
１．教員養成の理念 

 

「仏教精神に基づく女子教育」という本学園創設の教育理念を踏まえ、建学の精神である「真

実心」（浄土真宗の開祖親鸞聖人〔1173－1262〕の言葉）に基づき、「社会に有為なる女性の育

成」をめざす。特に教員養成については、①「主体的な人間」、すなわち自己を確立し自ら学ぶ

ことを通じ専攻分野の知識を極めること、②「共に生きる人間」、すなわち他者との共感・共生

を通じての人格形成に重点を置いた教育目標を設定している。 

将来教員となることを強く希望する学生が、教育の専門職にたるにふさわしい学力を確実に身

につけ、「主体的な人間」として、専攻分野の知識に基づき、教育者として幅広い知識や必要な

様々な技術を習得すること、同時に「共に生きる人間」として、豊かな人間性を養いその資質を

高めるための機会を提供することを目的とする。具体的には、全学的に養成しようとする教師像

として、次のような資質・能力を形成することに努める。 

（1）「建学の精神」である真実心を教育理念とした信念のある教師 

（2）幅広い識見と専門的な知識を有する実践力のある教師 

（3）教育職に対する使命と責任を重んじ、児童・生徒を大切にする教師 

（4）保護者・地域と連携し、開かれた学校づくりを担いうる教師 

（5）社会の変化に柔軟に対応しうる教師 

 

 

２．学科等で取得できる教員免許状の種類 

 

学部・研究科 学科・専攻 
入学 

定員 
設置年度  

健康科学部 

健康栄養学科 

管理栄養士専攻 
80名 平成25年度 栄養教諭一種免許状 

健康栄養学科 

健康ｽﾎﾟｰﾂ栄養専攻 
40名 平成25年度 栄養教諭二種免許状 

看護学科 80名 平成23年度 養護教諭一種免許状 

こども教育学部 こども教育学科 80名 平成27年度 
幼稚園教諭一種免許状 

小学校教諭一種免許状 

心理学研究科 臨床心理学専攻 10名 平成16年度 
高校教諭専修免許状「公民」 

※高等学校教諭一種免許状の資格を

有する者に限る。 

 

 

３．教員養成に係る組織、教員体制及び授業科目 

 

（1）教員養成に係る組織 

①教職委員会 

教務部長、教職課程担当教員（3名）、各学科から選出された委員、教職・保育職支援室長、

学生サポートセンターマネージャーを構成員として、教員養成課程についての情報を全学的

に共有かつ議論できる組織的な体制を整え、定例会を持っている。また、必要に応じて臨時

委員会を設定している。大学外の関係機関との連絡調整は、原則的に所属する「京都地区大



学教職課程協議会」や「京都地区私立大学教職課程研究連絡協議会」を通じて組織的に行っ

ている。また、必要に応じて教職・保育職支援室長を通じて行っている。 

 

【委員会の組織図】 

 

 

②教職・保育職支援室 

教育実習等各種実習に関わる事務手続き、教員免許状取得に関わる各種ガイダンス、公開

模擬試験などの実施を行うと同時に、適宜教免・保育士免取得に関する相談を受け付けるな

ど、教職・保育職を目指す学生に個別に対応するための窓口である。教職・保育職支援室の

構成員 4名は、いずれも教職経験者であり、教育現場において求められる教員・保育士とし

ての知識や技能を踏まえた上で、教職・保育職を目指す学生の指導にあたっている。特に、

こども教育学科・健康栄養学科・看護学科や学習ステーションと教職・保育職支援室とがよ

り連携を強めながら、採用試験の受験対策に特化したさまざまな指導や支援を行う体制で臨

んでいく。 

 

（2）教員体制及び授業科目（授業の内容・方法、授業計画はシラバス検索で参照） 

①栄養教諭一種・二種免許 

科目 授業科目 専任･兼担教員（空白は非常勤） 

教職の意義等に関する科目 教職論 若井 彌一 

教育の基礎理論に関する科目 教育原理 岡田 敬司 

教育心理学 酒井 浩二・伊藤 美加 

教育行政学 水野 豊 

教育課程に関する科目 教育課程論 若井 彌一 

道徳教育の理論と指導法 岡田 敬司 

特別活動指導論 伊藤 美加 

教育方法論 伊藤 美加 

生徒指導及び教育相談に関する科目 生徒指導論 伊藤 美加 

教育相談 藪添 隆一 

栄養教育実習 事前・事後指導 岡田 敬司、桑島 千栄、他 

栄養教育実習 桑島 千栄 

教職実践演習 
教職実践演習（栄養教諭） 

岡田 敬司、伊藤 美加、 

桑島 千栄、古川 陽子 

 

②養護教諭一種免許 

科目 授業科目 専任･兼担教員（空白は非常勤） 

教職委員会

教職・保育職

支援室
こども教育学科 健康栄養学科 看護学科



教職の意義等に関する科目 教職論 若井 彌一 

教育の基礎理論に関する科目 教育原理 岡田 敬司 

教育心理学 酒井 浩二・伊藤 美加 

教育行政学 水野 豊 

教育課程に関する科目 教育課程論 若井 彌一 

道徳教育の理論と指導法 岡田 敬司 

特別活動指導論 伊藤 美加 

教育方法論 岡田 敬司 

生徒指導及び教育相談に関する科目 生徒指導論 伊藤 美加 

教育相談 藪添 隆一 

養護実習 事前・事後指導 岡田 敬司、他 

養護実習  

教職実践演習 教職実践演習（養護教諭） 岡田 敬司、伊藤 美加、他 

 

③幼稚園教諭一種免許 

科目 授業科目 専任･兼担教員（空白は非常勤） 

教職の意義等に関する科目 教職論 若井 彌一 

保育者論 和田 幸子 

教育の基礎理論に関する科目 教育原理 北岡 宏章 

発達心理学 山﨑 玲奈、他 

教育心理学 伊藤 美加 

教育の制度・運営 若井 彌一 

教育課程及び指導法に関する科目 保育課程論 鍋島 惠美 

教育課程論(初等) 北岡 宏章 

保育内容総論 鍋島 惠美 

保育内容Ⅰ（健康） 智原 江美 

保育内容Ⅱ（人間関係） 鍋島 惠美 

保育内容Ⅲ（言葉） 鍋島 惠美、他 

保育内容Ⅳ（環境） 菅井 啓之 

保育内容Ⅴ（総合表現Ⅰ） 智原 江美、下口 美帆 

保育内容Ⅴ（総合表現Ⅱ） 鍋島 惠美、田中 慈子 

保育内容Ⅴ（総合表現Ⅲ） 
鍋島 惠美、智原 江美、 

下口 美帆、和田 幸子 

保育内容研究 鍋島 惠美、和田 幸子 

保育方法論 和田 幸子 

教育方法論(初等) 西 孝一郎 

生徒指導、教育相談及び進路指導等

に関する科目 

児童心理学 山﨑 玲奈 

保育相談支援 山﨑 玲奈 

教育相談(初等) 山﨑 玲奈 

教育実習 教育実習事前・事後指導（幼稚園） 鍋島 惠美、山﨑 玲奈、他 

幼稚園教育実習Ⅰ（観察実習） 鍋島 惠美、山﨑 玲奈、他 



幼稚園教育実習Ⅱ（実践実習） 鍋島 惠美、山﨑 玲奈、他 

教職実践演習 教職実践演習（幼･小） 北岡 宏章、他 

 

④小学校教諭 1種免許 

科目 授業科目 専任教員（空白は非常勤） 

教職の意義等に関する科目 教職論 若井 彌一 

教育の基礎理論に関する科目 教育原理 北岡 宏章 

発達心理学 山﨑 玲奈、他 

教育心理学 伊藤 美加 

教育の制度・運営 若井 彌一 

教育課程及び指導法に関する科目 教育課程論(初等) 谷本 寛文 

国語科指導法 谷本 寛文 

社会科指導法 西 孝一郎 

算数科指導法 河原 聡子 

理科指導法 菅井 啓之 

生活科指導法 菅井 啓之、西 孝一郎 

音楽科指導法  

図工科指導法 下口 美帆 

家庭科指導法  

体育科指導法 内田 和寿 

道徳教育の理論と指導法(初等) 北岡 宏章 

特別活動指導論(初等) 北岡 宏章 

教育方法論(初等) 西 孝一郎 

生徒指導、教育相談及び進路指導等

に関する科目 

生徒指導論(初等) 伊藤 美加、山﨑 玲奈 

教育相談(初等) 山﨑 玲奈 

教育実習 
教育実習事前・事後指導（小学校） 

北岡 宏章、菅井 啓之、 

谷本 寛文、他 

小学校教育実習Ⅰ 
北岡 宏章、菅井 啓之、 

谷本 寛文、他 

小学校教育実習Ⅱ 
北岡 宏章、菅井 啓之、 

谷本 寛文、他 

教職実践演習 教職実践演習（幼･小） 北岡 宏章、菅井 啓之、 

谷本 寛文、他 

 

 

４．卒業者の教員免許状の取得状況及び教員への就職状況 

 

 平成 24年度卒業 平成 25年度卒業 平成 26年度卒業 平成 27年度卒業 

免許状取得者数 30 名 14 名 26 名 47 名 

教員就職者数 9 名 4 名 8 名 8 名 

 



 

５．教員の養成に係る教育の質の向上に係る取組に関すること 

 

（1）エンロールメント・マネジメント（EM）による教育充実策 

本学は、学士課程の質保証の流れの中で「学生の主体的な学び」の実現へ向けた FDとして、

教育課程の体系化と組織的教育を柱にカリキュラム改革、授業内容・方法の改善、教員の授業実

施能力の向上などに取り組んできた。これを本学では、全学的な学生総合支援策「エンロールメ

ント・マネジメント（EM）」の中に「教育充実策」として位置づけている。教員を目指す学生に

対し、履修の仕方、実習の事前・事後指導や教員免許状の申請手続き方法、教員採用試験対策な

どについて、専門教員が丁寧に指導するとともに、さまざまな疑問や悩みにも個別に対応してい

る。また、併設の小学校、中学校、高等学校での授業参観を行い、模擬授業なども実施して、実

習本番に向けて万全の態勢で臨めるようサポートしている。また、教育委員会を窓口にした学生

ボランティア活動、学校が直接募集する学生ボランティア活動、併設校である光華幼稚園・光華

小学校・京都光華中学校・高等学校における学生ボランティアへの参加を通して、学生が主体的

にボランティアとして教育現場での体験が容易に得られるように、併設校の受入体制や時間割を

工夫するなどの環境整備を図っている。 

 

（2）AP採択による「学習・学修マネジメント力」を向上させる学習支援体制の構築 

平成 26年度、本学は文部科学省の大学教育再生加速プログラム（AP:大学教育改革を更に推進

する先進的な取組み）として採択された。これは、知識やスキルの修得に向けて主体的に行動が

できる女性を育成するため「アクティブ・ラーニング（AL）」を推進し、「学習・学修マネジメ

ント力」を向上させる学習支援体制を全学的に展開していく取り組みである。 

 

（3）自主学習の促進 

学生は、講義や演習・実習科目を通じて教員の指導を受けるとともに、自らの疑問や課題に自

主的に取り組むことが重要である。後者への真摯な努力の中で、前者に対するより深い興味と理

解が開けてくる。本学では、学生の個人ないしグループでの自主的な学習を奨励しサポートする

ために、全学部・学科の学生が利用可能な学習ステーションおよび学科ごとに設置するコモンズ

を平成 26年 4月より新設し、学生の利用に供している。学生のグループ学習や学習のための作

業の空間にするため、アドバイザーとなる教職員や経験が豊富な先輩学生（ピアサポーター）が

常駐し、学生の相談に乗る。さらに、コモンズに隣接して「教職・保育職支援室」を設置し、実

習準備、教員・保育士採用試験対策、私立幼稚園・保育所への就職準備に関し、学生をきめ細か

く指導・支援できる環境も整えることとしている。 

 


