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子どもの心に寄り添い
心と心をつなぐ

教育者・保育者とは？



小学校・幼稚園教諭コース

国家資格：	 ●小学校教諭一種免許状	
	 ●幼稚園教諭一種免許状	
民間資格：	 ●認定心理士

幼稚園教諭・保育士コース

国家資格：	 ●幼稚園教諭一種免許状	
	 ●保育士資格	
民間資格：	 ●認定心理士

取得がめざせる
資格・免許

小学校・幼稚園教諭コース

［就職］ 神奈川県公立学校教員、東京
都公立学校教員、足立区立小学校、葛
飾区立小学校、新宿区立小学校、鍛
冶ヶ谷カトリック幼稚園、㈱ポピンズ、ホ
テルベルクラシック東京、グループホー
ムぬくもりの森　他

［進学］ 帝京大学教職大学院

幼稚園教諭・保育士コース

［就職］ ㈱ポピンズ、㈱コビーアンドアソ
シエイツ、㈱アルファコーポレーション、
アートチャイルドケア㈱、㈱日本保育サー
ビス、若草保育園、㈱パソナフォスター、
㈱ゴーエスト、（福）どろんこ会、㈱日本デイ
ケアセンター（児童指導員）、㈱レオパレ
ス21、（福）ぶどうの里、㈱ランドパワー、新
生ホームサービス㈱、㈱サイゼリヤ、㈱
東京玉子本舗、㈱ビックモーター　他

卒業後の進路

学生1人当たりの

求人件数
30件!!

就職率

100％
達成！

（1期生）
幼稚園教諭・保育士コース

少人数で学生を指導基礎ゼミ
社会人講師を招いての講義こどもトピックス
動物を用いた教育方法動物介在教育
子どもの理科への関心を高めるロボット介在教育
教育施設での実践的実習特別実習Ⅰ～Ⅳ

本学の千住キャンパスが立地する足立区と連携し、近隣の保育所でボランティア活
動を行っています。さらに小学校の授業や保育参観など、児童や幼児と直接関わる交
流と学びの場を広げるため、教育委員会や教育現場との連携・協力を進めています。

実習協力校・園の提供
夢の体験教室＊（学生が主体となって行う体験教室）

ボランティア活動の場の提供

＊足立区内の小学校5・6年生約300名が参加。（平成25年度）

小学校での実習

初等理科実験法

足立区内の小学生を対象にした
『夢の体験教室』

T E I KA
こども学部
児童教育学科
小学校・幼稚園教諭コース  ｜ 幼稚園教諭・保育士コース
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子どもの健全な成長を支えるための心理
系科目を充実させ、認定心理士の資格
取得が可能なカリキュラムを用意していま
す。また、独自の教育カリキュラム「こども
トピックス」では、各分野の第一線で活躍
中の方を講師に迎え、学ぶことで、幅広い
見識を身に付けることができます。

充実した心理学系科目で
「子どものこころと言動に
しっかり寄り添う」力を養う！

「いのち」の温もりや大切さを子どもたちに
体感してもらう「動物介在教育」や、子ど
もたちの科学的好奇心や考察力を育てる
「ロボット介在教育」など、本学独自の特
色ある新しい教育スタイルを学ぶカリキュ
ラムを用意しています。

「動物介在教育」など
新しいスタイルの教育法を学ぶ！

? どんなこ
とが

学べるの
？

特色ある科目

足立区と連携して教育活動に参加

未来を担う子どもたちの可能性を育み、こころに寄り添える
実践的指導力のある教育者・保育者を養成します。



児童教育学科 研究室について詳しくは http://www.ntu.ac.jp/gakubu/kodomo/jidou/kyoin/

●保育・教育現場における動物飼育の現状と課題
　（子どもたちは何を学ぶか）

人と動物の関わりを見つめ、最適な動物介在教育のあり方を考えます。

「動物介在教育（AAE）」と聞いて、幼稚園や保育園、小学校での動物飼育を思い浮かべる方が多いかもし
れません。動物が日頃から身近にいることで、「子どもたちの中に動物をかわいがる思いやりが芽生え、昆虫
が卵から脱皮を繰り返して変態していく不思議な生態に目を見張り、やがて科学的探究心が芽生えて…」
と、いいことずくめのように感じます。ところが、私たちの調査では教育施設における動物の境遇は幸せな（＝
福祉が保障された）ものとは言い難い現状があります。子どもと動物のかけはしになるにはどうしたらよいので
しょう。子どもにとっても動物にとっても最適な動物介在教育を実践するには？	人は動物とどのように付き
合っていけばよいのか？	などを一緒に考えていきましょう。

動物介在教育 動物福祉 動物と人の関係学研究室のキーワード

区内の自然公園でアメリカザリガニについて学ぶ

研究テーマ例　 

木場 有紀
講師・博士（学術）

●放課後の子どもの居場所と遊び
●子どものけんかの変化
●LINE世代の子どもの仲間づくり

観察から人間形成の構造を読み解き、望ましい教育環境の整え方を探求します。

何かの折にふと、「このしぐさはおやじにそっくりだな」と思ったことはありませんか？	友達に「すごく長女（末っ
子）っぽい」と言われたことはないですか？	子どもは無意識のうちに育つ環境の中からさまざまなものを学び
とって「自分」を形成していきます。社会心理学者のG.H.ミードは、「自分」の半分は外界から取り入れた他
者であると言いました。子どもが、他者から何をどのように取り入れて「自分」を形づくっていくのかを現場に入
り込んで観察し、その構造を読み解くのが研究室のテーマです。近年、不安定な環境のなかで育つ子どもが
少なくありません。どんな条件のもとに育つ子どもも、自分らしく幸せに生きることができるような教育環境の
整え方を一緒に探求していきましょう。

子どもの人間形成 子どもが育つ環境 現場主義研究室のキーワード

時代とともに多様化する「男の子らしさ」 無邪気なイメージを強調する遊具の色や形

動物介在教育演習にて

研究テーマ例　 

神谷 純子
准教授・博士（社会学）

動物を保育・教育に
取り入れる

メリットを知りたい！
子どもと動物の

かけはしになりたい！
最適な動物介在教育のあり方を

追求したい！

自分らしく生きるとは
どんなことか考えたい！

子どもが幸せになれる
社会をつくりたい！ 人間観察が大好き！

研究室
紹介

研究室
紹介

幼稚園での実習

未来を担う子どもたちの可能性を育み、こころに寄り添える
実践的指導力のある教育者・保育者を養成します。

神 谷 研 究 室
小学校・幼稚園教諭コース

木 場 研 究 室
幼稚園教諭・保育士コース



キャンパスライフや入試説明はもちろん
キャンパスツアーや保護者向けの就職説明会などを通して

TEIKAを丸ごと知ってもらうためのイベント、オープンキャンパス。
未来に向かってパワフルに突き進む学生たちに会いに来て

あなたの夢を一歩進めてください。

TEIKAの学びやキャンパスの魅力を1日で体験できる、絶好のチャンスです。

事前予約
不要！ 入退場

自由！

※開催日や開催時間、最新の情報（参加学科等）は本学のホームページで確認してください。
上野原キャンパス

山梨市キャンパス
千住キャンパス

Open Campus 2015
〜その時、キャンパスがテーマパークになる〜

服装
自由！

一人でも
大歓迎！

子どもに寄り添い個性を伸ばせる教師をめざして
興味や思考の幅を広げさらに深く専門科目を学びます。

幼児期は人間形成の重要期。「いのちの大切さ」を伝え
子どもの可能性を見出せる保育士になるのが目標です。

これまでお世話になった学校の先生方は、親身に接してくれる方ばかりで、

教職に憧れめざそうと決めました。TEIKAに進学したのは、オープンキャン

パスで大学の活気あふれる雰囲気に惹かれ、「動物介在教育」などの独自

のカリキュラムや設備が充実していると感じたからです。授業では、1年次か

らゼミに所属し、教育や子どもをテーマに研究を発表。ゼミ生同士が各自

の研究について討論することで、興味や思考の幅がぐっと広がりました。ま

た、桜科祭（大学祭）実行委員会に加わり、学部を超えた仲間と協力して成

功させ、達成感や喜びを分かち合う経験もできました。将来は、私の故郷の

ように自然とふれ合える環境の中で、子どもたちの個性を伸ばせる先生にな

れるよう、さらに専門科目を深く学び、実習に臨もうと思います。

TEIKAに入学を決めた理由の一つに「動物介在教育」があります。動物

を介して子どもたちに「いのちの温もりや大切さ」を体感させるというところ

に、他大学にはない新しい学びがあると感じました。さらに子どもの心を見

つめる心理系科目が充実しているのもTEIKAならでは。子どもだけでなく、

保護者の気持ちを理解する授業もあり、保育者としての視点がより広がりま

した。また、保育者論の授業では子ども役、先生役に分かれ、相手の立場

になって保育現場をシミュレーションする実習を体験。子どもの発達や心

理への理解が深まり、2年次から始まった保育実習に生かすことができまし

た。幼児期は人間形成の過程で最も重要な時期。将来は、子どもの長所を

最大限に伸ばし、可能性を見出せる保育士になるのが目標です。

Student's Voice

谷田部 和也さん

こども学部 児童教育学科 
小学校・幼稚園教諭コース 2年
私立千葉黎明高等学校（千葉県）出身

三島 美希さん

こども学部 児童教育学科  
幼稚園教諭・保育士コース ２年
私立常総学院高等学校（茨城県）出身

2015年4月  東京・千住キャンパスに

新校舎が誕生！
人と自然の調和をめざして。

隅田川を望むウォーターフロントに位置する新校舎は
環境保護への取り組みや省エネルギー化にも配慮。
キャンパスライフがますます充実します！

【新校舎イメージ】

【主な施設・設備】
■ 体育館
■ 大教室
■ 図書館
■ 実習室
■ カフェテリア
■ 柔道場　など

本館

新校舎
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