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充実した就職支援と
全国トップクラスの高い教員就職率
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初年次教育

初等教科指導法
小学校の先生は、すべての科目の授
業が担当できなくてはなりません。
そのため、１年生では「国語」「算数」

「理 科」「生 活 科」「社 会」「体 育」「音
楽」「図工」など、各教科の内容を学

んでいきます。たとえば国語では書
写や文章の読み方、漢字などを学び
ます。
主に小学校で教える内容を対象に、
教科の力を付けていきます。

現代の学校には、様々な子どもた
ちが学んでいます。そのため、高
知大学教育学部では、たとえ普通
学級の先生であっても、支援を必
要とする子どもたちを理解し、支
援できるよう、特別支援教育概論
を必修としています。障がいを持
つ子どもたちの理解と指導法を

学ぶ授業ですが、ここで学んだ内
容は、すべての人が同じように学
べる学校づくりに活かしていける
ことでしょう。

１年生で学んだ教科の内容を、「実際にどの
ように子どもたちに教えるのか」を学ぶ授業
です。各教科ごとに授業があります。実際の
子どもたちの状況をイメージして、授業を実

施する計画書である「学習指導案」を作り、
模擬授業を行います。同級生たちと協力し
たり、時には切磋琢磨しながら、小学校の先
生になるための力をつけていきます。

共通教育の科目ですが、学部ごと
にクラス分けをして受講します。

「大学基礎論」「課題探求実践セ
ミナ－」「大学英語入門」「英会話」

「情報処理」「学問基礎論」が必修
科目となっています。
このうち、「大学基礎論」「課題探
求実践セミナー」では、実際に子
ども達と交流を行う「フレンドシッ

プ」というプログラムを行います。
英語に関する科目は習熟度別で
行います。小学校でも英語の学
習がはじまるので、しっかり学習
したいものです。

「情報処理」ではパソコンの扱い
方を、「学問基礎論」では担当の
先生の下で、大学での学び方や
研究について学んでいきます。

初等教科

特別支援教育概論

説明会 決定

ドキドキ ワクワク！ 実習に向かって

GO! GO!

発表会も

あるよ！オリエン
テーション 発表会学校行事・学習支援・省察（年間60時間）

調書提出・選考コース
分属

幼児教育
コース対象

英会話 教育制度論

教職入門 教育心理学
概論

初等図工

英会話

大学基礎論

情報処理

スポーツ科学
講義C

特別支援
教育入門

初等音楽

課題探求
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初等体育
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ドイツ語

初等社会科

大学英語
入門初等数学

学問基礎論

家庭科概論教育学・教育
課程概論

初等音楽

課題探求
実践セミナー

ドイツ語

憲法を学ぶ

初等体育

1年生2学期

道徳教育

初等家庭科
指導法

教育の方法・
技術（初等）

教育行政学

生徒指導
（小学校）

初等理科
指導法

教育相談
（初等）

初等体育科
指導法

教育科学
基礎演習Ⅱ

幼児教育
指導計画論

初等国語科
指導法

2年生2学期 取得予定免許：幼稚園＋小学校１種・中学校２種「家庭科」

道徳教育

初等生活科
指導法

中等国語科
指導法Ⅱ

初等社会科
指導法

日本語学
概説

初等音楽科
指導法日本文学史

生徒指導
（小学校）

教育相談
（初等）

初等図工科
指導法

初等数学科
指導法

2年生2学期 取得予定免許：小学校１種＋中学校１種・高等学校１種「国語」

幼児教育コース　谷田 悠

＊「初等○○科指導法」は、学籍番号によって同じ授業でも開講時期が異なります。
＊時間割は年度によって変更があります。

コースに
分かれるのは

２年生からです。取得し
ようとする免許によって
授業の取り方が変わって

くるのもこの時期 !

１年生の時間割は、
コースや免許によって
大きな差はありません

教員免許に必要な授業や、

初等教科の授業は、

1年生からの履修が安心 !

国語教育コース　毛利 花奈

英語教育コース　岡 佑香

実習が
始まる！

改訂　2018.05.28　C

フレンドシップでは、実際に子ども達と一緒に活動を行う
ことで、子どもたちの目線に合わせた意思疎通が大切だ
と気づくことができました。また、ボランティアで触れ合っ
た小学生が自分のことを覚えていてくれて、子どもたちの
心に残るボランティアをできたという嬉しさを感じること
ができました。

初等図工の講義では、絵を描いたり、お面を作ったり
実際に製作を行いました。製作活動は友人達と一緒
にワイワイガヤガヤ楽しみながら作業できます。お面
づくりでは、決められた1つの題材にも関わらず、一人
一人違う作品になっていく面白さを実感しました。人
それぞれ感性が異なるので、お互いに個性を認め合
うことが大事だということを学びました。

数学教育コース　山本 思織

特別支援教育概論では、障がいの種類や特徴、障が
いを持った子どもとの接し方について幅広く学びます。
特別支援学校の先生になる予定が無い人でも、この授
業を通して視野を広げることができ、将来必ず役に立
つ知識を身に付けることができます。
みなさんも高知大学教育学部で一緒に学びませんか。

この授業では、指導案を書き授業を行
うまでの、授業作りの一連の流れを学ぶ
ことができます。友達と話し合って授業
内容を考え模擬授業を行うことで、様々
な視点から授業を考えることができ、と
ても勉強になります。仲間と楽しく活動
しながらお互いを高め合い、教師になる
ために必要な力をつけることができる
授業です。

2020（令和２）年度よりカリキュラムが一部変わります。
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20W×16L=460

教職実践演習
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1月 2月 3月4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

家庭科は実践的な授業が多く、楽しみながら学べます。90分の普通の講義以
外に実習もあります。例えば調理実習では、和食だけでなく中華料理や西洋
料理を作ったりして調理の基礎を学び、最後に自分たちでメニューを考え調
理をしました。今日からでもできる、生活に直結する技術を身につけることも
できました。

教職実践演習では、現場で長年活躍されていた先生方の指導
のもとで実践的活動を行うことができるので、教育実習などか
ら学んだものをより良いものに磨き上げることができます。ま
た、いじめ問題や保護者対応など、授業以外の内容も学ぶこと
ができました。卒業後、小学校の先生として勤務するので、教職
実践演習は私にとってとても有意義なものでした。

教材開発演習では、教育実習でそれぞれが
得た課題を活かし、素材研究について考え
ました。教材解釈を確立させるというゴール
に向けて、複数のグループに分かれて理解
を深めた後、各グループで学んだことを共有
しました。児童の興味を引く授業を作ること
も大切ですが、その前提として教師自身が
しっかりと教材を理解していることが不可欠
であることを学びました。

家庭科教育コース　松岡 紗希

教育科学コース　町田 葵

数学教育コース　坂本 卓也

専門（教科）

卒業論文教材開発演習

私は地理の農業分野に興味があっ
たので、卒論のテーマを「愛媛県伊
予市におけるキウイフルーツ農家の
現状と課題」に決め、キウイフルーツ
農家にアンケート調査を行いました。
卒業論文に取り組んだことで、地元
で盛んなキウイフルーツの生産や出
荷などの詳しい状況を知ることがで
きました。地元の中学校教員になる
予定なので、地元の研究をしたこと
は現場で生きてくると思います。

社会教育コース　鎌田 集

教　材
開　発
演　習

保育実習
指導II・III
（事前）

保育
実習
II・III

保　育
実　習
幼児教育
コース対象

専　門
演　習

弱点
 克服！

４月から先生に！

応用実習（２週間）直前
オリエン
テーション

直前
オリエン
テーション

附属小・中　県内公立 県内公立
附属特別支援・
幼稚園

直前
オリエン
テーション

教育実習
（小学校・
中学校）

事後
指導

オリエン
テーション

事後
指導

知的障害
教育の理論と
実際

（1学期開講科目）

教育実習
（特別支援）

免許取得希望教科に合
わせて、より深い内容を
学んでいきます。教育学
部の専門の範囲は広い
ので、「国語」や「英語」
では文学部、「数学」や

「理科」は理学部、「美
術」や「音楽」は芸術学
部などと同じように、よ

り深い内容を学びます。
実際に先生になったと
き、深い知識をどれだけ
持っているかが問われま
す。様々な教科だけでな
く、心理学や教育学な
ど、コースや取得希望教
科に応じて深い力をつ
けていきます。

先生になるための４年間の集
大成がこの授業です。１年生
の時から、毎年年度末には自
分の学びを振り返り、身につ
いたことや課題を「履修カル
テ」に書いていきます。これを
振り返り、最後の課題を自ら設

定し、模擬授業や学級経営に
関するシミュレーションを行い
ます。この授業が終わった時、
きっと一人前の先生としてデ
ビューする準備ができている
ことでしょう。

３年生から「専門演習」という、ゼミでの活
動が始まります。各先生のもとで、研究、発
表などを続けていきます。この集大成となる
のが４年生の卒業論文。２年間のゼミでの学
びをふまえ、研究し、一つの論文をまとめて

いきます。締め切り前には友人と励ましあい
ながら執筆する姿も見られますし、「ちょっ
と大変」と思うこともあるでしょうが、自分の
研究がまとまったときの達成感は、きっとか
けがえのないものになると思います。

はじめて現場で「先生」を経験した教
育実習が終わると、様々な課題が見え
てきます。この授業では、教育実習が
終わった２学期に、教育実習を振り返
り、「もっと良い先生」になるために教

材分析をやり直します。その上で、教
え方を再び考えていきます。教科指導
法の先生と教科内容の先生とが共同
で実施する授業ということも特徴で、
本学部の特徴的な授業の一つです。

住環境学

教養英会話

人間関係

環境 家庭経営学

共通教育

特別活動
指導法

学校
カウンセリング

（初等）

初等体育科
指導法

専門演習Ⅱ
（ゼミ）

教養英会話

保育学

3年生2学期 取得予定免許：幼稚園＋小学校１種・中学校２種「家庭科」

日本語学
特講

中国語Ⅱ

共通教育

漢文学
演習Ⅰ

日本文学
講読

日本語学
講読

近代文学
概説

特別活動
指導法

専門演習Ⅱ
（ゼミ）

中国語Ⅱ

教材開発
演習

法知識・
人権教育

3年生2学期 取得予定免許：小学校１種＋中学校１種・高等学校１種「国語」

教　職
実　践
演　習

発表会

提出したぞ！
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ゼミで学びます

4年次
教　育
実　習

特別支援
教育実習

専門演習
卒業論文

採用試験
受験！

〈教育科学コース〉
総合的な学習の時間の評価方法につい
ての一考察

〈特別支援教育コース〉
高知県の発達障害の二次障害対応につ
いての現状と課題

〈国語教育コース〉
熊本県水俣市方言の疑問の文末詞

「と」の世代差

〈社会教育コース〉
高知県本山町における地震災害脆弱
性の地域差

〈英語教育コース〉
Development of a Screening 
Tool for Students with Special 
Needs in English Learning

〈数学教育コース〉
有限体上の
射影平面

〈理科教育コース〉
日本とアメリカにおける中学校理科教
科書（月の満ち欠け分野）の比較

〈保健体育教育コース〉
東京オリンピック・パラリンピックへ
の意識に関する研究

〈家庭科教育コース〉
地域の人との交流が子どもの発達にお
よぼす影響－高齢者に着目して－

〈技術教育コース〉
情報教育及び環境教育を融合した総合
的なものづくり題材の開発

〈科学技術教育コース〉
科学教育における PC 計測を
適用した音波視覚化教材の開発

〈音楽教育コース〉
ブルースの歴史と
音楽理論的解釈

2020（令和２）年度よりカリキュラムが一部変わります。

〈幼児教育コース〉

幼稚園での自由遊びにおける幼児の
自然体験の実態

0403



幼児教育実習（幼稚園）
幼児教育コースの学生を対象とした、3
年次の必修授業です｡ 附属幼稚園におい
て4週間の実習を行います。それまでの
実習や講義で学んできた、幼児の心理や
発達、教育原理や方法に関する理論や技
術を実践し、その成果を省察することを
通して実践的指導力を身につけるととも
に、実習後の幼児教育にかかわる研究上
の課題を検討していきます。

私は、子どもたちの成長や学びを支えた
り一緒に喜んだりする仕事に興味があ
りました。特に幼児期の子どもたちと関
わりたくて幼稚園実習に行きました。附
属幼稚園では、先生方の保育の技術やア
イデアに驚かされると同時に、子どもた
ちの成長を見守り支える楽しさに改め
て気づきました。

熊 澤　茉 也

フレンドシップ
1年次の必修授業で、4年間一貫した実習
系授業の中のはじめの実習です。地域の
方々や教育委員会、小学校にご協力頂き
ながら子ども達とふれあう活動を行いま
す。自分たちでさまざまな企画やゲーム
を立案、実行し、省察活動を行います。
一人ひとりが自己の活動を振り返り意見
交換することで、自己の課題に気づき教
師へのイメージを明確にします。

支援実習
2年次の選択必修授業で、中山間地域の
小規模校において、運動会など学校行
事や祭りなど地域行事、授業への支援
活動を年間を通して定期的に行います。
大学での準備、実習校での実践、省察
活動などを、十分に時間をかけて取り
組みます。子どもたちや先生方、地域
の方々との交流を深め、目指す教師像
の具体的なイメージを持つ活動です。

幼児教育実習（保育）
幼児教育コース学生を対象とした、2～
3年次の必修／選択必修授業です。保育
所、児童養護施設や乳児院など児童福祉
施設で実習を行います。講義で学んだ保
育原理や保育内容などの様々な知識・技
術を、子どもたちとかかわりながら実践
的に学び、保育士として必要な乳幼児の
成長・発達への援助や保護者への子育て
支援に関する能力を習得します。

応用実習
4年次の選択必修授業で、県内の公立小・
中学校において2週間の実習を行います。
学生は附属小／中学校での教育実習を経
験して、教師になるために解決すべき自
分の課題を設定し実習に臨みます。実習
中は、授業での教科指導とともに、学校
行事の準備・運営や、生徒指導、地域や
保護者との連携など実際の教師が行うさ
まざまな活動に取り組みます。

充実した教育実習

ふれ
あい
！

やりがい
！

現場が
見える

私はフレンドシップを通し、今まで考えてい
た子どもへの考え方や接し方が全然通用し
ないと感じました。なぜなら、子どもは予想し
た行動をとらず、子どもと接することが想像
以上に難しいことが分かったからです。しか
し、グループ皆で活動後に体験談等を話し合
うことで、自分1人では決してたどりつかない
ような考え方が身につきました。教員をめざ
す私達にとって、とても充実した活動になり
ました。

この実習では、一年間様々な学校行事づく
りに関わりました。防災キャンプでは、学
校と地域が協力して地震避難を想定した
宿泊学習を行いましたが、普段とは違う子
ども達の姿に感動したり、先生方や地域の
方々と深く関わることを通して「教師」と
しての意識を高く持つことができました。
素晴らしい経験になると思いますよ。

実際に現場に入ることで机上では学ぶ
ことのできない子どもたちの様子や保
育者の子どもへの関わり方など身をもっ
て学ぶことができました。複数の子ども
を同時に見守る難しさを感じつつ、子ど
もたちとの信頼関係があってこそ保育が
行えることを実感し、現場で働く楽しさや
やりがいを感じました。

教育実習のように授業をするだけでは
なく、学校行事にもかかわることがで
きるのが、応用実習の魅力です。例えば、
運動会の準備や運営において地域の方
や保護者と関わることができました。
学校と地域が連携することによって子
どもを育てているということを実感し
ました。

桑 田　美 摘

教育実習（附属小・中・特支）
3年次および4年次で行う必修授業です。附
属小学校または附属中学校において4週間
の実習を行います。学生は複数名で1クラ
スまたは教科を担当し、教科指導を中心と
した実習を行います。それまでに学んでき
たさまざまな理論や技術を適用・検証する
ことを通して実践的指導力を身につけると
ともに、学校教育にかかわる研究上の課題
を検討します。

手応えアリ！

小学校実習では、同じ学級を担当した同級

生たちと、毎日遅くまで授業の準備をした

り、模擬授業をしたりしました。自分が納得

できるような授業はなかなかできませんで

したが、担任の先生や仲間に支えられ、授業

での子供たちの発言も増えていくことで、

手ごたえを感じられるようになりました。実

際の学校現場で子供たちと関わりながら、

貴重な経験のできた１か月間となりました。

多 田 羅　奈 々 造 田　唯

改訂　2018.06.08　C

2020（令和２）年度よりカリキュラムが一部変わります。
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全国に44ある国立の教員養成大学・学部
（教員養成課程）を卒業した者についての教
員就職状況が、毎年、文部科学省から発表さ
れていますが、本学は常に全国トップレベル

（1ケタ台）の教員就職率をキープしています。

濱田 治
元高知小津高校校長、
元高知県教育センター所長

こんなに
高い！

改訂　2018.06.08　C　外部
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■卒業に必要な免許

■取得可能な免許

小学校一種免許と中学校二種免許（国語）に加
え、中学校二種免許（英語）も取得するつもりで
す。国語の専門と英語の専門の両方の授業を
とっています。

吉川 真未さん（国語教育コース）

卒業に必要なのは小学校一種免許と中学校二種免
許ですが、授業を多く受講することで中学校は一種
免許（国語）を取得しようと思います。さらに、特別
支援教育の免許の取得を視野に入れて授業をとっ
ています。

鷺原 華奈さん（国語教育コース）

道徳教育

英語科指導法Ⅰ日本語学演習

英米文学議論

消費生活論

英作文Ⅰ

教育相談
 専門演習Ⅰ（日本語学ゼミ）

英文法Ⅱ

漢文学概説

吉川さんの３年生１学期の時間割

英語科指導法Ⅰ

知的障害心理学 特別支援教育概論

漢文学講読

中国語Ⅰ

中国語Ⅰ中等国語科指導法Ⅰ

消費生活論

日本文学概説

教育相談
 専門演習Ⅰ（日本語学ゼミ）

漢文学特講

発達障害等の理解と教育

鷺原さんの３年生１学期の時間割

09 10



改訂　2018.006.19　C　外部

　　今のコースを選んだ理由は？

　　心理学のこのコースか、国語教育コ
ースかですごく悩みましたが、教育科学
コースでも国語の授業を履修しながら中
等の免許を取れることを知り、このコー
スに決心しました。

1211



改訂　2018.06.19　C　外部
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改訂　2018.06.08　C
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佐藤  亮輔

2019年度で40回を

改訂　2018.06.08　C　外部
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改訂　2018.06.08　C　外部

2019



改訂　2018.06.08　C　外部
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障害は多様だと言われますが、それぞれ
の障害には特性があります。国内外の文
献に広くあたり、障害特性に適したエビ
デンスのしっかりとした教育内容・方法
について学んでください。

改訂　2018.06.08　C　外部

　　今のコースを選んだ理由は？

　　小学生の頃から「学校の先生になりた
い」という夢がありました。それは今でも
変わっておらず、小学校教諭になるべく
日々励んでいます。二回生時、田野小学校
での支援実習にて特別な支援を要する児童
と接しました。「この子たちを置いてけぼ
りにはしたくない。自分に何ができるの
か」と強く思い、この分野をもっと学びた
いと思ったのがきっかけです。

　　実習等で印象に残った出来事は？

　　小学校の児童を招いて指導する授業の
中で、とある児童と出会いました。最初は
勉強したくないと暴れたりもされました。
僕も正直しんどい思いをしました。ですが、
試行錯誤の果てに、以前は1枚も手を付け

てくれなかったプリントを、今では1回で
20枚以上こなせるようになりました。そ
して「もっとやりたい」「明日もここに来
たい」そう言ってくれました。言葉にでき
ないほど嬉しかったですし、すごく自信に
も繋がりました。

　　ゼミはどんな雰囲気？

　　皆で和気藹々とした雰囲気です。皆で
一人三分で読んだ書籍のプレゼン合戦をし、
最も優れたプレゼンをした人には先生が賞
品をくれるのですが、それがこけしの栞だ
ったり、鉛筆に付ける竹とんぼの羽だった
り、どこで買ってきたの？と思うようなも
のばかり（笑）個人的には、いつか先生の
愛車をいただけるようなプレゼンを目指し
て日々精進しています（笑）

　

特別支援教育コースでは、朝倉キャンパス内にある附属
特別支援学校と密接な連携をとっており、知的障害をも
つ子どもたちの指導のアシスタントとして、特別支援教
育コースの学生がお手伝いをする中で実践的に学んでい
ます。また、特別支援教育相談室の活動として、幼・
小・中学校の特別な支援を必要とする子供たちに指導・
支援を行っています。こうした実践の中で、エビデンス
のしっかりとした教育を身に着けてください。
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技術
科学技術に関する面接［口頭試問、理科に
かかわる実験を含む］［必須］

〈国〉 現代文B

理

国 

数 

外

※

※

講義理解力検査、
問題解決型グループワーク
振り返り作文　［必須］

問題解決型グループワーク
振り返り作文、実技

［必須］

■ 講義理解力検査
　　模擬授業を受講し、その後に授業に関するまとめの作文を作成する試験です。
　　　□ 講義を聴講して、そのポイントを整理・理解してまとめる力を確認します。
　　　□ 理解する力、論理的にまとめる力などを見ます。

■ 問題解決型グループワーク
　　提示された課題を、グループ活動を通して検討し解決する試験です。
　　グループワーク活動が終わった後に、振り返り作文を作成してもらいます。
　　　□ ある課題について、小集団での討論を通して解決を図る力を確認します。
　　　□ 他者と協調する力、知識を活用する力などを見ます。

※保健体育教育コースの募集枠では、講義理解力検査に替えて実技を課します。

教育学部では、次のような能力や態度を備えた入学生を求めています

教育と教師（保育と保育士）の仕事について強い関心を持っている。
教職への意欲を持っている。

学習した内容を理解する能力を備える。
論理的に思考する能力を備える。
学習した内容を状況や課題に応じて活用したり応用したりする能力を備える。
学習した内容や自分の意見を他者に対して適切に表現する能力を備える。

主体的に課題を探求しようとする態度を備える。
課題について多様な考え方をする態度を備える。
さまざまな人々と協働して課題を解決しようとする態度を備える。

教育実践に必要とされる幅広い教養や教育（保育）に関する専門的総合的な知識を
理解するために必要となる高等学校までの各教科の基礎知識・技能を備える。

入試に関する
お知らせ

待ってます！

※

※教育学部学校教育教員養成課程の教科教育コースは募集枠の名称であり、2年次から「国語教育・社会科教育・数学教育・理科教育・英語教育・技術教育・家庭科教育・音楽教育・美術教育・保健体育教育コース」のいずれかに分属されます。

①2018.06.08　C　改訂

2021（令和３）年度入試には一部変更があります。

2625



演習室は、アクティブ・ラーニングやワークショッ
プ型の授業に対応しています。模擬授業の準備
や学生同士のディスカッションに活用されてい
ます。また、電子黒板を備えた部屋もあり、ICT
を使った授業準備にも使うことができます。

教職キャリア支援室と教材開発室では、4年間を通した実習系授業や教職に関する様々なサポートを受ける
ことができます。教職キャリア支援室では、実習に関して常駐するメンターに相談できるほか、実習で必要とな
る教材などの貸し出しを行っています。また、退職した校長先生などから、教員となるまでに生じる様々なハー
ドルや不安について、アドバイスを受けることができます。その他、教職関係の情報提供も行っています。教材
開発室は、小学校から高等学校までの教科書、教育関係の書籍、大判プリンターやスキャナーなど教材作り
のための機材を備えており、充実した環境で教材開発や実習準備を行うことができます。

51番教室や模擬授業教室などいくつかの教室では、キャン
パスと附属学校、県内の一部の学校をライブでつなぐ遠隔
講義システムが導入されています。これらの教室では、遠隔
講義システムを活用した附属学校の授業観察やその後の
授業研究討議への参加などが行われています。

電子黒板を使っ
て

遠隔授業できます
！

教育学部51番教室 演習室４

模擬授業教室

教職キャリア支援室＆教材開発室

遠隔講義システム 演習室

アクティブ
ラーニングの
準備もバッチリ！

学びを
支える
施 設 高知大学教育学部には、さまざまな教育課題に応えるための教室や施設が

あります。
また、学外に幼稚園・小学校・中学校・特別支援学校などの附属学校・園・施設等
を設置しています。

教育学部の学びを支える学内施設と
附属施設を紹介します。

②2018.06.06　C　改訂
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サークル活動と部活動

学生たちの自主活動
授業や実習だけでなく、課外活動も盛んです。サークルや部活動は運動部、文化部はもちろん、教育学部ならではのサークルもあります。
また学生の自主活動であるからふるカンパニーは、新聞にも取り上げられました。

H a n d  t o  H a n d

炎（ほむら）

Hand to handは高知大学の教育系読み聞かせサークル
です。主な活動は子どもたちに本の読み聞かせをすること
です。その他に、放課後、児童と一緒にグラウンドや体育
館で遊んだり、休日に子どもたちとイベントに参加したり
こともあります。このような多くの活動を通して、授業以外
の場面でも子どもたちとの接し方を学んでいます。

高 知 大 学 体 育 会 剣 道 部

剣道部員の多くは将来教師を目指していて、
それだけに剣道部の目標も、競技力の向上
のみならず、地域と連携した子どもの指導や
海外の剣士との交流など、指導力やコミュ
ニケーション能力の養成にも向けられてい
ます。中学校で武道が必修化され剣道を指導
できる教師が求められている今、充実した
環境で質の高い武道教育を実践的に学べる
ことは我々にとって大きな魅力です。

私たちよさこいチーム炎～ほむら～は、高知県で行われ
る本場のよさこい祭りや、県外のお祭りへの遠征など、一
年を通して楽しく活動しています。炎の演舞は、熱く激しい
踊りが特徴です。いつも学生らしく全員で元気いっぱい練
習をしています。本場高知のよさこい祭りでは、街全体が
お祭り状態になります。その高知市内を二日間踊り歩くと
いう貴重な体験と、人生最高の思い出ができます。メン
バーのほとんどがよさこい未経験者なので、気軽に始め
られますよ。ぜひ私たちと一緒によさこいを踊りましょう！

高知市内の小学校での放課後学習室で
チューター（指導員）として指導していた学生
が中心となって設立されました。主な活動は
地域の小学校で放課後に行う学習支援です。
学習室にはさまざまな子どもたちが集まると

言います。「勉強が苦手な子ど
ももいれば学習意

欲が高い子もい
る。それぞれの子

どもに向き合って

からふるカンパニー

サークル活動
Circle activities

いくことを大切にしています」とのこと。また、
オリジナル教材の制作を行い配付するなど
の活動も行っています。このほかにも地域の
イベントに参加するなど積極的に子ども達と
かかわる活動を続けており、2014年度には
公益財団法人高知新聞厚生文化事業団の
2014年度秋厚生文化事業助成金に採択さ
れるなど、学内外で幅広く活躍しています。

（この記事は「広報誌Lead2015春号」から
一部修正して転載しました）

③2018.06.23　C　外部　  責

上記奨学金・授業料免除制度等の
申請には、申込資格を満たすことが
必要です。
詳しくは…学生支援課

（奨学金：088-844-8565）
（入学料・授業料免除：088-844-8146）
までお問い合わせください。

①奨学金制度
奨学金制度としては、日本学生支援機構の奨学金が主なも
のですが、そのほかに地方公共団体や民間育英団体等の奨
学金があります。
日本学生支援機構奨学金は学業・人物ともに優秀で、経済
的理由により学費の支弁が困難と認められる学生は、奨学
金の申請が可能です。

■日本学生支援機構奨学金
日本学生支援機構（JASSO）の奨学金は、大学・短期大学・
高等専門学校・専修学校（専門課程）および大学院で学ぶ人
を対象とした、国が実施する奨学金です。
○給付奨学金
経済的理由により進学が極めて困難な生徒が利用できる返
還不要の給付奨学金です。
自宅通学　　20,000円（0円）
自宅外通学　30,000円（20,000円）
※授業料が全額免除になる場合は（　）内の金額に減額され

ます。
○貸与奨学金
・第一種（無利子）
自宅通学 ①20,000円 ②30,000円 ③45,000円

自宅外通学 ①20,000円 ②30,000円 ③40,000円  
 ④51,000円

※①～④（自宅通学は①～③）を選択可（ただし家計収入が
一定以上の場合、最高額は選択できません）

・第二種（有利子）
　20,000円～ 120,000円（10,000円刻み）

○入学時特別増額貸与奨学金制度
学業・人物ともに優秀で、健康であって経済的理由により学
費の支弁が困難と認められる学生は、奨学金制度の申請が
可能です。奨学金制度としては、日本学生支援機構の奨学金
が主なものですが、そのほかに地公共団体や民間育英団体
等の奨学金があります。

この奨学金は、日本政策金融公庫の「国の教育ローン」を希
望したが、融資を受けられなかった世帯の学生を対象とし、
第1学年において、希望により第1回目振り込み時の月額に
10万円・20万円・30万円・40万円・50万円を増額して貸
与（利息付）を受けることができます。

②支援制度
■入学料・授業料免除及び徴収猶予
新入生で、入学前1年以内に学資負担者が死亡したり、風水
害などの災害を受けたなどの理由により、入学料の納付が困
難である学生は、申請により入学料の全額または半額が免
除される場合があります。
また、経済的理由によって、授業料の納付が困難で、かつ学
業優秀な学生は、申請により授業料の全額または半額の納
付が免除される場合があります。

平成30年度教育学部の免除実績（延べ人数）
全額免除…85名　半額免除…28名
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高知東部自動車道

至 高知駅

hocco sweets

南門

教職実践高度化
専攻附属学校
教育研究
センター

武道館

（学生会室・高知大生協）

人文社会科学部棟

学術情報
基盤図書館

樗クラブ

理工学部

理工学部附属

理工学部附属

クラブハウス

理工学部

改訂　③2018.006.19　C　外部

教育学部（朝倉キャンパス）までの所要時間

●車で約40分 ●空港連絡バスで約30分「はりまや橋」か、
約30分「JR高知駅」下車後、バス・路面電車、またはJR土讃線へ
お乗り換えください。

●車で約20分 ●バスで約25分「朝倉高知大学前」下車
●路面電車で約30分「朝倉（高知大学前）」下車すぐ
●JR土讃線下り15分「朝倉駅」下車徒歩5分

●車で約15分 ●バスで約20分「朝倉高知大学前」下車
●路面電車で約30分「朝倉（高知大学前）」下車すぐ

●高知インターチェンジから車で約30分
●伊野インターチェンジから車で約5分

高知龍馬空港から はりまや橋から

JR高知駅から 高速道路から

from Kochi Ryoma Airport

from JR Kochi Station

from Harimaya Bridge

from Highway

西条
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表紙イラスト：教育学部美術教育コース 山内美緒さん

高知大学
　教育学部2020

GUIDE BOOK

本
気
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