国際人間科学部 子ども教育学科 2020 年度新入生ガイダンス
1．はじめに
子ども教育学科新入生の皆さん，ご入学おめでとうございます。早くお目にかかりたいと
ころですが，まずはこれからの学びのために必要最小限のことをお伝えします。

2．子ども教育学科のコース
子どもの発達や教育・保育に関わる課題を，多面的にとらえて，実践的に解決していくた
めの教育研究を進めている学科です。１学年５０名という少人数で，教員と学生，学生同士
が互いに交流を深めることができています。
子ども教育学科は，乳幼児教育学コース（主な免許（主免）＝幼稚園、副次的な免許（副
免）＝小学校）と学校教育学コース（主免＝小学校、副免＝特別支援学校）から成り立って
おり，1 年生の終わりに皆さんの希望を聞いて 2 つのコースに配属されます。乳幼児教育学
コースでは，３年次に幼稚園での教育実習，学校教育学コースでは小学校での教育実習があ
り，それぞれ特徴のあるカリキュラムとなっています。学科としては両コースを一体的に教
育する体制をとっていますが，どちらのコースで勉強していきたいのかを考えておいてく
ださい。

３．教務関係のお知らせ
５月７日から授業が始まります。ここではまず，第１クォーターと第２クォーターにどん
な科目を履修したらよいのかを簡潔にお伝えします。
＊学生便覧を読んでおきましょう（p.155, pp.231-240、244-250）
。
*教務委員会からのガイダンス資料（この HP に掲載）も必ず読んでください。
＊以下の前提を理解しておきましょう。
①標準履修年次(配当年次)とは？・・・その学年に履修しければならないということでは
なく、配当された年次から履修可という意味です。
②履修科目の登録の上限制度（キャップ制）とは？・・・履修科目の登録の上限に関する
決まりがあります（学生便覧 p.163 参照）

（1）履修登録について
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・みなさんに郵送した「神戸大学アカウントについて」に従って手続を行なってください。
・みなさんに郵送した「１年⽣前期の履修登録ガイド」をよく読んでください。また「うり
ぼーポータル」のサイト
http://www.office.kobe-u.ac.jp/stdnt-kymsys/student/student.html
も適宜参照してください。
・4/20（月）9:00～5/20（水）17:00 の期間、1Q に開講される授業科目と 2Q に開講される
授業科目の履修登録を行なってください。1Q 開講の授業科目は初回授業の前々日までに登
録してください。2Q 開講の授業科目の履修登録を忘れないように気をつけてください。
なお、以下の必修科目については、事前に登録されています。
「初年次セミナー」
「国際開発援助論(JICA)1」
「国際開発援助論(JICA)2」
「グローバルイシュー概論」
「グローバルイシュー演習」
「子ども教育学概論 1」
「子ども教育学概論 2」
「観察実習Ⅰ」
きちんと登録されているか確認してください。登録されていない、間違いなどあれば鶴甲
第一キャンパス教務学生係(gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jp)まで 申し出てく
ださい。

（2）大学の授業について
大学の授業には，全学部に共通の「全学共通授業科目」と各学部独自の「学部専門科目」
があります。また，
「初年次セミナー共通教材」には大学での学びついてわかりやすく書い
てありますので，必ず自習してください。

（3）全学共通授業科目について
1 年次で履修科目の多くは「全学共通授業科目」であり，この科目には基礎教養科目、総
合教養科目，外国語科目、健康・スポーツ科学、情報科目があります。学生便覧等で必要な
単位数を確認してください。なお，これらの科目に関する情報は，国際教養教育院ＷＥＢサ
イトに掲載されています。新入生向けの非常に重要な情報（第 2Q の科目の抽選登録など）
が，このサイトの「新入生の方へ」のページに掲載されていますので，必ず絶対に確認して
ください。
→国際教養教育院ＷＥＢサイト 「新入生の方へ」ページ
http://www.iphe.kobe-u.ac.jp/jimu/kyomu/oshirase/2020/freshman.htm
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（4）学部専門科目について
＊ 『 学 生 便 覧 』， 時 間 割 （ http://www.fgh.kobe-u.ac.jp/sites/default/files/202004/timeschedule_zenki_ce_20200413.pdf）を見ながら確認してください。

①学部共通基礎科目
学部共通基礎科目のうち、1Q または 2Q に開講される必修科目「初年次セミナー」
、
「国際
開発援助論(JICA)１」
、
「国際開発援助論(JICA)2」は、事前に登録されています（登録され
ているか確かめてください）
。これらの科目と 2 年次 1Q に開講される「コミュニティ創成
論」を合わせた 4 単位を卒業までに単位修得する必要があります。
また，その必修科目以外にも２単位修得が必要ですが，3Q と 4Q に開講される「情報リテ
ラシー演習 1」と「情報リテラシー演習 2」は，教員免許の取得に必ず必要となりますので，
3Q・4Q の履修登録の期間に忘れないようにしてください。

②学部共通発展科目
卒業までに 4 単位（うち「グローバル共生社会論」
「Academic Communication（英）A」は
必修）を修得する必要があります。

③グルーバル・スタディーズ・プログラム（GSP）
必修科目である「グローバルイシュー概論」と「グローバルイシュー演習」は事前登録し
てあります（それぞれ確認してください）
。また，
「GSP 演習（オリエンテーション）
」も必
修ですので，必ず出席してください（この科目と「GS コース」は履修登録は不要）
。
GSP と学科の学修（特に教育実習）の両立は大変だ、と考えている人もいると思いますが、
子どもや教育に関する専門性を生かすことができるユニークなプログラムが複数開発され
ています。ぜひ「GEMs」
（神戸大学グローバル教育管理システム、https://gems.ofc.kobeu.ac.jp/portal/contents/）をチェックしてみて下さい。

④学科共通科目
学科共通科目のうち，１年次１Q と２Q に開講される必修科目「子ども教育学概論 1」と
「子ども教育学概論 2」は事前に登録してあります（登録されているか確かめてください）
。
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⑤学科コア科目と学科展開科目
みなさんはまだ学校教育学コースと乳幼児教育学コースにはわかれていませんが，どち
らのコースに行くか（つまり，主たる教員免許を幼稚園か小学校にするのか）あるいは未定
かによって，学科コア科目・学科展開科目の履修科目が異なります。
＊特別支援教育教員免許については、基礎免許（幼稚園か小学校）を持っている上で取得し
ます。よって、1 年生当初ですので、まずは基礎免許について説明します。
【１年次の履修例： 下線ありは 1,2Q、下線なしは 3,4Q、なお、子ども教育学概論 1,2 と
観察実習Ⅰは卒業必修科目ですのですでに教務係にて事前に登録してあります。
】
なお、本学科では、いずれのコースでも一種免許が取得できます。
１）幼免と小免の両方あるいは未定の場合について
以下の科目を履修します。
子ども教育学概論 1,2、保育原理（世界と日本の乳幼児教育）1,2、教育原理（世界と日
本の学校教育）1,2、教職論（小）1,2、教師入門 1,2、乳幼児心理学 1,2、発達心理学（幼・
小）1,2、教育経営学（幼・小）1,2、初等算数論 1,2、初等図工論 1,2、乳幼児と健康、
特別支援教育入門（幼・小）
、乳幼児と言葉、乳幼児と表現（音楽）
、乳幼児と表現（造形）
、
乳幼児と人間関係、乳幼児と環境、観察実習Ⅰ
２）幼免のみの場合について
＊多くの小免科目が幼免の選択科目となっていますので余裕があれば１）にあって以下に
ない科目についても、履修しておくとよいと思います。
）
以下の科目を履修します。
子ども教育学概論 1,2、保育原理（世界と日本の乳幼児教育）1,2、教師入門 1,2、乳幼児
心理学 1,2、教育経営学（幼・小）1,2、乳幼児と健康、特別支援教育入門（幼・小）
、乳
幼児と言葉、乳幼児と表現（音楽）
、乳幼児と表現（造形）
、乳幼児と人間関係、乳幼児と
環境、観察実習Ⅰ
３）小免のみの場合について
以下の科目を履修します。
子ども教育学概論 1,2、教育原理（世界と日本の学校教育）1,2、教職論（小）1,2、発達
心理学（幼・小）1,2、教育経営学（幼・小）1,2、初等算数論 1,2、初等図工論 1,2、特
別支援教育入門（幼・少）
、観察実習Ⅰ
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なお，履修の仕方，教育実習，教員免許状，GSP のことについては，金曜日２限目の「初
年次セミナー」でより詳しいお便りを配布していきます。
教務関係のことで不明のことがあれば，下記の担任教員か，教務委員の北野幸子先生（メ
ールアドレスは https://www.fgh.kobe-u.ac.jp/ja/node/48 参照）にメールで問い合わせ
をしてください（件名に「子ども教育学科教務事項質問」と入れてください）
。

(5)授業を受けるための準備
・履修登録を行なった翌日以降、その授業科目の BEEF にアクセスすることができます。各
授業の内容、進め方については BEEF に掲示されます。今すぐに，確認するようにしてくだ
さい。
・すでにお知らせしているように，１Q は遠隔授業となっています。教員も初めてのことで
いろいろなトラブルが予想されますので，皆さんも事前に遠隔授業について理解を深めて
おいてください。次のページも必ず閲覧してください。
https://lecturehub.kobe-u.ac.jp/
なお，ネット環境整備のために，大学では次のようにルーター貸与をしています。必要な
人は早めに対応してください。
https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/sub_student/2020_04_16_01.html

(6)履修取り消し制度
履修登録した授業科目については、１Q 開講の授業科目は 5/21（木）～5/27（水）23：59
の期間、２Q 開講の授業科目は 7/10（金）～7/16（木）23：59 の期間、履修登録を取り消
すことができます。履修する意志のない授業を登録したまま放置しておくと、その授業の成
績は「不可 F」になり，”GPA”(Grade Point Average)が低下しますので，注意してくださ
い。

4．保険のこと
必ず学生教育研究災害傷害保険とあわせて，付帯賠償責任保険に加入してください。自分
自身が不慮の事故にあったときだけではなく，実習等で他人にけがをさせたり，他人のもの
を損壊したりしたときに備える保険です。
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必要な書類はすでに事務室から送られていますが，お問い合わせは学生支援課 (学生センタ
ー内) (TEL 078-803-5221) で受け付けています。（詳細は，大学ＨＰの「教育・学生生活」＞「学生
支援」のページも参照）。
https://www.kobe-u.ac.jp/campuslife/support/insurance/index.html 参照。

5．指導・担任教員について
３年次になるとき，
「研究室（ゼミ）
」の一つを選び，そこに所属します。
「研究室(ゼミ)」
とは、大学における最も専門的な学習・研究の単位です。一人の教員が、一つの「研究室(ゼミ)」
を担当しています。研究室（ゼミ）の教員は、３年生・４年生（卒業論文・必修）の主な指導教
員となります。

１年生の皆さんはまだ「研究室（ゼミ）
」に所属しませんが，次の教員が担任として，大
学での学習や生活全般にわたり，相談にのります。この教員は，
「初年次セミナー」と「グ
ローバルイシュー演習」の担当者でもあります。
学籍番号 下 3 桁
201〜214
215〜227
228〜240
241〜253

担任教員
木下孝司
山口悦司
鳥居深雪
渡邊隆信

メールアドレスは，https://www.fgh.kobe-u.ac.jp/ja/node/48 を参照。
なお，メールの件名に「子ども教育学科 1 年○○に関する相談（連絡）
」と入れてください。

6．さいごに
・現在、新型コロナウィルスの感染の広がりにより、大学からの重要な情報の伝達方法が、
極めて限定されています。
そこで、大学・学部のホームページはこまめに確認してください。学籍番号アドレスメール
も、必ず頻繁に確認してください。大学関係の連絡は、すべて学籍番号アドレスメールに届
きます。
・その他、何か疑問・質問がありましたら、学科長の木下孝司までメールで問い合わせてく
ださい。メールアドレスは，https://www.fgh.kobe-u.ac.jp/ja/node/48 を参照。

6

