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キーワード：アクティブラーニング、医療コミュニケーション、薬学教育

薬剤師に求められる問題解決能力や
実践力を高めるための教育方略に関する研究

研究の概要
　現在、多くの大学において、学生の基礎学力の低下、学習意欲の低下、個人の自己学
習力の低下や、大学の学習方略の固定観念などの教育上の課題が存在すると考えられる。
その中で問題発見・問題解決力を養う方略としては、医学部をはじめ医療系学部におい
て問題基盤型学習（Problem-Based Learning: PBL）などのアクティブラーニングが導入
され、その学習効果の高さから薬学部でも様々なアクティブラーニングの導入の試みが
行われている。しかし、PBL をはじめとするアクティブラーニングは少人数グループで
の討論を中心とするため、学生数が多くなるほど担当する教員数も必要となり、当学部
のような大人数での授業への導入には解決しなければならない課題が多くある。そこで、
アクティブラーニングを大人数でも効果的に授業に導入するための課題と解決策を、検
討している。
＜研究テーマ＞
・生物、薬理・薬物治療、実務薬学横断　PBL・TBL 複合型演習の効果
・学生チューター参加型 TBL における学習者および学生チューターの学習効果の検討
・SP 参加型模擬医療面接の実施による学習効果

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　地域に貢献できる薬剤師の育成につながる。また学生数に関わらず様々なアクティ
ブラーニングの導入が可能となれば、現在抱えている教育上の課題の解決に貢献でき
ると考えられる。アクティブラーニングで IT を活用することによって解決できる課
題もあると考えられるため、新しい教育システムの開発にも繋がる可能性がある。
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実践力を高めるための教育方略に関する研究
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キーワード：メンタルヘルスファーストエイド、自殺予防、ゲートキーパー、精神疾患

薬学生を対象としたメンタルヘルス
ファーストエイド教育の導入とその評価

研究の概要
　日本の年間自殺者数は、3 万人を下回り減少傾向にあるが、自殺率は主要先進 7 か国の中で最も高く、非常
事態はいまだに続いている。薬局薬剤師は、地域の身近な健康情報拠点として地域住民の健康問題に対応し、
地域包括ケアシステムの中で多職種や関係機関につなぐゲートキーパーの役割も求められている。そこで、地
域住民の身近な存在として、将来ゲートキーパーの役割が求められる薬学生に対し、①精神科的危機状態に
ある人に適切な初期支援を行うための行動計画であるメンタルヘルスファーストエイドプログラムを導入した独
自の講義を実施したのち、模擬医療面接を含めた実習を行う。そして、②模擬医療面接を適切に評価する方
法を確立し、③地域包括ケアシステムの中で、メンタルヘルス領域におけるゲートキーパーの役割を担える人材
を輩出できるエビデンスに基づいた教育プログラムを構築することを目的とする。この教育プログラムによって、
精神疾患への偏見差別意識が減少することで、「こころの問題」により精神科的危機状態に陥った人や精神疾
患患者への初期支援ができるようになり、教育から地域医療や地域精神保健の推進に貢献できると考える。
　現在、メンタルヘルスファーストエイドトレーニングコースが必修であるシドニー大学薬学部と、模擬患者を
導入した模擬医療面接における学習アウトカムの評価基準の開発に関して共同研究を行う予定である（Mental 
Health First Aid training and simulated assessment in Japan：豪日交流基金）。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　自殺総合対策大綱では「自殺対策に係る人材の確保、養成および資質の向上を図る」として、医療等に
関する専門家などを養成する大学や専修学校等と連携した自殺対策教育の推進、ゲートキーパーの養成、
家族や知人等を含めた支援者への支援等が挙げられている。
　心理的危機に陥った人に接した時、適切な判断、情報提供を行ったのち、専門家へつなげることについて
5 段階の行動計画で示すメンタルファーストエイドを用い、地域包括ケアシステムにおいて町の身近な相談窓
口として薬剤師が地域医療、地域保健に積極的に参画することは、社会的意義が極めて高いものと考える。

知的財産・論文・学会発表など
齋藤 百枝美、村上 勲、中村 英里、安藤 崇仁、土屋 雅勇、楯 直子、栗原 順一：薬学生を対象としたメンタ
ルヘルスファーストエイド教育の導入とその評価、薬学教育、2、2018.doi：10.24489/jjphe.2018-019
齋藤百枝美、中村英里、村上　勲、安藤崇仁、楯　直子、栗原順一：薬学生を対象としたメンタルヘルスファー
ストエイド教育の導入とその評価―5 年生の実務実習が自殺予防への関わりに及ぼす影響―、第 3 回日本薬
学教育学会大会、2018.9.

キーワード：メンタルヘルスファーストエイド、自殺予防、ゲートキーパー、精神疾患
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キーワード：薬学教育、評価方法、地域医療、コミュニケーション

エビデンスに基づく教育プログラムの構築を目的とした
学生・薬剤師参加型医療面接スキルアップに関する研究

研究の概要
　高齢化社会に伴い現在の日本では、地域医療における薬剤師への期待が大きく
なっている。患者のケアを中心に考えた薬物治療に薬剤師が積極的に参加する為に
は、大学卒業時までに薬学部生にはこれまで以上の知識・技能・態度が求められる
と考えられる。しかし、医療面接を通して的確な薬学的管理を行い、地域で活躍す
る卒業生を輩出できる薬学教育を十分に行えていないことが問題となっている。
　また、薬剤師として社会に出るための本当に必要な臨床能力を鍛える教育をエビ
デンスに基づいて行っている大学が少ないとされている。そこで、『模擬医療面接とスキルアップに関するワー
クショップ』を開催し、アンケートや会話分析（The Roter Method of Interaction Process Analysis System）、
非言語分析を用いて医療面接について詳細に解析し、帝京大学薬学部内の授業プログラムの開発に活かすこ
とを目標として研究を行っている。地域医療の現場で働く薬剤師のプロフェッショナルとしての本質を科学
的に明らかにした結果を授業に活かしたいと考えている。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　現社会で医療従事者として活躍できる薬剤師について深く追求し、研究した成果を薬学部の教育プログ
ラムに活かすことを目標として研究しております。そこで、本研究の実施・成果については、
・現場の薬剤師の声を直接収集することができる。
・薬学生が期待する薬剤師像を把握することができる。
・活躍できる医療従事者の教育プログラムの評価方法の作成・方略の構築ができる。
以上のことが期待され、“ 活躍できる医療従事者 ” の教育プログラム構築に役立てられると考えております。

知的財産・論文・学会発表など
＜国内学会発表＞
・ 長谷川仁美、武田佳奈、中村英里、林和平、奥秋美香、岩澤晴代、渡辺茂和、岸本成史 . 「薬学生及び薬

剤師の医療面接スキルアップに関するワークショップの試み ― 在学生と卒業生のコミュニケーション
から見えるもの ―」 第 3 回日本薬学教育学会   2018 年 9 月   

・ 長谷川仁美、中村英里、 岩澤晴代、 三浦菜摘、 奥秋美香、 板垣文雄、 渡邊真知子、齋藤百枝美、岸本成史 . 
「模擬医療面接における薬学部 5 年生の臨床的コミュニケーション能力の評価： 会話分析による妥当性
の検討」 日本薬学会第 137 年会   2017 年 3 月 
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キーワード：ダイアローグ、犠牲のシステム、学際的な放射線教育、ESD

当事者意識に基づき持続可能な社会をめざす
「学際的な放射線教育」に関する質的研究

研究の概要
〔目的〕
　東日本大震災による福島第一原子力発電所の過酷
事故以降、放射線教育はどうあるべきかが問われて
いる。そこで、本研究では、社会・理科・総合的な
学習の時間を統合する学際的な学びに挑戦し、当事
者意識に基づき持続可能な社会をめざす新たな放射
線教育に挑戦する。この学びでは、放射線に対する
正しい基礎知識のもとに、現地フィールドワ ークお
よび多様な人々との「対話」を経て、科学的根拠に
基づいた自分の「意見を表明する力」と 「学びに向か
う力」とを身につける。

〔方法〕
　社会科では原発の歴史や地域の変化。理科 では核
融合・放射線・原発に関する基礎知識。総合的な学
習の時間では、意見や立場の異 なる人々（研究者・
福島・下北半島の同世代の子どもたち等）との「対話」
を実施する。 また、福島第一原発・六ヶ所原子力関
連施設等のフィールドワークを行い、生徒主体のワー
ルドカフェ方式によるダイアロ－グサミットを開催
する。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　持続可能な開発目標（SDGs）の⑦には「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」とある。資源小国：
日本にあって、今後のエネルギー政策は、どうあるべきか、原発再稼働賛成・反対の立場を超えて客観的
事実をしっかりと学び相互理解を深めていくための対話（ダイアローグ）の重要性を深く考える。
　高レベル放射性廃棄物を安全に地層処分するための基盤的な研究施設「超深地層研究所」を高校生と共
に訪問世代の子どもたち等）との「対話」を実施する。

知的財産・論文・学会発表など
国際バカロレア教育フォーラム 2018　於：玉川大学 「理科＆社会の視点から捉える持続可能な社会のあり方」

キーワード：ダイアローグ、犠牲のシステム、学際的な放射線教育、ESD

「学際的な放射線教育」に関する質的研究
経済学部・地域経済学科　教授

古家　正暢 FURUYA, Masanobu 教育

宇都宮キャンパスTEL 028-627-7163 E-mail furuya@ucre.teikyo-u.ac.jp

FURUYA, Masanobu

ESD
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キーワード：クリティカルシンキング、評価、適応型テスト

クリティカルシンキングの検定試験開発

研究目的
　クリティカルシンキングは現代社会を生きるう
えで必須の能力になっている。本研究の目的は、
この能力を短時間で的確に測定できるコンピュー
タ適応型テスト（CAT）を、開発することである。　
なお、CAT はその利便性から、英語の検定試験、
IT パスポート、SPI などで実施されており、センター
入試でも検討されている。

研究の状況
　のべ 700 人超の大学生のデータで設問集（アイ
テム・バンク）を作成済み。試験は①分析的思考力、
②論理・推論能力、③読解・理解能力の 3 尺度か
ら構成される。相関、散布図、情報量、各尺度の 1
因子性などを分析し、確認しており、さらに信頼性・
妥当性を確保済み。
　現在、高校生、大学生の定期試験、実力試験等
で利用中。科研費（C） 15K01088 の助成を受けた。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　科研費が本年度（2018 年度）に終了。試験はすでに利用可能。検定試験化するには、参加者規模で、
もう 1 桁、2 桁の拡大が必要。これに伴う人的・財政的な支援をお願いしたい。
　これまでの研究知見やノウハウを活用し、社会に還元・貢献をしたい。既に学会等発表しており、
その利用には何ら問題がない。いかにして多くの人に利用してもらうかを、ぜひ一緒に検討したい。

知的財産・論文・学会発表など
若山昇他 : 項目反応理論によるクリティカルシンキング測定のための尺度開発 , CRET 年報 2:61-63, 
2017. 　
若山昇 : 項目反応理論を用いたクリティカルシンキングの検定試験開発 , JSiSE 学会誌 ,  34:2, 211-
212, 2017.
若山昇他 : クリティカルシンキング能力測定のための項目反応理論に基づいた尺度開発 , JSiSE 学会 ,  
研究会報告 , 31(7):151-158, 2017. 

キーワード：クリティカルシンキング、評価、適応型テスト

クリティカルシンキングの検定試験開発

URL https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/125/20 

e-mail Wakayama@pobox.com Tel 03-3964-1984( )

WAKAYAMA, Noboru
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法学部・政治学科　准教授

若山　昇 WAKAYAMA, Noboru

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/125/20 

教育

八王子キャンパス
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キーワード：「なぜなぜカルタ」、クリティカルシンキング、ゲーム

「なぜなぜカルタ」 遊び方の開発・普及

研究の概要
「なぜなぜカルタ」とは 　
　クリティカルシンキング（論理的な思考）に不
可欠なことは，まず疑問を持つことである。なぜ
なら，疑問も何もないと，理解も前進もないからだ。
些細なことでも「日常のなぜ？」が、極めて重要
となる。
　「なぜなぜカルタ」は，疑問を持つ楽しさ，仮説
を立てる楽しさを，仲間や家族で分かち合うこと
ができる。

「なぜなぜカルタ」の遊び方　
1. 「いろはカルタ」のように遊んでみよう
2.  あ行で「日常のなぜ？」を探してみよう
3.  答えの仮説を立ててみよう
4.  答えの仮説を確認してみよう
5. 「なぜなぜカルタ」を自分で作ってみよう
　未就学児から大人まで，いろいろな方法で楽し
める。この研究は科研費（C）23501173 の助成を
受けた。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　「なぜなぜカルタ」は効果があり、学生と遊んでみると結構楽しいし、学生に好評である。今後さらな
る遊び方を開発し、いかに普及すべきかを、ぜひ一緒に検討したい。
　現在は厚紙で手作りをしているが、「なぜなぜカルタ」自体や、「なぜなぜカルタ」を作成する演習教材
をケータイ化してみたい。なお、すでに商標登録されており、その利用には何ら問題がない。

知的財産・論文・学会発表など
若山昇：日常のなぜ，「誰でもわかるクリティカルシンキング－それって、ホント?」 北樹出版：17-20, 2018.
若山昇：「なぜなぜカルタ」「Naze Naze Card Game」  商標登録第 5730584 号 ,  2015.
若山 立野： クリティカルに考えることを育成するための教材開発 日本情報科教育学会 全国大会：141, 2015.
若山 立野 : 「なぜなぜカルタ」を用いたクリティカルシンキング授業実践の評価，教育システム情報学会 全国
大会 講演論文集：445-446，2014.

法学部・政治学科　准教授

若山　昇 WAKAYAMA, Noboru 教育

八王子キャンパス

キーワード：「なぜなぜカルタ」、クリティカルシンキング、ゲーム

「なぜなぜカルタ」 遊び方の開発・普及
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キーワード：書写書道教育、幼児書字教育

幼児書字教育の研究
ー幼児期における「運筆力」の育成ー

研究の概要

伝統、継承、そして発展。
これからの時代だからこそ大切なもの。

　文字を手書きする行為は脳を広範囲にわたって活性化
させることが証明されており、幼児期からこうした教育
を行うことで、その後の発育にも良い影響を与えるとい
う結果も報告されています。帝京大学幼稚園では、帝京
大学書道研究所と連携し、長年にわたり幼児書字教育に
取り組んできました。近年では、文字を覚え、実際に書く前にこそ覚えなければならない筆記
用具を正しい持ち方で「つまむ」こと、そして、線をしっかり「引く」という「運筆力」を身
につけるポイントを、あそびの中に溶け込ませることで、“ あそび ” と “ まなび ” の間で子供た
ちが自然と本来的な「書字力」を身につけ高めるためのプログラムを行っています。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　現代社会では、文字が「書く」ものから「入力する」ものになりつつあります。しかし、
IoT 技術の進歩や AI の発展により社会が大きく変化しようとも、人間が自らの手で文字を書
く文化はなくならないでしょう。そして、そうした時代の中でこそ、書道をはじめとするデ
ジタルには変えられないもの、言語では伝えらない技術や知識は尊いものとなります。現在、
学習指導要領の改訂により小学校低学年の書写に「水書」という新要素が加わるなど、次の
時代へ向けた書写書道教育がスタートしています。そうした中、帝京大学書道研究所では、
帝京大学幼稚園での取り組みを活かし、これからの時代へ向けた、文字教育、特に幼児書字
教育に関連する新たな教材制作や筆記具・教具の開発に着手しており、関連する文房具・玩
具メーカーとの連携が可能であると考えています。

知的財産・論文・学会発表など
著書
1　帝京大学書道研究所・帝京大学総合博物館編
　  『日本書道文化の伝統と継承－かな美への挑戦－』　求龍堂　2015 年
2　『和様の美 ‐ かな古筆名跡便覧』　淡交社　2012 年

キーワード：書写書道教育、幼児書字教育

ー幼児期における「運筆力」の育成ー

キーワード： 書写書道教育、幼児書字教育キーワード： 書写書道教育、幼児書字教育

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

幼児書字教育の研究ー幼児期における「運筆力」の育成ー

文学部 日本文化学科 准教授 帝京大学書道研究所 所長

福井 淳哉
： ‐ 478 2

連絡先： 帝京大学書道研究所

： 042‐690‐2987 ‐ ‐ 八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
教育文学部・日本文化学科　准教授 / 帝京大学書道研究所　所長

福井　淳哉 FUKUI, Junya

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/1478/21

教育

八王子キャンパス
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研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

幼児書字教育の研究ー幼児期における「運筆力」の育成ー

文学部 日本文化学科 准教授 帝京大学書道研究所 所長

福井 淳哉
： ‐ 478 2

連絡先： 帝京大学書道研究所

： 042‐690‐2987 ‐ ‐ 八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
教育

キーワード： 書写書道教育、幼児書字教育キーワード： 書写書道教育、幼児書字教育
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文学部 日本文化学科 准教授 帝京大学書道研究所 所長
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キーワード：外国人児童、ブラジル人、教育、国際移動

外国人子女の教育：日本、ブラジル、スペイン

研究の概要
　様々な背景から国境を超えたひとの移動がますます大規模になっている現在、一つの社会の中に多様
な民族や文化が存在する傾向が強まって来た。日本もそうした傾向が迫る中で、日本という国家・社会
の安定性と秩序、繁栄を守りつつ、課題に対処できる社会を作ることが喫緊のテーマとなっている。教
育は社会の成員を育てる上で重要であり、また問題が先鋭化しやすい分野でもある。歴史と世界の事例
から学び、日本としての解決策を探ることを目指している。

　日本における日系南米人児童の教育、また本学教員と協力し、海外（主にブラジル、ペルー、スペイン）
における外国人移民の動向と教育に関して研究している。

　主に扱ったテーマは 、ブラジルの日本移民と教育、日本における外国人学校、ラテンアメリカ人移民
とスペイン、など。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　静岡県浜松市、群馬県大泉町、同太田市など、企業が進出した工業都市における日系人児童生徒の
状況調査など、外国人労働者の雇用を考える企業や地方自治体の教育行政担当者、政策担当者のよう
な関係者になんらかの有用な情報になることを願っている。同時に、諸外国の移民受け入れの実例か
ら、様々な教訓が引き出せることを願っている。

知的財産・論文・学会発表など
　「スペイン・バレンシア市と周辺における学校の多文化状況とインクルーシブ教育への模索」 （外国
語学部教員イネス・プラナス・ナバロとの共著） 『帝京大学外国語外国文化』第 10 号、2019 年 3 月。
　「ラテンアメリカ人移民の変容と国家ー在外コミュニティの動向と政策から」杉村美紀編『移動す
る人々と国民国家ーポスト・グローバル化時代における市民社会の変容ー』明石書店、2017 年。

キーワード：外国人児童、ブラジル人、教育、国際移動
キーワード： 外国人児童、ブラジル人、教育、国際移動キーワード： 外国人児童、ブラジル人、教育、国際移動

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

外国人子女の教育：日本、ブラジル、スペイン

外国語学部 外国語学科 スペイン語コース 教授

江原裕美
URL： https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/100
連絡先：

TEL：042-678-3596 E-mail： eha-1201@main.teikyo-u.ac.jp 

EHARA, Hiromi

八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
教育

外国語学部・外国語学科　スペイン語コース　教授

江原　裕美 EHARA, Hiromi

URL： https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/100/27

教育

八王子キャンパス
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TEL：042-678-3596 E-mail： eha-1201@main.teikyo-u.ac.jp 
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キーワード：中国語圏の教育、台湾、学住一体、海外修学旅行

• 中国語圏の大学教育改革と「書院教育」に関する研究
• 日本の高校の台湾修学旅行に関する実践的研究

研究の概要
　現在は、① 2000 年代以降、中国語圏（中国・台湾・香港・マカオ）の各地域を跨ぎ、大学教育の新たな
取り組みとして注目を集める「書院教育」、②日本の高校修学旅行の最大の行き先として、2017 年には年間
5 万人を突破した台湾修学旅行を中心に研究を進めている。
　①の「書院教育」は、地域また大学により様々な形態があるが、欧米の Residential College を典範とする

改革の動きである。学科による強固な縦割り、知識
偏重を特徴とする従来の大学教育を見直し、「学習
無所不在（至る所に学びあり）」を理念として、教
室という場にとらわれず、汎用的な能力とスキルの
育成しようという試みは、日本の大学教育に対する
示唆を含むものである。特に、学生宿舎の教育機能
を強化する「住学合一（学住一体化）」は、日本で
芽生えつつある学生寮の教育寮化を先取りする事例
として、注目に値しよう。
　②は、学術研究の社会還元という性格を持つもの
であり、日本の高校の台湾修学旅行の急増という現
象を踏まえて、台湾研究者が事前・事後研修、修学
旅行のプランニングに協力すべく、2018 年 9 月に
他機関の台湾研究者と連携して、台湾修学旅行支援
研究者ネットワークを立ち上げている。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　①中国語圏の大学の「書院教育」に関する学術研究と並行して、マカオで唯一の公立総合大学であり、
全学を挙げて「書院教育」に取り組んでいるマカオ大学との教育交流に推し進めている。2016 年以来、
選考を通過した学生を帝京大学からマカオ大学の 10 の書院の一つである呂志和書院に派遣する交流プロ
グラムを実施しているが、4 回目となる 2019 年の派遣では、他大学からも参加者があった。他方で、毎
年 7 月にマカオ大学呂志和書院からの訪問団の受け入れも行っており、帝京大学をはじめ、複数の大学で
交流を行っている。日本―マカオ間の青年交流は、類例の少ないものであり、発展の余地を含んでいる。
　②はスタートアップ段階にあるが、日本台湾学会、一般財団法人台湾協会、台北駐日経済文化代表処教
育組の協力を得ており、今後は修学旅行に関わる旅行会社等とも、連携の可能性があると考えられる。

知的財産・論文・学会発表など
【関連する論文】
山﨑直也 (2017)「中国語圏における現代書院制教育―澳門 ( マカオ ) 大学の事例を中心に」『留学交流』
Vol. 78、1-11 頁。
台湾留学旅行支援研究者ネットワーク　http://www.jats.gr.jp/snet.html

キーワード：中国語圏の教育、台湾、学住一体、海外修学旅行

•

キーワード： 中華圏、台湾、学住一体、海外修学旅行キーワード： 中華圏、台湾、学住一体、海外修学旅行

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

• 中国語圏の大学教育改革と「書院教育」関する研究
• 日本の高校の台湾修学旅行に関する実践的研究

外国語学部 外国語学科 教授

山﨑 直也
URL： https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2607/27 
連絡先：

TEL： 042-678-3624              E-mail： yama708@main.teikyo-u.ac.jp

YAMAZAKI, Naoya

八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
教育外国語学部・外国語学科　教授

山﨑　直也 YAMAZAKI, Naoya

URL： https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2607/27 
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YAMAZAKI, Naoya

八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
教育
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キーワード：制度変化、教育行政、教育財政

変化する政治・行政下での
教育制度設計に関する研究

研究の概要
　近年の政治・行政の急激な変化によって、教育制
度も改革を迫られるようになった。教育制度に関す
る多くの改革は行政サイドからの要望によって始
まったものであり、必ずしも教育のことを考えて実
施されているものではない。このような改革を行う
際に最も重要なことは、その教育制度がどのように
始まり、どのような経緯を経て現在に至っているの
かを実証的に明らかにすることであり、その知見を
もとにして制度設計を行う必要がある。
　例えば、高校以下の私立学校に対する助成は都道
府県が行っているが、2000 年以降の行政改革とと
もにその制度に変化が起こっている。その変化を評
価する上で重要なのは、直近の制度変化のみを検討
するのでなく、制度の変遷をモデル化（図参照）し
た上で現在の改革を位置づけることである。これに
よって、流行に左右されない、基礎的な分析結果に基づいた知見の提供が可能となる。
　現在では、私立学校に加えて公立高校や高等教育など様々な学校段階での制度についての分析を行い、
その成果を発表している。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　行政や教育関係機関の外部委嘱委員を務めつつ、現行の教育制度が作られた経緯や果たしてきた役
割について、初等教育から高等教育まで幅広く研究を行ってきた。現在では、行政学や財政学など他
領域での学術的な蓄積も積極的に用いながら教育制度のあり方について総合的な分析を行っている。
新しい制度を導入する際に、今までの制度の詳細な分析結果を踏まえた上での知見を提供していきた
いと考えている。

知的財産・論文・学会発表など
1.  H.Konyuba, Incorporation of National Universities in Japan Under New Public Management,  J.C.Shin 

(Ed.), Higher Education Governance in East Asia, Springer, 2018, pp.21-36.
2.  小入羽秀敬『私立学校政策の展開と地方財政』吉田書店、近刊（2019 年 2 月）
3.  小入羽秀敬「大阪府の私立高校無償化および公立高校再編の特徴・インプリケーション」日本教

育制度学会第 26 回大会　課題別セッション「高校無償化政策の拡大は何をもたらすのか？―大阪
府 8 年間の経験から考える」2018 年 11 月 11 日（招待有） 

教育学部・教育文化学科　准教授

小入羽　秀敬 KONYUBA, Hideyuki

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2824/180

教育

八王子キャンパス
キーワード： 制度変化、教育行政、教育財政キーワード： 制度変化、教育行政、教育財政

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

変化する政治・行政下での教育制度設計に関する研究

教育学部 教育文化学科 講師

小入羽 秀敬
URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2824/180 
連絡先：

TEL：042-678-3382 E-mail： konyuba@main.teikyo-u.ac.jp

KONYUBA, Hideyuki

八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など
1. H.Konyuba, Incorporation of National Universities in Japan Under New Public Management,  J.C.Shin (Ed.),

Higher Education Governance in East Asia, Springer, 2018, pp.21-36.

（写真）
教育

図：都道府県における私学助成制度の変遷モデル
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キーワード：日本教育史、教員史、教育会、教員文化

近現代日本の教員文化と教育実践
―「教育会」を通してみる教育研究活動の軌跡―

研究の概要
　教育会とは、戦前日本において教育の急速な発展と関わって多様な機能を発揮した教育団体である。明治以降、
全国各地に誕生した教育会は、教育行政担当官や教育機関スタッフ（校長・教員）、そして地方名望家を構成メンバー
として、各地の教育課題への対処をなし、教育事業振興に大きな影響を与えた。近代日本が欧米に比して、きわめ
て短いスパンで学校装置を全国に定着、機能させた背景には、教育情報ネットワーク・中間団体としての役割を果
たした、これら教育会の存在があった。本研究はその実態に迫るものである。
　地方教育会の多くは機関誌（写真）を発行していた。そこには、公文
書からは把握できない、その地域に開花した教育文化の歴史性や個性を
読み取ることができる。同時代の教育世論を捉える重要史料の一つであ
り、筆者は、東京・八王子をフィールドとして、その収集・所蔵確認を行っ
てきた。
　戦後（信濃教育会など一部を除いて）教育会は解散の途をたどるが、そ
れが遺したシステム（＝「教育会」的なもの）は、戦後の教育団体に継
承され、現代の教員文化にも大きく作用しているとみられる。戦前にお
いて教育会の主要な役割は、教員の職能団体として現職研修をリードす
ることであった。戦後初期にその機能は教員組合が引き継ぐが、1950 年
代以降になると教育委員会所管の教育研究所や校長会・教育研究会が主
導して今日に至る。そのプロセスについて、調査・分析を展開中である。
　近年、教員政策の展開と関わって教師教育研究の分野でも、専門家協
会の性格を有していた戦前の教育会が再注目されている。教員文化と教
育実践の創造に寄与し、教員・教育関係者の価値観・行動様式を水路づ
けた教育会史の視座から、現代教育への示唆を得たいと考えている。また、
活字メディアとしての教育会雑誌が果たした社会的影響力、現代教育雑
誌への示唆なども今後の検討課題である。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　地方自治・「まちづくり」の基礎情報となる歴史的事実の発掘・整理を通した地域貢献を行ってきた。自治体史
編さん事業への参画、歴史的事実に関する情報提供（市民講座などにおける研究成果の還元）などである。例え
ば、筆者は市制 100 周年事業の一環として展開された八王子市史編さん事業に専門調査員として参加、資料収集
や通史編執筆に関わった。加えて、八王子学園都市大学「いちょう塾」の「はちおうじ地域学シリーズ」で、「八王子・
教育のあゆみ」（学校教育編・2016 年度、社会教育編・2017 年度）を担当した。この過程で学校文書の所蔵調
査を行っている。その地域が独自にたどった歴史の軌跡は、当時の学校日誌に克明に記されていることも多い。貴
重な歴史文書の管理（公文書ならず、私文書も含めての収集、整理、そして情報公開）というアーカイブズの観点
からも、歴史研究は、調査の実務レベルの知見も含め、市民社会に還元していく必要があると考えている。

知的財産・論文・学会発表など
・『新八王子市史』通史編 5 近現代（上）、同通史編 6 近現代（下）（八王子市史編集委員会編、分担執筆）
・「大正新教育をめぐる情報の流入・交錯と地方教育会」梶山雅史編『続・近代日本教育会史研究』2010 年。
・「現職研修をめぐる教育団体の史的再編と『教師の専門性』の位相」日本教師教育学会第 26 回大会、2016 年 9 月。

キーワード：日本教育史、教員史、教育会、教員文化

―「教育会」を通してみる教育研究活動の軌跡―

キーワード： 日本教育史、教員史、教育会、教員文化キーワード： 日本教育史、教員史、教育会、教員文化

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

近現代日本の教員文化と教育実践
―「教育会」を通してみる教育研究活動の軌跡―

教育学部 教育文化学科 准教授

佐藤 高樹
URL： https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/1352/180 
連絡先： 帝京大学八王子キャンパス

TEL： 042-690-8152 E-mail： takaki-s@main.teikyo-u.ac.jp

SATO, Takaki

所属キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
教育

【写真】戦前に発行された教育会雑誌

教育学部・教育文化学科　准教授

佐藤　高樹 SATO, Takaki

URL： https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/1352/180 

教育

八王子キャンパス

キーワード： 日本教育史、教員史、教育会、教員文化キーワード： 日本教育史、教員史、教育会、教員文化

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

近現代日本の教員文化と教育実践
―「教育会」を通してみる教育研究活動の軌跡―

教育学部 教育文化学科 准教授

佐藤 高樹
URL： https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/1352/180 
連絡先： 帝京大学八王子キャンパス

TEL： 042-690-8152 E-mail： takaki-s@main.teikyo-u.ac.jp

SATO, Takaki

所属キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
教育

【写真】戦前に発行された教育会雑誌
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キーワード：国際比較教育学、地域研究（ラテンアメリカ地域）

「教師教育改革」の国際比較研究
─ 教員研修制度に焦点を当てて ─

研究の概要
　教育の質の向上の鍵は教師が握ることは言をまたない。しかし、世界各国において、教師に求められる資
質や能力、役割、責任などのニーズは、国や文化、地域、歴史など学校や社会を取り巻く環境によって大き
く変化する。国の成長は教育が担うともいわれる中、教師の職能成長を支える「教員研修」についても、そ
の重要性が国際的に認識されてきている。
　本研究は、OECD による国際教育指標環境調査（Teaching and Learning International Survey : TALIS）
2013 の結果から、各国・地域の前期中等学校における教員研修を比較分析し、その特質を示す。「研修参加
に関する法的規定」「研修への参加状況・研修の形態」「研修のニーズ・研修の障壁・研修への支援」といっ
た観点から、各国・地域の共通点や相違点を抽出する。さらにそれらの結果を踏まえ、各国・地域の特質の
要因や背景、教師や学校教育を取り巻く認識、教師のキャ
リア、TALIS の結果に対する各国・地域の評価などを整
理分析する。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　世界各国における教師教育改革は、 1980 年代以降、教育政策上の重要課題として実施されている。我
が国においても、教員免許更新制の導入、教職大学院の設置・拡充などの改革が行われ、教員免許制度の
改革の方向性も示されている。教師像や教師の在り方を研究することは，各国の未来を担う教育の展望を
開くことにつながり、これからを生きる子どもたちの社会の構築に不可欠となるだろう。

知的財産・論文・学会発表など
（共著） 鈴木賀映子，鴨川明子，日暮トモ子，「アジアの教員研修制度の特質－マレーシア，中国，日本を事例として－」，

山梨大学教育学部紀要第 27 号，195-213 頁，2018 年 3 月
（単著） 鈴木賀映子，「教員養成課程における『質保証』の取り組み－成績評価（GPA）からみる私立大学の現状と課題－」　

帝京大学教職センター年報創刊号，2016 年 4 月
（共同発表） 「教員研修の比較分析：TALIS2013 の結果から」，日本比較教育学会第 53 回大会，2018 年 6 月，口頭発表
（口頭発表） “Las Problemáticas y Nuevas Practicas del programa de Entrenamiento de Docentes en Japón”, World 

Comparative Education Society,2013 年 6 月 , Universidad de Buenos Aires
OECD （2014）, TALIS 2013 Results An International Perspective on Teaching and Learning. 
代表長島啓記 （早稲田大学） 『21世紀型スキルに対応した教員研修の在り方に関する国際比較研究』 （平成28年度〜平成
30年度科学研究費補助金 （挑戦的萌芽研究  課題番号 16K13537））

教育学部・教育文化学科  / 教職センター　准教授

鈴木　賀映子 SUZUKI, Kaeko

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/1791/180

教育

八王子キャンパス

TALIS における教師の職能開発の要素 
出所：OECD 2014, p.87 図 4.1。（筆者訳）

教師が受けた研修率と日数
出所：OECD 2014, p.104 図 4.10。 

‐ ‐
/

URL https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/1791/180

TEL 042-678-3993 E-mail suzukika@main.teikyo-u.ac.jp

SUZUKI, Kaeko

共著 鈴木賀映子，鴨川明子，日暮トモ子，「アジアの教員研修制度の特質－マレーシア，中国，日本を事例として
－」，山梨大学教育学部紀要第 号， 頁， 年 月

単著 鈴木賀映子，「教員養成課程における『質保証』の取り組み－成績評価 P からみる私立大学の現状と課題－」
帝京大学教職センター年報創刊号， 年 月

共同発表 「教員研修の比較分析： の結果から」，日本比較教育学会第 回大会， 年 月，口頭発表
口頭発表 “ as Problemáticas y Nuevas Practicas del programa de Entrenamiento de Docentes en Japón”  

orld omparative Education ociety 年 月  niversidad de uenos ires

‐ ‐
/

URL https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/1791/180

TEL 042-678-3993 E-mail suzukika@main.teikyo-u.ac.jp

SUZUKI, Kaeko

共著 鈴木賀映子，鴨川明子，日暮トモ子，「アジアの教員研修制度の特質－マレーシア，中国，日本を事例として
－」，山梨大学教育学部紀要第 号， 頁， 年 月

単著 鈴木賀映子，「教員養成課程における『質保証』の取り組み－成績評価 P からみる私立大学の現状と課題－」
帝京大学教職センター年報創刊号， 年 月

共同発表 「教員研修の比較分析： の結果から」，日本比較教育学会第 回大会， 年 月，口頭発表
口頭発表 “ as Problemáticas y Nuevas Practicas del programa de Entrenamiento de Docentes en Japón”  

orld omparative Education ociety 年 月  niversidad de uenos ires
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キーワード：アクティブラーニング、ジェネリックスキル、美術教育

美術関連科目によるジェネリックスキル獲得

研究の概要
　美術関連科目『版画』『絵画』『芸術と社会貢献』『美
術 ( 総合基礎科目 )』においてアクティブラーニング
を念頭におき、ジェネリックスキル ( 社会的に汎用
性のある能力 : コミュニケーションスキル、数量的
スキル、情報リテラシー、倫理的思考力、問題解決
力 )」獲得を目的として授業デザインを行っている。
美術関連科目内でも獲得できるスキルはそれぞれの
科目によって特化していることが心理学を援用して
分析した結果によって示唆された。
　一例をあげると『版画』では「思考力」「集中力」「調
整力」「他者からの吸収力」「忍耐力」がつき、結果

「表現力」がつき、それはまた「発想力」「デザイン力」
「センス」「イマジネーション」へと結びつき、学び
は循環していると分析された。
　また、セメスター後に受講生の意識変容を調査し
た結果、それぞれの科目に文部科学省の目指す「主
体的・能動的深い学び」を実感しているとの結果が
出た。（図：日本美術教育論集，51 より引用）

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　AI による労働の変化を考えると、これからの社会に必要となる能力は「発想・構想の能力」ではないか
と考える。美術教育によって得られるジェネリックスキルのなかでも特にこの「発想・構想の能力」の獲
得に特化している。また、主体的に学ぶ姿勢や表現力についても格段に質の高いものと感じる。学生が美
術関連科目を受講することは、未来を担う人間の能力の錬成となると確信している。
 美術関連科目は、文部科学省の求めるこれからの高等教育の可能性を多く含んでいる。

知的財産・論文・学会発表など
最近の査読付き論文
1．大貫真寿美 (2017)『美術を専門としない大学・短期大学における美術教育』日本美術教育論集，50
2．大貫真寿美，三好昭子，三好力 (2018)『アクティブラーニングによる意識変容』日本美術教育論集，51
国際学会口頭発表 2017 年 INSEA
1． A Potential of Art Education in Non-Specialist Junior Colleges/Universities:A Study on the textbook 

focused on generic skills
2． What abilities develop by university art classes?

キーワード：アクティブラーニング、ジェネリックスキル、美術教育

キーワード：アクティブラーニング、ジェネリックスキル、美術教育キーワード：アクティブラーニング、ジェネリックスキル、美術教育

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

美術関連科目によるジェネリックスキル獲得

帝京大学短期大学 人間文化学科 講師

大貫真寿美 OHNUKI, Masumi
https:// www.ecampus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/1200/40

連絡先：
TEL： 042-867-3301 E-mail： masumix9671@gmail.com

八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）

教育

「版画」受講生の意識変更
KJ法による分析

『版画』授業風景

教育学部・初等教育学科　講師

大貫　真寿美 OHNUKI, Masumi

URL ：https://www.ecampus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/1200/181

教育

八王子キャンパス

キーワード：アクティブラーニング、ジェネリックスキル、美術教育キーワード：アクティブラーニング、ジェネリックスキル、美術教育

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

美術関連科目によるジェネリックスキル獲得

帝京大学短期大学 人間文化学科 講師

大貫真寿美 OHNUKI, Masumi
https:// www.ecampus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/1200/40

連絡先：
TEL： 042-867-3301 E-mail： masumix9671@gmail.com

八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）

教育

「版画」受講生の意識変更
KJ法による分析

『版画』授業風景
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キーワード：社会科教育、国際理解教育、文化人類学、太平洋

教育と文化人類学をつなぐ

研究の概要
　現在取り組んでいる二つの教育研究活動

①「人種」「民族」の概念をめぐる文化人類学と教育学をつなぐ学際的研究（科研挑戦的萌芽研究）
　日本の学校教育の世界において、「人種」「民族」という言葉が無造作に使用されている。文化人類学
では、「人種」は社会的につくられた概念であり「人種」は１つである、という認識が一般化しているが、
教育学の世界ではその理解は浸透しておらず、いまだに「人種」があるかのように教えられている。グロー
バル化の進展とともに教室空間の多様性が増す中で、「人種」「民族」をどのように教えたら良いかを追
求している。

②太平洋島嶼から国際理解教育実践を考える
　従来、日本の異文化へのまなざしや国
際交流の多くは、欧米、アジアが主流で
あった。日本は環太平洋に位置づくが「太
平洋」という感覚や視点が乏しい。社会
科教育においても、太平洋へのまなざし、
太平洋からのまなざしについては殆ど言
及されていない。そこで、日本に近い太
平洋のリゾート地グアム（マリアナ諸島）
を事例に、文化交流や地域調査を通して、
国際理解教育実践活動と研究をおこなっ
ている。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
①に関して：学会発表、教員研修、研究会活動
②に関して： グアムに修学旅行に出かける高校への講演・公演、グアム政府観光局主催の行事での文

化・舞踊紹介、Tourism Expo Japan、関空旅博などでのパフォーマンス、地域の国際交
流協会主催のイベント協力など。

知的財産・論文・学会発表など
中山京子『グアム・チャモロダンスの挑戦―失われた伝統・文化を再創造する』明石書店、2018 年
中山京子『グアム・サイパン・マリアナ諸島を知るための 54 章』（エリア・スタディーズ 105）明石書店、
2012 年

キーワード：社会科教育、国際理解教育、文化人類学、太平洋

教育と文化人類学をつなぐ

キーワード： 社会科教育 国際理解教育 文化人類学 太平洋キーワード： 社会科教育 国際理解教育 文化人類学 太平洋

研究の概要

現在取り組んでいる二つの教育研究活動

①「人種」「民族」の概念をめぐる文化人類学と教育学をつなぐ学際的研究

②太平洋島嶼から国際理解教育実践を考える

「をめぐる文化人類学と教育学をつなぐ学際的研究

人種」「民族」の概念をめぐる文化人類学と教育学をつなぐ学際的研究

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

教育と文化人類学をつなぐ

教育学部 初等教育学科 教授

中山京子
URL：
連絡先：

TEL：042-678-3583 E-mail：knakayam@main.teikyo-u.ac.jp

NAKAYAMA, Kyoko

八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
教育教育学部・初等教育学科　教授

中山　京子 NAKAYAMA, Kyoko 教育

八王子キャンパス
キーワード： 社会科教育 国際理解教育 文化人類学 太平洋キーワード： 社会科教育 国際理解教育 文化人類学 太平洋

研究の概要

現在取り組んでいる二つの教育研究活動

①「人種」「民族」の概念をめぐる文化人類学と教育学をつなぐ学際的研究

②太平洋島嶼から国際理解教育実践を考える

「をめぐる文化人類学と教育学をつなぐ学際的研究

人種」「民族」の概念をめぐる文化人類学と教育学をつなぐ学際的研究

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

教育と文化人類学をつなぐ

教育学部 初等教育学科 教授

中山京子
URL：
連絡先：

TEL：042-678-3583 E-mail：knakayam@main.teikyo-u.ac.jp

NAKAYAMA, Kyoko

八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
教育
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キーワード：体育の指導観形成、組織文化、暗黙の前提認識

体育の指導観形成における組織文化の影響

研究の概要
　これまでの体育の指導観形成の研究では，個人が所有している指導観に注目がなされている。しかし，教
師は組織の中で指導観を形成していくため，組織の中でどのような指導観が共有されているかということが
重要である。小学校教師の体育の指導観は，組織内で体育に関する事柄の共有を促す働きとその共有を抑制
する働きの両方が存在する関係性の中，形成されていた。そして，この関係性の背景となっているのが，同
質性と閉鎖性という小学校教師という組織に存在する文化であった。小学校教師という組織には，この同質
性と閉鎖性によって形成されている組織文化が存在していた。教師の指導観は組織の影響を強く受けている
ため，組織文化と密接に関連している。そのように考えると，体育の指導観形成に暗黙裡に影響を及ぼして
いる存在は，同質性と閉鎖性に基づく組織文化である。この組織文化は，教師間の「賛同的なふるまい」「共
有を促す」「お伺いを立てる」といった関わりによって形成されていくということが明らかにされた。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　本研究では，教師の指導観を「組織文化としての指導観」と関連させて捉えることで，組織で効果的な
研修や研究を運営することが可能となり，結果として教師の専門性を培うための知見を提示することがで
きている。このことは，企業に勤める成員，様々な組織に属する成員の価値観形成について広く活用できる。
　小学校教師という組織の文化は【同質性】と【閉鎖性】に特徴づけられていた。この特徴は，日本の文
化の特性を映し出している。すなわち，多くの企業や組織に存在している組織文化の基盤に【同質性】と【閉
鎖性】という特徴があると考える。この知見は，企業や組織を「学び続ける組織」へと変貌させる手掛か
りを提示できるものと確信している。

知的財産・論文・学会発表など
1） 体育の指導観形成における組織内の教師間の関係性に関する研究―小学校教師に着目して―.成家篤史・

鈴木直樹・石塚諭 .　体育科教育学研究第 34 巻第 1 号：1-16.　(R)2018 年 3 月発行
2） 組織文化の再形成における教師間の関わり―揺らぎと安定の狭間で―. 成家篤史・鈴木直樹 . 学校教育

学研究論集第 36 号：77-90.　（R）2017 年 10 月発行

キーワード：体育の指導観形成、組織文化、暗黙の前提認識

キーワード： 体育の指導観形成，組織文化，暗黙の前提認識キーワード： 体育の指導観形成，組織文化，暗黙の前提認識

研究の概要

これまでの体育の指導観形成の研究では，個人が所有している指導観に注目がなされている。しかし，教
師は組織の中で指導観を形成していくため，組織の中でどのような指導観が共有されているかということが重
要である。小学校教師の体育の指導観は，組織内で体育に関する事柄の共有を促す働きとその共有を抑制
する働きの両方が存在する関係性の中，形成されていた。そして，この関係性の背景となっているのが，同質
性と閉鎖性という小学校教師という組織に存在する文化であった。小学校教師という組織には，この同質性と
閉鎖性によって形成されている組織文化が存在していた。教師の指導観は組織の影響を強く受けているため，
組織文化と密接に関連している。そのように考えると，体育の指導観形成に暗黙裡に影響を及ぼしている存
在は，同質性と閉鎖性に基づく組織文化である。この組織文化は，教師間の「賛同的なふるまい」「共有を促
す」「お伺いを立てる」といった関わりによって形成されていくということが明らかにされた。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
本研究では，教師の指導観を「組織文化としての指導観」と関連させて捉えることで，組織で効果的な研修
や研究を運営することが可能となり，結果として教師の専門性を培うための知見を提示することができている。
このことは，企業に勤める成員，様々な組織に属する成員の価値観形成について広く活用できる。
小学校教師という組織の文化は【同質性】と【閉鎖性】に特徴づけられていた。この特徴は，日本の文化の
特性を映し出している。すなわち，多くの企業や組織に存在している組織文化の基盤に【同質性】と【閉鎖性】
という特徴があると考える。この知見は，企業や組織を「学び続ける組織」へと変貌させる手掛かりを提示でき
るものと確信している。

体育の指導観形成における組織文化の影響

教育学部 初等教育学科 准教授

成家篤史
URL：
連絡先：成家研究室

TEL：042-690-8195 E-mail：nariya@main.teikyo-u.ac.jp

NARIYA, Atsushi

八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など
1)体育の指導観形成における組織内の教師間の関係性に関する研究―小学校教師に着目して―.成家篤
史・鈴木直樹・石塚諭. 体育科教育学研究第34巻第1号：1-16. (R)2018年3月発行
2)組織文化の再形成における教師間の関わり―揺らぎと安定の狭間で―.成家篤史・鈴木直樹.学校教育学
研究論集第36号：77-90. （R）2017年10月発行

（写真）
教育
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教育学部・初等教育学科　教授

成家　篤史 NARIYA, Atsushi 教育

八王子キャンパス

キーワード： 体育の指導観形成，組織文化，暗黙の前提認識キーワード： 体育の指導観形成，組織文化，暗黙の前提認識

研究の概要

これまでの体育の指導観形成の研究では，個人が所有している指導観に注目がなされている。しかし，教
師は組織の中で指導観を形成していくため，組織の中でどのような指導観が共有されているかということが重
要である。小学校教師の体育の指導観は，組織内で体育に関する事柄の共有を促す働きとその共有を抑制
する働きの両方が存在する関係性の中，形成されていた。そして，この関係性の背景となっているのが，同質
性と閉鎖性という小学校教師という組織に存在する文化であった。小学校教師という組織には，この同質性と
閉鎖性によって形成されている組織文化が存在していた。教師の指導観は組織の影響を強く受けているため，
組織文化と密接に関連している。そのように考えると，体育の指導観形成に暗黙裡に影響を及ぼしている存
在は，同質性と閉鎖性に基づく組織文化である。この組織文化は，教師間の「賛同的なふるまい」「共有を促
す」「お伺いを立てる」といった関わりによって形成されていくということが明らかにされた。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
本研究では，教師の指導観を「組織文化としての指導観」と関連させて捉えることで，組織で効果的な研修
や研究を運営することが可能となり，結果として教師の専門性を培うための知見を提示することができている。
このことは，企業に勤める成員，様々な組織に属する成員の価値観形成について広く活用できる。
小学校教師という組織の文化は【同質性】と【閉鎖性】に特徴づけられていた。この特徴は，日本の文化の
特性を映し出している。すなわち，多くの企業や組織に存在している組織文化の基盤に【同質性】と【閉鎖性】
という特徴があると考える。この知見は，企業や組織を「学び続ける組織」へと変貌させる手掛かりを提示でき
るものと確信している。

体育の指導観形成における組織文化の影響

教育学部 初等教育学科 准教授

成家篤史
URL：
連絡先：成家研究室

TEL：042-690-8195 E-mail：nariya@main.teikyo-u.ac.jp

NARIYA, Atsushi

八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など
1)体育の指導観形成における組織内の教師間の関係性に関する研究―小学校教師に着目して―.成家篤
史・鈴木直樹・石塚諭. 体育科教育学研究第34巻第1号：1-16. (R)2018年3月発行
2)組織文化の再形成における教師間の関わり―揺らぎと安定の狭間で―.成家篤史・鈴木直樹.学校教育学
研究論集第36号：77-90. （R）2017年10月発行

（写真）
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キーワード：教育工学、算数、授業改善、協働的な学び、予習動画

小学校での算数学習における
予習動画教材を活用した反転授業の実践と評価

研究の概要
　本研究では、これまでに小学校の算数科において、時間的に限られた教育課程の中で、児童らが主体的・
協働的に学ぶことのできる授業をデザインし検証してきた。具体的な授業実践の流れは以下の通りである。
　まず、児童らに学習の振り返りと次回までに各児童が考え
てくる課題を教師が具体的に指示した予習動画教材を、授業
の終末に 4 〜 5 分程度、視聴させる。次に、児童らは、その
中で示された予習の仕方に基づき、予習課題を各家庭で考え
てくる。さらに、対面授業の中で、全ての児童が自らの考え
を発表し、他者の考えを共有することを通して、それぞれの
考えを再構築する場を設けた。
　このような授業実践の結果、児童の予習実施状況の記録や
ワークテストの得点から学力向上に一定の効果があることが
明らかとなっている。また、児童にとって予習動画教材が、
家庭学習の促進や対面授業の理解や評価の誘因になっている
ことが、児童及び保護者に対する調査から明らかになってい
る。しかしながら、本実践で明らかとなった学力向上につい
ては学習後比較的短期間のうちに検証されたものであること
から、その後の学習定着率についてより詳細に検討すること
が求められる。そこで、実践終了 3 か月後に児童らが取り組
んだ学力調査をもとに分析したところ、各観点のうち「考え
方」に有意な差が見られ、一定度の効果を見出すことができた。
今後は、他観点の定着率向上に向けた方策についてさらなる
検討が必要であると考えられる。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　本研究が進むことにより、初等教育における学びの変容、授業の在り方の変容に寄与することができる。
限りある授業時間を有効に活用しながら、児童らの主体的な学びを誘発し、対話を通じながら、内容を深
めていくことが可能である。
　授業の形式には様々なものが想定されるが、学校現場との連携を図りながら、よりよい学びの場を共に
考えたい。また、より学校現場に馴染む情報機器についても、今後検討していきたい。

知的財産・論文・学会発表など
論文（査読有）
1.  “ Production of Video Learning Materials as Preparation for Promoting Active Learning in Arithmetic ”　

Noriyuki MATSUNAMI, Masahiro NAGAI　SITE2018   971-976   2018 年 3 月 
2.  “ E-learning Effectiveness Using Video Learning Materials for After-School Lesson Preparation at an 

Elementary School in Japan ”Noriyuki MATSUNAMI, Masahiro NAGAI　ICETI 2017   132-136   2017 年 3 月
3.  “A Trial and Study on a Flipped Classroom Using Video Learning Materials for Preparation at an Elementary 

School in Japan” SITE2015   406-411   2015 年 3 月 etc.

キーワード：教育工学、算数、授業改善、協働的な学び、予習動画

予習動画教材を活用した反転授業の実践と評価
/

URL https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2827/159 

TEL 042-678-3993 E-mail noriyukimatsunami@gmail.com

MATSUNAMI, Noriyuki
教育学部・初等教育学科 / 教職センター 　准教授

松波　紀幸 MATSUNAMI, Noriyuki

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2827/159

教育

八王子キャンパス

/

URL https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2827/159 

TEL 042-678-3993 E-mail noriyukimatsunami@gmail.com

MATSUNAMI, Noriyuki



帝京大学・帝京大学短期大学　研究シーズ集 2019

教 

育

─ 279 ─

キーワード：日本人児童・生徒の英語学習、読み書き習得・支援

日本語を母語とする子どもにおける効果的な
英語読み書きの学習・支援方法

研究の概要
　中学生を対象として、英単語綴り困難を生起させる背景要因について研究した結果、中学生段階での綴り
習得困難には、①ローマ字の習得状況、②英単語の流暢な視覚的探索、③英語独自の正書法知識（綴りの規
則の理解）の 3 つの要因が大きく影響していることが確認されました。①ローマ字は小学校で学習される、
日本人生徒が唯一持っているアルファベットに関する知識です。このため、中学校から本格的に読み書き指
導が始まると、私たちはその知識を活用して英単語を覚えようとします（例：Wednesday ＝ウェドネスデイ、
orange= オランゲ等）。しかし、英語は発音と綴りが一致しない単語も多く（例：make はマケではなくメイ
クと読む）、②英単語の形を視覚的に処理する力や、③綴りの規則（ea= イー、単語の最後につく E は発音し

ない、等）が重要な役割を果たすようになるので
す。
　2020 年度からは小学校で英語が教科になり、
これからは小学生から英語の読み書きの基礎を学
ぶ必要が生じています。非アルファベット言語圏
で生活する私たち日本人にとって、日本語よりも
子音や母音の数が多い英語の発音を学習したり、
発音に基づいて読み書きを学習することはとても
困難なことです。英語のコミュニケーションや読
み書き習得の下支えとなる英語独自の音の効果的
な学習方法とは何か、そのうえで音の理解を読み
書きの習得にどのようにつなげていけばよいの
か、明らかにすることが求められています。この
点について、中学生を対象とした研究から得られ
た結果を基に検討していくことが、今後の私の研
究課題です。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　困難を生じさせる背景要因を明らかにする研究を行うことで、担任教員が児童生徒のつまずきの背景を
把握できるアセスメント課題の開発が可能となる。また、背景要因に応じた支援方法及び教材開発につな
げることで、特に実践が積み重なっていない小学校における英語教育で使用可能な教材を現場に提供可能
である。これらのアセスメント課題及び支援教材を一つのパッケージにまとめることで、つまずきの背景
に応じた支援・指導が可能であり、英語導入期におけるつまずきを軽減することにつながると考えられる。

知的財産・論文・学会発表など
（学術論文） Developmental properties of risk factors causing English spelling and Kanji writing difficulties 

in Japanese junior high school students. Mito Mekaru. Journal of Special Education Research 
（査読有）, Vol.5, 35-47, 2017.　（第 29 回日本特殊教育学会研究奨励賞受賞）

（学術論文） 「中学生における英単語の綴り習得困難のリスク要因に関する研究―綴りの基礎スキルテスト
と言語性ワーキングメモリテストの低成績に基づく検討―」、銘苅実土ほか 5 名、『特殊教育
学研究』（査読有）、第 53 巻、pp.15-24、2015 年 .

キーワード：日本人児童・生徒の英語学習、読み書き習得・支援

キーワード：日本人児童・生徒の英語学習、読み書き習得・支援キーワード：日本人児童・生徒の英語学習、読み書き習得・支援

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

日本語を母語とする子どもにおける効果的な
英語読み書きの学習・支援方法

教育学部 初等教育学科 助教

銘苅 実土
URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/3292/181 
連絡先：

TEL：042-678-3355 E-mail：mito.mekaru@gmail.com

MEKARU, Mito 

八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
教育教育学部・初等教育学科　助教

銘苅　実土 MEKARU, Mito 

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/3292/181

教育

八王子キャンパスキーワード：日本人児童・生徒の英語学習、読み書き習得・支援キーワード：日本人児童・生徒の英語学習、読み書き習得・支援

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

日本語を母語とする子どもにおける効果的な
英語読み書きの学習・支援方法

教育学部 初等教育学科 助教

銘苅 実土
URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/3292/181 
連絡先：

TEL：042-678-3355 E-mail：mito.mekaru@gmail.com

MEKARU, Mito 

八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
教育
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キーワード：授業実践、相互行為、エスノメソッド

授業実践のエスノメソドロジー・会話分析的研究

研究の概要
　現在私は左下図に示すように、３つの学問分野が交差する領域において、授業というやりとり（相互行為）
を形づくるために用いられる無自覚な方法＝「エスノメソッド」を ( 再 ) 発見する研究に取り組んでいます。
　研究では、実際にとり行われた授業実践の映像や音声を記録し、それを会話分析領域で開発されてきた特
別な記号を用いながら「トランスクリプト（文字転写）」に起こし、分析を行います（右下の例参照）。
　例えば右下の「トランスクリプト例」からは、教師が自身の発話を細切れにしながらその都度語尾の音調を上
昇させることで、子どもたちに数多くの発言機会を切り拓くという発問構築「技法」が見て取れるはずです。
　このように授業という実践は、非常に細かなレベルで様々な、そして巧みな方法を用いながら組み立てられて
います。こうした種々の「エスノメソッド」を発見し、つまびらかにしていくのが、私の取り組んでいる研究です。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　授業を形づくる無自覚な方法を発見することは、まずもって当の授業実践を行った教師たちに、それが
望ましいものであれば再現性を確保し、望ましくないものであれば変えていくための――相互行為の詳細
なレベルに立脚した――振り返りの機会を提供することが可能となります。加えて例えば、「名人の授業」
や「新しい実践のモデルケース」で用いられている方法が明らかにされたなら、それはすべての教師に対
して自身の授業づくりや授業改善のための重要な資源を提供するものになりえるでしょう。もちろん、ま
だ現場に出たことのない学生たちに対する「教師教育」の場においても、この「授業を形づくる無自覚な
方法」は実践に直結する有益な知となるはずです。

知的財産・論文・学会発表など
•  森一平 , 2014, 「授業会話における発言順番の配分と取得――『一斉発話』と『挙手』を含んだ会話の検討」

『教育社会学研究』94: 153-172.
•  森一平 , 2016, 「授業の秩序化実践と『学級』の概念」酒井泰斗他編『概念分析の社会学 2――実践の社

会的論理』ナカニシヤ出版 .　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他

キーワード：授業実践、相互行為、エスノメソッド

キーワード： 授業実践，相互行為，エスノメソッドキーワード： 授業実践，相互行為，エスノメソッド

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

授業実践のエスノメソドロジー・会話分析的研究

教育学部 初等教育学科 講師

森 一平
URL： https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2657/181
連絡先：

TEL ：042-678-5576 E-mail： imori@main.teikyo-u.ac.jp 

MORI, Ippei

八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など
•

•

（写真）
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森　一平 MORI, Ippei

URL： https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2657/181

教育

八王子キャンパス
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キーワード：教育工学、教育評価、学習支援システム、FD

自己評価特性と学修ポートフォリオの
関係に関する研究

研究の概要
　本研究の目的は、学修者の自己評価力の開発によって学修者の学修が改善され、自己学修力が向上するこ
とを明らかにすること。また、学修者の評価特性をモデル化によってその評価特性に応じた自己評価力の開
発方法を構築することである。
　そのために、まず、学修者の評価特性および自己評価力がアクティブ・ラーニングの学修プロセスと学修
成果に与える影響を解明すること。さらに、アクティブ・ラーニングの学修プロセスについては、学修者の
行動だけではなく、学修者の心理的なメカニズムを明らかにすることを目標としている。次に、学修者の評
価特性に応じた自己評価力の開発方法を構築することを目標としている。
　平成 30 年度前期に開講された初年次教養科目「フレッシュマンセミナー」における自己評価特性と学修ポー
トフォリオおよび到達目標の達成感の関係を下図に示す。

図　構造方程式モデル
(i) パス上の数値は標準化係数（***p<.001; **p<.05; *p<.10）(ii) 変数の右上の数値は決定係数

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　平成 30 年度帝京大学 SoTL（Scholarship of Teaching and Learning）助成プログラム（高等教育開発セ
ンター主催）に、研究課題：「理工系学部の初年次教育における自律型学修者の育成の試み－アクティブラー
ニングによる学科合同授業を通して－」が採択された。この初年次教育の授業時実践研究は、学内外の大
学における教育改善、産業界における新任研修、人材育成に寄与できる。

知的財産・論文・学会発表など
論文（査読あり，最新の研究成果）：
山本美紀，横山明子：理工系学部の初年次教育における自律型学修者の育成の試み －アクティブラーニング
と学修ポートフォリオの活用－．帝京大学宇都宮キャンパス研究年報 人文編 第 24 号：107-128，2018．
山本美紀，横山明子：卒業時アンケートから推定される身につけた力と満足度の関係． 帝京大学宇都宮キャ
ンパス研究年報 人文編 第 23 号：121-132，2017．
学会発表等（最新の研究成果）：
横山明子，山本美紀：自律型学修者の育成を目指した初年次教育の実践 －アクティブラーニングと学修ポート
フォリオの活用－．日本教育工学会研究報告集，2018（2018 年 12 月 8 日研究会発表）．
山本美紀：自己評価特性と学修ポートフォリオおよび到達目標の達成感の関係分析 －自律型学修者の育成を
目指した初年次教育の実践を通して－．日本教育工学会研究報告集，2018（2018 年 12 月 8 日研究会発表）．

キーワード：教育工学、教育評価、学習支援システム、FD

URL https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/3089/69 
1

TEL 028-627-7015 E-mail m.yamamoto@umb.teikyo-u.ac.jp

YAMAMOTO Miki

図
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理工学部・総合基礎科目　助教

山本　美紀 YAMAMOTO, Miki

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/3089/69 

教育

宇都宮キャンパス
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キーワード：大学生、職業選択、支援システム、適性診断

理工系大学生の適職発見のための
Web システムの開発

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　国内では、未だこのような理工系大学生向けの本格的なデータベースを備えた Web 支援システムは実
現されていない。このシステムが本格的に稼働できれば、学生は独力で職業選択を行うことができるよう
になり、これまでキャリアカウンセラーの力量に左右されていたキャリアガイダンス（就職支援）の在り
方を一新するという教育的意義が非常に大きい。
　今後さらに、この Web システムが提示する職業データの種類を、理系に特化せずに広範囲の職業デー
タベースを実装し提供することにより、様々な学部の大学生が職業選択に利用できるさらに実用性の高い
システムに発展することが期待できる。

知的財産・論文・学会発表など
Akiko YOKOYAMA  2015  Design of Computerized Guidance System for Career Planning   IAEVG（国際キャリア教育学会）
横山明子・荒井正之・前川司 　2017　理工系大学生の職業選択のための支援システムの開発 , 帝京大学宇都宮キャ
ンパス研究年報人文編　第 23 号 ,  pp.73–196．
本研究は , JSPS 科研費（基盤研究 C　課題番号  JP 26350333（研究期間 2014 年度〜 2017 年度））の助成を受けた。

キーワード：大学生、職業選択、支援システム、適性診断
TEL 028 627-7195 E-mail ayokoyam@umb.teikyo-u.ac.jp

YOKOYAMA , Akiko
URL https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/1246/69

表紙 Login

職種ごとの詳細表示
（職務内容・産業分野・要求スキル）

職業興味(VPI)テストの得点の入力

10項目の結果出力と保存
（職種名・概要）

/

専門分野（33種類）から3項目選択

理工学部・総合基礎科目　教授（主任）

横山　明子 YOKOYAMA , Akiko

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/1246/69

教育

宇都宮キャンパス

研究の概要
　大学生にとって、職業選択を視野に入れて将来のキャリアを考えることは、重要な発達課題である。近年、
インターネットによる就職活動が主流になり、多種類で大量の情報が学生に直接提供されている。そのため、
情報の検索条件に優先順位をつけずに漫然と検索すると、予期しない情報が大量に提示され、選択に有用な
情報を得ることができず、混乱をきたす学生が多くいる。
　このような問題を抱えた、特に理工系学生の職業選択と決定を支援するために、理工系学生に特化した職
業情報データベースを提供する Web システムを開発することが急務であると考え、新たに適性診断と広範な
職業データベースの検索機能を備えた Web システムを構築し、有効性の検討を行っている。
　なお、本研究は、理工学部情報電子工学科の荒井正之教授
との共同研究である。

開発した Web システムの構成について
　職業興味によって職種が検索できるような機能を持つシステム
であり、構成と画面遷移については、右図に示すとおりである。

【職業情報の検索】
　VPI 職業興味テストの 6 種類（RIASEC）の得点を入力すると、
この得点の全ての情報を用いて類似度の近い職種のうち、最終的
に 10 種類を出力する。出力結果の保存機能がある。
　・職種レベル：大卒程度と大学院卒レベルがある。
　・ 専門分野の選択：33 種類の専門分野のうち、自分が職業選

択に生かしたいと思う分野を 3 種類選択することができる。
【システムが提供する情報】
　10 種類の職種ごとに、「職務内容」、「活躍できる産業分野　「要
求されるスキル」の詳細情報が表示される。

TEL 028 627-7195 E-mail ayokoyam@umb.teikyo-u.ac.jp

YOKOYAMA , Akiko
URL https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/1246/69
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職種ごとの詳細表示
（職務内容・産業分野・要求スキル）

職業興味(VPI)テストの得点の入力

10項目の結果出力と保存
（職種名・概要）

/

専門分野（33種類）から3項目選択



帝京大学・帝京大学短期大学　研究シーズ集 2019

教 

育

─ 283 ─

キーワード：看護学生、実習体験、情動知能、感情

基礎看護学実習の体験前後における
情動知能の変化

研究の概要
　近年、対人関係を円滑に運ぶ能力として情動知能（EI：Emotional Intelligence ）が注目されている。EI とは、
自分の気持ちを自覚する、衝動を制御する、不安やストレスのもとになる感情を制御する、自分自身を励ます、
他者の気持ちを感じとる、調和を保ち協調し合うなどの「こころの知能指数」として説明される。
　看護とは、広い意味で、人々の生活の中で営まれるケアのことで、家庭や近隣における乳幼児、傷病者、
高齢者や虐待者などへの世話を含むものをいう。し
たがって、人間関係を伴わない看護の提供はなく、
対人関係の能力は看護を提供する実践の場において
考慮されるべき重要な要素である。対象者との間に
気遣う環境をつくり、その環境を維持するために感
情が必要不可欠であること、看護師と患者との親和
性を確立し、自分の感情を管理し、患者に共感する
能力は、質の高いケアを提供するために不可欠であ
ることなどが先行研究の成果として報告されている。
　本研究の目的は、はじめて患者を受け持つ臨地実習
の前後での情動知能の変化および臨地実習でどのよう
な感情の体験をしたかを明らかにすることである。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　研究結果は、看護学生の情動知能の育成や情動知能の活用において示唆を得ることができると考えている。
本研究を進めるにあたり、教育学や心理学のみならず、多くの先生方にご助言をいただきたいと思っている。

知的財産・論文・学会発表など
　本研究結果について、日本看護学教育学会第 29 回学術集会（2019.08.03-04）にて発表予定である。

医療技術学部・看護学科　助教

加藤　志保子 KATO, Shihoko 教育

板橋キャンパス

キーワード： 看護学生 実習体験 情動知能 感情キーワード： 看護学生 実習体験 情動知能 感情

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

基礎看護学実習の体験前後における情動知能の変化

医療技術学部 看護学科 助教

加藤 志保子
URL：
連絡先：

TEL： 03(3964)1211  ext.44538 E-mail： s-kato@med.teikyo-u.ac.jp

KATO, Shihoko

板橋キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
教育
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キーワード：バーコードリーダー、出席調査

バーコードリーダーによる
 出席調査・管理システムの構築

研究の概要
　本学では IC カードリード方式による出席管理システムが導入されている。しかし、IC カード
リード方式による出席調査は不正を受け易く、カード不携帯者への対応、その他トラブルが問
題となっている。本研究ではマイクロソフトオフィス（以後 MS）を利用したバーコードリーダー
による出席調査・管理法を構築し実際に運用して、その有効性を検討したものである。
　本システムの概要は以下である。学籍番号、氏名、顔写真を MS access でデータベース化し、
バーコード付き個人票（ID カード）を作成し事前に学生に配布する。出席調査は ID カードのバー
コードを読み取り、集計して出席管理を行う。これらは全て MS excel 上で行われる。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　本システムは 100 名の学生に対し 5 分程度の時間で正確迅速に出席調査を実施できる。
また、特別なソフトウエアを必要とせず安価な費用で構築できる特徴を持つ。データベース
の作成や出席調査は予めひな形を作成しておけばそのまま転用できる。これらは MS excel
で作成したマクロをアドインという形でインストールする方法で提供できるだろう。本シス
テムを運用して 5 年以上経つが有用性は確かである。ただし、市販のバーコードリーダーが
大きく、扱いに不便さを感じている。小型で扱いやすい読み取り装置が望まれる。企業側が
ハードウエアを開発し、本システムとその運用のノウハウを共にして産学連携してパッケー
ジとして世に出せば需要は見込まれると考える。

知的財産・論文・学会発表など
学会発表　第 41 回日本放射線技術学会秋季学術大会（013.10.18 福岡）

キーワード：バーコードリーダー、出席調査

 出席調査・管理システムの構築

キーワード： バーコードリーダー、出席調査キーワード： バーコードリーダー、出席調査

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

バーコードリーダーによる
出席調査・管理システムの構築
医療技術学部 診療放射線学科 講師

藤原 政雄
URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/355/35 
連絡先：

TEL：03-396-7053 E-mail：fujihara@med.teikyo-u.ac.jp

FUJIHARA, Masao

板橋キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

教育

個人別にカットした
IDカードを学生に配布

バーコードリーダー

このシートは学生配
布用と教員手控え
用の2部(IDカード不
携帯者への対応)用
意する。

医療技術学部・診療放射線学科　講師

藤原　政雄 FUJIHARA, Masao

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/355/35 

教育

板橋キャンパス

キーワード： バーコードリーダー、出席調査キーワード： バーコードリーダー、出席調査

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

バーコードリーダーによる
出席調査・管理システムの構築
医療技術学部 診療放射線学科 講師

藤原 政雄
URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/355/35 
連絡先：

TEL：03-396-7053 E-mail：fujihara@med.teikyo-u.ac.jp

FUJIHARA, Masao

板橋キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

教育

個人別にカットした
IDカードを学生に配布

バーコードリーダー

このシートは学生配
布用と教員手控え
用の2部(IDカード不
携帯者への対応)用
意する。
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キーワード：病理学、病理組織実習、バーチャルスライド

バーチャルスライドを用いた
病理組織実習の実施

研究の概要
　2017 年度の臨床検査学科の病理組織実習をバーチャルスライドで行った。
　バーチャルスライドは、顕微鏡観察用のガラス標本をバーチャルスライドスキャナー（浜松ホトニクス）で
デジタルデータとしたものである。学生は、PC ルームのパソコン上で、専用のブラウザーを使用して、デジ
タル化された組織標本を観察した。
　顕微鏡実習をバーチャルスライドで行う利点は以下のようなものである。
1.  実習用にガラススライドを人数分作成する必要がなく、実際の診断に用いられ、匿名化されたガラススラ

イド１枚をスキャナーにかけるだけである。21 時限の実習で、92 症例 288 枚のガラススライドの観察を
行えた。

2.  ガラススライドのように割れたり退色することなく、管理が簡便である。
3.  パソコンのディスプレー上の説明だと観察するポイントを学生が理解しやすい。
4.  パソコンのディスプレー上で多数のスライドを同時に観察でき、染色の差などが理解しやすい。
5.  92 症例 288 枚のガラススライドのデータは 116GB で、これはブルーレイディスク 6 枚分である。バーチャ

ルスライドはガラススライドを共有しての多施設での教育の均てん化に有用な手法である。
　以前の顕微鏡実習に劣る点として、顕微鏡操作の練習にならないこと、ガラススライドを顕微鏡で観察し
た方が画像がきれいなことがあり、組織解剖実習では顕微鏡観察による実習を継続している。
　今後、教材用スライドを厳選し、よりよい教材としていきたい。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　病理組織像のアトラスは多数の書籍が出版され、ウェブサイト上で構築されたシリーズも多いが、バー
チャルスライドを教材として配布する試みは少ない。実習用の良い教材を求めるニーズは多く、現在当大
学の実習用教材は有志に対して無料で配布されているが、ビジネスとしての展開も考えられる。

知的財産・論文・学会発表など
第 13 回日本臨床検査学教育学会学術大会（2018 年 8 月 北海道）で発表された。

医療技術学部・臨床検査学科　教授

望月　眞 MOCHIZUKI, Makoto

URL： http://imcjfc.web.fc2.com/i/index.html

教育

板橋キャンパス

キーワード： 病理学 病理組織実習 バーチャルスライドキーワード： 病理学 病理組織実習 バーチャルスライド

研究の概要

年度の臨床検査学科の病理組織実習をバーチャルスライドで行った。
バーチャルスライドは、顕微鏡観察用のガラス標本をバーチャルスライドスキャナー（浜松ホトニクス）でデジ
タルデータとしたものである。学生は、 ルームのパソコン上で、専用のブラウザーを使用して、デジタル化さ
れた組織標本を観察した。
顕微鏡実習をバーチャルスライドで行う利点は以下のようなものである。
実習用にガラススライドを人数分作成する必要がなく、実際の診断に用いられ、匿名化されたガラススライ

ド１枚をスキャナーにかけるだけである。 時限の実習で、 症例 枚のガラススライドの観察を行えた。
ガラススライドのように割れたり退色することなく、管理が簡便である。
パソコンのディスプレー上の説明だと観察するポイントを学生が理解しやすい。
パソコンのディスプレー上で多数のスライドを同時に観察でき、染色の差などが理解しやすい。
症例 枚のガラススライドのデータは で、これはブルーレイディスク 枚分である。バーチャルスラ

イドはガラススライドを共有しての多施設での教育の均てん化に有用な手法である。
以前の顕微鏡実習に劣る点として、顕微鏡操作の練習にならないこと、ガラススライドを顕微鏡で観察した
方が画像がきれいなことがあり、組織解剖実習では顕微鏡観察による実習を継続している。
今後、教材用スライドを厳選し、よりよい教材としていきたい。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

病理組織像のアトラスは多数の書籍が出版され、ウェプサイト上で構築されたシリーズも多いが、バーチャ
ルスライドを教材として配布する試みは少ない。実習用の良い教材を求めるニーズは多く、現在当大学の実
習用教材は有志に対して無料で配布されているが、ビジネスとしての展開も考えられる。

バーチャルスライドを用いた
病理組織実習の実施

医療技術学部 臨床検査学科 教授

望月 眞
URL： http://imcjfc.web.fc2.com/i/index.html
連絡先：帝京大学知的財産センター

TEL： 03-3964-1984 E-mail： tttc@med.teikyo-u.ac.jp 

MOCHIZUKI, Makoto

板橋キャンパス

知的財産・論文・学会発表など
第 回日本臨床検査学教育学会学術大会（ 年 月 北海道）で発表された。
第13回日本臨床検査学教育学会学術大会

（写真）
教育
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キーワード：保健体育科教育、運動方法、コーチング、運動指導

・指導・教育的観点での実践的な運動・スポーツ指導の研究
・運動実践者のニーズに応じた運動・スポーツの研究

研究の概要
※ゼミ活動
　スポーツや運動を自らが実践していくことはもとより、それらを指導者や
教育者として他者に伝え、「健康」や「生涯スポーツ」に寄与できる力の基
礎・基本の確立をめざすための研究をしている。そのため、実際の教育現
場やスポーツの場面との連携を図り、現場に即した経験を積み重ねるプロ
グラムを実施して、指導現場での実践力・行動力を培かう活動を行っている。

※保健体育科教育
　教育現場での保健体育科教員の職務・役割について探求し、教育者として必要な資質能力が、有機的に統合、
形成するための指導をすすめ、保健体育科の教育者になる上での課題の明確化し、その解決に向けた取り組
みを指導している。

※コーチング・運動指導
　専門種目である陸上競技について、学校教育および地域でのスポーツ活動
の指導に必要な理論と技術、指導法を模擬授業などの実践的な学習により
習得することをめざし、「基本となる理論・技術」、「安全管理（事故防止、危
険回避）も含めた指導方法」および、「発達・学習段階に応じたトレーニング
の方法の理解と実践」、「指導上の留意点や配慮事項の考慮、技術指導のた
めの模範」についての研究をしている。また、「体験活動」に視点を置いた

「野外活動」の在り方についても研究を進め、学校体育で求められる指導の
在り方について探求を進めている。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　実学の観点から、実践的実習経験をするために、夏季に神津島、冬季に越後中里で合宿を行っている。
これらの合宿の実施にあたっては、事前の企画・準備や、実際の運営・実施について、学生自らが活動を
するようにし、総合的な学習活動の機会として取り組むことによって、体育・スポーツの指導者としての
在り方の探求に寄与している。
　また実際の内容の中の一つに、地域の中学・高校生へのスポーツ指導及び、スポーツ交流の取り組みな
どをおこなっており、好評を得ている。

知的財産・論文・学会発表など
著書
　・専門教養 Build Up シリーズ④中高保健体育の完全攻略〈2020 年度版〉　時事通信出版局
論文
　・授業指導法（陸上競技）の受講者を対象とした学生の模擬授業実施による自己評価と他者評価
　　関連傾向について　　　　　　　　　　　　　　帝京大学スポーツ医療研究　第８巻　p.13-16
　・青少年の体験活動等に関する実態調査から見た「青少年の生活体験の現状」と「青少年の意
　　識」の関係についての学年特徴と影響の検討　　帝京大学スポーツ医療研究　第 10 巻　p.21-30
学会発表
　・神津島夏季合宿　実施報告　〜帝京大学・Ｎゼミの活動〜　平成 30 年度　海洋人間学会

キーワード：保健体育科教育、運動方法、コーチング、運動指導

・運動実践者のニーズに応じた運動・スポーツの研究

キーワード： 保健体育科教育，運動方法，コーチング，運動指導キーワード： 保健体育科教育，運動方法，コーチング，運動指導

研究の概要

※ゼミ活動
スポーツや運動を自らが実践していくことはもとより、それらを指導者や教
育者として他者に伝え、「健康」や「生涯スポーツ」に寄与できる力の基礎・
基本の確立をめざすための研究をしている。そのため、実際の教育現場や
スポーツの場面との連携を図り、現場に即した経験を積み重ねるプログラム
を実施して、指導現場での実践力・行動力を培かう活動を行っている。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

実学の観点から、実践的実習経験をするために、夏季に神津島、冬季に越後中里で合宿を行っている。こ
れらの合宿の実施にあたっては、事前の企画・準備や、実際の運営・実施について、学生自らが活動をする
ようにしてあり、総合的な学習活動の機会として取り組むことによって、体育・スポーツの指導者としての在り方
の探求に寄与している。
また実際の内容の中の一つに、地域の中学・高校生へのスポーツ指導及び、スポーツ交流の取り組みなど
をおこなっており、好評を得ている。

医療技術学部 スポーツ医療学科 健康スポーツコース 講師

永島 昇太郎

連絡先：

TEL：042-376-7261 E-mail：shotaron7@gmail.com

NAGASHIMA, Shoutarou

八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

著書

教育
URL： https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2059/37

※コーチング・運動指導
専門種目である陸上競技について、学校教育および地域でのスポーツ活
動の指導に必要な理論と技術、指導法を模擬授業などの実践的な学習に
より習得することをめざし、「基本となる理論・技術」、「安全管理（事故防止、
危険回避）も含めた指導方法」および、「発達・学習段階に応じたトレーニン
グの方法の理解と実践」、「指導上の留意点や配慮事項の考慮、技術指導
のための模範」についての研究をしている。また、「体験活動」に視点を置い
た「野外活動」の在り方についても研究を進め、学校体育で求められる指導
の在り方について探求を進めている。

※保健体育科教育
教育現場での保健体育科教員の職務・役割について探求し、教育者として必要な資質能力が、有機的に
統合、形成するための指導をすすめ、保健体育科の教育者になる上での課題の明確化し、その解決に向け
た取り組みを指導している。

・指導・教育的観点での実践的な運動・スポーツ指導の研究
・運動実践者のニーズに応じた運動・スポーツの研究

医療技術学部・スポーツ医療学科　健康スポーツコース　講師

永島　昇太郎 NAGASHIMA, Shoutarou

URL： https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2059/37

教育

八王子キャンパス

キーワード： 保健体育科教育，運動方法，コーチング，運動指導キーワード： 保健体育科教育，運動方法，コーチング，運動指導

研究の概要

※ゼミ活動
スポーツや運動を自らが実践していくことはもとより、それらを指導者や教
育者として他者に伝え、「健康」や「生涯スポーツ」に寄与できる力の基礎・
基本の確立をめざすための研究をしている。そのため、実際の教育現場や
スポーツの場面との連携を図り、現場に即した経験を積み重ねるプログラム
を実施して、指導現場での実践力・行動力を培かう活動を行っている。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

実学の観点から、実践的実習経験をするために、夏季に神津島、冬季に越後中里で合宿を行っている。こ
れらの合宿の実施にあたっては、事前の企画・準備や、実際の運営・実施について、学生自らが活動をする
ようにしてあり、総合的な学習活動の機会として取り組むことによって、体育・スポーツの指導者としての在り方
の探求に寄与している。
また実際の内容の中の一つに、地域の中学・高校生へのスポーツ指導及び、スポーツ交流の取り組みなど
をおこなっており、好評を得ている。

医療技術学部 スポーツ医療学科 健康スポーツコース 講師

永島 昇太郎

連絡先：

TEL：042-376-7261 E-mail：shotaron7@gmail.com

NAGASHIMA, Shoutarou

八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

著書

教育
URL： https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2059/37

※コーチング・運動指導
専門種目である陸上競技について、学校教育および地域でのスポーツ活
動の指導に必要な理論と技術、指導法を模擬授業などの実践的な学習に
より習得することをめざし、「基本となる理論・技術」、「安全管理（事故防止、
危険回避）も含めた指導方法」および、「発達・学習段階に応じたトレーニン
グの方法の理解と実践」、「指導上の留意点や配慮事項の考慮、技術指導
のための模範」についての研究をしている。また、「体験活動」に視点を置い
た「野外活動」の在り方についても研究を進め、学校体育で求められる指導
の在り方について探求を進めている。

※保健体育科教育
教育現場での保健体育科教員の職務・役割について探求し、教育者として必要な資質能力が、有機的に
統合、形成するための指導をすすめ、保健体育科の教育者になる上での課題の明確化し、その解決に向け
た取り組みを指導している。

・指導・教育的観点での実践的な運動・スポーツ指導の研究
・運動実践者のニーズに応じた運動・スポーツの研究

キーワード： 保健体育科教育，運動方法，コーチング，運動指導キーワード： 保健体育科教育，運動方法，コーチング，運動指導

研究の概要

※ゼミ活動
スポーツや運動を自らが実践していくことはもとより、それらを指導者や教
育者として他者に伝え、「健康」や「生涯スポーツ」に寄与できる力の基礎・
基本の確立をめざすための研究をしている。そのため、実際の教育現場や
スポーツの場面との連携を図り、現場に即した経験を積み重ねるプログラム
を実施して、指導現場での実践力・行動力を培かう活動を行っている。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

実学の観点から、実践的実習経験をするために、夏季に神津島、冬季に越後中里で合宿を行っている。こ
れらの合宿の実施にあたっては、事前の企画・準備や、実際の運営・実施について、学生自らが活動をする
ようにしてあり、総合的な学習活動の機会として取り組むことによって、体育・スポーツの指導者としての在り方
の探求に寄与している。
また実際の内容の中の一つに、地域の中学・高校生へのスポーツ指導及び、スポーツ交流の取り組みなど
をおこなっており、好評を得ている。

医療技術学部 スポーツ医療学科 健康スポーツコース 講師

永島 昇太郎

連絡先：

TEL：042-376-7261 E-mail：shotaron7@gmail.com

NAGASHIMA, Shoutarou

八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

著書

教育
URL： https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2059/37

※コーチング・運動指導
専門種目である陸上競技について、学校教育および地域でのスポーツ活
動の指導に必要な理論と技術、指導法を模擬授業などの実践的な学習に
より習得することをめざし、「基本となる理論・技術」、「安全管理（事故防止、
危険回避）も含めた指導方法」および、「発達・学習段階に応じたトレーニン
グの方法の理解と実践」、「指導上の留意点や配慮事項の考慮、技術指導
のための模範」についての研究をしている。また、「体験活動」に視点を置い
た「野外活動」の在り方についても研究を進め、学校体育で求められる指導
の在り方について探求を進めている。

※保健体育科教育
教育現場での保健体育科教員の職務・役割について探求し、教育者として必要な資質能力が、有機的に
統合、形成するための指導をすすめ、保健体育科の教育者になる上での課題の明確化し、その解決に向け
た取り組みを指導している。

・指導・教育的観点での実践的な運動・スポーツ指導の研究
・運動実践者のニーズに応じた運動・スポーツの研究
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キーワード：シミュレーション実習、アクティブラーニング、シナリオ

学生によるシナリオ作成を導入した
シミュレーション演習の教育的効果の検証

研究の概要
　大学における救急救命士（以下 救命士）養成過程の実習には学外で行う救急車同乗実習以外に、不足
する現場経験を補う学内での実習が重要となる。学内実習では、救急現場をイメージするシナリオを使
用したシミュレーション演習を実施するが、大多数の救命士養成施設のシミュレーション演習は、教員
が作成したシナリオを用いて行われている。しかし、本学救急救命士コースでは、2015 年度以降、学
生自身がシナリオを作成し、患者、救命士、患者の家族などの役を演技し、シナリオを解説するシミュレー
ション演習を実施してきた。
　本研究は、学生によるシナリオ作成を導入した
事による教育的効果を、データに基づいて検証す
ること目的とする。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　本研究では、学生自身が疾患を調べシナリオ作りを実施し解説を行うアクティブラーニングである。
同様の研究はあるもののデータベースで検証している文献は見当たらず、本学独自の研究となる。

キーワード：シミュレーション実習、アクティブラーニング、シナリオ

シミュレーション演習の教育的効果の検証

URL

TEL 03-3964-8438 E-mail toshi99@med.teikyo-u.ac.jp

TAKANASHI, Toshimitsu医療技術学部・スポーツ医療学科　救急救命士コース　助教

高梨　利満 TAKANASHI, Toshimitsu 教育

板橋キャンパス

URL

TEL 03-3964-8438 E-mail toshi99@med.teikyo-u.ac.jp

TAKANASHI, Toshimitsu

URL

TEL 03-3964-8438 E-mail toshi99@med.teikyo-u.ac.jp

TAKANASHI, Toshimitsu

シナリオ関与と関与なしでは、t 検定の結果分散が等しく
ないと仮定した２標本による検定で行ったところ、両側で
P=0.02 であり、有意な結果であった。また、役割別では
作成に関与した学生の正答率が高かった。
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キーワード：医学教育、アクティブ・ラーニング、ピア評価

医学教育における
アクティブ・ラーニング法の活用

研究の概要
　高等教育における講義形式が教師中心からアクティブ・ラーニング法を活用した学習者中心へと移行
していく中で、評価方法も教師が学習者に対して行うものから、自己評価や学習者同士がお互いに評価
しあうピア評価などへと多様化し、看護学部などでは論述式試験や問題解決型学習にピア評価を導入す
る検討が行われている。
　一方、パラメディカルコースである救命救急士コースにおいて学習者間のピア評価を本格的に導入し
ている事例はない。また、そのピア評価が講義の成績を決定する総括的評価の一部として用いられてい
る試みもない。そこで 2013 年度より、救命救急士コースの一部の講義に導入されているピア評価に対
して、学習者がどのように受け止めているのか、またピア評価の妥当性についてアンケート調査を実施
した。その結果、学生の学習意欲と学習効果に正の相関を認め、学生全体でも学習に対するモチベーショ
ンの高まり、自発的な学習態度が促進された。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　本講義形式をマニュアル化することにより医学教育分野のように本来、教育学を専門としていない
教員が多い高等教育機関でも、学生に効果的な教育が可能となる。具体的には学生が実践に近いシミュ
レーションを作成し発表しあう。その発表に講師は専門分野のスキルを活かし介入して、学生の対応
力を試す。評価は学生同士のピア評価を利用する。そのことにより学生は強いモチベーションを保ち
ながら能動的に学習し、講師は実際の現場を再現することが中心となるため「教育の専門家」でなく
とも、学習効果の高い講義を容易に行う事が出来るようになる。本講義形式をベースに他学部、他業
種に講義法を提案し、短期間でより実践力のある人材育成につなげたい。

知的財産・論文・学会発表など
藤崎　竜一、高柳　妙子、槇村　浩一：救命救急士コースにおける疾患を理解するためのアクティブ・
ラーニングの実施：講義の取り組みと学習効果に関する検証 . 医学教育：49(4)：341-346,2018.

キーワード：医学教育、アクティブ・ラーニング、ピア評価

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

医学教育における
アクティブ・ラーニング法の活用

医療技術学部 スポーツ医療学科 救急救命士コース 准教授

藤﨑 竜一
URL： http://www.teikyo-hospital.jp/doctor/view.html?key=356
連絡先： 帝京大学医療技術学部スポーツ医療学科救急救命士コース

TEL：03-3964-1211 E-mail： fujisaki@med.teikyo-u.ac.jp 

FUJISAKI, Ryuichi

板橋キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
教育

参考資料を選ぶ学生たち 場所を問わず議論する学生たち

キーワード： 医学教育、アクティブ・ラーニング、ピア評価キーワード： 医学教育、アクティブ・ラーニング、ピア評価

医療技術学部・スポーツ医療学科　救急救命士コース　准教授

藤﨑　竜一 FUJISAKI, Ryuichi

URL：http://www.teikyo-hospital.jp/doctor/view.html?key=356

教育

板橋キャンパス

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

医学教育における
アクティブ・ラーニング法の活用

医療技術学部 スポーツ医療学科 救急救命士コース 准教授

藤﨑 竜一
URL： http://www.teikyo-hospital.jp/doctor/view.html?key=356
連絡先： 帝京大学医療技術学部スポーツ医療学科救急救命士コース

TEL：03-3964-1211 E-mail： fujisaki@med.teikyo-u.ac.jp 

FUJISAKI, Ryuichi

板橋キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
教育

参考資料を選ぶ学生たち 場所を問わず議論する学生たち

キーワード： 医学教育、アクティブ・ラーニング、ピア評価キーワード： 医学教育、アクティブ・ラーニング、ピア評価
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キーワード：主体的学習、ラベルワーク、死生観

主体的学びを前提とした授業モデルにおけるラベルワークの有用性
死の模擬体験における図考作成の意義

研究の概要
　参画教育の一手法として提唱されている「ラベルワーク」は、看護教育や臨床の現場などで、教育手
法の一つとして導入されている。「ラベル」とは、ある目的意識（テーマ意識）を持って観念化されたひ
とまとまりの知識の内容を、文章で小紙片に表記したものである。知識基盤社会において最も重要な力
の一つとして知識創造力を挙げることができるが、このラベルワークもそのツールの一つとして捉える
ことができる。
　成人期における患者は、社会的役割が大きく、従って終末期医療に関わる看護師の役割も大きい。看
護師には、痛みの緩和技術やコミュニケーション技術の知識だけでは不十分であり、死生観や倫理観が
求められる。看護学生にとって「死」は未知である。そのため、看護学生に対し死生観を教育することは、
困難である。そのため、ラベルワークが看護学生の死生観を学ぶツールとしての有用性を検討した。
　死の模擬体験実施後、ラベルワークを実施した結果、今回のラベルワークでは、図考作成過程において、
主体的な取り組みとディスカッション（ラベルトーク）の活発化により、学びを深めることが出来ていた。
このことにより、ラベルワークは、死生観を学ぶ学習ツールの一つとして有用であると考えた。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　アクティブラーニングには、学習者のモチベーション上げ、理解を高め、発想を促し記憶化を助け
るといわれている。学士課程における教育として、充実させていくには、現在実践している授業を評
価し新たな教育手法を検討していくことが重要である。
　アクティブラーニングの実践とその学習効果について、多角的に検証することで、新たな教育手法
の開発や有用な教育実践に繋がると考える。

知的財産・論文・学会発表など
竹嶋順平，平山正晃，北原信子他：主体的学びを前提とした授業モデルにおけるラベルワークの有用
性　死の模擬体験における図考作成の意義．帝京大学福岡医療技術学部紀要 13：45-54，2018.

キーワード：主体的学習、ラベルワーク、死生観
キーワード： 主体的学習、 ラベルワーク、 死生観キーワード： 主体的学習、 ラベルワーク、 死生観

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

主体的学びを前提とした授業モデルにおけるラベルワークの有用性
死の模擬体験における図考作成の意義

福岡医療技術学部 看護学科 助教

竹嶋 順平
URL：http://www.teikyo-u.ac.jp/faculties/undergraduate/f_medical_tech/nursing/

連絡先： TEL： 0944-57-8333 E-mail： junpei-t@fmt.teikyo-u.ac.jp

TAKESHIMA, Junpei

福岡キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
教育

ラベル図解 例発表風景

福岡医療技術学部・看護学科　助教

竹嶋　順平 TAKESHIMA, Junpei

URL：http://www.teikyo-u.ac.jp/faculties/undergraduate/f_medical_tech/nursing/

教育

福岡キャンパス

キーワード： 主体的学習、 ラベルワーク、 死生観キーワード： 主体的学習、 ラベルワーク、 死生観

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

主体的学びを前提とした授業モデルにおけるラベルワークの有用性
死の模擬体験における図考作成の意義

福岡医療技術学部 看護学科 助教

竹嶋 順平
URL：http://www.teikyo-u.ac.jp/faculties/undergraduate/f_medical_tech/nursing/

連絡先： TEL： 0944-57-8333 E-mail： junpei-t@fmt.teikyo-u.ac.jp

TAKESHIMA, Junpei

福岡キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
教育

ラベル図解 例発表風景
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URL https://researchmap.jp/k_aramaki/

TEL 03-3964-1984 E-mail aramaki@main.teikyo-u.ac.jp 

ARAMAKI, Keiko

21

URL https://researchmap.jp/k_aramaki/

TEL 03-3964-1984 E-mail aramaki@main.teikyo-u.ac.jp 

ARAMAKI, Keiko

キーワード：人材育成、21 世紀型スキル、ディープラーニング

継続的専門性開発による
21 世紀の人材育成教育研究

研究の概要
継続的専門性開発とは？・・・
① 海外の高等教育機関が実践している専門性開発のためのアプローチで、ケーススタディ、コンサルテーショ

ン、レッスンスタディなど８つのアプローチがあり、学習理論に基づく SoTL 概念が用いられます。
② 専門職の資質能力向上に重要な SoTL（Scholarship of Teaching and Learning）概念は、教授の学識と行動

様式の専門性開発の枠組みのことで表します。水平軸の公共次元（公的 / 私的）と垂直軸の体系次元（組
織的 / 非組織的）の２軸上にプロットして４象限で表します。４象限で表された学術的な教授、教授の実践、
教授の共有、SoTL といった大学教員の専門性は、８つのアプローチにより
高めます。

③効果検証は、テキストマイニング、エスノグラフィーなど、複数の効果測
定法により解析します。
④専門性の開発は、一人一人のライフコースにそって継続的に行われます。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　高等教育機関が、専門職の資質能力向上のために進める継続的専門性開発は、企業内の専門性開発への
応用に期待されます。例えば、ケーススタディでは、組織内の事例を取り上げて、ディスカッション形式によ
る協議が行われます。ここでは、英国ケンブリッジ大学アレキサンダー教授の「対話的教育」や米国ハーバー
ド大学スノウ教授が提唱する「討論によるディープラーニング」といった学習理論に基づく方法が行われます。
これら学習方法論は 21 世紀型スキル育成で脚光をあび、学習者主導の主体的な学びのあり方を追究します。
21 世紀の人材育成教育研究の知見を、企業の皆さまにもご紹介し、企業内研修をサポートします。

知的財産・論文・学会発表など
荒巻 恵子 , 鈴木 康仁 , 田村 順一 , 三石 初雄 , 中田 正弘 , 藤井 靖史 : 教員の資質向上のための研修プログ
ラム開発 : " 学び合う " 校内研究を推進するミドルリーダー育成プログラムの創新と展開 , 帝京大学大学院
教職研究科年報   9 97-106   2018.
Makoto SHIMODA, Keiko ARAMAKI, Hatsuo MITSUISHI, Kota MOCHIZUKI, Yang ZHANG, 〝Method 
to Measure and Assess the Effectiveness of Overseas Training with In-Service Teachers ″; the 11th 
International Symposium on Teacher Education in East Asia   83-94   2016.

キーワード：人材育成、21 世紀型スキル、ディープラーニング
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URL https://researchmap.jp/k_aramaki/

TEL 03-3964-1984 E-mail aramaki@main.teikyo-u.ac.jp 

ARAMAKI, Keiko大学院教職研究科　准教授

荒巻　恵子 ARAMAKI, Keiko

URL：https://researchmap.jp/k_aramaki/
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出典元：荒巻恵子（2019）SoTL による継続的専門性開発の研究動向、帝京大学高等教育開発センターフォーラム Vol.6
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キーワード：学習障害、LD 外来、視機能評価、学習教室

学習の躓きを示す児童生徒に対する多分野連携による
アセスメントと指導・支援

研究の概要
　平成 21 年に設置された大学院教職研究科（教職大学院）では、医学部を設置する本学の特徴を生かすべく

「教育と医療の連携」をカリキュラムに取り入れた。「教育と医療の連携」は、全国に 54 ある教職大学院のな
かでも、本学が最初に掲げ、現在でも数校でされ
ているのみで、連携する教育委員会からも大いに
期待されている。そうした中、平成 23 年度から、
教職研究科では「ワクワク学習教室（板橋キャン
パス）」を開設し、医学部附属病院小児科 LD 外
来（発達評価）や文学部心理学科（特に系統的な
視機能評価）との連携のもと、学習メカニズムの
研究に根ざした学習指導実践を行ってきた。その
中で、読み書きの躓きの原因分類を新たに提案し、
従来から教育現場で行われている学習指導方法に
理論的根拠を示した。さらに、子どもの発達をよ
り多角的に捉える目的で様々な分野の専門家を講
師に招いて「帝京発達研究会」（年 2 回、既に 14 回）
を開催している（多分野連携）。また、大学と地
域学校との連携（地域連携）強化を目的に「読み
書きに躓く児童への学習支援研修会」（２回）を
開催し、地域学校との共同研究（平成 30 年度は
板橋区立小学校 2 校）等を通じて研究内容の実効
の組織づくりを試みている。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　学習障害の定義は医学、教育学で異なっている。教育現場で捉えられる学習の躓きに対して、医学的な
学習障害の診断がされないことも少なくない。そのため、教育現場のニーズに則した医療がなされていな
いことも多い。本学では医学部附属病院小児科 LD 外来（兼担）を担当する私（医師）が大学院教職研究
科の専任教員であることを強みに、教育と医療の連携をベースとした総合的な学習障害のアセスメント・
指導を実践している。学習障害の指導には、読み書きの能力を高めることの他に、ICT 機器の活用を含め
た児童生徒個々に合った学習方法の確立が重要である。学習障害に関しては、今後ますます AI を始めと
する情報工学との連携が期待される領域である。

知的財産・論文・学会発表など
藤井 : 学校の指導の場に役立つ教育と医療の連携　特別支援教育　平成 28 年 No.63、藤井 : 発達障害を有
する子どもへのかかわり　小児科臨床 2014 年 9 号、藤井ほか :  帝京大学教職大学院「ワクワク学習教室」
開設 5 年間の実践報告　帝京大学大学院教職研究科年報７、藤井 : 「発達神経学から、『書く』ことを考える」　
第 58 回全国書写書道研究会記念講演 2017 年 8 月

キーワード：学習障害、LD 外来、視機能評価、学習教室

URL
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キーワード：日本と韓国の学校改革、教師文化、東アジアの学校

東アジアにおける学校改革に関する研究

研究の概要
（1）韓国における現代学校改革研究
　韓国が社会的、政治的な民主化を迎えた 1990 年代から現在に至るまでの、韓国の学校改革の動向と特徴に
注目した研究を進めてきた。植民地期や軍事独裁期など過去の長い期間、教師の自主的な教育的活動が制限さ
れてきた韓国の学校の中で、教師の教育活動に対する意志や声がどのよ
うに復権していくのか、その可能性と困難を、韓国における教師が中心と
なった学校改革の具体的な実践を辿ることで明らかにしてきた。

（2）アジアにおける教師を中心とした学校改革の国際比較研究 
　近年東アジア諸国の学校教育が歴史的な転換点に立っているという認
識から、日本、中国、韓国、台湾、シンガポールにおいて、民主主義的
で対話的な学校をめざし改革を支援している研究者とネットワークを形成
し、東アジアの学校が直面している共通的な課題と、それぞれの地域の
教師たちが行う特有の改革実践の様相を描いてきた。

（3） 東アジアの学校の文脈における「一人も残らず教師と子どもが学
び合い、成長できる学校文化の創造」に向けて

　東アジアの地域の学校は競争主義や受験中心主義、効率を中心とした
画一的な学校文化の土壌を共有している側面があり、近年では、グロー
バル化、少子化、格差社会など現代的な課題に直面する中で、いかに民
主主義的で質の高い学校教育を提供してしていくのかという共通の課題
を持っている。実際的、具体的な学校と教室の中でこの課題にどう向き合っ
ているのか、常に学校現場と教師の声に耳を傾けながら研究をすすめて
いく。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　「学校」という場は、誰が当事者の経験を持つ場所であり、学校の問題は「自分と関係ない」とは言え
ない、人々の生活や人生と密接にかかわる問題である。学校を教師と子どもの学びと成長のためにどのよ
うによくしていくか、という本研究課題は、産業界に直接かかわりはないかもしれないが、実際の私たち
の生活と未来に直結する課題である。また、教職課程の授業を担当している私が、教職を志している学生に、
教職の魅力と学校づくり・授業づくりの楽しさを伝えていくこと、学校教育の大切さを伝えていくことが、
そのものが、実際的学問につながると信じている。

知的財産・論文・学会発表など
・ 上野正道、北田佳子、申智媛、齊藤英介編著『東アジアの未来をひらく学校改革－展望と挑戦－』2014

年 10 月、北大路書房
・ 和井田清司、張建、牛志奎、申智媛、林明煌編著『東アジアの学校教育』2014 年 03 月、三恵社
・ Jiwon Shin & Woojung Son, School reform practices through building learning community in Korea 

in Lesson Study and Schools as Learning Communities: Asian School Reform in Theory and Practice 
(Routledge Critical Studies in Asian Education), 2018, Routledge

キーワード：日本と韓国の学校改革、教師文化、東アジアの学校

東アジアにおける学校改革に関する研究

キーワード： 日本と韓国の学校改革、教師文化、東アジアの学校キーワード： 日本と韓国の学校改革、教師文化、東アジアの学校

研究の概要

韓国における現代学校改革研究
韓国が社会的、政治的な民主化を迎えた 年代から現在に至るまで
の、韓国の学校改革の動向と特徴に注目した研究を進めてきた。植民地期
や軍事独裁期など過去の長い期間、教師の自主的な教育的活動か制゙限さ
れてきた韓国の学校の中で、教師の教育活動に対する意志や声がどのよう
に復権していくのか、その可能性と困難を、韓国における教師が中心となっ
た学校改革の具体的な実践を辿ることで明らかにしてきた。

（ ）アシア゙における教師を中心とした学校改革の国際比較研究
近年東アジア諸国の学校教育が歴史的な転換点に立っているという認識
から、日本、中国、韓国、台湾、シンカポールにおいて、民主主義的で対話
的な学校をめざし改革を支援している研究者とネットワークを形成し、東ア
ジアの学校が直面している共通的な課題と、それぞれの地域の教師たちが
行う特有の改革実践の様相を描いてきた。

（ ）東アジアの学校の文脈における「一人も残らず教師と子どもが学び合い、
成長できる学校文化の創造」に向けて
東アジアの地域の学校は競争主義や受験中心主義、効率を中心とした画
一的な学校文化の土壌を共有している側面があり、近年では、グローバル
化、少子化、格差社会など現代的な課題に直面する中で、いかに民主主義
的で質の高い学校教育を提供してしていくのかという共通の課題を持って
いる。実際的、具体的な学校と教室の中でこの課題にどう向き合っているの
か、常に学校現場と教師の声に耳を傾けながら研究をすすめていく。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
「学校」という場は、誰が当事者の経験を持つ場所であり、学校の問題は「自分と関係ない」とは言えない、
人々の生活や人生と密接にかかわる問題である。学校を教師と子どもの学びと成長のためにどのようによくし
ていくか、という本研究課題は、産業界に直接かかわりはないかもしれないが、実際の私たちの生活と未来に
直結する課題である。また、教職課程の授業を担当している私が、教職を志している学生に、教職の魅力と
学校づくり・授業づくりの楽しさを伝えていくこと、学校教育の大切さを伝えていくことが、そのものが、実際的
学問につながると信じている。

東アジアにおける学校改革に関する研究

帝京大学短期大学 現代ビジネス学科 講師

申智媛
URL： https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2835/41
連絡先：

TEL： 042-690-2930 E-mail： jiwon.shin@main.teikyo-u.ac.jp

SHIN, Jiwon

八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など
上野正道、北田佳子、申智媛、齊藤英介編著『東アジアの未来をひらく学校改革－展望と挑戦－』 年 月、北大路書房
和井田清司、張建、牛志奎、申智媛、林明煌編著『東アジアの学校教育』 年 月、三恵社

（写真）
教育帝京大学短期大学　現代ビジネス学科　准教授

申　智媛 SHIN, Jiwon

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2835/41
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キーワード： 日本と韓国の学校改革、教師文化、東アジアの学校キーワード： 日本と韓国の学校改革、教師文化、東アジアの学校

研究の概要

韓国における現代学校改革研究
韓国が社会的、政治的な民主化を迎えた 年代から現在に至るまで
の、韓国の学校改革の動向と特徴に注目した研究を進めてきた。植民地期
や軍事独裁期など過去の長い期間、教師の自主的な教育的活動か制゙限さ
れてきた韓国の学校の中で、教師の教育活動に対する意志や声がどのよう
に復権していくのか、その可能性と困難を、韓国における教師が中心となっ
た学校改革の具体的な実践を辿ることで明らかにしてきた。

（ ）アシア゙における教師を中心とした学校改革の国際比較研究
近年東アジア諸国の学校教育が歴史的な転換点に立っているという認識
から、日本、中国、韓国、台湾、シンカポールにおいて、民主主義的で対話
的な学校をめざし改革を支援している研究者とネットワークを形成し、東ア
ジアの学校が直面している共通的な課題と、それぞれの地域の教師たちが
行う特有の改革実践の様相を描いてきた。

（ ）東アジアの学校の文脈における「一人も残らず教師と子どもが学び合い、
成長できる学校文化の創造」に向けて
東アジアの地域の学校は競争主義や受験中心主義、効率を中心とした画
一的な学校文化の土壌を共有している側面があり、近年では、グローバル
化、少子化、格差社会など現代的な課題に直面する中で、いかに民主主義
的で質の高い学校教育を提供してしていくのかという共通の課題を持って
いる。実際的、具体的な学校と教室の中でこの課題にどう向き合っているの
か、常に学校現場と教師の声に耳を傾けながら研究をすすめていく。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
「学校」という場は、誰が当事者の経験を持つ場所であり、学校の問題は「自分と関係ない」とは言えない、
人々の生活や人生と密接にかかわる問題である。学校を教師と子どもの学びと成長のためにどのようによくし
ていくか、という本研究課題は、産業界に直接かかわりはないかもしれないが、実際の私たちの生活と未来に
直結する課題である。また、教職課程の授業を担当している私が、教職を志している学生に、教職の魅力と
学校づくり・授業づくりの楽しさを伝えていくこと、学校教育の大切さを伝えていくことが、そのものが、実際的
学問につながると信じている。

東アジアにおける学校改革に関する研究

帝京大学短期大学 現代ビジネス学科 講師

申智媛
URL： https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2835/41
連絡先：

TEL： 042-690-2930 E-mail： jiwon.shin@main.teikyo-u.ac.jp

SHIN, Jiwon

八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など
上野正道、北田佳子、申智媛、齊藤英介編著『東アジアの未来をひらく学校改革－展望と挑戦－』 年 月、北大路書房
和井田清司、張建、牛志奎、申智媛、林明煌編著『東アジアの学校教育』 年 月、三恵社

（写真）
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キーワード：多様な人・モノとの出会い、自己を知る、主体的な学び、チームで学生を育てる

「ライフデザイン演習」における教材開発研究
～多様な人・モノとの出会いと対話に注目して～

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
これからの社会で通用する、社会に貢献できる人材の育成
　＊ 本来の意味の「コミュニケーション力」が身についた学生を育てる。
　　 単に明るく元気なことだけでなく、他人の話に耳を傾け、互いに聴き合い理解できる関係を
　　 築ける力を養うことにより、チームで働ける人材を育てる。
　＊ 自ら考え行動できる学生を育てる。
　　 指示待ち人間でなく、自らの強み弱みを理解した上で、主体的に学び行動できる人材を育てる。

知的財産・論文・学会発表など
論文　横田由香里　『大学生も早寝・早起き・朝ごはん〜大学生の食生活と学業成績の関連〜』
　　　Relationship  between  dietary  life and  Examination  grades in  Unversity  students

帝京大学スポーツ医療研究題９巻

キーワード：多様な人・モノとの出会い、自己を知る、主体的な学び、チームで学生を育てる

～多様な人・モノとの出会いと対話に注目して～

キーワード： 多様な人・モノとの出会い、 自己を知る、
主体的な学び、 チームで学生を育てる

キーワード： 多様な人・モノとの出会い、 自己を知る、
主体的な学び、 チームで学生を育てる

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

。

「ライフデザイン演習」における教材開発研究
～多様な人・モノとの出会いと対話に注目して～

帝京大学短期大学 現代ビジネス学科 教授

杉坂 郁子
URL：https://www.teikyo-u.ac.jp/faculties/junior_college/teacher.html
連絡先：

TEL：042-678-3364（研究室） E-mail：sugisaka@main.teikyo-u.ac.jp

SUGISAKA, Ikuko

八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
教育帝京大学短期大学　現代ビジネス学科　教授

杉坂　郁子 SUGISAKA, Ikuko

URL：https://www.teikyo-u.ac.jp/faculties/junior_college/teacher.html 

教育

八王子キャンパス

現代の学生の学びやコミュニケーションに関す
る特性を調査研究しながら、学生たちが生涯設
計をする上で、どのような教材が有効であるか
を明らかにしていく。「ライフデザイン演習」の
授業を通して、学生が「10 年後の社会」と「10
年後の私」を構想したり、自らの強み弱みを知
ることで、それらを学生の主体的な学びにつな
げていく。

実務家教員と研究者教員の TT で
作り上げる効果的で質の高い授業
を提供するとともに、学科の全教
員に毎回の授業を公開し、学科全
体で学生を育てる「大学における
教員の協働」を目指す。

介護士をしながら、歌手への夢を叶えた
「はやぶさのヒカル」と学生とのやり取り。
人生観や仕事に対する考えなど、多くの質問が飛んだ。

グループごとに「10 年後の〜」についてテーマを設定し、
文献等で調べながらパネルを作成し発表を行った。

キーワード： 多様な人・モノとの出会い、 自己を知る、
主体的な学び、 チームで学生を育てる

キーワード： 多様な人・モノとの出会い、 自己を知る、
主体的な学び、 チームで学生を育てる

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

。

「ライフデザイン演習」における教材開発研究
～多様な人・モノとの出会いと対話に注目して～

帝京大学短期大学 現代ビジネス学科 教授

杉坂 郁子
URL：https://www.teikyo-u.ac.jp/faculties/junior_college/teacher.html
連絡先：

TEL：042-678-3364（研究室） E-mail：sugisaka@main.teikyo-u.ac.jp

SUGISAKA, Ikuko

八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など
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教育

キーワード： 多様な人・モノとの出会い、 自己を知る、
主体的な学び、 チームで学生を育てる

キーワード： 多様な人・モノとの出会い、 自己を知る、
主体的な学び、 チームで学生を育てる

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

。

「ライフデザイン演習」における教材開発研究
～多様な人・モノとの出会いと対話に注目して～

帝京大学短期大学 現代ビジネス学科 教授

杉坂 郁子
URL：https://www.teikyo-u.ac.jp/faculties/junior_college/teacher.html
連絡先：

TEL：042-678-3364（研究室） E-mail：sugisaka@main.teikyo-u.ac.jp

SUGISAKA, Ikuko

八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
教育
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キーワード：認知プロセス、ブルーム、タキソノミー、教育目標

認知プロセスによる授業分析

研究の概要
　教育心理学者のブルーム他は、1956 年に教育目標を分類するという意味のタキソノミーを、教育機関間で
の試験問題の交換を可能にするための統一的な枠組みとして開発しました。その枠組みはブルームの『教育
目標のタキソノミー（＝分類）』と呼ばれ、アメリカ、アジア、および日本のテストデザインやカリキュラム
開発、教育目標の設定、教育評価に大きな影響を与えています。
　ブルームの弟子である Anderson 他 （2001）はブルームの枠組みを発展させ、『ブルームの教育目標のタキ
ソノミーの改訂版：学ぶこと、教えること、評価することについてのタキソノミー』を出版しました。この『改
訂版』の特徴は、オリジナルの認知プロセス領域（行）に知識次元（列）を加えた 2 次元のタキソノミー・テー
ブル（表 1）を新たに提案し、タキソノミーの用途を教育目標の分類から授業プロセス全体の評価に広げた
ことにあります。具体的には、授業の教育目標の内容を、そこに名詞の形で記載された学ぶべき知識と、動
詞の形で記載された授業における行動（認知プロセス）に分解し、タキソノミー・テーブルに当てはめてい
きます。同様のプロセスを、授業活動、評価にも行い、その一貫性を見ていきます。こうして授業を可視化
することで、教師は自分の授業を振り返る新たな視点を得ます。
　現在進めている研究は、Anderson 他の『改訂版』の本来の意図を踏まえた翻訳を行うとともに、具体的な
授業を用いた試行をくりかえしながら、授業のセルフリフレクションツールを開発しようとするものです。

　表１．タキソノミー・テーブルによる教育目標の分類

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　ブルームのタキソノミー、Anderson の改訂版は広く利用されていますが、本来の意図と異なる活用が
多いのが現状です。この研究を通じ、教師が自分の授業を可視化することで客観的に振り返り自主的に改
善していくための手法を提案していきます。こうして可視化された授業は、Young & Wilson （2000）が
開発した ICE（Ideas-Connections-Extensions）モデルとの組み合わせにより具体的な授業改善提案へとつ
なげていくことが期待されます。

知的財産・論文・学会発表など
•  “Do Post-Reading-Questions in EFL / ESL Reading Textbooks Improve Cognitive Skills?”, Chiharu 

Nakanishi, Kaori Ando, Hodaka Nakanishi & Rie Suzuki,  Asian Journal of Education and e-Learning , 
Vol.6, No 2, pp. 33-42. 2018.

•  Analyzing Post-Reading Questions from the Viewpoints of Cognitive Skills”, Chiharu Nakanishi, Kaori 
Ando, Hodaka Nakanishi, Rie Suzuki, The 2017-The 16th International Conference on e-Learning, 
e-Business, Enterprise Information Systems, and e-Government EEE’17, Proceedings , pp.9-15. 2017.

キーワード：認知プロセス、ブルーム、タキソノミー、教育目標

認知プロセスによる授業分析

キーワード：認知プロセス、ブルーム、タキソノミー、教育目標キーワード：認知プロセス、ブルーム、タキソノミー、教育目標

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

認知プロセスによる授業分析
知的財産センター センター長・教授

中西 穂高
URL： https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2015/160
連絡先：知的財産センター

TEL：03-3964-2158 E-mail： nakanishi@med.teikyo-u.ac.up

NAKANISHI, Hodaka

板橋キャンパス

知的財産・論文・学会発表など
•
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教育

知識次元

認知プロセス領域

1.Remember 2.Understand 3. Apply 4.Analyze 5.Evaluate 6.Create
思い出す 理解する 応用する 分析する 評価する 創造する

A.事実的知識
B.概念的知識
C.手続的知識
D.メタ認知的知識

知的財産センター　センター長・教授

中西　穂高 NAKANISHI, Hodaka

URL： https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2015/160

教育

板橋キャンパス
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研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
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板橋キャンパス
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記憶する
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キーワード：エドテック、ファシリテーション、自己啓発

・2010 年代の教育に影響を与えた社会変容
・特攻の自己啓発的受容とポスト戦後70年問題

研究の概要
　2000 年代以降に、教育にインパクトを与えるような「学校の外の社会変容」を研究している。以下に挙げ
る 3 点は、いずれも教育（方法）学の外で起こっている変化である。１．エドテック（EdTech 教育×情報技
術）は民間の社会起業家、スタートアップ企業が主導して多様なサービスが開発され、その成果が学校に「輸
入」されつつある。２．ファシリテーションは様々な領域で蓄積されてきたワークショップや集団療法の技
法や理論と、参加型事業や組織改革の増加という条件が重なり、メタ領域として独立、その成果が学校に「輸入」

されつつある。３．自己
啓発に関しては、特攻の
物語と結びついて独自の
展開をみせている。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
１．「学校の外の社会変容」の個別の取り組みの意義を評価し、大きな文脈に位置づけることができる。
２．「学校の外の社会変容」と「教育業界の論理」のあいだの翻訳をおこない、対立ではなく両得（win-win）

の関係として両者を捉え直すことができる。
３．「教育業界の論理」の限界を突破するヒントを「学校の外の社会変容」のなかに見出すことができる。

知的財産・論文・学会発表など
井上義和 , 2019『未来の戦死に向き合うためのノート』創元社 .
井上義和 , 2018「メディア政治家の諸類型―「東の新聞県」長野県選出議員の分析から」佐藤卓己・河崎
吉紀編『近代日本のメディア議員』創元社 , pp.105-141.
井上義和 , 2018「大学の大衆化とユニバーサル化」植上一希・寺崎里水編『わかる・役立つ　教育学入門』
大月書店 , pp.109-121.
井上義和 , 2018「学生多様化論の鵺的な性格―1990 年代以降の改革言説における展開と機能」『高等教
育研究』21 集 , pp.39-57.
井上義和 , 2018 「知の変容とアカデミズム―講座制・教養部・師弟関係」日本教育社会学会編、稲垣恭子・
内田良責任編集『教育社会学のフロンティア２　変容する社会と教育のゆくえ』岩波書店 , pp.75-97.

キーワード：エドテック、ファシリテーション、自己啓発

・特攻の自己啓発的受容とポスト戦後70年問題

キーワード： エドテック、ファシリテーション、自己啓発キーワード： エドテック、ファシリテーション、自己啓発

研究の概要

000年代以降に、教育にインパクトを与えるような「学校の外の社会変容」を研究している。以下に挙げる
点は、いずれも教育（方法）学の外で起こっている変化である。１．エドテック（ 教育×情報技術）は民
間の社会起業家、スタートアップ企業が主導して多様なサービスが開発され、その成果が学校に「輸入」され
つつある。２．ファシリテーションは様々な領域で蓄積されてきたワークショップや集団療法の技法や理論と、
参加型事業や組織改革の増加という条件が重なり、メタ領域として独立、その成果が学校に「輸入」されつつ
ある。３．自己啓発に関しては、特攻の物語と結びついて独自の展開をみせている。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

１．「学校の外の社会変容」の個別の取り組みの意義を評価し、大きな文脈に位置づけることができる。２．「学
校の外の社会変容」と「教育業界の論理」のあいだの翻訳をおこない、対立ではなく両得（ ）の関係と
して両者を捉え直すことができる。３．「教育業界の論理」の限界を突破するヒントを「学校の外の社会変容」の
なかに見出すことができる。

・2010年代の教育に影響を与えた社会変容
・特攻の自己啓発受容とポスト戦後70年問題

学修・研究支援センター 准教授

井上 義和
URL：
連絡先：

TEL：042-678-3479 E-mail：inouey@main.teikyo-u.ac.jp

INOUE, Yoshikazu

八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など （2018年度）
井上義和 019『未来の戦死に向き合うためのノート』創元社（刊行予定）
井上義和 01 「メディア政治家の諸類型―「東の新聞県」長野県選出議員の分析から」佐藤卓己・河崎吉
紀編『近代日本のメディア議員』創元社 10 1 1
井上義和 01 「大学の大衆化とユニバーサル化」植上一希・寺崎里水編『わかる・役立つ 教育学入門』大
月書店 109 1 1
井上義和 01 「学生多様化論の鵺的な性格―1990年代以降の改革言説における展開と機能」『高等教育
研究』 1集 9
井上義和 01 「知の変容とアカデミズム―講座制・教養部・師弟関係」日本教育社会学会編、稲垣恭子・
内田良責任編集『教育社会学のフロンティア２ 変容する社会と教育のゆくえ』岩波書店 9

（写真）
教育

「下から／外から」のエドテック コミュ力からファシ力へ 特攻の自己啓発的受容

1990年代
・教育と情報技術の応用分野は、

実験・試行段階が続く

・ワークショップの実践

・様々な領域で参加型増加

・自己啓発分野で、内面の技術

対象化が進む

・特攻隊映画の2度目のブーム

2000年代

・「IT革命」とEラーニングへの期

待→幻滅

・他方でグローバル・プラット

フォームの登場

2010年代

・スマートデバイスの普及

・オープンエデュケーション

・民間主導のEdTechブーム

　→学校教育への導入

・知覧巡礼の勧め、特攻による活

入れ、などの言説増加

・百田尚樹《永遠の０》ブーム

　　　　↓

　　　　↓

・知覧研修の増加（スポーツ選

手、企業経営者など）

・ファシリテーター／ファシリテー

ションの浸透（自治体、企業など

の民間から）

　　　　↓

　　　　↓

・アクティブラーニング、ラーニン

グコモンズなど教育分野への応

用

学修・研究支援センター　准教授

井上　義和 INOUE, Yoshikazu 教育

八王子キャンパスキーワード： エドテック、ファシリテーション、自己啓発キーワード： エドテック、ファシリテーション、自己啓発
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ある。３．自己啓発に関しては、特攻の物語と結びついて独自の展開をみせている。
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して両者を捉え直すことができる。３．「教育業界の論理」の限界を突破するヒントを「学校の外の社会変容」の
なかに見出すことができる。
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　→学校教育への導入

・知覧巡礼の勧め、特攻による活

入れ、などの言説増加

・百田尚樹《永遠の０》ブーム

　　　　↓

　　　　↓

・知覧研修の増加（スポーツ選

手、企業経営者など）

・ファシリテーター／ファシリテー

ションの浸透（自治体、企業など

の民間から）

　　　　↓

　　　　↓

・アクティブラーニング、ラーニン

グコモンズなど教育分野への応

用
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キーワード：生涯学習、成人教育、エイジング、ワークショップ

人生 100 年時代の生涯学習社会デザイン

研究の概要
　学び続ける人とそれを包み込む社会に関心を持ち、ワークショップ、カフェイベント、プロジェクト型学
習の研究を中心に、生涯学習に関する研究と実践を続けています。

　2013 年からは、「『ラーニングフルエイジング』プロジェクト」を立ち上げ、国内外でのフィールドワー
ク、アクションリサーチ等により、40 歳からの学びを積極的に支援しています。「ラーニングフルエイジング」
とは、学ぶことと年をとることを組み合わせた造語であり、いつでもどんなときも学び続ける成人像が背景
にあります。本プロジェクトでは、エイジング（個人の加齢、社会の高齢化）に関する諸問題を、生涯学習
の課題として捉え、研究・実践を行うことを目的としています。多世代が共生すること、1 人でいるより誰
かといることが沢山の学びを生み出すエンジンになる、そんな学び溢れる「ラーニングフルな社会」を創る
というビジョンに向け、真摯に取り組んでいけたらと考えています。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　いかにしてサステイナブルな創造的学習環境をデザインできるかを念頭に、これまで多くの企業、法人、行
政組織との共同研究・共同開発を行ってきました。今後は特に、（1）課題に合わせたワークショップ開発及び
評価と運営者育成、（２）超高齢社会に向けた学習環境デザイン、（３）人生 100 年時代におけるライフデザイン・
キャリア支援教育、といったテーマを扱っていければと考えています。これまで関わらせていただいた団体を
下記に一部挙げさせていただきます。
　医療法人医凰会、株式会社 SCSK ホールディングス、株式会社 KDDI 総合研究所、株式会社電通、株式会
社博報堂、株式会社読売広告社、気象庁、コクヨ株式会社、新日鉄興和不動産株式会社、総務省（五十音順）

知的財産・論文・学会発表など
◆ 2008 年度日本教育工学会研究奨励賞受賞　
◆ 2010 年度日本教育工学会論文賞受賞（「ワークショップ実践家のデザインにおける熟達過程 －デザイ

ンの方法における変容の契機に着目して－」）　
◆日本学術振興会社会技術開発センター研究開発領域「持続可能な多世代共創社会のデザイン」プロジェ

クト企画調査「多世代で共に創る学習プログラム開発の検討」代表

キーワード：生涯学習、成人教育、エイジング、ワークショップ

人生 100 年時代の生涯学習社会デザイン

キーワード：生涯学習、成人教育、エイジング、ワークショップキーワード：生涯学習、成人教育、エイジング、ワークショップ

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

人生100年時代の生涯学習社会デザイン
学修・研究支援センター 准教授

森 玲奈
URL：http://harinezuminomori.net/ 

連絡先：

電話（知的財産センター）03-3964-1984 E-mail：harinezumi@citrus.ocn.ne.jp 八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
教育学修・研究支援センター　准教授

森　玲奈 MORI, Rena

URL：http://harinezuminomori.net/ 

教育

八王子キャンパス

キーワード：生涯学習、成人教育、エイジング、ワークショップキーワード：生涯学習、成人教育、エイジング、ワークショップ

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

人生100年時代の生涯学習社会デザイン
学修・研究支援センター 准教授

森 玲奈
URL：http://harinezuminomori.net/ 

連絡先：

電話（知的財産センター）03-3964-1984 E-mail：harinezumi@citrus.ocn.ne.jp 八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
教育
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キーワード：一般情報教育、データ・リテラシー教育

一般情報教育における
基礎的データ・リテラシー教育の研究

研究の概要
　一般情報教育とは、大学における情報を専門としない学生のための教養科目に相当する情報領域の教育の
ことである。この分野において、今までデータ・リテラシー教育に特化した調査は行われておらす、今後のデー
タ主導の経済社会において高い生産力を持つ人材創出を実現するために、教育対象が広い一般情報教育にお
けるデータ関連の教育は重要となる。本研究は、その実態を調査し、現状を把握し、課題を洗い出し、社会
の要請に応える基礎的なデータ・リテラシー教育をどのように実施するかを明らかにし、その実現のための
教育の体系化とその教材作成の実現を目指す。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　本研究は、これからのデータ主導の経済社会で学ばなければならない基礎的な能力の育成に関して基礎
となる重要な調査となることが期待できる。調査結果を基に構築されるデータ・リテラシー教育は、広く
一般的に求められる能力であり、その実現は、学生が社会人になったときには生きる力となりうるもので、
社会における人材の生産性向上に寄与するものと考える。同時に、実際の授業による教育の実践は、データ・
リテラシー教育の体系化や実践手法も確立のための重要なプロセスであり、試みである。それらの知見は、
今後大学における一般情報教育において、データ・リテラシー教育の手法確立に役立つものと考える。

知的財産・論文・学会発表など
・データ従事者の育成を目的としたデータ・リテラシー教育の試み

（情報処理学会第 135 回コンピュータと教育研究会   2016 年 7 月）
・データ従事者のためのデータ・リテラシー教育の実践と一般情報教育に関する一考察

（情報処理学会 , 第 137 回コンピュータと教育研究会 2016 年 12 月）

キーワード：一般情報教育、データ・リテラシー教育
キーワード： 一般情報教育、データ・リテラシー教育キーワード： 一般情報教育、データ・リテラシー教育

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

一般情報教育における基礎的データ・
リテラシー教育の研究

高等教育開発センター IR推進室 講師

中鉢直宏

連絡先：

TEL： 042-678-3685 E-mail：naohiro@chubachi.net

CHUBACHI,Naohiro

八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
教育

データ・スペシャリスト

データ従事者

・データ・アナリスト
・DB・スペシャリスト

・一般業務担当
・IT以外の専門家

データリテラシー教育と専門教育

高等教育開発センター　IR 推進室　講師

中鉢　直宏 CHUBACHI, Naohiro 教育

八王子キャンパス

キーワード： 一般情報教育、データ・リテラシー教育キーワード： 一般情報教育、データ・リテラシー教育

研究の概要

一般情報教育とは、大学における情報を専門としない学生のための教養科目に相当する情報領域の教育
のことである。この分野において、今までデータ・リテラシー教育に特化した調査は行われておらす、今後の
データ主導の経済社会において高い生産力を持つ人材創出を実現するために、教育対象が広い一般情
報教育におけるデータ関連の教育は重要となる。本研究は、その実態を調査し、現状を把握し、課題を洗
い出し、社会の要請に応える基礎的なデータ・リテラシー教育をどのように実施するかを明らかにし、その実
現のための教育の体系化とその教材作成の実現を目指す。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

本研究は、これからのデータ主導の経済社会で学ばなければならない基礎的な能力の育成に関して基礎
となる重要な調査となることが期待できる。調査結果を基に構築されるデータ・リテラシー教育は、広く一般的
に求められる能力であり、その実現は、学生が社会人になったときには生きる力となりうるもので、社会におけ
る人材の生産性向上に寄与するものと考える。同時に、実際の授業による教育の実践は、データ・リテラシー
教育の体系化や実践手法も確立のための重要なプロセスであり、試みである。それらの知見は、今後大学に
おける一般情報教育において、データ・リテラシー教育の手法確立に役立つものと考える。

一般情報教育における基礎的データ・
リテラシー教育の研究

高等教育開発センター IR推進室 講師

中鉢直宏

連絡先：

TEL： 042-678-3685 E-mail：naohiro@chubachi.net

CHUBACHI,Naohiro

八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など
データ従事者の育成を目的としたデータ・リテラシー教育の試み
（情報処理学会第135回コンピュータと教育研究会 2016年7月）
データ従事者のためのデータ・リテラシー教育の実践と一般情報教育に関する一考察
（情報処理学会,第137回コンピュータと教育研究会2016年12月）

（写真）
教育

情報処理Ⅲ（自己啓発）：２クラス 計40名
講義の内容」データベース演習

授業の概要

１．複数の人間が協働してデータを体験
２．継続的なデータ入力の体験
３．データとレポートの分離の必要性の体験
４．自分のデータを他の人に提供する体験
⇒第一正規形の学習
５．不完全なデータを扱うこと（名寄せ）を体験

授業の流れ（体験型データ・リテラシー教育）

データ・リテラシー教育（例）

データ・スペシャリスト

データ従事者

・データ・アナリスト
・DB・スペシャリスト

・一般業務担当
・IT以外の専門家

図１．育成したい人材像

「帝京大学におけるデータ・リテラシー教育の新しい試み」
授業の目標
1)業務の場面を想定した演習
2)業務全体に配慮したデータ設計や作成する能力の育成
3)データが新しい価値を生む時代に必要なBI ツールの活用

一般情報教育におけるデータ・リテラ
シー教育は、データ・スペシャリストの養
成のための入門ではなく、一般的な業
務の中、使用するデータに関しての高
度な知識やスキルを要する人材を育成
することが目的である。データ・スペシャ
リストは彼らの業務の副産物を分析する
立場として捉えるイメージ（図１）となる。

データリテラシー教育と専門教育




