
HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 伊藤 駿 

学部 

学科 

学芸学部 

子ども学科 

職名 講師 

在籍年数 1年 

教育年数 2年 

専門領域 特別支援教育・インクルーシブ教育 

2.教育の活動 

最近 3年間の担当科目 

特別支援教育総論／1年次後期／50名／選択科目 

特別支援教育／1年次前期／80名／必修科目 

知的障害教育論Ⅰ／2年次前期／30名／選択科目 

知的障害教育論Ⅱ／2年次後期／15名／選択科目 

特別支援教育実習／3年次後期／15名／選択科目 

特別支援教育実践演習／3年次通年／15名／選択科目 

発達障害教育総論／2年次後期／30名／選択科目 

基礎ゼミナールⅠ・Ⅱ／1年前・後期／80名／必修科目 

総合子ども学Ⅱ／1年前期／80名／必修科目 

基礎ゼミナールⅢ・Ⅳ／2年前・後期／40名／選択科目 

子ども学研究法／3年前期／4名／必修科目 

卒業研究Ⅰ／3年後期／4名／必修科目 

卒業研究Ⅱ／4年通年／6名／必修科目 

3.教育の理念・目的、方法 

なぜ行っているのか（自ら

の信念、価値観、目指すも

の等）、教員としての目

標、学生に求めること（期

待）等 

共通する方法や方針、独自

の工夫等 

現場で役立つことはもちろん、自身の立場の優位性を認識でき

る、そして自身の実践を批判的に省察できる教員養成をめざしてい

る。 

 学生には授業はこなすものではなく、何を学び取るかをしっかり

目的意識をもって考えるようにしてほしい。また、できる限り自身

の仲間たちと課題を乗り越え、教育実習や卒業後も支えあえる関係

性を築いてほしいと考えている。そのため、グループワークを積極

的に取り入れ、学生の関係づくりを重視して授業を行っている。 

4.教育改善と成果 

学内外での教育活動、委員

会活動、FD 活動で行って

きた改善及びその成果 

・非常勤講師（大阪産業大学、聖カタリナ大学ほか） 

・毎回のコメントカードや授業評価アンケートの結果を踏まえて、

授業方法を改善している 

5.教育実践(資料等) 

シラバス、テキスト、配付

物、小テスト、web の活

用（C-Learningを含む）、

シラバスはすべてホームページに掲出 

毎回学生へのコメントのリプライを含めたレジュメとパワーポイ

ントを作成している 



アクティブラーニング実

践報告等 

6.今後の目標 

目標に対する今後の自分

の課題、解決方法、計画等 

・特別支援を専門としない学生たちへの興味関心の喚起のため、よ

りリアリティのある教材を作成したり、自分事としてとらえられる

事例の提供をしたりすることを心掛ける。 

 



HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 植田 敦三 

学部 

学科 

学芸学部 

子ども学科 

職名 教授 

在籍年数 2年 

教育年数 ３８年 

専門領域 算数科教育学 

2.教育の活動 

最近 3年間の担当科目 

数の世界／2年次前期／15名／選択科目 

生活と数学／2年次後期／20名／選択科目 

算数／2年次後期／25名／必須科目 

算数科指導法／3年次前期／25名／必須科目 

3.教育の理念・目的、方法 

なぜ行っているのか（自ら

の信念、価値観、目指すも

の等）、教員としての目

標、学生に求めること（期

待）等 

共通する方法や方針、独自

の工夫等 

本学部学生が、高等学校までに学んできたことを振り返りながら、

社会において必要とされている数学的リテラシーを育むことを基

本としている。また、教職を目指す学生に必要不可欠な算数・数学

の知識・技能を身に付けること、数学的な見方・考え方に触れるこ

とを大切にしたい。 

 講義形式を可能な限り双方向的になるように心がけている。授業

では、授業資料を C-Learning で提供するとともに、授業で用いる

ワークシートを毎回準備し、学生にとって主体的な学習となるよう

に工夫している。 

4.教育改善と成果 

学内外での教育活動、委員

会活動、FD 活動で行って

きた改善及びその成果 

学期ごとの授業評価を参考にして授業内容及び方法の改善をおこ

なっている。学内では、教養教育を含む教育課程の見直しと改善に

かかわっている。 

 

5.教育実践(資料等) 

シラバス、テキスト、配付

物、小テスト、web の活

用（C-Learningを含む）、

アクティブラーニング実

践報告等 

シラバス。 

毎回資料：パワーポイントを用いた講義展開、C-Learning の教材

倉庫に毎回の授業資料をアップしている。 

6.今後の目標 

目標に対する今後の自分

の課題、解決方法、計画等 

教養科目と専門科目のかかわりを明確にすることにより、担当して

いる授業の構造化をより一層進める。 

 



HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 大迫知佳子 

学部 

学科 

学芸学部 

子ども学科 

職名 准教授 

在籍年数 6年 

教育年数 6年 

専門領域 音楽学（音楽理論史） 

2.教育の活動 

最近 3年間の担当科目 

音楽史 I／2年次前期／約 40名／必修科目 

音楽史 II／2年次後期／約 40名／必修科目 

日本音楽概論／3年次前期／約 20名／選択科目 

音楽芸術論／3年次前期／約 30名／選択科目 

音楽／1年次後期／約 30名／選択科目（小免必修） 

音楽表現／2年後期／約 20名／選択科目（幼免選択必修） 

総合表現／4年前期／約 40名／選択科目（保必修） 

子ども学研究法／3年前期／約 3名／必修科目 

卒業研究 I／3年後期／約 3名／必修科目 

卒業研究 II／4年通年／約 5名／必修科目 

基礎ゼミ I／1年前期／約 60名／必修科目 

基礎ゼミ II／1年後期／約 60名／必修科目 

基礎ゼミ III／2年前期／約 60名／選択科目 

基礎ゼミ IV／2年後期／約 60名／選択科目 

器楽 I／1年前期／6名／必修科目 

器楽 III・V・VII／2〜4年前期／1〜6名／選択科目 

器楽 II／1年後期／6名／必修科目 

器楽 IV・VI・VIII／2〜4年後期／1〜6名／選択科目 

3.教育の理念・目的、方法 

なぜ行っているのか（自ら

の信念、価値観、目指すも

の等）、教員としての目

標、学生に求めること（期

待）等 

共通する方法や方針、独自

の工夫等 

 大学卒業後、音楽、教育、保育に関わる、広い意味での対人支援

職に就く人材を育てるべく、大学での学びのみならず社会で生きて

いくために必要な力や守るべき規範（静かに人の話を聞く、仲間と

協働して問題を解決する、問題意識を持つ、など）をも育成できる

よう心がけている。 

 講義科目も含め、双方向型の授業となるようアクティブラーニン

グの手法を積極的に導入し、オンライン掲示板を用いての意見交

換、グループワーク、討論、コメントペーパー等を活用し、学生の

主体的な学びの推進に努めている。 

4.教育改善と成果 

学内外での教育活動、委員

 授業評価を参考に、毎年度授業内容・方法等を改善している。ま

た、授業の第 6 回と第 15 回に独自の振り返りテストとアンケート



会活動、FD 活動で行って

きた改善及びその成果 

を実施し、改善すべき点や要望を併せて聞き取り、通時的に改善で

きるシステムを構築している。また、大学の FD活動の一環として

行われる授業参観を活用し、同僚・上司の評価に基づく授業改善と、

同僚・上司の授業へ参加することによる自身の授業改善に努めてい

る。 

5.教育実践(資料等) 

シラバス、テキスト、配付

物、小テスト、web の活

用（C-Learningを含む）、

アクティブラーニング実

践報告等 

・大迫知佳子 2019 「ICTを活用した音楽史の授業実践」『2018年

度アクティブ・ラーニング推進報告書』（広島文化学園大学・短短

期大学 FD委員会）pp. 57-58 

・PPT教材、配布プリント教材、及び C-learning教材 

6.今後の目標 

目標に対する今後の自分

の課題、解決方法、計画等 

 学生は、実践的な事柄（職業や生活等に直結する事柄）には熱心

に取り組める傾向にあるが、その背景にある理論・思想・原理に対

する理解・興味・関心には乏しい傾向にある。単純かつはっきりと

表に現れていないこれらの背景も、実践的な事柄を支え、理解し、

効果的に実施するために重要であり、必要不可欠であるということ

をきちんと伝えられるような授業を展開したい。 

 



HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 河村 暁 

学部 

学科 

学芸学部 

子ども学科 

職名 准教授 

在籍年数 ６ヶ月 

教育年数 ６ヶ月 

専門領域 特別支援教育学 障害児心理学 

2.教育の活動 

最近 3年間の担当科目 

障害児教育相談とアセスメント/３年次前期/27名 

病弱児の心理・生理・病理/3年次前期/19名 

知的障害児の心理・生理・病理/２年次前期/20名 

3.教育の理念・目的、方法 

なぜ行っているのか（自ら

の信念、価値観、目指すも

の等）、教員としての目

標、学生に求めること（期

待）等 

共通する方法や方針、独自

の工夫等 

特別支援学校の教員を目指す学生は専門的な知識を持った先生に

なってほしい、幼稚園教諭免許・保育士資格を取得する学生には現

場で出会う障害のある子どもに適切に対応できる先生になってほ

しい、一般就職をする学生には社会の一員として障害のある人を理

解できるようになってほしいと考えている。 

講義形式はスライドを用いた授業を中心としながらもアクティブ

ラーニングの手法を導入して、質問に考えたり話し合いをする機会

を設けている。事前の知識量を自分でチェックしたり、事後にチェ

ックする手法を設け、学生自身のメタ認知的知識を促すやり方を用

いている。 

4.教育改善と成果 

学内外での教育活動、委員

会活動、FD 活動で行って

きた改善及びその成果 

授業評価を参考にして授業内容や方法の改善を図っている。 

授業参観を積極的に行って、他の教員の優れたやり方を自分の授業

に取り込もうとしている。 

5.教育実践(資料等) 

シラバス、テキスト、配付

物、小テスト、web の活

用（C-Learningを含む）、

アクティブラーニング実

践報告等 

毎回資料・keynoteを活用して講義展開している。 

テキストは授業用に複数の資料から抽出したものを用意して用い

ている。 

頑張った人はそのように評価されるように、一方で過度に難易度が

高まらないようにテストづくりを工夫している。 

6.今後の目標 

目標に対する今後の自分

の課題、解決方法、計画等 

まだ知識伝達的な色合いが強いので、学生自身が自分で考え学ぶよ

うなやり方を導入していきたい。 

 



HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 合原晶子 

学部・学科 学芸学部  子ども学科 

職名 准教授 

在籍年数 5年目 

教育年数 大学 5年目 広島市立幼稚園 38年 広島市保育園 2年 

専門領域 保育・幼児教育 

2.教育の活動 

最近 3年間の担当科目 

保育原理/１年前期/37名/資格必修   

保育者論/２年前期/34名/資格必修   

人間関係/２年前期/63名/免許必修  

人間関係領域指導法/２年後期/57名/免許資格必修  

保育実践演習/4年後期/33名/資格必修 

幼稚園教育実習Ⅰ（事前事後指導）/２年前期後期３年前期後期４年

前期後期/125名/免許必修  

※幼稚園教育実習Ⅱ・Ⅲも含む 

保育実習指導Ⅰ/２年前期後期３年前期/70名/資格必修  

※保育実習Ⅰ含む  

保育実習指導Ⅱ/３年後期４年前期/48名/資格選択必修 

※保育実習Ⅱ含む  

保育実習指導Ⅲ/３年後期４年前期 16名/資格選択必修 

※保育実習Ⅲ含む 

フレッシュマンセミナー／1年前期／80名／必修科目 

総合子ども学Ⅰ／1年前期／55名／必修科目 

基礎ゼミナールⅢ・Ⅳ／2年前期・後期／38名／必修科目 

子ども学研究法／3年前期／５名／必修科目 

卒業研究Ⅰ／3年後期／4名／必修科目 

卒業研究Ⅱ／4年通年／4名／必修科目 

 

3.教育の理念・目的、方法 

なぜ行っているのか（自ら

の信念、価値観、目指すも

の等）、教員としての目

標、学生に求めること（期

待）等 

共通する方法や方針、独自

の工夫等 

保育士や幼稚園教諭をめざす学生に、保育の面白さや素晴らしさに

ついて自らの実践を中心に分かりやすい授業を行っている。「子ど

もを大切にすること」や「子どもを変えるにはまず保育者自身が変

わること」のできる保育者を育てる。そのためには、まず自分自身

が学生を大切にすることや日々の指導方法について反省と改善を

怠らないようにしている。また、子ども学科の教員として、対人援

助職をめざす人を育てるために人間性を重視しながら学科教員が

意識統一して教育を進めていく。 

4.教育改善と成果 学内での FD研修に積極的に参加し、大学教員としての資質を高め



学内外での教育活動、委員

会活動、FD 活動で行って

きた改善及びその成果 

る努力をしている。また、学生が興味関心をもつことのできる授業

の進め方を工夫している。実習担当者としては、県内保育士養成校

教員で構成する研究会に所属し、他大学の担当者との意見交換や共

同研究等を通して、効果的で安全な実習について研修している。学

内分掌としては実習委員長として学部内の様々な実習が円滑且つ

効果的に実施できるように配慮している。 

5.教育実践(資料等) 

シラバス、テキスト、配付

物、小テスト、web の活

用（C-Learningを含む）、

アクティブラーニング実

践報告等 

授業で使用する資料（PPT含む）は、とにかく分かりやすい内容に

するよう心掛けている。また、様々な配慮の必要な学生も多いこと

から、授業を進める速さや説明の仕方等を工夫している。保育実践

演習の授業では、遠足の下見で動物公園に行くことやぶんぶん広場

での未就園児親子との触れ合い等もできるだけ取り入れ、スグに実

践で使える技術を身につけさせている。 

6.今後の目標 

目標に対する今後の自分

の課題、解決方法、計画等 

一人一人が自己発揮できるグループワークの方法  

保育の中に「弾き歌い」を多く取り入れ学生の苦手感をなくす  

 



HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前  坂越 正樹 

学部 

学科 

 学芸学部 

 子ども学科 

職名  教授 

在籍年数  3年 

教育年数  40年 

専門領域  教育学 

2.教育の活動 

最近 3年間の担当科目 

「道徳理論と指導法」（小学校教職必修） 

「道徳教育論」（中学校教職必修） 

「教育人間学」（学芸学部選択科目） 

「子ども学特論」「子ども学演習」（大学院博士課程前期） 

「子ども学理論講究Ⅰ」「子ども学特別考究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」（大学院博

士課程後期） 

3.教育の理念・目的、方法 

なぜ行っているのか（自ら

の信念、価値観、目指すも

の等）、教員としての目

標、学生に求めること（期

待）等 

共通する方法や方針、独自

の工夫等 

【学部授業】 

・学生が主体的に考え探究して道徳授業担当教員としての資質能力

を身につけることをめざす。 

・道徳教育について真剣に取り組み生徒とともに考える新しい道徳

授業を作り上げる教員を養成する。 

・「教育を必要とし可能とする人間」についての理解を深め、教育の

意義を考察する。 

【大学院授業】 

・大学院での学修・研究を実施するために必要な、教育学の基本概

念、子ども観の歴史、人間存在等についての理解を深める。 

・研究者として自律し、研究を推進するために必要な、研究課題の

設定、研究方法論の修得、研究成果の発表方法等について習熟す

る。 

【教育方法等】 

・学生が新しい知識情報に関心を持ち理解を深めるよう、新聞等新

しい情報を提供する。 

・対話を通して道徳授業に関する考えを深める。 

・教材資料を事前にWebにアップしている。 

・ネット掲示板で学生からの意見や質問を受け共有する。 

・毎回小レポートを課す。 

・DVD等を活用し実際の道徳授業に触れさせる。 

・道徳授業の指導案を作成させて模擬授業を実施する。 

 



4.教育改善と成果 

学内外での教育活動、委員

会活動、FD 活動で行って

きた改善及びその成果 

・学内 FD活動への参画 

  R2年度：ティーチングポートフォリオの作成 

  R3年度：C-learning、ICT機器を活用した授業改善 

・広島大学教育学研究科 Ed.D（教職担当教員となるための大学院

博士課程後期学生のプレ FD）プログラムへの参画 

 

5.教育実践(資料等) 

シラバス、テキスト、配付

物、小テスト、web の活

用（C-Learningを含む）、

アクティブラーニング実

践報告等 

【シラバス】 

 



 

【Web C-learningの活用】 

「道徳理論と指導法」 

https://hbg.c-learning.jp/t/class/index/cn00751942 

「教育人間学」 

https://hbg.c-learning.jp/t/class/index/cn32201936 

6.今後の目標 

目標に対する今後の自分

の課題、解決方法、計画等 

・教員と受講学生との対話をより充実する。 

・グループワーク、プレゼンテーション活動を導入する。 

 



HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 髙西 実 

学部 

学科 

学芸学部 

子ども学科 

職名 准教授 

在籍年数 3年 

教育年数 3年（大学以外を含めると 29年） 

専門領域 小学校教育（理科教育） 

2.教育の活動 

最近 3年間の担当科目 

教職概論／１年後期／60名／必修科目 

総合子ども学Ⅱ／1年後期／80名／必修科目 

教育・保育体験Ⅰ／2年前期／80名／必修科目 

小学校教育実習Ⅰ（事前事後指導）／3年通年／25名／免許必修 

小学校教育実習Ⅱ／3年通年／25名／免許必修 

教職実践演習（幼・小）／4年後期／20名／免許必修 

3.教育の理念・目的、方法 

なぜ行っているのか（自ら

の信念、価値観、目指すも

の等）、教員としての目

標、学生に求めること（期

待）等 

共通する方法や方針、独自

の工夫等 

教育者として大切にしたい資質能力は教育に対する志、そして、人

間力、教育的愛情、使命感、専門的知識・技能である。それらを学

生が身に付けることができるよう、小学校教員、校長、教育行政職

員としての実践や経験を踏まえ、建学の精神である「究理実践」を

日々の授業、教育活動において実現することが私の使命であると考

える。人、教材、自己との対話を通して新しい考えや価値観を生み

出すことを目指し、学習規律を整え、主体的で対話的な学修を進め、

深い学びを実現する。 

4.教育改善と成果 

学内外での教育活動、委員

会活動、FD 活動で行って

きた改善及びその成果 

FD 活動に積極的に参加し、研修に努めてきた。また、学生が提出

するレポートや授業評価等を参考にして授業内容・方法の改善に努

めてきた。そうした中、学生による授業評価アンケートでは満足度

の平均が 2020 年度後期 4.5 と一定の評価、満足度を維持すること

ができている。公開授業では授業参観者からは「久しぶりにいい授

業を観させていただいた」といった評価を受けた。 

5.教育実践(資料等) 

シラバス、テキスト、配付

物、小テスト、web の活

用（C-Learningを含む）、

アクティブラーニング実

践報告等 

シラバス：大学のWEBシラバス（学芸学部子ども学科）に掲載 

テキスト：ワークで学ぶ教職概論（ナカニシヤ出版）等 

資料：PPT、ワークシート、動画等を活用した授業展開 

その他：主体的・対話的で深い学びを目指し、ペアトーク、グルー

プ討議、ディベート、発表会、振り返り等を活用した授業展開 

6.今後の目標 

目標に対する今後の自分

の課題、解決方法、計画等 

限られた授業時間の中で知識・技能の修得とのバランスの取れた学

修を生み出すこと、人間力を中心とする自己実現力の向上を目指す

新設科目、プログラム、カリキュラムの実践と成果の検証 



HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 二階堂 年惠 

学部 

学科 

学芸学部 

子ども学科 

職名 教授 

在籍年数 15年 

教育年数 15年 

専門領域 初等教育 

2.教育の活動 

最近 3年間の担当科目 

フレッシュマンセミナー／1年前期／80名／必修科目 

総合子ども学Ⅰ／1年前期／55名／必修科目 

教育・保育体験Ⅰ／2年前期／80名／必修科目 

教育・保育体験Ⅱ／2年後期／4名／選択科目 

社会／2年後期／27名／選択科目 

社会科指導法／3年前期／28名／選択科目 

キャリア教育／3年前期／35名／選択科目 

子ども学研究法／3年前期／4名／必修科目 

卒業研究Ⅰ／3年後期／4名／必修科目 

卒業研究Ⅱ／4年全期／4名／必修科目 

3.教育の理念・目的、方法 

なぜ行っているのか（自ら

の信念、価値観、目指すも

の等）、教員としての目

標、学生に求めること（期

待）等 

共通する方法や方針、独自

の工夫等 

将来、教育者として育成しなければならない知識・技能を身に付け

させることはもちろんだが、人として大切な人間力を身に付けさせ

ることを常日頃から、学生に対して指導を行うことを心がけてい

る。小学校教員採用試験対策(社会科)では、授業の中で、過去問か

ら始め、問題集や参考書を繰り返し解いていかせている。普段は学

内だけの勉強会という狭い世界でしか自分たちを評価することが

出来ていないので、東京アカデミーの教員採用試験の模擬試験も毎

年受験させている。 

4.教育改善と成果 

学内外での教育活動、委員

会活動、FD 活動で行って

きた改善及びその成果 

FD 活動には積極的に参加し、また、授業評価を参考にして、授業

のあり方について改善を行ってきている。学内の委員としては、学

芸学部学生部次長(就職)として、学生の就職活動を支援(学芸学部就

職ガイダンス・ミニ講座等)している。 

5.教育実践(資料等) 

シラバス、テキスト、配付

物、小テスト、web の活

用（C-Learningを含む）、

アクティブラーニング実

践報告等 

シラバス／大学のWEBシラバスに掲載している。 

テキスト／『初等社会科教育学』学術図書出版社 

資料／『これだけは身につけよう社会科の基礎知識』東洋館出版社 

その他／学生による主体的・対話的深い学びの実現の為、グループ

ディスカッション、調べ学習の発表、模擬授業等を活用した授業を

展開している。 

6.今後の目標 コロナ禍ということで、オンラインによる授業や対応が今後も予想



目標に対する今後の自分

の課題、解決方法、計画等 

される。学生と共に、コロナ禍だからこそ出来ることは多々あると

感じているので、ICTの活用法等、検討していきたい。 

 



HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 野々村 憲 

学部 

学科 

学芸学部 

子ども学科 

職名 准教授 

在籍年数 32年 

教育年数 32年 

専門領域 初等教育教科［国語］, 幼児教育［言葉］ 

2.教育の活動 

最近 3年間の担当科目 

国語／１年後期／50名／必修科目 

言葉／１年後期／35名／選択科目 

総合子ども学Ⅱ／1年後期／55名／必修科目 

言葉領域指導法／２年前期／70名／選択科目 

世界の児童文化／２年前期／20名／選択科目 

生活と文学／２年後期／50名／選択科目 

子ども学研究法／3年前期／6名／必修科目 

卒業研究Ⅰ／3年後期／6名／必修科目 

卒業研究Ⅱ／4年全期／5名／必修科目 

国語表現／1年前期／30名／選択科目 ＊短期大学選択科目 

3.教育の理念・目的、方法 

なぜ行っているのか（自ら

の信念、価値観、目指すも

の等）、教員としての目

標、学生に求めること（期

待）等共通する方法や方

針、独自の工夫等 

教育者をめざし育成すべき専門の知識・技能を身につけさせること

はもちろんであるが、専門力以上に、教養の大切さ、人間として求

められる人間力を身につけさせることを心がけ、日々の授業や学生

の指導にあたっている。学生には、専門だけの知識だけに頼る視野

の狭い人間ではなく、幅広い教養を身につけた視野の広い人間に育

ってほしいと願いながら、日々の教育に携わっている。 

4.教育改善と成果 

学内外での教育活動、委員

会活動、FD 活動で行って

きた改善及びその成果 

FD 活動への積極的な参加、また学生の授業評価を参考にし、常日

頃より授業のあり方についての改善に心がけている。学内の委員と

しては、資格取得参与として日本漢字能力検定を年 2～3回実施し、 

学生の指導にあたっている。 

5.教育実践(資料等) 

シラバス、テキスト、配付

物、小テスト、web の活

用（C-Learningを含む）、

アクティブラーニング実

践報告等 

シラバス／大学のWEBシラバスに掲載している。 

テキスト／『子どもの育ちと「ことば」』教育情報出版＊共著 

『保育者のための言語表現の技術』萌文書林 

その他／配布資料、小テスト、C-learningの活用により、授業を展

開している。 

6.今後の目標 

目標に対する今後の自分

の課題、解決方法、計画等 

コロナ禍が続くという環境下で、オンラインによる授業や対応が今

後も予想されるので、今後も ICTの活用法等を検討していきたい。 



HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 升尾 好博 

学部 

学科 

学芸学部 

子ども学科 

職名 特任教授 

在籍年数 １２年 

教育年数 ５０年 

専門領域 生活科教育 特別活動教育 教員研修 

2.教育の活動 

最近 3年間の担当科目 

生活科指導法 ３年前期／３０名／選択科目 

生活 ２年後期／２０名／選択科目 

特別活動の指導法 ２年後期／３０名／選択科目 

子ども学研究法 ３年前期／３名／卒業必修 

卒業研究Ⅰ ３年後期／３名／卒業必修 

卒業研究Ⅱ ４年通年／４名／卒業必修 

3.教育の理念・目的、方法 

なぜ行っているのか（自ら

の信念、価値観、目指すも

の等）、教員としての目

標、学生に求めること（期

待）等 

共通する方法や方針、独自

の工夫等 

 教育課程内外の教育指導を通して、よい先生を育てることを目指

している。 

生活科教育においては、具体的な活動や体験を通して、教科目標や

内容・方法について理解・把握させるようにしている。 

 そのため、適時、実習や演習、グループ活動、模擬授業を取り入

れている。 

 特別活動においては、望ましい集団活動を通して、目標や内容・

方法について理解・把握させるようにしている。 

 そのため、適時、グループ活動や模擬授業を取り入れるようにし

ている。 

4.教育改善と成果 

学内外での教育活動、委員

会活動、FD 活動で行って

きた改善及びその成果 

 授業での学生の反応や課題の内容等を参考にして授業内容・方法

の改善に努めている。 

 毎回、課題レポートを提出させ、その内容等から授業の成果や課

題を把握するようにしている。 

5.教育実践(資料等) 

シラバス、テキスト、配付

物、小テスト、web の活

用（C-Learningを含む）、

アクティブラーニング実

践報告等 

 毎回、自作プリントを教材の一つとして活用している。 

 適時、動画を活用している。 

6.今後の目標 

目標に対する今後の自分

の課題、解決方法、計画等 

毎回の授業展開そのものが、生活科や特別活動の基本理念に沿った

ものとなるように努める。 



HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 八島 美菜子 

学部 

学科 

学芸学部 

子ども学科 

職名 教授 

在籍年数 11年 

教育年数 23年 

専門領域 発達心理学 

2.教育の活動 

最近 3年間の担当科目 

発達心理学／1年次前期／80名／必修科目 

教育心理学／1年次後期／80名／必修科目 

幼児理解の理論と方法／2年次前期／50名／選択科目 

子ども学研究法／3年次前期／80名／必修科目 

教育相談／3年次後期／80名／選択科目 

卒業研究Ⅰ・Ⅱ／3年次後期・4年次通年／5名／必修科目 

子育て支援論／4年次後期／80名／必修科目 

3.教育の理念・目的、方法 

なぜ行っているのか（自ら

の信念、価値観、目指すも

の等）、教員としての目

標、学生に求めること（期

待）等 

共通する方法や方針、独自

の工夫等 

自身の教育の理念・目的は、学生が社会に貢献するために必要な基

礎知識、専門知識を身につけ、その知識やスキルを活用し自ら思考

し、創造できる人材に育成することである。学生には自ら学ぶ姿勢

や、協働して考え行動する力を身につけてほしい。そのために授業

や多様な活動を通して、頑張る力を身につける機会を提供し、サポ

ートすることを目標としている。 

実際に授業では、ニュースや時事問題など、身近な例について取り

上げた上で調べ学習をし、それを題材にグループワークなどアクテ

ィブラーニングを行い、現代的な課題を自らの問題として捉え、考

えることで学修の意義を理解し、自律的、主体的な学習者となるこ

とを促したいと考えている。 

4.教育改善と成果 

学内外での教育活動、委員

会活動、FD 活動で行って

きた改善及びその成果 

学内外での教育活動として、市民講座、高校ガイダンスでの模擬授

業、本学子育て支援研究センターでの親子教室、呉市保健センター

での親子教室、教員免許状更新講習等に携わり、学内外の FD研修

へ積極的に参加している。委員会活動では FD委員長として学生参

画FDとして授業改善に関する学生との意見交換会の実施や授業参

観の実施、授業評価アンケート実施、アクティブラーニングの推進、

非常勤講師との意見交換会実施、全学 FD研修会実施に携わってい

る。学科改革プロジェクト委員として学科のカリキュラム改善、教

育課程委員として教養教育のカリキュラム改善に取り組んできた。 

個人としては、学生からのコメントペーパーや、授業評価アンケー

ト、教職員による授業参観評価を参考に、授業改善を行っている。 

成果の例として、学生による授業評価アンケートでの授業満足度過



去 3 年間の平均値 4.4。教職員による授業参観結果記入表の評価内

容の向上。 

5.教育実践(資料等) 

シラバス、テキスト、配付

物、小テスト、web の活

用（C-Learningを含む）、

アクティブラーニング実

践報告等 

テキスト：「やさしく学ぶ発達心理学(ナカニシヤ出版)」「はじめて

学ぶこころの世界(北大路書房)」 

配付物：授業時の PowerPointに連動した書き込み式資料。 

Web 活用：C-Learning 上での教材提示、具体的な理解の促進をは

かるための動画教材の提示。 

報告書：本学アクティブラーニング推進報告書への実践報告 

6.今後の目標 

目標に対する今後の自分

の課題、解決方法、計画等 

目標  コロナ禍の遠隔授業時における実践の工夫 

遠隔授業において効果的なアクティブラーニングをどのように実

施するか、FD研修等を通して実施方略を工夫し増やす。 

 



HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 山崎 晃 

学部 

学科 

学芸学部 

子ども学科 

職名 教授 

在籍年数 ７ 

教育年数 45 

専門領域 心理学･発達心理学 

2.教育の活動 

最近 3 年間の担当科目 

フレッシュマンセミナー／１年次前期／80 名／必須科目 

人間関係／２年次前期／60 名／選択必修科目 

教育心理学／２年次後期／40 名／選択必修科目 

卒業研究Ⅰ／３年次前後期／３名／必修科目 

卒業研究Ⅱ／４年次前後期／３名／必修科目 

子ども学特別研究Ⅰ〜Ⅳ（M）／１・２年次前後期／１名 

子ども学特別研究Ⅰ〜Ⅵ（D）／１・２・３年次前後期／１名 

子どもの心理学演習（M）／１年後期／１名 

 

3.教育の理念・目的、方法 

なぜ行っているのか（自ら

の信念、価値観、目指すも

の等）、教員としての目

標、学生に求めること（期

待）等 

共通する方法や方針、独自

の工夫等 

現代社会に生きる人としての資質の涵養を目指し、基本となる考え

の修得、方法論の学び、レジリエンス・意志の強化などを図るよう

に教えていきたい。また、大学での学びは将来に役立つようⅡとい

う思いで指導している。 

学生の自主性を尊重し、必要なときには学生自らアドバイスを求め

ることができるように、手を掛けすぎず、学生自らもっている力を

伸ばしてゆく。 

4.教育改善と成果 

学内外での教育活動、委員

会活動、FD 活動で行って

きた改善及びその成果 

広島文化学園対人援助研究センター長、大学院教育学研究科長、学

芸学部運営委員会委員として、学園、大学、学部の教育運営活動に

参加している。研究センターとしての科学研究費補助金獲得のため

の研修会の開催、研究の基礎としての統計処理、テキスト処理に関

するワークショップの開催、研究交流会などを企画・運営し、大学

の基礎力を高めるための活動を行っている。 

日本発達心理学会理事、臨床発達心理実践研究常任編集委委員、日

本発達支援学会常任編集委員としての活動を通して、学会の動向や

研究内容・研究計画・研究論文の執筆等の活動をしている。 

5.教育実践(資料等) 

シラバス、テキスト、配付

物、小テスト、web の活

授業科目毎に、必要な教材を準備し、状況に応じて対面とリモート

の授業を実施している。C-learning は人間関係で活用した。大学院

の授業においては、Microsoft Teams を活用している。 



用（C-Learningを含む）、

アクティブラーニング実

践報告等 

6.今後の目標 

目標に対する今後の自分

の課題、解決方法、計画等 

学生の興味関心をどのように引き出し、持続的な自己教育力を身に

つけさせるかについての適切な方法・最適な方法を見いだしていく

必要がある。 

 



HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 山中 翔 

学部 

学科 

学芸学部 

子ども学科 

職名 助教 

在籍年数 3年 

教育年数 3年 

専門領域 教育哲学 

2.教育の活動 

最近 3年間の担当科目 

教育原理／1年生前期／60～80名 

教育課程論／1年生前期／60～80名 

3.教育の理念・目的、方法 

なぜ行っているのか（自ら

の信念、価値観、目指すも

の等）、教員としての目

標、学生に求めること（期

待）等 

共通する方法や方針、独自

の工夫等 

【目的、期待等】 

教育の歴史や思想に関する基礎的な知識を習得するため。また、自

身の教育観を形づくっている前提を振り返るとともに、その再構築

をおこなうため。 

【共通する方針、指針、独自の工夫】 

学生の理解を促すために、映画やマンガ等を用いている。また、毎

回コメントペーパーを回収し、フィードバックをおこなっている。 

4.教育改善と成果 

学内外での教育活動、委員

会活動、FD 活動で行って

きた改善及びその成果 

コロナ禍におけるオンライン授業の実践を FD委員会で報告した。 

5.教育実践(資料等) 

シラバス、テキスト、配付

物、小テスト、web の活

用（C-Learningを含む）、

アクティブラーニング実

践報告等 

シラバス 

資料・パワーポイント配布 

C-learningの活用 

6.今後の目標 

目標に対する今後の自分

の課題、解決方法、計画等 

アクティブラーニングを積極的に取り入れる。また、外部講師を招

いた授業をおこなう。 

 



HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 湯浅 理枝 

学部 

学科 

学芸学部 

子ども学科 

職名 講師 

在籍年数 4年目 

教育年数 大学 4年，小学校 10年 

専門領域 体育科教育学 

2.教育の活動 

最近 3年間の担当科目 

基礎ゼミナールⅠ・Ⅱ／1年前・後期／80名／必修科目 

総合子ども学Ⅰ／1年前期／80名／必修科目 

基礎ゼミナールⅢ・Ⅳ／2年前・後期／40名／選択科目 

子どもの体育／2年前期／40名／選択科目 

身体表現／2年後期／60名／選択科目 

体育科指導法／3年前期／40名／選択科目 

健康領域指導法／3年前期／60名／選択科目 

表現領域指導法Ⅲ／3年前期／60名／選択科目 

子ども学研究法／3年前期／5名／必修科目 

卒業研究Ⅰ／3年後期／5名／必修科目 

卒業研究Ⅱ／4年通年／4名／必修科目 

3.教育の理念・目的、方法 

なぜ行っているのか（自ら

の信念、価値観、目指すも

の等）、教員としての目

標、学生に求めること（期

待）等 

共通する方法や方針、独自

の工夫等 

これまでも教育場面で児童期の子どもを対象に教育を行ってきた

が、学校場面に限局される教育内容や方法が散見され、汎用的な資

質や能力の育成を目指した教育内容や方法の具体化が課題である。

一方で、教育場面には有用な多くの先行研究の知見が必ずしも多く

生かされているとは言えない状況であり、理論と実践の往還を念頭

にした教員養成が必要である。この実現のために、授業では実践に

必要な理論をまずは学生が実践してみることで課題を見出すこと

ができる授業を展開し、学生の理解に合わせながらも、高い水準の

学びが保証できるようにしている。 

4.教育改善と成果 

学内外での教育活動、委員

会活動、FD 活動で行って

きた改善及びその成果 

FD 活動に積極的に参加し、研修に努めてきている。また、コロナ

禍ではあるが、小学校現場での研修の講師や授業研究も継続し、最

新の教育現場での課題に対応するような授業内容を提供するよう

にしている。そうした中、学生による授業評価アンケートでは満足

度の平均が 2020 年度後期の授業は全て 4.0 以上と一定の成果が出

ている。 

5.教育実践(資料等) 

シラバス、テキスト、配付

物、小テスト、web の活

各授業についてはWebシラバスに掲載している。 

授業内では実技を中心に行い、復習として授業ノートの作成や c-

learningを使ってのレポート課題を課すようしている。また、2年



用（C-Learningを含む）、

アクティブラーニング実

践報告等 

時より、運動遊びやリズム遊びをグループで調べて来て紹介する活

動を行っている。紹介が終わった後は振り返りの時間をとり気づき

を発表者とフロアーから出し、最後に私の方もコメントをつけ、学

生が実技を行う際の視点になるようにしている。 

6.今後の目標 

目標に対する今後の自分

の課題、解決方法、計画等 

今後は、c-learningを活用し、予習や復習が徹底できるように、ま

た授業ノートが実習先での教材研究の資料になるように工夫をし

ていきたい。 
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