
教科教育専攻 社会科教育専修
初等教育履修分野／中等教育履修分野

人間と社会のあり方を総合的に学ぶことを通して、
広い視野と深い洞察力を身につけた教員を育成します。

在学生の声1

・根田 克彦教授／地誌学
  アメリカとイギリスの都市

・河本 大地准教授／地理学
  農山村地域研究（日本、スリランカなど）、
  観光、地域づくり、ESD

・今 正秀教授／日本史学
  平安時代政治史を中心とする古代・中世史

・西田 慎准教授／西洋史学
  ドイツ現代史（特に戦後史）、ドイツ政治史

・梶尾 悠史准教授／哲学・倫理学
  西洋哲学、特にE.フッサールの現象学

・太田 満准教授／社会科教育
  社会科教育、国際理解教育
・森 伸宏教授／経済学
  金融論及び産業組織論

・渡邉 伸一教授／社会学
  社会問題の社会学的研究

・奥田 喜道特任准教授／法学
  スイス憲法を中心とする比較憲法学

・森口 洋一特任講師／社会科教育学、
  歴史教育研究、教材論

主な開講科目
日本史概説Ⅰ・Ⅱ／地理学概論／地誌学概論／社会学概論／政治学／経
済学／西洋史／法学／社会科教育研究Ⅰ～Ⅳ／日本史研究Ⅰ～Ⅳ／西
洋史研究Ⅰ～Ⅳ／地理学研究Ⅰ～Ⅳ／法学・政治学研究Ⅰ～Ⅳ／社会学・
経済学研究Ⅰ～Ⅳ／哲学概論／倫理学概論／哲学・倫理学研究Ⅰ～Ⅳ
取得できる免許状
・〔初等教育履修分野〕小学校教諭一種 等
・〔中等教育履修分野〕中学校教諭一種（社会） 等
（P.6,7「取得できる免許状・資格」のページ参照）

卒業後の主な進路
　年度によって若干のばらつきがありますが、小・中・高の教員が
70％、企業・公務員が20％、大学院進学が10％となっています。

　社会科教員には社会についての幅広
い認識と、それを児童・生徒に伝え、よ
りよい社会についてともに考えていく実
践力が不可欠です。文献・各種資料（史
料）、奈良県の豊かな自然と歴史環境
を活かしたフィールドワーク、闊達な議
論を通して、理論と実践の両面から、
社会認識力と実践的教育力を培います。

社会認識力と
実践的教育力を育成

小学校教諭、
中学校教諭、
高等学校教諭の
免許取得が可能

少人数教育による
きめ細かな指導

社会を学び、
社会を教えることを学ぶ

　小学校、中学校（社会）、高等学校（地
理歴史・公民）の免許を取得することが
できます。
　小学校教員でも高い専門性に裏付け
られた教科指導力はつよみです。

32
　ゼミでの学びと卒業論文研究では、
少人数ならではの懇切な指導と深い学
びが可能です。
　ゼミでは専門分野の文献講読などを
通じて、それぞれの分野の研究の成果
と方法を学び、それを活かして自分の
選んだテーマについて深く掘り下げ、卒
業論文をまとめます。

　社会科を構成する広範な諸学問を通
じて人間と社会について学び、その成
果を次世代に伝えるための社会科教育
学を学ぶことで、多領域にわたる社会
科教育に対応できる教員としての資質
を養います。

社会科教育
専修の授業ス

ケジュール My Schedule
学びのポイント

学びの領域

　地図で地域の変化を見たり、ハザー
ドマップの読み方を学んだりします。
写真は「被災地としての神戸に学ぶ
フィールドワーク」。また、学生が作っ
た地理学習動画を大学のYouTubeチャ
ンネルで公開しています。

地理学概論
　食と農、伝統音楽、野生動物、廃村、イ
ンバウンド観光、地域の教育力などのテー
マを持ち、五感で地域に学ぶ教養科目です。

フィールドワークで地域に学ぶ

　１年次に、大学での学びに必要な力を伸ばします。
写真は、奈良の伝統文化の大事な要素である工芸
をテーマに、作家さんや博物館などとの連携で、子
ども向け展示をおこなった時のものです。

大学の学び入門・専修基礎ゼミ

　社会科教育専修では、社会科を構成する
様々な学問分野に出会うことができます。地理
学・歴史学・法学・社会学・経済学・哲学などの
学問分野の中から、自分が興味のある学問
分野を見つけて深く学ぶことができます。高校
までの学習の視点とは違った角度から社会科
を見ていくので、今まで興味の薄かった学問
分野にも興味が出てくるのが良いところです。
また深めた内容を教師として「教える」ために
必要な視点も同時に学ぶことができます。子ど
もたちに社会科を好きになってもらうための授
業づくりや学習指導要領との関連などを学び
ます。このような「社会科の専門性」と「教育」
の両方を学び、関連付けることで教員になっ
た時に生かせるスキルが確実に身に付きます。
　世界遺産や観光地といった教材が身近に
たくさんある奈良教育大学は、社会科を学ぶ
上でとても良い環境だと考えています。何より、
4年間奈良教育大学で学ぶことで社会科が今
よりもっと好きになります。フィールドワークなど
を通して奈良教育大学でしかできない実践的
で深い学びをしてみませんか。

Studen t’s
Voi ce

社会科教育専修４回生
嶋田 知加子さん

（奈良県立
畝傍高等学校出身）

「教員を見据えた
社会科の学習」

かったつ

社会科教育

歴史・地理 人文・社会

インフォメーション教育システム

教科教育専攻

プロローグ

教員および専門分野（令和2年5月1日現在）
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【3回生前期の一例】
MON TU E W ED T HU F R I

1・2時限 産業地域論 政治学 教育実習事前・ 
事後指導

3・4時限 初等教科
実践指導

教育実習事前・ 
事後指導

5・6時限 地理学研究Ⅰ 学校経営と
学校図書館

7・8時限 地理学実験 学習指導と 
学校図書館

9・10時限 地理学実験
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