
教員が教え伝えたいことは何か。学生が学び深めたいことは何か。
教員と学生がそれぞれの視点から語る専攻・専修の魅力とは。

Students' point of viewProfessor's point of view

この専修では教育の本質をあらゆる角度から考え、子どもの支援、教

師・学校の在り方について探っていきます。また、子どもや教師の心理

や行動にも迫り、どのようにコミュニケーションをとるか、子どもの将

来のために何をすべきかを考察します。この学びを通して将来の学級

経営や教育支援の場面で必要な視点を身に付けましょう。

教育そして教師とは、を深く考察し
将来の仕事に生かしましょう。

よりよい学級づくりのための
適切なアプローチが見えてきます。

興味があった「教育方法学」について研究したいと思い、本専修を選

びました。教科学習だけでなく教育を多角的な視点で見ることがで

きます。教育学の分野で学級経営や教育哲学、道徳教育などを学ん

でいますが、少人数でのディスカッションが多く、深く充実した議論

を通して、将来どのような教育を実践するかを考えることができます。

［ 担当科目 ］
初年次演習、教職論、発達と学習の心理学、
社会心理学講義　など　

［ 専門・研究分野 ］ 
教師のリーダーシップ、学級集団の心理

弓削 洋子教授
YUGE Yoko

初等教育教員養成課程  
教育科学選修  3年

愛知県 愛知教育大学附属高校出身

この専攻ではさまざまな授業と豊富な実習を通し、乳幼児の主体性

を育むための保育実践について体験的かつ理論的に学びます。子ど

もたちにとって保育者は初めて出会う先生。個性と人格を備えた子ど

もたちに真剣に向き合い、そこから多くのことを学ぶ姿勢を忘れず、

柔らかな心で臨機応変に対応できる力を身に付けてください。

子どもの視点で理解を深め
保育者に必要な対応力を身に付けましょう。

実際に子どもと触れ合い、実践しながら
知識と技術を確かなものにしていきたい。

保育者になるために必要な知識や実践力を、講義や実習を通して体

験的に学びたいと考え、愛知教育大学を選びました。実習などを通し

て子どもたちと触れ合う機会も多く、保育指導案を作成し学生同士で

模擬保育を行ったりすることで、子ども理解を深めています。先生方

それぞれが特色ある授業を展開してくださるのも魅力です。

初等教育教員養成課程  
幼児教育選修  4年　　

愛知県立半田高校出身

［ 担当科目 ］
幼児心理学、幼児の理解と指導、幼児と人間関係、
保育内容指導法・人間関係　など

［ 専門・研究分野 ］ 
発達臨床心理学

林 牧子教授
HAYASHI Makiko

［義務教育専攻］ 学校教育科学専修

幼児教育専攻

学校教員養成課程クローズアップ

養護教育専攻〈募集人員 40名〉

ヘルスプロモーションの理念に基づき、子どもの発育・発達を支える

養護教諭は、学校の中で子どもの心身の健康を保持増進するためのすべての活動にかかわっています。
近年、子どもの心身の健康課題が多様化・複雑化しており、チームとしての学校において、子どもの発育・発達や「こころとからだ」の
知識と技術を持った専門家として養護教諭への期待がこれまで以上に大きくなっています。

子どもの心身の健康を支援するプロフェッショナルを目指そう

養護教諭は、教育学を基盤に、医学、看護、学校保健、心理など幅広い専門分野の知識と技術を学び、養護教諭としての学びを深め、実践力と専門性
を高めます。本学では、学校現場における実習等を通して、実際に子どもとかかわる体験の中で、豊かな感性とコミュニケーション能力を身に付けた養
護教諭の育成を目指します。

取得できる免許

授業紹介

模擬授業の様子グループワークロールプレイ

紹介動画は
こちらから

「学校保健」
「学校保健実習」
「保健科教育法」

「解剖生理学」
「衛生学・公衆衛生学」
「栄養学」「微生物学」
「予防医学」  等

「看護実習」
「救急処置」
「臨床実習」  等

［ 卒業要件に含める免許状 ］

養護教諭一種免許状

［ 取得を優先して薦める免許状 ］

中学校教諭一種免許状（保健）
高等学校教諭一種免許状（保健） 多くの卒業生が養護教諭として就職

しています。教職大学院に入学し、さ
らに勉学に励む人もいます。東海地
方のみならず、全国で養護教諭として
活躍していることが特色です。

将来のフィールド

講義に加えて実習や演習で、グループディスカッションや
ロールプレイなどの実践を意識した授業が行われています。

養護教諭

教育に
関する科目

心理に
関する科目

看護に
関する科目

養護に
関する科目

医学に
関する科目

学校保健に
関する科目

「発達と学習の心理学」
「教育原論」
「情報教育入門」
「教育実習」  等

「養護概説」
「養護活動実習」
「健康相談活動」  等

「精神保健」  等

養
護
教
育
専
攻
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この専修では基本的な指導方法はもちろん、児童・生徒が興味を持っ

て学べる教材の研究、評価や指導案作成などを学びます。社会システ

ムの高度化に伴って、数理的思考力を育てる算数・数学教員のニーズ

は今後も高まっていくでしょう。算数・数学の幅広い知識を持ち、子ど

もたちにその面白さを伝えられる教員を目指してほしいと思います。

子どもの「どうして？」に答える
教え方や教材を考えましょう。

楽しみながら学んだ数字の楽しさを、
子どもたちにも分かりやすく伝えていきたい。

マジックを数学で解き明かし、数の関係について考えるなどユニーク

な授業をされる先生が多く、楽しみながら学んでいます。今まで気に

しなかった数字のなぜ？を深く考えたり、発表や意見交換の機会もあ

り、思考力や発言力も身に付きます。将来は“解き方”ではなく、どうい

う意味を持つのかなども交え、学ぶ楽しさを教えていきたいです。

［ 担当科目 ］
初等算数科教育法B、初等算数科教育内容AⅠ、
中等数学科教育法CⅠ　など

［ 専門・研究分野 ］ 
数学教育

髙井 吾朗准教授
TAKAI Goro

学校教員養成課程  義務教育専攻
算数・数学専修  2年

愛知県立西春高校出身

社会専修では教員になるために求められる知識や技能とともに、

各自の興味に応じて2年次から哲学、史学、地理学、社会科学の専門

分野を学び深めていきます。演習の授業では、各自の問題意識を「問

い」として提出し合い、議論することで「学び」の意欲を向上させ、知

的好奇心を引き出しながら、自発性・積極性を育みます。

専門分野を深めることで強みを見つけ、
学ぶ姿勢を持ち続ける教員を目指しましょう。

幅広い角度から「社会」を見つめ
将来の授業に生かしていきたい。

中高生のころに出会った社会の先生に刺激を受けて、教員の道を目指

すようになりました。大学では高校の時は学ぶことのなかった分野の授

業を受けたり、同じ専修でも興味を持つ分野がそれぞれ違う仲間と話

したりすることで視野が広がっていると感じます。すべての授業が、将

来教員になる上で大切であると考えて日々取り組んでいきたいです。

学校教員養成課程  義務教育専攻
社会専修  2年　　

愛知県 名古屋市立菊里高校出身

［ 担当科目 ］

哲学史概説Ⅰ、哲学演習A、
倫理学基礎演習、多文化リテラシー　

［ 専門・研究分野 ］ 

西洋哲学

私の担当する漢文は、一言一句辞書を引きながら読解していく大変な作業

が必要となります。決して容易ではありませんが、謎解きのような面白さが

あり、先人の読み方を追体験することでアジア全体と通じる豊かな深層世

界を持っていることに気付くでしょう。教員としての技術のみならず、専門

家としての研究能力も身に付け、学ぶ力を持った教員を目指してください。

教員としてのスキルだけでなく、
専門家としての研究能力も身に付けましょう。

生きる力につながる読み書き能力を
子どもたちに教授していきたい。

人が生きていくために欠かせない読み書きの力を育てることに魅力

を感じ、国語専修を志望。将来はコミュニケーションの大切さを子ど

もたちに伝えたいと考えています。授業では教科の特徴や子どもの読

み書き能力を伸ばす指導などを学び、専門性の高いゼミを通して先

生方の論理的な考え方に触れながら、自分の考えを深めています。

初等教育教員養成課程  
国語選修  4年　　

愛知県立安城東高校出身

［ 担当科目 ］
国語（漢文）　

［ 専門・研究分野 ］ 
中国文学

鈴木 達明准教授
SUZUKI Tatsuaki

学校に外国にルーツを持つ子どもがいることは、いまや珍しいことで

はありません。この専修では日本語関連科目に加え、異文化コミュニ

ケーションなどを学び、私たちの「あたりまえ」を見直しながら、多角

的な視点で物事をとらえる力を養います。子どもたちの「できた！」と

いう言葉はきっと大きなやりがいになることでしょう。

外国ルーツの子どもたちを支援し
多文化共生社会で活躍する教員を育てます。

日本語教育のリーダー的存在を目指し、
議論中心の授業で実践力と対応力を培う。

日本語形成の歴史的背景や文化的背景、文法事項などを学んでい

ます。議論中心の授業では、どのような日本語を用いるのがふさわし

いのか、多くの人に伝わりやすい「やさしい日本語」について考察。

将来は日本語教育を必要とする児童生徒数全国一の愛知県において、

日本語教育のリーダー的存在になりたいです。

［ 担当科目 ］
日本語教育学入門、日本語教育学概説、
日本語教育評価法、日本語教育実習　など

［ 専門・研究分野 ］ 
日本語教育

川口 直巳准教授
KAWAGUCHI Naomi

初等教育教員養成課程  
日本語教育選修  3年

愛知県 中京大学附属中京高校出身

各専門家からICTの教育への活用やプログラミング教育について学

べるのが、本専修の魅力です。一方的な講義ではなく、実習を取り入

れながら学生が技術を習得できるように努めています。積極的に情報

を吸収するために常にアンテナを広げ、ICTに関する知識や技術を正

確に理解し、ICTを教育現場で活用できる人材を目指しましょう。

学校でのICT活用のヒントを
専門家から直接吸収できます。

ICT教育と教科の知識を同時に修得し
タブレットを活用した授業を実践できる教員に。

高校生の時に本学出身の先生が行うICTを使った最先端の授業に憧

れ入学。「情報活用能力」が必要とされる現代の学校現場で、自分も教

科とICTを組み合わせた新しい形の授業を展開したいと考えました。

授業では深い専門知識や幅広い知見を持つ先生方のもとで、模擬授

業や研究へのアドバイスをいただきながら学んでいます。

［ 担当科目 ］
情報通信ネットワーク、情報セキュリティ、
ICTと教育環境論　など

［ 専門・研究分野 ］ 
プログラミング言語処理系

安本 太一教授
YASUMOTO Taichi

中等教育教員養成課程  
情報専攻  4年　　

愛知県 東邦高校出身

体験を通し自己を成長させていく生活科、自ら設定した課題を自ら考

えた方法で探究していく総合的学習は、子どもが主役の学びと言えます。

本専修では、大学に子どもを招いて自分たちが考えた遊びや学びを

実践したり、地域の施設などを訪れて学ぶことができ、肯定的な子ど

も観を蓄積しながら、子どもの成長を願える教員を目指します。

子どもや地域を肌で感じながら学び、
肯定的な子ども観を蓄積していきましょう。

体験型の実習を通して
子どもの主体性を伸ばす授業を考えます。

子どもの主体性は「五感を使った直接体験」で育つと考え、この専修

を選びました。自身が直接体験する授業を通して、子ども目線の授業

を作ることを学びます。1学年少人数だからこそ全員で日々学び合い、

お互いを高め合える存在です。子どもの言葉を肯定的に受け止め、

思いや願いを大切にした授業実践につなげていきたいと思います。

初等教育教員養成課程  
生活科選修  3年　　

岡山県立倉敷古城池高校出身

［ 担当科目 ］
生活科・総合的学習授業論、幼小連携教育論

［ 専門・研究分野 ］ 

生活科教育、幼小連携

加納 誠司教授
KANO Seiji

［義務教育専攻］ 生活・総合専修 ［義務教育専攻］ 国語専修

［義務教育専攻］ ICT活用支援専修 ［義務教育専攻］ 社会専修

［義務教育専攻］ 日本語支援専修 ［義務教育専攻］ 算数・数学専修

吉田 健太郎准教授
YOSHIDA Kentaro
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家庭科は体験や実践を通して「できる喜び」を発見し、生きる力を育

む教科です。模擬授業と授業分析を重ね、指導に必要な知識やスキル

など幅広い実践力を磨きます。学生には「不易と流行」、昔ながらの学

習と最新の学習、どちらも取り入れ、「アナログ」と「デジタル」をうまく

活用したハイブリッドな授業ができる教師を目指してほしいです。

実践力が磨かれる模擬授業＆授業分析で
授業づくりの楽しさを共に学びましょう。

子どもたちに食の重要性を伝えられる
家庭科教員を目指して。

子どもたちに食育の大切さを伝えたいと思い、家庭科教員を目指しました。

家庭科のさまざまな分野に特化した才能を持った学生たちと共に学び

合い助け合える環境が魅力です。ICTを用いた質の高い模擬授業を通

して新たな発見もあります。また、ご自身の教育現場での体験談や研究

分野の知識を伝えてくださる先生方の存在も心強いです。

中学校で学ぶ技術の授業は、少子化が進むこれからの時代において、社

会を持続的に維持・発展させるために、すべての人にとって必要な技術

の知識と技能を学ぶ重要な教科と社会から期待されています。ものづくり・

技術専修では、専門性のある多様な領域の講義・演習と実習を通して、

技術による課題解決を指導できる教員の養成を目指しています。

すべての人にとって必要な技術の知識と技能を深く学び、
技術による課題解決を指導できる教員を目指しましょう。

技術科としての見方、
考え方を育ませることができる教師に！

生徒が製作品を完成させる上での困ったことや疑問を解決へ導くた

めに、中学校の技術科で学ぶ分野をより専門的に深く学んでいます。

少人数の学科で、実習も多いことから先生や学生同士の距離が近く意

見交流もしやすい環境で、生徒が「技術」という学科を学ぶ中でどこに

興味を持つか、どこで躓きやすいのかなど身をもって体験できます。

保健体育専修では、指導能力の高い教師を目指し、理論と実践をバ

ランスよく学びます。体育は教科の中で唯一、教科書がないからこそ、

教師の創意工夫が大いに期待されます。単なる思いつきではなく、成

果を押さえた「体育の目標論・内容論・方法論」の学びを生かし、「自分

にしかないもの」を求める授業を展開していける力を養います。

教科書のない教科だからこそ、子どもと共に創り上げる
自分にしかできない体育授業を探究してみましょう。

さまざまな指導法を身に付け、
子どもたちが夢中になれる体育授業を展開したい。

学生が中心になって進める授業が多く、自分の考えた指導案を実践し、

ほかの学生や先生に意見をもらいながら改善していくことで、いい意味

で固定概念が壊され、新しい考え方や指導法に出会うことができ、自分

の指導のレパートリーも増えます。将来は子どもたちの実態に合わせ

ながら授業を展開して、運動の楽しさや喜びを教えていきたいです。

私が担当する日本美術史では、日本人が何に心を動かし、世界をどの

ように見てきたかを過去の日本人の目を通して見ることができます。

3年次以降は少人数の指導になるため、学生一人ひとりの個性や資

質を尊重する指導が可能となっています。未来社会を創る子どもたち

を教育することに誇りを感じ、創意に富んだ美術教員を養成します。

未来を担う子どもたちを教育することは、
芸術活動そのものです。

子どもの個性を受け入れ、伸ばす、
自己表現の楽しさに触れる美術の授業を。

美術教育や美術史についての知識を幅広く学んでいます。また自由な

発想で作品制作できる機会の多さも魅力です。入学してすぐに大学祭

の出し物を企画から制作まで担当することで仲間との団結力も深まり

ました。こうした体験を生かし、将来は子どもの個性を受け入れ、自己

表現の楽しさを伝えられる教師を目指します。

得意分野はさらに伸ばし、苦手なことにも挑戦しながら、音楽や音楽

教育について多方向から積極的に学べるのがこの専修の特徴です。

「音楽科教育法」の授業では、仲間と共に児童生徒の視点を考えなが

ら音楽と向き合い、新たな発見や学びにつなげていきます。ピアノ実習

においても個人だけでなく、仲間で高め合うことを大切にしています。

仲間と共に学び、高め合い
教員への夢をかなえましょう。

子どもと一緒に音楽に親しみ、
その魅力と素晴らしさを伝えたい。

3年次からのゼミでは、ピアノ演奏や即興演奏、伴奏付けや楽曲分析な

どを学んでいます。私がどのように演奏したいかを尊重し、多くの手法

を示していただけるので視野が広がります。的確な指導の上、音楽を

愛する仲間と音楽に真剣に向き合える環境で、さらに音楽が好きにな

りました。子どもたちの思い出を、音楽で彩っていきたいです。

自然に対する美しさや素晴らしさ、ロマンを感じ、理科の魅力を学ぶ

とともに、教育の重要性、意義、役割などを考え、人を育てる資質・能

力を養っていきます。アクティブラーニング形式の講義で、予測困難

な時代において必要となる主体性・粘り強さ・コミュニケーション・協

調性を伸ばし、子どもたちの憧れとなれる大人を目指しましょう。

理科の魅力を理解し、教師の素養を備えた
夢と希望を持った大人になりましょう。

さまざまな実験やフィールドワークで
学びの質を高めることができます。

1・2年次で理科全般を学び、3年次からは自分の興味のある分野を究

めることができます。私は地学を専攻しました。初めて本格的に学ぶ分

野ですが、講義で学んだ知識をフィールドワークで確かめながら修得

できる点に魅力を感じています。学校現場で必要な理科の専門知識を

網羅しながら、地学分野という自分の強みを磨いていきたいです。

［義務教育専攻］ 理科専修 ［義務教育専攻］ 保健体育専修

［義務教育専攻］ 音楽専修 ［義務教育専攻］ ものづくり・技術専修

［義務教育専攻］ 図画工作・美術専修 ［義務教育専攻］ 家庭専修

［ 担当科目 ］
日本美術史、東洋美術史　など

［ 専門・研究分野 ］ 
日本美術史

鷹巣 純教授
TAKASU Jun

初等教育教員養成課程  
美術選修  4年

愛知県立津島高校出身

［ 担当科目 ］
ピアノⅠ・Ⅱ、ピアノ実習Ⅰ、M2中等音楽科教育法C1、
M1音楽科教育A

［ 専門・研究分野 ］ 
音楽教育史、音楽科教育、ピアノ教育

国府 華子教授
KOU Hanako

初等教育教員養成課程  
音楽選修  4年　　

愛知県立半田高校出身

初等教育教員養成課程  
理科選修  4年　　

愛知県立千種高校出身

［ 担当科目 ］
理科教育

［ 専門・研究分野 ］ 

理科教育

赤澤 豊教授
AKAZAWA Yutaka

［ 担当科目 ］
初等家庭科教育法、中等家庭科教育法

［ 専門・研究分野 ］ 
家庭科教育法、教材研究・授業づくり

原田 悦子教授
HARADA Etsuko

初等教育教員養成課程 
家庭選修  4年

愛知県立半田高校出身

中等教育教員養成課程
技術専攻  4年　　　　

愛知県立刈谷北高校出身

［ 担当科目 ］

情報Ⅰ、情報Ⅱ、ソフトウェアⅠ、ソフトウェアⅡ、
プログラミング実習Ⅰ　など

［ 専門・研究分野 ］ 

教育工学、情報技術教育、プログラミング教育、
学習分析

中等教育教員養成課程  
保健体育専攻  4年　　

愛知県立旭丘高校出身

［ 担当科目 ］
初等体育科教育法、中等保健体育科教育法、
球技、教職実践演習　

［ 専門・研究分野 ］ 
体育科教育

鈴木 一成准教授
SUZUKI Kazunari

鎌田 敏之教授
KAMADA Toshiyuki
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英語専修では、義務教育で基礎的な英語力を身に付けた学習者に対

して、より実践的な力を4技能（聴く、書く、読む、話す）にわたりバラン

スよく育成する教授法と、その土台を成す語学、文学、文化の素養お

よび英語運用能力を身に付けます。こうした学習を通じて、英語の研

究者、使用者としての目線も併せ持つ英語教員を目指します。

英語の研究者、使用者としての
目線も併せ持つ英語教員を目指しましょう。

いろいろな角度から英語への理解が深まり、
縦・横に交流の輪が広がることが英語専修の魅力。

英語専修全体で行うイベントがあり、同学年だけでなく先輩・後輩とのつ

ながりが生まれるので、どんなことも気軽に相談できます。ネイティブと日

本人の先生方による個性あふれる授業に親しみが持てます。英語教育だ

けでなく英語にかかわる幅広い分野を学んだ経験を生かして、子どもたち

が英語に興味を抱くきっかけを与えられる教員になりたいと思います。

理科の基礎となる科目では、高校で各分野を履修していない学生も幅広く専

門的なレベルまで理解できるようにオムニバス形式の授業を展開してい

ます。私が担当する生物学分野では、フィールドワークなどを通じて観察する

視点を大切にしています。学生には子どもの素朴な疑問を大切に育てられる

教員を目指して、まずは今の学生生活を全力で楽しんでもらいたいです。

子どもたちの鋭い感性を大切に育み、
一緒に学ぶことを楽しめる教員を目指しましょう。

日常生活に直結する理科を面白いと
感じてもらえるような授業をつくりたい。

フィールドワークや実験観察を中心とした授業があることを知り、この

専修を選択。毎日の授業や実験観察を通して教員に求められる知識・技

能を学んでいます。3年生からは配属された研究室の分野を中心に、より

発展的な内容を学びます。子どもたちから「面白い！」「不思議！」など、多

くの感情を引き出せる理科の授業を展開できる教師を目指します。

数学は定義と論理に基づく証明から成り立っており、大学数学では厳

密な証明を学ぶことで数学をより高い視点から見渡します。数学の指

導には、正しい理解と根拠が明確な授業構成力が求められます。数学

専修では「分からない」ことと向き合い、自ら議論の本質を見抜いて、数

学の楽しさを正確な言葉で伝えられる教員になることを目指します。

「分からない」が「分かった」に変わる喜びや
数学の楽しさを伝えられる教師になりましょう。

分かりやすい授業を行えるように
自分自身の数学の理解を深めていく。

教育や指導法だけでなく数学という学問を深めることができ、「小・ 中・高

で学んだ数学がこんなところにつながっていた」とか「理解していたつも

りでいたことがほんの表面的なことしか知らなかった」など、新しい発見

が日々あって楽しく学んでいます。私自身が恩師のおかげで苦手だった数

学を克服できたように、数学の楽しさを伝えられる教師を目指します。

地歴・公民専修では、模擬授業などのアクティブラーニングを展開し、

学校での授業を前提として、子どもの学びの視点から考えることがで

きます。教員になるイメージを持って、自発的・積極的な姿勢で学びと

向き合うことで、子どもたちの多様な考えを引き出すプロフェッショ

ナルを目指してほしいと思います。

子どもたちに社会科の楽しさを伝えるために、
まずは自らが「学ぶ」ことを楽しみましょう。

社会科の指導法を専門的に学び、
「楽しい授業」ができる教員を目指します。

基礎教養に加えて、個性的な先生方のもと、高等学校教育として専門分

野の高度な知識を集中して学べるところに魅力を感じます。同学年の

人数が少なくかかわりが多く持てる楽しさもあります。将来は生徒に社

会科の面白さを伝え、社会生活で役立つ実践的な能力を養うことがで

きる授業ができる教員を目指して、研鑽を積んでいきたいと思います。

国語・書道専修では、言葉にじっくりと向き合って、自らの頭の働かせ方

を確かめたり、周りの人と意見を交わしたりしながら、国語について、

そして国語を学ぶことや教えることについて徹底的に追究する力を身

に付けます。大きく変化する世界の中で言葉も変わっています。いろ

いろな言葉と友達のように触れ合い、仲を深めていきましょう。

どうやったら言葉と友達になれるか
知っている先生になろう。

文学作品を通してさまざまな知識や
感情・考え方などを広げる。

苦手意識があった国語だからこそ国語教育を通して深く追求したいと

思い、その目的や内容、授業方法などを研究しています。国文学の授業では、

さまざまな文学に触れることで新しい発見や知識、感情を得ることができ、

自分自身のことを考え直すきっかけが生まれます。子どもたちが作品や日

本語に触れながら国語を楽しめる授業づくりに生かしていきたいです。

At some point young English teachers will need to stand in front of children and not only teach 
English but model the English communication skills that can inspire the next generation. It is the 
responsibility of the English Course at Aichi University of Education to graduate students with 
the skills to do so effectively. This will require confidence and ability in English, be it spoken or 
written, but also a contagious enthusiasm for learning and using English that can be 
inspirational. Additionally, effective communicators of English will have knowledge of other 
cultures and experiences communicating with people of these different cultures that will have 
developed their intercultural competence and provide a foundation of experiences and 
intercultural knowledge that can be shared with the next generation.

Graduating students with the English communication skills,
confidence, and intercultural competence to be
effective communicators.

教育の技術や知識を他分野に応用して
社会をより良いものにしていきたい。
言語習得の理論や指導法など英語教育に関する知識・技術だけではなく、英

米文学や英語学を通じて英語圏の歴史や英語の成り立ちについても学んでい

ます。ネイティブの先生もいるため、英語を使う機会が多いことも本専修の特

徴です。将来は授業で身に付けた知識やグローバルな視点を学校現場で生か

すことはもちろん、多様な価値観を受容できる社会人になりたいと思います。

［義務教育専攻］ 英語専修 ［高等学校教育専攻］ 数学専修

［高等学校教育専攻］ 国語・書道専修 ［高等学校教育専攻］ 理科専修

［高等学校教育専攻］ 地歴・公民専修 ［高等学校教育専攻］ 英語専修

［ 担当科目 ］

社会科教育CⅢ、
初等社会科教育内容AI　など

［ 専門・研究分野 ］ 
社会科歴史教育

土屋 武志教授
TSUCHIYA Takeshi

学校教員養成課程  高等学校教育専攻  
地歴・公民専修  ２年

愛知県立刈谷北高校出身

［ 担当科目 ］

中等国語科教育法CⅠ、中等国語科教育法CⅡ、
中等国語科教育法CⅢ　など

［ 専門・研究分野 ］ 
国語科教育、メディア・リテラシー

砂川 誠司講師
SUNAGAWA Seiji

中等教育教員養成課程  
国語・書道専攻  3年　　

愛知県立豊田西高校出身

初等教育教員養成課程  
英語選修  4年　　

愛知県立国府高校出身

［ 担当科目 ］
Oral Communication; 異文化理解　

［ 専門・研究分野 ］ 英語教育

ベネマ ジェームス准教授
VENEMA James

［ 担当科目 ］

英語史Ⅰ・Ⅱ、英語学講義Ⅰ・Ⅱ　など

［ 専門・研究分野 ］ 
英語史、英語学

小塚 良孝教授
KOZUKA Yoshitaka

中等教育教員養成課程 
英語専攻  4年

愛知県 愛知教育大学附属高校出身

中等教育教員養成課程  
理科専攻 4年　　

愛知県立時習館高校出身

［ 担当科目 ］

生物学Ⅰ、生物学基礎演習B、生物学特論、
生物学実験、教職実践演習　など

［ 専門・研究分野 ］ 
植物分類学、繁殖生態学

中等教育教員養成課程  
数学専攻  ３年　　

愛知県立岡崎西高校出身

［ 担当科目 ］

線形数学I、線形数学II、集合と論理、初等整数論、
代数学概論、応用数学A　など

［ 専門・研究分野 ］ 
代数的組合せ論

野崎 寛准教授
NOZAKI Hiroshi

常木 静河講師
TSUNEKI Shizuka

日本語はこちらから
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▲小学生と一緒にダンス ▲オープンキャンパスにも出演 ▲関連グッズもあります ▲学生と科学実験を披露▲新入生を勧誘

この専攻では、養護教諭として必要な専門的知識や技術、考え方を身

に付けます。子どもたちの健康課題に対応する力を高めるため、具体

的な事例をもとに考えを深めたり、グループワークを通して話し合っ

たりする授業を行っています。子どもの心と体の両面にかかわりなが

ら成長を支援する養護教諭の魅力を伝えていきたいと思います。

子どもの心身の健康、それを支える養護教諭としての
資質・能力を身に付けましょう。

恩師のように、子どもたちの
心に寄り添える養護教諭を目指して。

中学時代の先生に憧れて養護教諭を志望し、恩師の母校である愛知教育

大学に進学。模擬授業をしたり、教材を作ったりする実践的な授業で楽し

みながら学べます。また、病院実習や保健所・消防署の職員の講話、救命

講習など学外の方からも幅広く学んでいます。私にとってそうであったよ

うに、子どもたちが安心して訪れられる保健室を作っていきたいです。

私が担当する聴覚障害教育では、自身の特別支援学校教員としての

経験を交え、より具体的な指導場面をイメージしながら学べるよう心

掛けています。また、障害5領域の分野を学ぶにあたり一つの領域を

専門的に学ぶことと合わせてほかの領域も幅広く学べるよう、研究室

の垣根を越えてさまざまな相談ができる雰囲気づくりをしています。

指導現場で即戦力として活躍するために
障害5領域を深く、広く学びます。

障害5領域すべてに関する知識を習得し、
学校現場で頼りにされる存在になりたい。

両親が特別支援学校の教員をしていたので幼いころから特別支援教育に

興味がありました。学内の講義と並行して実際に障害のある子どもたちと

かかわる機会が多いことが魅力です。また、先生方が学生の意思を尊重し

て接してくださるので自信を持って取り組むことができます。できる限りの

知識を吸収して、即戦力として活躍できる特別支援学校教員を目指します。

特別支援教育専攻

愛教大のマスコットキャラクターたち

養護教育専攻

［ 担当科目 ］

養護概説、養護活動実習、健康相談活動　など

［ 専門・研究分野 ］ 
養護教育

浅田 知恵教授
ASADA Chie

養護教諭養成課程  
4年　　

愛知県立小牧南高校出身

特別支援学校教員養成課程  
4年　　

愛知県立名古屋南高校出身

［ 担当科目 ］

聴覚障害者の教育課程・指導法、
聴覚障害者の自立活動、手話の基礎　など　

［ 専門・研究分野 ］ 
聴覚障害教育

大塚 とよみ教授
OTSUKA Toyomi

愛知教育大学には個性豊かなマスコットキャラクターが存在し、
それぞれのキャタクターが学内外のさまざまな活動の場で活躍しています。

2006年、愛知教育大学の西村研究室の学生さん（当時）が「食事バランスガイド」にちなん

だ5色の栄養指導手袋を考案し、子どもたちが手袋に親しみが持てるように、それぞれの指

に名前をつけ、5人のキャラクターを誕生させました。

そのキャラクターが主食エリアの黄色の「りきまる」、副菜エリアの緑色の「べじまる」、主

菜エリアの赤色の「にくまる」、果物エリアの紫色の「フルーツまる」、牛乳・乳製品エリア

の白色の「ほねまる」です。この5人に知立市立知立西小学校の子どもたちが「食まるファ

イブ」という名前をつけてくれました。
（愛知県ＨＰ食育ネットあいち「食まるファイブのページ」より抜粋）

本学から生まれたキャラクター「食まるファイブ」は、子どもたちがバランスよく食べる

大切さを分かりやすく学べるよう、大学を飛び出しました。愛知県の公式HP食育ネッ

トあいちの食育お役立ち情報に専用のページが開設されています。

愛情たっぷりにみんなを愛し続け
るつばめをイメージしたキャラクタ
ーです。

Educationから名付けました。タブ
レットやＰＣ化が進む世の中ですが
「勉強」の原点である鉛筆と消し
ゴムをモチーフに考えました。

学生たちと一緒に理科の面白さや科学

実験の楽しさを子どもたちに伝える活

動をしています。

メインキャラクター
愛教ちゃん

サブキャラクター
エディ

「訪問科学実験 わくわく」キャラクター
ワンダーくん♂　

創立70周年を記念して公募を行い選定した   公式マスコットキャラクター
AUEパートナーシップ団体

「訪問科学実験わくわく」から生まれた

マスコットキャラクター

食まるファイブ
愛知教育大学商標登録キャラクター

▲手遊び人形や絵本など展開グッズもあります

AU E  mascot characters
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