
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

（１）大学としての教員養成に対する理念、設置の趣旨等

大学としての教員養成に対する理念・構想を含めながら、貴大学における教員養成に対する特色のある取り組みを含めながら記載すること。

（教務課注）理念＝養成したい教員像・ディプロマポリシーを含めて記述、設置趣旨＝存在意義（なぜこの課程が必要か）を記述

①教員養成に対する理念・構想
　本学は、「徳と知」（Virtus et Scientia）を建学の精神とする女子大学である。聖母マリア（Notre
Dame）を範とし、「カトリック精神及び日本文化の優れた伝統を体し」（学則第１条）た、品性と知性
を兼備する女性の育成を目ざしている。この建学精神は教員養成に対する大学の理念でもある。
　近年若い教員の精神力の欠如、知識力の不足などが教育現場で大きな問題となっている。これらの問
題を直視し、より優れた教育人材を育成するために、本学教員養成課程では深い精神性と高い実践力を
涵養することを目ざしている。まず、大学の基幹科目として、共通教育科目である「キリスト教入門」
「ノートルダム学」などを設けている。これらの科目は、聖書の教えをはじめ、心のあり方、人間関係
のあり方、気品のある生き方など、学生の人間性を養うことをねらいとするものである。これらの教育
を通して、豊かで深い人間性をもった人材が育ち、教員としての基本的資質を養成しようとするのであ
る。
　知性の育成については、各学部で少人数教育を中心にさまざまな専門科目を展開している。その上、
多様な実践的科目や充実した留学・海外短期研修制度などにより、知識を実践的に深める場を提供して
いる。教職科目においても、教職に関わる専門知識を体系的に学びつつ、少人数クラスの利点を活か
し、徹底した授業実践や事例研究により教員としての実践力が高められるよう課程編成を行っている。
これにより、人間の生き方や心のあり方に深く思索をめぐらすことのできる本学の学生が、その高い実
践力をもって、「生きる力」の育成を目ざす現代の教育現場において少なからぬ役割を果たすことが期
待される。
　本学では上記の教育理念・構想のもとに、教員養成では以下の点に重点を置きながら、高度な資質を
持ち現場で活躍できる教員の養成を目標としている。
〇カトリック精神及び日本の伝統を理解し、深い教養をもった教育者を育成する
〇豊かで自由な心を持ち深い人間理解のできる教育者を育成する
〇知性と品性を備えた教育者を育成する
〇人間文化学部英語英文学科および大学院人間文化研究科応用英語専攻では、アメリカ・カナダ等の協
定大学留学制度等も生かし、豊かな国際交流体験と高い英語運用能力をもった中・高英語科教諭を育成
する
〇人間文化学部人間文化学科および大学院人間文化研究科人間文化専攻では、欧米、アラブ、中国など
多文化への眼差しをもち、図書館情報学、情報処理、日本語教育にも知見を有する中・高国語科教諭を
育成する
〇生活福祉文化学部および大学院人間文化研究科生活福祉文化専攻では、「生活の質」の向上を探求
し、衣・食・住・健康・家族・福祉について広汎な知識と技術を修得し、課題解決能力をもった中・高
家庭科、高校福祉科教諭を育成する
〇心理学部および大学院心理学研究科発達・学校心理学専攻では、発達心理学、教育心理学、臨床心理
学の三領域を包括的・横断的に学び、幼児・児童期の学習支援や環境構成について深い理解を得た幼稚

②教職課程の設置趣旨
　教育者としての使命感、子どもの発達に関する理解、教育的愛情をもつことの大切さを理解させ、教
師としての基本的資質を養いながら、広く専門的知識や教養を深め、これらに基づく実践的指導力を育
成する。本学には、人間文化学部（英語英文学科、人間文化学科）、生活福祉文化学部、心理学部の３
学部があり、いずれの教職課程も、旧来の教員養成プログラムにはない特性をもった、独自のカリキュ
ラムを展開している。人間文化学部ではグローバルな視点を持った教員を、生活福祉文化学部では人の
生活をより良くしようとする課題解決能力を持った教員を、心理学部では子どもの発達を理解しながら
行動できる教員を育成し、教育現場においてその教育力が大いに発揮でき、本学出身の教員が汎く日本
の教育界に貢献することが期待される。中高専修免許課程を有する大学院人間文化研究科（応用英語専
攻で英語科、人間文化専攻で国語科、生活福祉文化専攻で家庭科、高校福祉科）、幼稚園、小学校教諭
専修免許課程を有する心理学研究科においても、この点は同じである。このような趣旨から本学に教職
課程を設置している。

（２）認定を受けている課程を有する学科等としての教員養成に対する理念、設置の趣旨等

1



　認定を受けている課程を有する学科等それぞれにおける教職課程の設置趣旨を記載すること。

●　心理学部心理学科学校心理専攻（幼一種免・小一種免）
①教員養成に対する理念・構想
　心理学部は平成17年に人間文化学部生涯発達心理学科より学部に独立すると共に、発達心理専攻(現：
現代心理専攻）・臨床心理専攻に加え、学校心理専攻を開設した。本学部の教育目的は、本学の建学の
精神「徳と知」と、本学の教育の目的を基盤とし、女性として生きていくうえで大切な品性や教養を身
につけるために、心理学と教育学を融合したカリキュラムで、発達年齢・学年特有の問題や課題を理解
し対応できる力を養い、子どもの心が理解できる人材を育成することである。具体的には、学校心理専
攻において学校教育に関する心理学を学びつつ、幼稚園教諭１種、小学校教諭１種の免許取得が可能と
なり、複雑で多様な心の問題を抱える学校現場において、心理学の素養を持つ教員の養成を行うことを
通して、日常的に園児、児童への心の支援を行い、生きる力のある逞しい子どもを育てるという現代社
会の要請に応えることを目指している。
　心理学部に教員養成の課程を置くことは、教育の根底を支える3側面である「知情意」つまり「確かな
学力、豊かな心、健やかな体」の、特に心の側面に重点を置いて教員養成を図ろうとしているところに
特徴がある。教育現場においては、いじめや不登校、特別支援を要する子どもの増加、保護者との人間
関係、社会からの多様な教育課題、学力低下など課題が山積している。これらの問題は子ども、親、そ
して教員に至るまで重くストレスとしてのしかかり、心の歪みを生みそれらが高じて心的疾患にまで
至っている。これからの教員養成においては、そうした問題を抜きには語れず、教職科目に加えて心理
学の基礎を学ぶことも必要とされている。学校心理専攻の教職課程においては、乳幼児心理学、児童心
理学、青年心理学、知覚心理学、学習の心理学、人格心理学、カウンセリング概論、教育相談等々様々
な角度からの心理学の知見を深く学び、現場において子どもや保護者への心の支援をスムーズに行える
教員の養成を理念としている。

②教職課程の設置趣旨
（幼稚園一種免許課程）
（小学校一種免許課程）
　子どもたちに生きる力を育むことを目指す教育を推進するためには、教科教育の力だけでなく、全人
的な教育を推し進めることのできる質の高い教員の養成が求められる。心理学部の教職課程において
は、教科教育においても取得単位数を上限一杯に設定し、幅の広い見識を持ち柔軟に対応できる教員の
養成を目指している。さらには１年次に「学校教育概論」および「教師論」を設定し、学校教育全般の
理念や現状を豊かな現場経験のある教員から学ぶと共に、担任制による少人数の指導により学生一人ひ
とりの把握に努め、学生生活から教職についての相談に至るまで細やかな指導を行っている。また、
「心理・教育フィールド研修」では、幼稚園や小学校の活動を参観し、教員に求められる幅広い柔軟な
ものの見方を養うことを目指している。
　様々な角度から心理学の知見を深く学び、心のサポートができる教員養成を行うことが心理学部に教
職課程を設置する意義である。
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●　人間文化学部英語英文学科（中一種免（英語）・高一種免（英語））
①教員養成に対する理念・構想
　人間文化学部英語英文学科は、昭和36年の大学設立時に設置された。その教育目的は、本学の建学の
精神「徳と知」と、建学の目的「カトリック精神及び日本文化の優れた伝統を体し、教養高き女性を育
成してわが国文化の推進に寄与すること」を基盤としている。言語・歴史・文学・思想などを「文化」
という視点から学際的に学び、そして、文化の多様性を理解し、異文化に対する寛容な国際感覚を身に
つけ、幅広く社会に貢献活躍できる人材育成を教育目的とする。同時に、カトリック精神及び日本の伝
統を尊重する教養高い教育者の育成を目指している。
　情報や経済、文化などあらゆる側面でグローバル化が加速する現代においては、グローバルな環境に
柔軟に対応できるコミュニケーション能力を備えた人材の育成が求められており、平成２６年度4月よ
り、本学科に２コース「グローバル英語コース」と「英語教養コース」を開設した。
１.「グローバル英語コース」では、コース内の専門科目は英語で授業を実施し、コースの学生全員が海
外留学を経験し、学内のイマージョンスペースでは日常会話も全て英語でおこなわれ、確かな語学力、
コミュニケーション力、異文化を受け入れる柔軟性に加え、豊かな人間性を備えるグローバル社会で活
躍できる女性を育成している。
２.「英語教養コース」では、英語を自在に操る運用能力だけではなく、英語圏の文化、歴史、言語、コ
ミュニケーションの専門教養知識と少人数教育を通じて柔軟でゆたかな人間性を養うことを目指してい
る。両コースとも、英語で卒業論文の執筆を課している。
　本学科の教育目的は、教育活動の中で培われた確固たる語学力を基軸として、英語圏文化に関する教
養、英語についての知識、英語科教育の理論・技能などを身に付けた、柔軟で心豊かな国際人を輩出す
る教育を実施することである。

　また以下の併設された１－３の「科目」で、小学校での英語教育の時代のニーズに対応する英語教育
関連科目についても演習形態で実践的に学ぶことができる。
１.「児童英語教育」
２.「こどもの為の英語」
３.「英語教材作成演習（公立小学校の英語/外国語活動のスクールインターンシップ体験を含む）」
４.非営利ＮＰＯ法人ＪＡＥのドリカムスクールとの協力の下に「教育支援や学習支援プログラム」の提
供
　以上の本学科の全人教育を目指す教育を通して、中学校、高等学校の英語科教員となる上で不可欠な
専門的知識と技能、資質を身につけるとともに、「大学が学びの場だけに留まらない」理論と実践の融
合を可能としている。そのスクールインターンシップ等の体験的なプログラムの中で、教育実習以外に
教育現場の教育実践を通じて得た「経験知」から「深い人間理解のできる教育者」の育成を目標として
②教職課程の設置趣旨
（中学校一種免許課程）
（高等学校一種免許課程）
　以下の新高等学校学習指導要領（2009年3月告示）と新中学校学習指導要領（（2008年3月告示）で求
められる教育目標を達成することの出来る教員養成の必要性が有り、それを達成する為の人材養成が必
要とされている。それに応えることが応用英語専攻に教職課程を置く意義である。
　「外国語（英語）を通じて、言語や文化に対する理解を深め、積極的にコミュニケーションを図ろう
とする態度の育成を図り、（中学校学習指導要領：聞くこと，話すこと，読むこと，書くことなどのコ
ミュニケーション能力の基礎を養う。）、情報や考えを的確に理解したり適切に伝えたりするコミュニ
ケーション能力を養う。」
１.高等学校において英語のみで基本的に授業展開が求められるコミュニケーション能力重視の方向性、
２.小学校での高学年（5・6年）の「領域」内での週1時間の「外国語活動」の必修化（平成20年3月28日
小学校学習指導要領改訂告示）、
３.小中高一貫の英語教育、小・中一貫校９年間の英語教育も視野に入れ、中学・高等学校の英語科の教
諭として求められる専門性と実践的指導力を備える実践的な指導力のある英語科教員の育成をめざす。
　英語によるイマ―ジョンの専門領域の科目群、様々な留学制度、インターンシップ等の基盤を整えて
いる本学科は、英語科教員に要求される指導法を中心に、より実践的な英語力と理論、指導実践の経験
知を身に付けた「英語科教員」を育成し、社会の要求に応えることが可能である。
　このような趣旨から、以下の教師像を持つ「中学高等学校教諭外国語（英語）課程」を設置する意義
がある。
○人間文化学部英語英文学科および大学院応用英語専攻では、諸外国の協定大学留学制度等も生かし、
豊かな国際交流体験と高い英語運用能力をもった中・高英語科教諭を養成する。
○スクールインターンシップを含めた教育/学習支援を備える本専攻では、主体的にスクールインターン
シップ等に参加し、課題を自己の力で解決できる「生きる力」を有する教員を養成を目指している。
○留学やイマ―ジョン教育、国際交流プログラムより得た、「地球、国家、人間等に対する理解と豊か
な人間性」と「国際社会で必要とされる基本的な資質能力」を備えた教員を養成する。
　以上が、本学科の教職課程の設置趣旨である。
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●　人間文化学部人間文化学科（中一種免（国語）・高一種免（国語））
①教員養成に対する理念・構想
　平成１２年に設置された本学人間文化学部人間文化学科では、地域・国籍・民族を超えた文化の本質
とその歴史的背景への理解を深め、併せて現代的視点からさまざまな文化間相互の比較研究を行ってい
る。その主な教育目標は、人類が長い歴史の中で生み出してきた文化の多様性を理解し、尊重しなが
ら、さまざまな分野において、文化の創造・発展・継承に積極的に寄与することのできる人材を育成す
ることにある。
このような目標を実現するために、本学科では、〈芸術と思想〉〈日本語と日本文化〉〈多文化理解〉
〈読書と情報の文化〉の４領域を設定している。学生はこれら３領域に関する包括的な知識を学びつ
つ、１領域にしぼって、より専門的な学習を行う。すなわち、多面的なアプローチによって文化を総合
的に学ぶとともに、特定の領域をいっそう深く学ぶことができるようにしている。また、文化を理解・
継承・伝達するための重要な手段としての言語教育と情報教育をも重視している。平成２０年度には、
カリキュラムを改訂し、共通教育科目と専門教育科目の履修枠をゆるめ、学生の必要に応じて関連分野
をいっそう広く深く学習できる制度にした。国語科教員となる上で不可欠な言語力や文化的素養がじゅ
うぶん学習できるよう配慮したカリキュラムとなっている。
　中学校ならびに高等学校の国語科教員を養成する教育においては、国語に関する知識の重要性は言う
までもなく、我が国固有の伝統文化への理解と継承の必要性に対する認識が求められる。また、世界の
多様な文化への十分な理解も不可欠である。
　国語と文化の関係については、文化審議会の答申「これからの時代に求められる国語力について」
（平成１６年２月３日）の中で、「国語は文化の基盤であり、中核である」と明記されている。また、
「国語は、長い歴史の中で形成されてきた我が国の文化の基盤をなすものであり、また文化そのもので
あ」り、「我々の先人たちが築き上げてきた伝統的な文化を理解・継承し、新しい文化を創造・発展さ
せるためにも国語は欠くことのできないものである」とも書かれている。
　そして、国際化・情報化が進む中、確かな「国語力」を身につけるために、「国語教育の在り方」と
「読書活動の在り方」とがきわめて重要な課題であることが指摘されている。また、多様な文化への理
解の必要性については、文化庁国際文化交流懇談会報告「今後の国際文化交流の推進について」（平成
15年3月24日）の中で、「広い視野を持って異文化を理解し，異なる文化を持った人々と共に21世紀の国
際社会の中で生きていくことができる資質や能力を，子どもたちに育成することが重要である」ことが
述べられ、「国際理解，異文化理解のための教育を推進する必要がある」ことが謳われている。
　このような我が国の伝統文化と多文化への深い理解に基づいて、新しい文化の創造に寄与できる人材
の育成が、国語科教育の分野において広く求められているといえる。また、文部科学省審議会である言
語力育成協力者会議でも、言語力と国語力の関係の深さや、言語力育成には読書が不可欠であることな
どに言及しており、子どもへの読書支援や出版に関して学ぶ機会を提供することも、これからの国語科
教育の人材を育てていくためには重要な役割を果たすことができると考えられる。このような現代的課
題に応えられる、複眼的な視野をもった教員の養成が本学科の理念とするところである。
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②教職課程の設置趣旨
（中学校一種免許課程）
（高等学校一種免許課程）
　上記の目的を達成するために、本学科では、全学生に適切かつ美しい日本語の読み書き能力をしっか
り身につけさせる必修科目「日本語コミュニケーションⅠ～Ⅲ」を設け、徹底的な指導を行っている。
平成１９年度からは私学事業団の助成金を得たことを機に、国語教育の一側面として書写教育も加味し
ている。〈日本語・日本文化領域〉では、「日本文化論」「日本古典文学講読」「日本近代文学講読」
「日本語文法」「日中近代語彙比較論」「漢文学入門」といった多彩な科目を通して、日本語・日本文
学を深く学びつつ、それに大きな影響を与えた中国語・中国文化についても学べるようになっている。
平成２０年度からは、外国人に日本語を教える日本語教員養成課程を学科に導入し、その併修により、
国語への理解と興味が拡げられるようにした。〈芸術と思想領域〉では、「西洋思想史」「西洋美術
史」「音楽学特講」〈多文化理解領域〉では、「中東文化論」「ヨーロッパ文化論」「多文化理解」と
いった科目を開講し、哲学・宗教をはじめ、芸術や多文化理解に関する幅広い知識と感性を養うことに
意を注いでいる。〈読書と情報の文化領域〉では、「インターネット社会論」「出版文化史」「子ども
の読書とメディア」「昔話とストーリーテリング」など、高度情報社会のあり方、読書による文化伝承
の意義や方法等を考える科目を配置している。
　すなわち、本学科においては、国語学・国文学に関する専門性にとどまらず、幅広い文化の理解・継
承・伝達についての学習内容をカリキュラムの基礎とし、より深い文化に対する理解の上に国語科教員
となるための具体的な学習内容を配置することによって、国語科教員に求められる教育力の開発・強化
を目指している。それによって、多文化理解を背景とする日本文化に対する造詣や社会的な現象や動向
に対する適切な認識など、国語科を教えるための土台を学びつつ、国語学・国文学・漢文学・国語科教
育等の専門的な内容を学ぶことを可能にすることができると考える。このような趣旨から、我が国に
とって望ましい国語科教員の育成に寄与しうる課程として、設置・運営を行うものである。

6



●　生活福祉文化学部生活福祉文化学科（中一種免（家庭）・高一種免（家庭））
①教員養成に対する理念・構想
　平成19年度に開始された生活福祉文化学部生活福祉文化学科は、昭和38年設置の文学部生活文化学
科、平成12年設置の人間文化学部生活福祉文化学科における教育理念を基盤とし、少子高齢化、高度情
報化、国際化、価値の多様化、子育てや介護の問題および食と健康問題の増加など、時代の変化と社会
のニーズに応えるべく、新たな人材育成を目指して設置された。すなわち、昭和38年設置の生活文化学
科では、「生活をよりよくすることのできる女性の育成」を目指し、平成12年設置の人間文化学部生活
福祉文化学科では、「幅広い視野で、生活と福祉を見つめ、よりよき生活（暮らし）を創造し、デザイ
ンする生活者や質の高い生活（QOL）を実現しようとする人々に対する援助者を育成すること」を理念と
してきた。これらの理念を礎として、平成19年度に設置された生活福祉文化学部生活福祉文化学科で
は、「現代人の暮らしを生活文化と生活福祉の両面から複合的に学び、幅広い知識と科学的な洞察力を
備えることで、豊かで質の高い生活を営み、さらに質の高い社会を創造する支援者として活躍できる人
材育成」を教育目的としている。
　本学部では、上記の教育目的を実現するために＜ライフデザイン領域＞＜ソーシャルワーク領域＞の
２領域を設定している。いずれかの領域を中心に学びつつ、同時にもう一方の領域に配置された科目群
についても学ぶ機会を十分に持つことができる。加えて、子育て支援などの時代の変化とニーズに対応
するために、保育に関する専門的知識の学習を可能としている。このように人の生活について網羅的、
包括的に学ぶことのできる本学部のカリキュラムの利点を生かして、家庭科教員となる上で不可欠な専
門的知識と技術および素養を身につけるとともに、課題解決能力育成に寄与できる教員の育成を目指
す。本学部では上記の教育理念・構想のもとに、以下の点に重点を置きながら、高度な資質を持ち現場
で活躍できる教員の養成を目標としている。

〇「生活の質」の向上を探求し、衣・食・住・健康・家族・福祉について広汎な知識と技術を修得した
教諭を育成すること
〇家庭科の実習に関する高い技術・能力を有し、その指導力を育成すること
〇食に関する知識と技能と実践力を身につけ、食育の指導力を育成すること
〇現代的課題に応えられる複眼的な視野とよりよい暮らしの創造に寄与できる素養を育成すること
〇伝統文化への理解と継承の必要性に対する認識をもち、地域性を生かした伝統文化についての指導力
を育成すること
〇子どもや高齢者の生活、家族関係、消費者、家庭における介護技術の他、人の一生を視野に入れた社
会福祉制度の十分な知識と考察力を持ち、生涯にわたってこれらの問題と向き合い、具体的かつ効果的
な指導や援助のできる実践的指導力を育成すること
〇他者と交わる高いコミュニケーション能力を育成すること

　中学校および高等学校の家庭科教員を養成する教育においては、家庭に関する衣・食・住・家族や家
庭に関する知識の重要性は言うまでもなく、我が国固有の伝統文化への理解と継承の必要性に対する認
識や家族や子ども、地域の人々など、他者と交わるコミュニケーション能力が求められる。また、家庭
における介護技術の他、人の一生を視野に入れた社会福祉制度の十分な理解も不可欠である。加えて、
食育基本法（平成17年7月15日施行）前文では、食をめぐる問題認識として、「栄養の偏り」「不規則な
食事」「肥満や生活習慣病の増加」「過度の痩身志向」「安全上の問題」「海外への依存の問題」等の
問題が生じているとしている。また、「「食」に関する情報が社会に氾濫」していること、「地域の多
様性と豊かな味覚や文化の香りあふれる日本の「食」が失われる危機にある」ことを指摘している。こ
のような状況から、食生活の改善の面からも「食」の安全の確保の面からも、食生活についての正しい
知識と実践力を身につけ、子供たちに食育のできる人材が必要とされている。
　このように、現代社会の問題を解決し、よりよい暮らしの創造に寄与できる人材の育成が、家庭科教
育の分野においても広く求められているといえる。京都という地の利を生かした京の衣食住の文化、若
い母親に対する子育て支援や高齢者の衣食住の生活について学ぶこと、家族関係、消費者教育、健康お
よび基礎的な医学知識に関して学ぶ機会を提供すること、加えて、対人援助技術の方法や精神保健を学
ぶ機会を提供することなども、これからの家庭科教育の人材を育てていくためには重要な役割を果たす
ことができると考えられる。これによって、現代的課題に応えられる、複眼的な視野と支援者としての
素養を持った教員の養成が本学部の理念とするところである。
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②教職課程の設置趣旨
（中学校一種免許課程）
（高等学校一種免許課程）
　中学校および高等学校の家庭科教員においては、衣・食・住に関わる知識と技術、家族や家庭に関す
る知識、健康や保育への深い知見を有することは言うまでもなく、我が国固有の伝統文化への理解と継
承の必要性に対する認識、地域の人々や他者と交わるコミュニケーション能力が求められる。また、家
庭における介護技術のほか、人の一生を視野に入れた社会福祉制度の十分な理解も不可欠である。加え
て、わが国では、食をめぐる問題が山積することから食生活についての正しい知識と実践力を身につけ
た食育のできる人材が必要とされている。
　本学部のカリキュラムは、家庭科教員に求められる素養を獲得する人にとって最適な科目構成となっ
ている。「家庭経済」「家族関係」「家庭管理」「衣生活材料学」「アパレル造形学（実習を含む）」
「食品学」「栄養学概論」「基礎調理実習」「住生活学」「住環境学（製図を含む）」「保育学（実習
及び家庭看護を含む）」「家庭電気・機械及び情報処理」など、「家庭科」に関する知識や技術を包括
的、網羅的に習得できる。加えて、「衣生活学―福祉の視点より」「福祉住環境学」など生活と福祉に
関する科目や、「老人福祉論」「介護技術」「児童福祉論」など福祉に関する専門科目を配置し、福祉
や個人の生活を支援する専門的知識や技術を習得することができる。このように、本学部での学びは
「家庭科」の内容と関連する幅広い種類の専門知識と技術の獲得を期待でき、力量のある家庭科教員を
養成できると確信している。また、キャリア教育の視点から「育てたい人材像」として「生活のスペ
シャリスト」を想定し、そこに中学校、高等学校の家庭科教員を当てている。まさに、本学での学びの
集大成は家庭科教員としての素養の獲得であるといっても過言ではない。以上が、本学部で中学校、高
等学校免許課程を設置する上での主たる設置趣旨である。本学部の家庭科教員養成によって、現場にお
ける人材要請に応えるとともに、全体的な教育の質の向上に繋がるものと自負している。
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●　心理学研究科発達・学校心理学専攻（幼専修免・小専修免）
①教員養成に対する理念・構想
　心理学研究科は平成17年に発達・学校心理学専攻および臨床心理学専攻を設置し、平成24年より発
達・学校心理学専攻において教職課程を開設した。本研究科の教育目的は、「徳と知」で示されるカト
リック建学の精神に基づき、学部教育を基礎として、学術的な理論及び応用に関する教育研究を行うこ
とである。心理学の視点から人間の発達・教育を研究し、学校教育の現場で活躍できる人材を育成する
ために、発達・学校心理学専攻において、教員養成に対する理念を大きく次の2側面からとらえ、教育の
実践を行っている。
第1の側面としては、幼稚園および学校教育現場における被教育者である幼児と児童の認知と感情の発達
を専門的に理解する教員、子どもたちがクラス仲間や教職員、さらには家族・地域社会の中で常に自己
のコンピテンス、有能感を感じながら学習意欲を高めるよう支援する教員の育成を教育目標に掲げてい
る。
第2の側面は、教育現場における教員側の教育評価の問題である。この側面は、教員の質の向上とも大き
く関連して重視していく必要があると考えている。そのために教育の方法・技術・教材研究や生徒指導
を理論と実践の両面から常に専門教科とともに深めていく教師像を目指している。
　専修免許課程における授業科目のうち「教科に関する科目」として『理科教育特論』、その周辺に
「教職に関する科目」として、国語科と算数科、音楽科、そして体育科の4教科教育法特論を位置づけ
る。これら5科目は、本学心理学部学校心理専攻教職課程との一貫教育により専門的な視野を深めるもの
　次に「教職に関する科目」として、専修免許課程に共通の分野と、教育心理学・教育方法学・発達心
理学・学校カウンセリング・教育社会学・幼児教育･学校経営・教育実践・教科教育専修の9分野を置い
ている。これらの分野では、それぞれ1～4科目を準備することによって、現在多くの幼児・児童が抱え
る幼稚園および学校教育現場での心のケアの問題や発達障害等に関する諸問題とその解決策を理論と演
習を通して支援できる体制を整えている。さらに教育現場のみならず地域社会との接点である子育て支
援を含む発達臨床的な理論と実践の課題についてもカリキュラムを重点的に置くことによって、その専
門性を身につけた教師の育成につながると考えている。その重点的な教育の理念をより向上させるため
に、本学大学院心理学研究科臨床心理学専攻との共通カリキュラムから、とりわけ｢発達に関する諸問
題｣に不可欠な科目を履修できるように工夫している。
　さらに教育実践と教科教育専修の２分野を加えることによって、上記｢教科に関する科目｣１教科と
「教職に関する科目」４教科を中心に、各教科の生徒指導や教材研究を深めるための授業科目を置き、
教材および情報機器を用いた補助教材の開発を促進し、常に幼児・児童の抱える学習上の諸問題に適切
に対処できる教員を育成していく。
　すでに教育目標の第２の側面のところで述べたように、国際的な比較における学力低下の問題もわが
国の教育現場が抱える深刻な問題である。本専攻では、理論と実践の両面から、個々の子どもの認知と
感情を尊重し、個人差に十分配慮した教育的支援を実践できる教師であることと、学級内間の人間関係
と家庭及び地域社会教育に精通した教師をめざすことを理念の中核に置いている。
　以上、大学院心理学研究科発達･学校心理学専攻においては、心理学部学校心理専攻との一貫教育の立
場から、学部教職課程の教科担当教員が引き続き大学院においても５教科を担当するように構成してい
る。また教職に関する科目は、上記９分野にそれぞれ専門の担当教員をおくことによって、幼児と児童
の教育に取り組むキャリア・アップした教師を養成したい、というのが教員養成に対する理念・構想で
ある。
②教職課程の設置趣旨
（幼稚園専修免許課程）
　本専攻における専修免許課程の設置趣旨は、まず、心理学部心理学科学校心理専攻において既に設置
している幼稚園および小学校教諭1種免許課程の基盤の上に、大学院心理学研究科発達・学校心理学専攻
に専修免許課程を設置することで、より一層、質的にも充実した教員を地域社会のそれぞれの教育現場
に送り出せると考えている点にある。
　また最近、教諭の質が社会的な課題となっていることから、既に幼稚園教諭1種免許を有して現場で活
躍している本学部卒業生を含む教職に従事している社会人の再学習および研究の場として本専攻に再度
進学する道を広げることによって、教育心理学を基礎に置く専修免許課程においてさらに研鑽を積む機
会を提供したいと考えている。これらが設置の主たる趣旨である。
　また上記の設置趣旨に加え、発達の中でも特に初期経験の重要性と少子化に伴う社会的な要請を踏ま
え、家庭教育や保育園との連携および小学校低学年での学級崩壊等の重要な教育上の問題を、大学院で
さらにキャリアを研鑽することで、個々の事例を通して、適切に処理し指導的立場に立って我が国の幼
児教育に取り組む人材を社会に送ることの必要性と責任を全うすることに、本専攻の果たすべき役割が
ある。とりわけ本専攻は、地域との関わりをさらに重視したキャリア形成を目指している。
　特に京都地区では、教職課程を有する大学等が京都地区教職課程協議会（京教協）を設立し教育実習
等の専門的な問題に取り組んでいる。京教協においては小学校・幼稚園の免許取得や教育実習について
大学同士が互いに研鑽する場となっており、次の小学校専修免許課程の設置趣旨とも関連するが、この
ことは本学において幼稚園専修免許課程を設置する趣旨に深く関係する点である。
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（小学校専修免許課程）
　小学校専修免許課程の設置趣旨に関しては、①の幼稚園専修免許課程の設置趣旨と多くの共通部分を
有する。その中でも特に教科に関する科目については、心理学部の教職課程との一貫教育をさらに充実
したものにするためのもので、とりわけ理科教育を通して、その専門性を深めるようにカリキュラムを
構成していく。
　また教職に関する科目は、心理学研究科の教育理念に則り、修士(心理)を研究の基盤におく意味で、
科学性と社会性、および国際性を備えた科目を設置している。このような科目構成により、より専門性
の高い教諭を一貫教育のもと、社会に送り出せると考えている。
　具体的には、教諭の質に関する社会的な問題を踏まえ、教育現場において常に児童の心理に専門的な
立場から対処し、かつインターネットやe-learning、心理・教育統計学に基づく児童の行動観察と成績
等のデータ処理を実行するに足るだけの教育内容と教育情報機器の取り扱い、さらには教材研究に常に
工夫を重ねる教育の専門家を育成することを目指すものである。
　幸い本専攻では、情報関連の科目も多く、教育評価における信頼性と妥当性の問題を専門的に履修し
うる教育環境も整いつつある。この点も、一貫教育としてさらに小学校専修免許課程を設置する大きな
趣旨であると考えている。
　現在本学では、人間文化研究科応用英語専攻・生活福祉文化専攻・人間文化専攻において、中学校お
よび高等学校の英語･家庭･福祉･国語の専修免許課程を設置している。
　子どもの心理を専門とする本専攻において、地域と社会はもちろんのこと、広く国際的な視野にたっ
て、教育現場で抱える子どもの諸問題や障害、心のケア、公私共に二重構造をなす社会的な学級集団が
内包する複雑な構造、さらには多国籍民族を超えた文化をあまねく理解し、いろいろな教育の諸問題に
果敢に立ち向かうより客観的･即時的な判断力をもった専門的な教諭の養成が可能になるものと確信して
いる。このことが、小学校及び幼稚園の専修課程の設置する上での、主たる設置趣旨である。

●　人間文化研究科応用英語専攻（中専修免（英語）・高専修免（英語））
①教員養成に対する理念・構想
　人間文化研究科応用英語専攻は、高度な職業人として世界を視野に活躍する人材の養成を目指し、
「英語を学ぶ」から「英語で学ぶ」「英語に学ぶ」を基本理念に、「英語運用能力の向上」と、「応用
のための課題研究」の2つを柱に、「英語圏文学・文化」「英語教育・英語学」「国際交流」の各領域の
修士論文作成へ向けて、その科目群を展開している。
　この３領域を取り巻く諸問題について、より専門的な理論と多分野にわたる基礎科目や専門科目とと
もに、演習科目、スクールインターンシップを含む実習、研究を通して専門性と技術を高めた英語科教
員の育成を目指している。インターンシップは、国連、ユネスコなどの国際機関や、様々な教育機関な
どで実施されてきた。
本専攻では上記の教育理念・構想のもとに、教員養成では以下の点に重点を置きながら、高度な資質を
持ち現場で活躍できる教員の養成を目標としている。
〇「英語を学ぶ」から「英語で学ぶ」「英語に学ぶ」を基本理念に、「英語運用能力の向上」を探求
し、「英語圏文学・文化」「英語教育・英語学」「国際交流」の各領域について広汎な知識と技能を修
得した、英語で授業が出来る中学・高等学校英語科教諭を育成する。
〇深い専門知識とゆたかな洞察力、様々なインターンシップ等の体験と実習から得た「経験知」から、
人権尊重の精神を培い、教育者として全人教育に取り組む人材を養成する。
〇修得した「英語圏文学・文化」「英語教育・英語学」「国際交流」の高度な専門の知見とスクールイ
ンターンシップの体験から教育的な課題解決能力を有する人材を育成する。

②教職課程の設置趣旨
（中学校専修免許課程）
　学部において外国語（英語）の教員免許状を取得したものや教育現場の現職教員に対して、資質能力
を高めるために大学院での更なる理論と専門性の学びと更新が奨励され、その学びを教育現場に還元す
ることが求められている。応用英語専攻では、英語科教員に必要な理論と専門性および研究力を身に付
けられる科目を配置し、様々なインターンシップ等の実践を通して、指導力および高い専門性を有した
「英語科教員」を育成し、社会の要求に応えることが可能である。このような趣旨から、本専攻に「中
学校教諭専修免許　外国語（英語）課程」を設置している。
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（高等学校専修免許課程）
　学部において外国語（英語）の教員免許状を取得したものや教育現場の現職教員に対して、資質能力
を高めるために大学院での更なる理論と専門性の学びと更新が奨励され、その学びを教育現場に還元す
ることが求められている。応用英語専攻では、英語科教員に必要な理論と専門性および研究力を身に付
けられる科目を配置し、また様々なインターンシップ等を通して課題を抱える教育現場での実際の教育
実践に関わり、指導実践力および高い専門性を有した「英語科教員」を育成し、社会の要求に応えるこ
とが可能である。また留学や国際機関でのインターンシップを通じて広く国際的な視野にたって、多文
化を理解し、いろいろな国際理解教育に関わる諸問題に客観的･即時的な判断力をもった専門的な教諭の
養成が可能になるものと確信している。このような趣旨から、本専攻に「高等学校教諭専修免許　外国
語（英語）課程」を設置する必要性と意義がある。

●　人間文化研究科生活福祉文化専攻（中専修免（家庭）・高専修免（家庭））
①教員養成に対する理念・構想
　人間文化研究科生活福祉文化専攻は、2004年度に開設され、その教育目標は、「Quality of Life
（QOL）向上研究とWell-Beingの探究」を通して生活学と福祉学を融合した新しい生活福祉文化学の構築
と、あらゆる人の生活創造および、それを支援する福祉への実践力を養うことである。
これらを実現するために、生活を取り巻く諸問題について追究する「健康生活文化領域」と、家族、地
域社会、社会システムのあり方を追究する「生活福祉領域」の2領域を設定している。「福祉」の教科に
関する科目として「生活福祉領域」の専門科目から15科目を指定し、より専門的な理論と実習、研究を
通して専門性と技術を高めた福祉科教員の育成を目指す。
　本専攻では上記の教育理念・構想のもとに、教員養成では以下の点に重点を置きながら、高度な資質
を持ち現場で活躍できる教員の養成を目標としている
〇「生活の質」の向上を探求し、衣・食・住・健康・家族・福祉について広汎な知識と技術を修得した
中・高家庭科、高校福祉科教諭を育成する。
〇深い専門知識とゆたかな洞察力、人権尊重の精神を培い、人々の生活の質向上とウェルビーイングの
実現を力強くサポートできる教育者の育成すること。
〇生活と福祉の知識・技能・技術を修得し、指導できること。
〇修得した生活と福祉の知見を生かして、総合的かつ複合的に駆使できる高度な専門性と課題解決能力
を有し、指導者として活躍できる人材を育成すること。

②教職課程の設置趣旨
（中学校専修免許課程）
　学部において家庭の教員免許状を取得したものや現場教員に対して、資質能力を高めるために大学院
での更なる学びが奨励され、その学びを現場に還元することが求められている。生活福祉文化専攻で
は、家庭科教員に必要な食や健康、生活環境および生活文化についての理論と専門性および研究力を身
に付けられる科目を配置し、指導力および高い専門性を有した「家庭科教員」を育成し、社会の要求に
応えることが可能である。このような趣旨から、本専攻に「中学校教諭専修免許（家庭科）課程」を設
置している。

（高等学校専修免許課程）
　学部において家庭の教員免許状を取得したものや現場教員に対して、資質能力を高めるために大学院
での更なる学びが奨励され、その学びを現場に還元することが求められている。生活福祉文化専攻で
は、家庭科教員に必要な食や健康、生活環境および生活文化についての理論と専門性および研究力を身
に付けられる科目を配置し、指導力および高い専門性を有した「家庭科教員」を育成し、社会の要求に
応えることが可能である。このような趣旨から、本専攻に「高等学校教諭専修免許（家庭科）課程」を
設置している。
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●　人間文化研究科生活福祉文化専攻（高専修免（福祉））
①教員養成に対する理念・構想
　人間文化研究科生活福祉文化専攻は、2004年度に開設され、その教育目標は、「Quality of Life
（QOL）向上研究とWell-Beingの探究」を通して生活学と福祉学を融合した新しい生活福祉文化学の構築
と、あらゆる人の生活創造および、それを支援する福祉への実践力を養うことである。
これらを実現するために、生活を取り巻く諸問題について追究する「健康生活文化領域」と、家族、地
域社会、社会システムのあり方を追究する「生活福祉領域」の2領域を設定している。「福祉」の教科に
関する科目として「生活福祉領域」の専門科目から15科目を指定し、より専門的な理論と実習、研究を
通して専門性と技術を高めた福祉科教員の育成を目指す。
　本専攻では上記の教育理念・構想のもとに、教員養成では以下の点に重点を置きながら、高度な資質
を持ち現場で活躍できる教員の養成を目標としている
〇「生活の質」の向上を探求し、衣・食・住・健康・家族・福祉について広汎な知識と技術を修得した
中・高家庭科、高校福祉科教諭を育成する。
〇深い専門知識とゆたかな洞察力、人権尊重の精神を培い、人々の生活の質向上とウェルビーイングの
実現を力強くサポートできる教育者の育成すること。
〇生活と福祉の知識・技能・技術を修得し、指導できること。
〇修得した生活と福祉の知見を生かして、総合的かつ複合的に駆使できる高度な専門性と課題解決能力
を有し、指導者として活躍できる人材を育成すること。

②教職課程の設置趣旨
　学部において家庭の教員免許状を取得したものや現場教員に対して、資質能力を高めるために大学院
での更なる学びが奨励され、その学びを現場に還元することが求められている。そのような社会の要求
に合わせて、生活福祉文化専攻では「福祉科教員」の研究力と専門性を高めるべく、教職課程を設置し
ている。
　生活福祉文化専攻では、福祉科教員に要求される援助技術、ソーシャルワークの手法や指導法を中心
に、より高度な福祉の理論と技術を身に付け、研究力、指導力および高い専門性を有した「福祉科教
員」を育成し、社会の要求に応えることが可能である。このような趣旨から、本専攻に「高等学校教諭
専修免許（福祉科）課程」を設置している。
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●　人間文化研究科人間文化専攻（中専修免（国語）・高専修免（国語））
①教員養成に対する理念・構想
　平成17年に設置された本学大学院人間文化研究科人間文化専攻では、地域・国籍・民族を超えた文化
の本質とその歴史的背景への理解を深め、併せて現代的視点から日本をはじめとする世界のさまざまな
文化の比較対照研究や文化交流史の研究を行っている。その主たる教育目標は、人類が長い歴史の中で
生み出してきた文化の多様性を理解し、尊重する視点に立って、さまざまな分野で、文化の創造・発
展・継承に積極的に寄与することのできる人材を育成することである。
　このような目標を実現するために、人間文化学部人間文化学科の〈芸術と思想〉〈日本語・日本文
化〉〈多文化理解〉〈読書と情報の文化〉の４領域を継承発展させた〈表現文化領域〉〈実践文化領
域〉の２領域を設け、多角的な視点から広く文化研究ができるカリキュラムを展開している。大学院生
は、各自の研究テーマに合わせて、いずれかの領域を中心に研究を深め、同時にもう一方の領域につい
ても併せ学ぶ機会を十分に持つことができる。このように、本専攻では、国語科教員となる上で不可欠
な文化への理解を深めることができるカリキュラムとなっている。
中学校ならびに高等学校の国語科教員を養成する教育においては、国語に関する知識の重要性は言うま
でもなく、我が国固有の伝統文化への理解と継承の必要性に対する認識が求められる。また、世界の多
様な文化への十分な理解も不可欠である。

　国語と文化の関係については、文化審議会の答申「これからの時代に求められる国語力について」
（平成１６年２月３日）の中で、「国語は文化の基盤であり、中核である」と明記されている。また、
「国語は、長い歴史の中で形成されてきた我が国の文化の基盤をなすものであり、また文化そのもので
あ」り、「我々の先人たちが築き上げてきた伝統的な文化を理解・継承し、新しい文化を創造・発展さ
せるためにも国語は欠くことのできないものである」とも書かれている。
　そして、国際化・情報化が進む中、確かな「国語力」を身につけるために、「国語教育の在り方」と
「読書活動の在り方」とがきわめて重要な課題であることが指摘されている。また、多様な文化への理
解の必要性については、文化庁国際文化交流懇談会報告「今後の国際文化交流の推進について」（平成
15年3月24日）の中で、「広い視野を持って異文化を理解し，異なる文化を持った人々と共に21世紀の国
際社会の中で生きていくことができる資質や能力を，子どもたちに育成することが重要である」ことが
述べられ、「国際理解，異文化理解のための教育を推進する必要がある」ことが謳われている。
　このように、我が国の伝統文化と多文化への深い理解に基づいて、新しい文化の創造に寄与できる人
材の育成が、国語科教育の分野において広く求められているといえる。また、文部科学省審議会である
言語力育成協力者会議でも、言語力と国語力の関係の深さや、言語力育成には読書が不可欠であること
などに言及しており、子どもへの読書支援や出版に関して学ぶ機会を提供することも、これからの国語
科教育の人材を育てていくためには重要な役割を果たすことができると考えられる。このような現代的
課題に応えられる、複眼的な視野をもった教員の養成が本専攻の理念とするところである。

②教職課程の設置趣旨
（中学校専修免許課程）
（高等学校専修免許課程）
　上記の目的を達成するために、本専攻では、先に述べた２つの領域を十分に活用することができると
考えている。〈表現文化領域〉では、｢日本語学｣｢日本文学｣｢漢文学｣｢国語科教育｣に関する基礎的な科
目群だけではなく、諸外国の文学、音楽、絵画など多彩な文化について学ぶことができるようになって
おり、日本の言語・文学・文化を相対的に学ぶ機会をもつことによって、その理解をより深めることが
できると考えている。〈実践文化領域〉では、子どもへの読書支援、出版、文献学、図書館情報学な
ど、国語力や読書力の育成などにたずさわるにあたって、その社会的な基盤を理解するのに必要な事柄
について学ぶことができるようになっており、より実践的応用力に富む国語科教員を育成できるよう配
慮している。
　すなわち、本専攻においては、国語学・国文学に関する専門性にとどまらず、幅広い文化の理解・継
承・伝達についての学習内容をカリキュラムの基礎とし、より深い文化に対する理解の上に国語科教員
となるための具体的な学習内容を配置することによって、国語科教員に求められる教育力の開発・強化
を目指している。国語学・国文学・漢文学・国語科教育等の教科に関する専門的知識を深めるととも
に、多文化理解を背景とする日本文化に対する理解や図書館学や情報分野に関する最新の動向などをも
研究することで、国語科教員としての能力や知見をいっそう高めることができると考える。このような
趣旨から、我が国にとって望ましい国語科教員の育成にいっそう寄与しうるよう、本学科の国語科教諭
免許課程を基盤として、本専攻に｢中学校・高等学校教諭専修免許（国語科）課程｣を設置するものであ
る。
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