予備情報を得
ておくこと（2ｈ）
事後学習：授業に関する先行研究を調べること（2ｈ）

評価項目 割合 評価基準等

試　験

海外研究施設におけるスポーツ医科学実習

到達目標 コンディショニング科学の視点を踏まえた体力測定企画立案

コンディショニング指導方法論特講

笠原　政志

②　武道、体育及びスポーツにおける高度で専門的な学術の理論及び応用力を有している。

授業概要 授業計画（テーマ）

目的を達成させるためにあらゆる要素を調整することがコン
ディショニングである。したがって、体育スポーツ分野で言え
ば、傷害予防・競技力向上になる。それに科学を加えること
で、あらゆる要素を科学的な視点から分析していくことでこと
が問題点をより明らかにしていく。さらにそれには日本にとどま
らず、海外も視野に入れて多角的に見る力が必要となる。そこ
で本特講では、傷害予防と競技力向上を多角的な視点から
捉え、傷害予防と競技力向上に関わる身体を機能を多角的
に捉えることを目的とした指導実習を行う。

コンディショニング科学の活用法

コンディショニング科学に関連する文献情報

コンディショニング科学情報を用いた指導方法の仕方

海外研究施設におけるスポーツ医科学実習

海外研究施設におけるスポーツ医科学実習

海外研究施設におけるスポーツ医科学実習

海外研究施設におけるスポーツ医科学実習



授業科目名 配当年次 1・2

担当教員 単位数 2

ディプロマポリシーとの関連性

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

田中　守

武道指導方法論特講

到達目標 礼

授業概要 授業計画（テーマ）

　現代の武道は、武器による命のやりとりを起源としている。そ
こには人生一度限りのやり直しができない、後戻りができない
生死の課題というものが浮き彫りにされてくる。武道は心気の
働きと技の相即、すなわち心技体の統合とその発揮によって
勝敗を決するものであることから、瞬間瞬間の心気のあり様と
技の遣い方が問われることになる。こうした考え方を根基にし
て、武道における悟道の階梯をめぐる教習構造や修行上の
諸課題、術理に関する身法・心法・技法の詳細と変化即応
性、および技遣いの実際について論じる。こうしたなかから、
技の習熟と人間的な自覚との相即(事理一致)を探求していく
「道」について包括的に考察を深める。特に剣道の立場から
展開する。

悟道の階梯…型の習い、守破離、戒定慧、聞思修、習稽工、鍛錬、修養

「武道」を概観する

武道の教習構造…厳しい雲水修行

武道の教習構造…師之心得、門弟之心得

武道の教習構造…稽古之次第之事

風姿花伝にみる日本的運動学習論
－武道と風姿花伝との関連性－

風姿花伝にみる日本的運動学習論
－年来稽古条々①－

風姿花伝にみる日本的運動学習論
－年来稽古条々②－

風姿花伝にみる日本的運動学習論
－年来稽古条々③－

②　武道、体育及びスポーツにおける高度で専門的な学術の理論及び応用力を有している。

・武道の沿革について理解を深め、武道の概念が説明でき
る。
・武道における特徴的な教習構造について説明できる。
・武道の術理について理解を深めることにより、スポーツの技
術性との相違が把握できる。
・武道の教育的意義について説明できる。

剣道の術理…構えの諸問題（目付、掛け声）、心気力一致

剣道の術理…攻め合い、間合、先・後、機

剣道の術理…技の考え方、捨て身、刃筋、有効打突、残心

理法の修錬と人間形成論、武道の教育的意義の考察

まとめ

受講・学習上のアドバイス 評価方法

・受講者の専門性を考慮しつつ、武道・体育・スポーツを比較
考察したり、内容の拡がりと深み調整したり、さまざまな事例を
多く取り入れたりしながら論考する。
事前学習（2ｈ）
・武道の修行、芸道の稽古など日本的教習について情報収
集に努める。
事後学習（2ｈ）
・武道や芸道の師弟関係や指導理念と現代のコーチング理
論の比較等により、その異同や変遷について理解を深める。

評価項目 割合 評価基準等

試　験 0%

レポート 50% 課題レポートの内容について吟味する。

平常点 50%
授業への取組みと討論の内容などを評価す
る。

授業形態：単独

教科書（書名、著者、出版社、ISBNコード、備考） 参考書（書名、著者、出版社、ISBNコード、備考）

必要に応じて印刷物などを配布する。

その他



授業科目名 配当年次 1・2

担当教員 単位数 2

ディプロマポリシーとの関連性

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

教科書（書名、著者、出版社、ISBNコード、備考） 参考書（書名、著者、出版社、ISBNコード、備考）

必要に応じて資料を配布する 公認スポーツ指導者養成テキスト共通科目Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
（財団法人日本スポーツ協会）他
「Sitting-Shooter Basketball Home 」
https://ssbgame.p-kit.com/

その他

授業形態「オムニバス」

受講・学習上のアドバイス 評価方法

　自らが専門とする競技種目や指導する対象において、各授
業のテーマに対する現状の把握および課題や問題点を予め
用意して受講すること。事前学習（2h)
また、次週のコミュニケーションワークに備え、受講した授業内
容の復習とプレゼンテーションの準備を怠らないこと。事後学
習（2h)

評価項目 割合 評価基準等

試　験 0%

レポート 60%
到達目標に対する達成度を総合的に評価す
る

平常点 40%
コミュニケーション・ワークにおける発表能力、
討議への積極的参加などを総合的に評価す
る

到達目標 ライフステージや対象者の特性に応じた指導と実践②(障がい者）　（奥山）

　スポーツ指導者としての社会的活動の責任と重要性を理解
し、その実践において必要となる各種マネジメント能力、コミュ
ニケーション能力、プレゼンテーション能力を身につけて、指
導に役立てることが出来る。

コミュニケーションスキル実習①（ロジカルシンキング）　（奥山）

コミュニケーションスキル実習②（コーチングスキル）　（奥山）

プレゼンテーション実習①（エレベーターピッチ）　（奥山）

プレゼンテーション実習②(Information Technology)　（奥山）

総括　（奥山）

奥山　秀雄、下拂　翔

スポーツ指導方法論特講

授業計画（テーマ）

　スポーツの本質と人間的価値を十分に理解した上で、現代
社会におけるスポーツの指導者に求められる総合的な人間
力の向上、ならびにスポーツの意義と価値を守り育て未来へ
継承していく役割とその方法を学ぶ。
・本授業では、効果的な学びを促進するためのアクティブ・
ラーニング(AL）を多用し、授業の始めに前回の学習内容を互
いに確認し合うコミュニケーション・ワークを導入することによっ
て、受講者の思考・意見・発言を積極的に促すとともに、主体
的・共同的な学びの定着化を図る。

オリエンテーション（キャリアデザインとコミュニケーション）　（奥山・下拂）

スポーツの意義と価値　（下拂）

指導者に求められる役割と使命（心構え・視点）　（下拂）

スポーツ指導におけるメンタルマネジメント②（ライフスキルの高め方）】　（下拂）

スポーツ指導におけるアンガーマネジメント　（下拂）

チームビルディングとチームマネジメント　（下拂）

ライフステージや対象者の特性に応じた指導と実践①（年齢・性差）　（奥山）

②　武道、体育及びスポーツにおける高度で専門的な学術の理論及び応用力を有している。

授業概要

スポーツ指導におけるメンタルマネジメント①（目標設定）　（下拂）

スポーツの指導現場における課題とリスクマネジメント　（下拂）



授業科目名 配当年次 1・2

担当教員 単位数 2

ディプロマポリシーとの関連性

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

指導実習へ向けたプログラム立案①

指導実習へ向けたプログラム立案②

指導実習①

指導実習②

レポート 40%
理論的背景を伴った指導法が確立できている
かを確認する。

コーチング方法論特講

川合　英介

②　武道、体育及びスポーツにおける高度で専門的な学術の理論及び応用力を有している。

授業概要 授業計画（テーマ）

使用しない（必要に応じてプリント資料を配布する） コーチング学への招待、日本コーチング学会（編）、大
修館、ISBN：978-4-469-26819-5

　教え、導くという指導者に科せられた役割、そしてその根幹
をなす理念、理想は古くから一貫しており、社会情勢に対して
変化しうるものではない。その一方で、スポーツに携わる指導
者を取り巻く環境は、その時代の社会情勢に影響を受け、大
きく変化している。そのため指導者には時代、そして指導対象
のニーズに応じる柔軟性を持ちつつ、一貫した指導理念を表
現する能力が求められる。
　本授業は、スポーツにおける指導の原則、在り方について
学び、具体的な指導技術論を身につけることで、高度職業人
としての指導者の育成を目的とする。

はじめに：スポーツにおける指導の在り方

コーチングとティーチングの違い

指導者に求められる資質と技能

目標の設定方法

指導現場における現状と課題

受講・学習上のアドバイス 評価方法

到達目標 指導実習③

指導実習④

指導実習⑤

指導実習⑥

まとめ：コーチング学における今日的課題について

その他

授業形態：単独

ワークや課題の内容に関して、適宜助言・解説を行う。

教科書（書名、著者、出版社、ISBNコード、備考） 参考書（書名、著者、出版社、ISBNコード、備考）

・自身が専門とする競技種目もしくは深い関わりのある競技種
目について、理論的背景を伴った指導ができること。

・コーチング学の源流ならびに今日的課題について理解を深
め、個別種目のコーチング論から一般理論としてのコーチン
グ学について、自らの考えを提示できること。

指導実習（前半）の振り返り

その他 20% 授業における積極的態度を評価する。

・配布資料や参考書を読み、コーチング学についての理解を
深めておくこと。特に自らが専門とする競技種目におけるコー
チング学的課題ならびに個人的課題について熟考しておくこ
と。
・レポートなどの課題は、PCを用いて作成する。関連するスキ
ルを磨いておくこと。

事前学習（2h）
・授業内容に関する情報収集やワークの準備に努めること。
事後学習（2h）
・配布資料の熟読やワークの振り返り（再実践）により、授業内
容の理解を深めること。
・指導実習（前半）における結果等を振り返り、次の指導実習
（後半）へ活かすこと。

評価項目 割合 評価基準等

試　験 40% 指導実習時における指導内容を評価する。



授業科目名 配当年次 1・2

担当教員 単位数 2

ディプロマポリシーとの関連性

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

その他

50% 授業毎の理解度を評価する

教科書（書名、著者、出版社、ISBNコード、備考） 参考書（書名、著者、出版社、ISBNコード、備考）

必要に応じて印刷物を配布する。 「身体知の形成(上)」金子明友著､明和出版、978-
4901933087
「身体知の形成(下)」金子明友著､明和出版、978-
4901933094

観察分析と交信分析の方法論

代行分析の方法論

課題レポートについては、授業において解説する。
授業形態：単独

受講・学習上のアドバイス 評価方法

事前学習（2h)
・受講する授業のキーワードの意味を調べ、各種スポーツ種
目の運動経験から、その内容に該当する事柄を抜き出し、関
連性を調べておく。

事後学習（2h)
・自らの運動学習、運動指導経験を振り返り、当該授業で提
示された様々な問題点を確認し、その改善点についてレポー
トに纏める。

評価項目 割合 評価基準等

試　験 0%

レポート 50% 授業毎に提出された課題レポートを評価する

平常点

後藤　豊

スポーツ運動学特講

授業概要 授業計画（テーマ）

運動学の概念と目的

「スポーツ運動学」の成立と展開

処方分析の方法論

始原身体知の領域

②　武道、体育及びスポーツにおける高度で専門的な学術の理論及び応用力を有している。

到達目標 形態化身体知の領域

  本講義では、物質身体を機械論的に分析する従来の運動研究で
なく、動感身体における運動発生を発生目的論的に分析する「発生
目的論的運動学」、すなわち金子の｢発生運動学」について講義を進
める。
　具体的には、運動モルフォロギーに基づいたマイネルの｢スポーツ
運動学」における運動学習論、運動観察論、運動質論について概説
し、更に｢発生運動学」における創発身体知、促発身体知の構造に
ついて、解説する。そこでは実践との関連性の理解が求められ、更に
運動学習、運動指導へ応用するための方法論について検討がなさ
れる。

運動学習論の概要

運動観察論の概要

運動質論の概要

｢発生運動学」の問題領域

創発身体知の構造

｢発生運動学」の成立と展開

・「発生運動学」に基づいた運動研究の方法を理解し、実践に応用で
きる。
・学習内容を運動学習、運動指導の実践場面に応用できる。

洗練化身体知の領域

促発身体知の構造



授業科目名 配当年次 1・2

担当教員 単位数 2

ディプロマポリシーとの関連性

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

必要に応じて資料を配布する。 教育における身体知研究序説、樋口聡編著、978-4-
86413-100-1

その他

授業形態：単独

受講・学習上のアドバイス 評価方法

・体育、スポーツ、学校についての考え方の再構築を目指
す。学校体育の授業実践だけではなく、広い視野で授業内容
について考えてほしい。
事前学習(2h)
参考図書の熟読。
事後学習(2h)
配布した資料を中心に理解を深めてもらいたい。

評価項目 割合 評価基準等

試　験 0%

レポート

平常点 50%
授業の中での発表・討論の内容と積極性につ
いて評価する。

教科書（書名、著者、出版社、ISBNコード、備考） 参考書（書名、著者、出版社、ISBNコード、備考）

50%
授業を振り返って、授業時間内にミニレポート
を作成する。授業内容の理解度と論理的表現
を重視する。

授業の振り返りとミニレポート

②　武道、体育及びスポーツにおける高度で専門的な学術の理論及び応用力を有している。

到達目標 佐々木賢太郎の体育実践を読み直す

・アクティブラーニングを含め、学校の授業実践の捉え方は
「勉強」から「学び」の方向へと変化してきた。本講義では、体
育における「学び」とは何かについて理解してもらいたい。

運動部活動の諸問題

運動部活動の再定義1―ドイツのスポーツクラブとの比較から―

運動部活動の再定義2―新しい公共の担い手としての学校―

学校の再定義―身体教育から「学びの共同体」へ―

釜崎　太

体育科教育法特講

反省的実践家としての教師の実践的指導力と身体教育

授業計画（テーマ）

イントロダクション―授業の目的・概要・評価とセルフアサーション―

ボールの授業に考える体育・身体教育・スポーツ

甲子園野球にみる身体教育のメディアとしてのスポーツ

身体のプログラム化とふたつの教室―「勉強」から「学び」へ―

めあて学習とは何であったか

グループ学習とは何であったか

授業概要

・「学び」を実現させる体育の授業とはいかなるものか。優れた
体育の授業実践を歴史的に追いながら、それらを越える「学
び」の授業の可能性について議論したい。学生の積極的な発
言に期待している。

輝ける感性体験の交流と身体知

身体教育と反省的実践



授業科目名 配当年次 1・2

担当教員 単位数 2

ディプロマポリシーとの関連性

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

その他

20%
毎授業の中での取り組み姿勢
（積極性、発言、質疑応答）

教科書（書名、著者、出版社、ISBNコード、備考） 参考書（書名、著者、出版社、ISBNコード、備考）

必要に応じて資料を配布する。 「授業書」方式による保健の授業、保健教材研究会編

「薬物・ギャンブル依存症」の授業づくりと学び

「エイズ教育・性教育」の授業づくりと学び

授業形態：単独

受講・学習上のアドバイス 評価方法

・保健の授業についての考え方の再構築を目指す。
事前学習(2h)
参考図書の熟読。
事後学習(2h)
配布した資料を中心に理解を深めてもらいたい。

評価項目 割合 評価基準等

試　験 0%

レポート 80% 　プレゼンテーション

平常点

体育理論の授業づくりと学び

オリンピックの授業づくりと学び1―環境教育してのオリンピック―

オリンピックの授業づくりと学び2―平和教育としてのオリンピック―

「健康と自分の体」の授業づくりと学び

「生活習慣と行動の変容」の授業づくりと学び

性教育に見るジェンダー問題1―性欲教育の時代―

性教育に見るジェンダー問題2―純潔教育の時代―

性教育に見るジェンダー問題3―ヒューマン・セクシャリティ教育の時代ー

釜崎　太

保健科教育法特講

「災害・安全と生きる力」の授業づくりと学び

②　武道、体育及びスポーツにおける高度で専門的な学術の理論及び応用力を有している。

到達目標 「食育」の授業づくりと学び

・アクティブラーニングを含め、学校の授業実践の捉え方は
「勉強」から「学び」の方向へと変化してきた。本講義では、保
健の授業における「学び」とは何かについて理解してもらいた
い。

授業の振り返りとミニレポート

授業概要 授業計画（テーマ）

・「学び」を実現させる保健の授業とはいかなるものか。優れた
保健の授業実践例を参照しながら、それらを越える「学び」の
授業の可能性について議論したい。学生の積極的な発言に
期待している。

イントロダクション―授業の目的・概要・評価とセルフアサーション―

「学び」とは何かー技術的実践と反省的実践―



授業科目名 配当年次 1・2

担当教員 単位数 2

ディプロマポリシーとの関連性

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

適宜紹介
必要に応じて資料を配付する

その他

授業形態：単独

受講・学習上のアドバイス 評価方法

・毎回の事前学習、事後学習によって理解をすること。
・Evidenceに基づいた議論が可能になること。
・能動的な受講を望む。

事前学習：配布された資料を基に各授業単元を予習すること
（２ｈ）
事後学習：授業で実施した内容を配付資料を基に復習するこ
と（２ｈ）

評価項目 割合 評価基準等

試　験 20% 安全指導のプレゼンテーション能力

教科書（書名、著者、出版社、ISBNコード、備考） 参考書（書名、著者、出版社、ISBNコード、備考）

レポート 20% 講義に関するレポート内容

平常点 60% 文献を読み理解し、討論できる能力

頭部・頸部外傷のファーストエイド

熱中症の事故事例と発生機序

到達目標 学校管理下における事故事例 -水泳飛び込み事故から考える-

Evidenceに基づいた武道・スポーツにおける安全指導を理解
し、他者へ十分な説明（教育）が出来る。

教育現場における指導死の問題を考える

自然災害と部活動運営を考える

論文抄読①

論文抄読②

受講生による安全指導のプレゼンテーション

熱中症の 新知見から予防法を考える

学校管理下における事故事例 -組体操事故から考える-

　近年、学校管理下のスポーツ活動での事故が問題になって
いる。
特に武道系部活動においては「熱中症」や「頭部外傷」の予
防、事故対応が大変重要である。さらに頸部外傷の問題も指
摘されており、武道・スポーツの指導者はEvidenceに基づいた
知識が大変重要である。
　また高層化する危険な組体操や水泳における飛び込みな
ど、マスメディアを通じて、大きな社会問題になっている。
　大学院を修了する高度な知識を持った武道・スポーツ指導
者はRisk managementの観点から適切な指導、運営ができる
ことが望まれる。
　本講義では、頭頚部外傷、熱中症の発生機序、ならびに予
防方法、さらには応急処置までを包括して理解し、他者へ十
分な説明（教育）が出来る能力を獲得することを目指したい。

武道・スポーツにおける安全指導の重要性

Risk Management と Crisis Management

重症頭部外傷の事故事例にみる学校安全の問題点

武道・スポーツにおける頭部外傷を理解する

武道・スポーツにおける脳振盪の 新知見

②武道、体育及びスポーツにおける高度で専門的な学術の理論及び応用力を有している。

武道・スポーツ安全指導論特講

立木　幸敏

授業概要 授業計画（テーマ）



授業科目名 配当年次 1

担当教員 単位数 2

ディプロマポリシーとの関連性

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

・企画書に基づいた活動が展開できる。
・実践活動の振り返り、報告書の作成、プレゼンテーションを
実施できる。

報告プレゼンテーションの検討

武道・スポーツマネジメント演習Ⅰ

授業概要 授業計画（テーマ）

　 本授業では、将来の職業や研究領域とも関連する可能性
のある活動について、企画（立案）段階から運営（指導）、評
価、及び報告に至る一連の段階に携わる体験を通して、実践
力の育成を図ることを目的とする。また、本授業の指導につい
ては複数教員がチームとしてあたることを原則とし、教員が実
習現場と密接に関わることができることがもう一つの条件とな
る。尚、一日だけの単発事業等は範疇に含めない。
   これらのことを前提条件として、例としては、学校教育現場
での教育実習、競技スポーツ現場でのコーチ・トレーナー体
験、健康・生涯スポーツ現場での各種サポート体験、武道・ス
ポーツ団体・施設等でのインターンシップ、などがあげられる。
　実践活動の実施にあたっては、企画書を作成してプレゼン
テーションで承認を受けることを必要とする。

事前演習：企画書の検討、作成

事前演習：企画プレゼンテーションの検討、作成

事前演習：企画プレゼンテーション

事前の渉外活動、事前準備、打ち合わせ、等

実習第1日目

実習第2日目

到達目標 報告書作成

実習第3日目

実習第4日目

その他

授業形態「単独」、「複数」

平常点 0%

教科書（書名、著者、出版社、ISBNコード、備考）

0%

参考書（書名、著者、出版社、ISBNコード、備考）

必要に応じて資料等を配布する。 特になし

レポート

奥山　秀雄、山本　利春、笠原　政志

企画書、企画プレゼンテーション、企画遂行、
報告プレゼンテーション等の一連の活動を評
価

・実社会や実践の場における活動が中心であるため、責任感
と積極性を十分持って授業に臨み、取り組むこと。
事前学習（2ｈ）
・実習のための企画立案、実地調査、交渉等々の準備に努め
る。
事後学習（2ｈ）
・企画や実施内容の検証、成果報告書の作成やプレゼン
テーション等、事後の処理に努める。

評価項目 割合

実習第5日目

③　コミュニケーション能力、リーダーシップ、チャレンジ精神を持ち、広く社会に寄与することができる。

評価基準等

試　験 100%

報告プレゼンテーションの準備

報告プレゼンテーション①報告

報告プレゼンテーション②ディスカッション

まとめ　及び　評価

受講・学習上のアドバイス 評価方法



授業科目名 配当年次 2

担当教員 単位数 2

ディプロマポリシーとの関連性

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

受講・学習上のアドバイス 評価方法

レポート

その他

授業形態「複数」

平常点 0%

必要に応じて資料等を配布する。 特になし

教科書（書名、著者、出版社、ISBNコード、備考） 参考書（書名、著者、出版社、ISBNコード、備考）

到達目標 報告書作成

・研究課題に基づく企画を立案し、企画書に基づいた活動が
展開できる。
・実践活動の実績・成果を考察し、研究成果に反映することが
できる。

・実社会や実践の場における活動が中心であるため、責任感
と積極性を十分持って授業に臨み、取り組むこと。
事前学習（2ｈ）
・実習のための企画立案、実地調査、交渉等々の準備に努め
る。
事後学習（2ｈ）
・企画や実施内容の検証、成果報告書の作成やプレゼン
テーション等、事後の処理に努める。

評価項目 割合

0%

評価基準等

試　験 100%

企画書、企画プレゼンテーション、企画遂行、
報告プレゼンテーション等の一連の活動を評
価

報告プレゼンテーションの検討

報告プレゼンテーションの準備

報告プレゼンテーション①報告

報告プレゼンテーション②ディスカッション

まとめ　及び　評価

山本　利春、笠原　政志

武道・スポーツマネジメント演習Ⅱ

授業概要 授業計画（テーマ）

　本授業では、修士論文研究または特定課題研究の研究計
画書に基づく研究活動として、企画（立案）段階から運営（指
導）、評価、及び報告に至る一連の段階に携わる体験を通し
て、実践力及び指導能力の育成を図ることを目的とする。ま
た、本授業の指導については複数教員がチームとしてあたる
ことを原則とし、教員が体験現場と密接に関わることができるこ
とがもう一つの条件となる。尚、一日だけの単発事業等は範疇
に含めない。
   これらのことを前提条件として、例としては、学校教育現場
でのスポーツ運営体験、競技スポーツ現場でのコーチ・トレー
ナー体験、健康・生涯スポーツ現場での各種サポート体験、
武道・スポーツ団体・施設等でのインターンシップ、などがあ
げられる。
　実践活動の実施にあたっては、企画書を作成してプレゼン
テーションで承認を受けることを必要とする。

事前演習：企画書の検討、作成

事前演習：企画プレゼンテーションの検討、作成

事前演習：企画プレゼンテーション

事前の渉外活動、事前準備、打ち合わせ、等

実習第1日目

実習第2日目

実習第3日目

実習第4日目

実習第5日目

③　コミュニケーション能力、リーダーシップ、チャレンジ精神を持ち、広く社会に寄与することができる。



授業科目名 配当年次 1

担当教員 単位数 2

ディプロマポリシーとの関連性

1.

2.

3. 研究課題（武道・スポーツ）に関する現状把握①一般的背景

4. 研究課題（武道・スポーツ）に関する現状把握②関連研究

5. 研究課題（武道・スポーツ）に関する周辺状況①一般的背景

6. 研究課題（武道・スポーツ）に関する周辺状況②関連研究

7. 研究課題（武道・スポーツ）に関する課題の抽出と課題設定①一般的背景

8. 研究課題（武道・スポーツ）に関する課題の抽出と課題設定②関連研究

9. 研究課題（武道・スポーツ）に関する課題解決の基本的事項

10. 研究課題（武道・スポーツ）に関する課題解決の具体的事項

11. 先行研究（武道・スポーツ）における課題設定と課題解決法の検証①

12. 先行研究（武道・スポーツ）における課題設定と課題解決法の検証②

13.

14.

15.

研究者の心得（問題意識・探求心・論文作成方法・ 研究環境の活用）

研究者の心得（研究倫理eラーニングプログラム）

評価項目 割合 評価基準等

必要に応じて提示する。 必要に応じて提示する。

その他

授業形態「単独」

0%

平常点 100%
・授業進行に伴う一つひとつの課題の達成度
・授業に取り組む姿勢（発言、意見、質問等）

教科書（書名、著者、出版社、ISBNコード、備考） 参考書（書名、著者、出版社、ISBNコード、備考）

・研究課題に対する自己の問題意識を明確にするとともにし、
指導教員の指示・指導の意味を深く理解しつつ活動に取り組
むこと。
事前学習（2ｈ）
・研究テーマに関連する情報の収集、及び先行研究の検索に
努める。
事後学習（2ｈ）
・講義内容を踏まえ、各自の問題意識整理し、研究テーマの
明確化に努める。

田中　守、小西　由里子、山本　利春、荒川　裕志、笠原　政志、刈谷　文彦、前川　直也

武道・スポーツ特別研究Ⅰ

試　験

到達目標

レポート

先行研究（武道・スポーツ）における課題設定と課題解決法の検証④

0%

授業概要 授業計画（テーマ）

武道・スポーツの研究に取り組む上で不可欠な研究倫
理を含む研究者としての心得、基本姿勢及び研究を推
進する上での基礎知識を学修し、研究能力の基礎を身
につける。その上で研究指導教員の指導に基づき、各
自の研究領域の課題に関する検証や先行研究の文献
講読等を行い、武道・スポーツの専門分野の研究の進
め方を修得する。並行して履修する武道･スポーツ特講
Ⅰにおける武道･スポーツの幅広い領域の基礎知識を
ふまえ自らの問題意識を焦点化し、研究課題を選定して
研究テーマを決定する。

④　専門分野で修得した知識や技能に基づき、科学的・学問的な視点から事象を捉え、新たな課題を発見・解決
し、未来に向かって創造的知見を発信できる能力を有している。

受講・学習上のアドバイス 評価方法

・研究課題に取り組む前段階に行うべき基本的事項について
理解し、取り組むことができる。
・論文作成の流れを理解できる。
・武道・スポーツに関わる課題を幅広く理解し、問題意識を焦
点化できる。
・修士論文あるいは特定課題研究の研究テーマを設定する。

研究テーマ、調査・実験方法の設定、プレゼンテーションスキルの修得・準備

先行研究（武道・スポーツ）における課題設定と課題解決法の検証③



授業科目名 配当年次 1

担当教員 単位数 2

ディプロマポリシーとの関連性

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

その他

授業形態「単独」

平常点 100%
・授業進行に伴う一つひとつの課題の達成度
・授業に取り組む姿勢（発言、意見、質問等）

教科書（書名、著者、出版社、ISBNコード、備考） 参考書（書名、著者、出版社、ISBNコード、備考）

・関連文献の収集及び分析に力を注ぐこと。
・関連テーマに関する専門家と話したりセミナー等に参加し
て、 新情報の入手にも努めること。
事前学習（2ｈ）
・研究テーマに関する情報の収集、及び先行研究の検討に努
める。
事後学習（2ｈ）
・講義内容を踏まえ、研究手法の確立に努める。

評価項目 割合

0%

必要に応じて提示する。 必要に応じて提示する。

受講・学習上のアドバイス 評価方法

レポート

武道・スポーツ特別研究Ⅱ

授業概要

研究テーマに関連する文献講読及び先行研究の探索･検証②

評価基準等

試　験 0%

プレゼンテーションスキルの修得及びプレゼンテーションの検証

研究テーマに関連する文献講読及び先行研究の探索･検証⑥

田中　守、小西　由里子、山本　利春、荒川　裕志、笠原　政志、刈谷　文彦、前川　直也

研究テーマに関連する文献講読及び先行研究の探索･検証③

④　専門分野で修得した知識や技能に基づき、科学的・学問的な視点から事象を捉え、新たな課題を発見・解決
し、未来に向かって創造的知見を発信できる能力を有している。

研究課題（武道・スポーツ）に関する論文抄読⑤

研究テーマに関連する文献講読及び先行研究の探索･検証①

授業計画（テーマ）

　専門科目で学修した各自の専門領域の理論をさらに深く理
解するため、研究指導教員の設定する研究論文の抄読を行
い、武道･スポーツの専門領域に関する研究方法を含む専門
的知識を修得する。
　さらに武道･スポーツ特別研究Ⅰをふまえ各自設定した研究
テーマに関連する国内外の文献講読及び先行研究を探索･検
証し、研究テーマに関する専門的知識を深める。また、研究
テーマに基づく予備調査・予備実験の計画を策定し調査・実
験の実施、結果の分析を行なう。修士論文･特定課題研究の
抄録案を作成し、プレゼンテーションを行なう。

研究課題（武道・スポーツ）に関する論文抄読①

研究課題（武道・スポーツ）に関する論文抄読②

研究課題（武道・スポーツ）に関する論文抄読③

研究課題（武道・スポーツ）に関する論文抄読④

研究テーマに関連する文献講読及び先行研究の探索･検証④

・武道・スポーツ関係の多くの論文に触れ、研究テーマに関連
する国内外の論文選定や先行研究の探索・検証を行なうこと
ができる。
・専門分野の論文を理解し、資料を収集に基づき 予備研究計
画書を作成できる。
・研究テーマに基づく抄録案を作成できる。
・抄録案のプレゼンテーションができる。

到達目標

研究テーマに基づく修士論文・特定課題研究の抄録案の作成

研究テーマに関連する文献講読及び先行研究の探索･検証⑤

予備調査･予備実験の予備研究計画書策定

予備調査･予備実験の実施･結果分析



授業科目名 配当年次 2

担当教員 単位数 2

ディプロマポリシーとの関連性

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14. 修士論文・特定課題研究の中間報告書の完成

15.

武道・スポーツ特別研究Ⅲ

授業概要 授業計画（テーマ）

　武道･スポーツ特別研究Ⅰ・Ⅱをふまえ研究計画書に基づく
本調査･本実験を実施し、結果データ分析を行い、前期終了
時に修士論文または特定課題研究報告に向けた中間報告書
を作成し、進捗状況及び修士論文完成に向けての見通しや課
題等を踏まえた発表を行なう。

本調査･本実験の研究計画書の策定

本調査･本実験の実施①

④　専門分野で修得した知識や技能に基づき、科学的・学問的な視点から事象を捉え、新たな課題を発見・解決
し、未来に向かって創造的知見を発信できる能力を有している。

田中　守、小西　由里子、山本　利春、荒川　裕志、笠原　政志、刈谷　文彦、前川　直也

必要に応じて提示する。 必要に応じて提示する。

受講・学習上のアドバイス 評価方法

レポート

評価項目 割合

0%

評価基準等

試　験 0%

到達目標

本調査･本実験の実施②

本調査･本実験の実施③

研究課題に関する調査・実験時に発生する事項の抽出

研究課題に関する調査・実験時に発生する事項の再検討

研究課題に関するデータの精査・分析

研究課題に関するデータ分析結果の考察

その他

授業形態「単独」

平常点

研究課題に関するデータの再実験・調査に関する検討

・本調査・本実験等を実施し、結果分析、考察することができ
る。
・修士論文または特定課題研究としての中間報告書を完成さ
せることができる。
・修士論文中間報告書についてプレゼンテーションができる。

研究課題に関するデータの再実験・調査の実施

研究課題に関するデータの再実験・調査結果の分析

プレゼンテーションの検証

修士論文・特定課題研究の中間報告書の作成②

修士論文・特定課題研究の中間報告書の作成①

100%
・授業進行に伴う一つひとつの課題の達成度
・授業に取り組む姿勢（発言、意見、質問等）

教科書（書名、著者、出版社、ISBNコード、備考） 参考書（書名、著者、出版社、ISBNコード、備考）

・統計学を十分理解し、分析結果の信憑性を検証し、客観的
に解釈できるようにすること。
事前学習（2ｈ）
・研究計画に基づく調査や実験等の計画・準備に努める。
事後学習（2ｈ）
・調査や実験等の処理、検証に努める。



授業科目名 配当年次 2

担当教員 単位数 2

ディプロマポリシーとの関連性

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

必要に応じて提示する。 必要に応じて提示する。

レポート

その他

平常点 100%
・授業進行に伴う一つひとつの課題の達成度
・授業に取り組む姿勢（発言、意見、質問等）

教科書（書名、著者、出版社、ISBNコード、備考） 参考書（書名、著者、出版社、ISBNコード、備考）

・論文・ 終報告書の作成に向けて、分かりやすい図表作成
やプレゼンテーション資料の作成ができるように、ＰＣのソフトの
活用方法を習得しておくこと。
・論文・ 終報告書の構成をフローチャート等に示せるようにし
ておくこと。
事前学習（2ｈ）
・研究計画に基づいて、資料やデータの管理・分析・考察を進
める。
事後学習（2ｈ）
・修士論文、特定課題研究の 終報告書の作成に努める。

0%

授業形態「単独」

受講・学習上のアドバイス 評価方法

評価項目 割合 評価基準等

試　験 0%

・修士論文または特定課題研究を完成することができる。
・修士論文に関する知識及び周辺知識を有し、当該事項を説
明することができる。
・修士論文または特定課題研究の内容をプレゼンテーションで
きる。

修士論文・特定課題研究の 終報告書の作成④

プレゼンテーションの検証

修士論文・特定課題研究の 終報告書の作成⑤

修士論文・特定課題研究の 終報告書の 終確認・完成

修士論文・特定課題研究の 終報告書の作成③

武道・スポーツ特別研究Ⅳ

授業概要 授業計画（テーマ）

　武道・スポーツ特別研究Ⅲの中間発表での講評・指摘等を
踏まえ、追加調査･資料収集及び考察を行い、研究指導教員
及び副研究指導教員による研究指導のもと修士論文または特
定課題研究報告書を作成し、完成させる。

研究課題に関する本調査・実験の追加・修正の検討

田中　守、小西　由里子、山　本利春、荒川　裕志、笠原　政志、刈谷　文彦、前川　直也

④　専門分野で修得した知識や技能に基づき、科学的・学問的な視点から事象を捉え、新たな課題を発見・解決
し、未来に向かって創造的知見を発信できる能力を有している。

修士論文・特定課題研究の 終報告書の作成に関する検討①

研究課題に関するデータ分析結果の考察

修士論文・特定課題研究の 終報告書の作成②

修士論文・特定課題研究の 終報告書の作成に関連した作業の課題抽出
と反省

修士論文・特定課題研究の 終報告書の作成①

修士論文・特定課題研究の 終報告書の作成に関する検討③

研究課題に関する資料の追加調査・収集

研究課題に関する追加調査・収集結果の分析

修士論文・特定課題研究の 終報告書の作成に関する検討②



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際武道大学 大学院 

武道・スポーツ研究科 



第 7 回 教職連携協力校連絡協議会 次第 

【本会の趣旨について】 

「教職連携協力校連絡協議会」の開催趣旨は、第一に本学の学生が教育実習生としてお世話になっ

ている各学校様にお礼を申し上げることにあります。その上で、第二に地域社会の高等教育機関である

大学として、本学が保有している各種資源を学校現場においても有効にご活用いただきたく、ご意見や

ご要望を承りつつ、「連携」「協力」関係を地道につくりあげていくことにあります。 

日 時  ：  ２０１９年 ８月 １日（木） １３：００～１５：００ 

会 場  ：  国際武道大学  ９号館 ４F ＊９４０６教室 

1. 内 容  ： １． 挨拶     学長  髙見 令英 

２． 教職課程部会長挨拶 准教授 佐藤 記道 

３． 大学教職員紹介 

４． 参加校参加者紹介 

５． 「学校現場体験等について」 准教授 佐藤 記道 

  意見交換（質疑応答含む） 

６． 次年度教育実習の依頼等について（アンケート説明） 

７． その他（本学開催：教員免許状更新講習について） 

８． 閉会の挨拶     教職課程部会長 准教授 佐藤 記道 

＊司会進行 教職課程部会   准教授 髙坂 正治 
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年度 参加者数

2020年度 14名

2021年度 8名

2022年度 4名

特別支援教育支援員参加状況
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卒業年度 合格者数

2020年度 7名

2021年度 7名

2022年度 10名

「ちば！教職たまごプロジェクト」　参加状況
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