
【通学課程】

実務経験のある教員による授業科目一覧

授業科目名
単
位
数

教員名 授業内容

相原豊

オリンピック体操選手としての出場経験、また体操教室（体操クラブ）の体操指導の実務経験のある教員により、健康づくり、保育，教
育，地域づくりなど幅広い領域で用いられているレクリエーションについて、これからの社会の課題などと関連させながら学習する。ま
た、様々な対象(幼児・児童・生徒・成人・高齢者など)に対応したレクリエーション援助の意義について理解するとともに、多様な場面で
の対象者にふさわしいレクリエーション支援の技術(個別・グループ・環境)を実践的に身に付け、活用できるようにする。授業では基礎
理論とその実践を、対象者を挙げながら講義していく。また，レクリエーションの企画・運営の演習を交えながらレクリエーションの意義
を学ぶ。特に、対象の背景や特性からレクリエーションの目的・目標や、どのようなレクリエーションプログラムが適切かを考え、それを実
践し評価・反省することにより、レクリエーション支援の理論を学習していく。

山内健次

陸上競技世界選手権出場およびオリンピックの代表選手経験のある教員により、健康づくり、保育，教育，地域づくりなど幅広い領域で
用いられているレクリエーションについて、これからの社会の課題などと関連させながら学習する。また、様々な対象(幼児・児童・生徒・
成人・高齢者など)に対応したレクリエーション援助の意義について理解するとともに、多様な場面での対象者にふさわしいレクリエー
ション支援の技術(個別・グループ・環境)を実践的に身に付け、活用できるようにする。授業では基礎理論とその実践を、対象者を挙げ
ながら講義していく。また，レクリエーションの企画・運営の演習を交えながらレクリエーションの意義を学ぶ。特に、対象の背景や特性
からレクリエーションの目的・目標や、どのようなレクリエーションプログラムが適切かを考え、それを実践し評価・反省することにより、レク
リエーション支援の理論を学習していく。

山口栄三

県レクリエーション協会生涯レクリエーション推進部員としてレクリエーション活動の実務経験のある教員により、健康づくり、保育，教
育，地域づくりなど幅広い領域で用いられているレクリエーションについて、これからの社会の課題などと関連させながら学習する。ま
た、様々な対象(幼児・児童・生徒・成人・高齢者など)に対応したレクリエーション援助の意義について理解するとともに、多様な場面で
の対象者にふさわしいレクリエーション支援の技術(個別・グループ・環境)を実践的に身に付け、活用できるようにする。授業では基礎
理論とその実践を、対象者を挙げながら講義していく。また，レクリエーションの企画・運営の演習を交えながらレクリエーションの意義
を学ぶ。特に、対象の背景や特性からレクリエーションの目的・目標や、どのようなレクリエーションプログラムが適切かを考え、それを実
践し評価・反省することにより、レクリエーション支援の理論を学習していく。

飯田昌男

高等学校教諭（体育）、また専門学校においてレクリエーション・インストラクターの資格申請にかかわってきた教員の担当により、これ
からの社会の課題としてのレクリエーションについて、まず、ライフステージ（幼児・児童・青年・老年・障がい者等）に対応したレクリエー
ション支援の意義について理解する。そして、多様な場面での、対象者にふさわしいレクリエーション支援の技術（個別・グループ・環
境）を実践的に身に付け、活用できるようにすることを目的とする。

山内健次

陸上競技世界選手権出場およびオリンピックの代表選手経験のある教員により、これからの社会の課題としてのレクリエーションについ
て、まず、ライフステージ（幼児・児童・青年・老年・障がい者等）に対応したレクリエーション支援の意義について理解する。そして、多
様な場面での、対象者にふさわしいレクリエーション支援の技術（個別・グループ・環境）を実践的に身に付け、活用できるようにするこ
とを目的とする。

山口栄三

県レクリエーション協会生涯レクリエーション推進部員としてレクリエーション活動の実務経験のある教員により、これからの社会の課題
としてのレクリエーションについて、まず、ライフステージ（幼児・児童・青年・老年・障がい者等）に対応したレクリエーション支援の意義
について理解する。そして、多様な場面での、対象者にふさわしいレクリエーション支援の技術（個別・グループ・環境）を実践的に身に
付け、活用できるようにすることを目的とする。

岡田稔

高齢者福祉施設において、介護員、生活指導員等の実務経験を有する教員が担当する授業により、[介護を必要としている人]を生活
の観点から捉え、その人の生き方、暮らし方、生活習慣など、その人らしさを大切にすることから、「尊厳の保持」「自立支援」という介護
の考え方を理解し、明確にしていくことを目的とする。｢人間と社会｣の学習と関連付けながら、介護現場の事例や視聴覚教材を通し
て、｢介護｣についての考えを深めていけるよう授業を展開する。

櫻井恵美

高齢者福祉施設において、介護職の実務経験を有する教員が担当する授業により、[介護を必要としている人]を生活の観点から捉
え、その人の生き方、暮らし方、生活習慣など、その人らしさを大切にすることから、「尊厳の保持」「自立支援」という介護の考え方を理
解し、明確にしていくことを目的とする。｢人間と社会｣の学習と関連付けながら、介護現場の事例や視聴覚教材を通して、｢介護｣につ
いての考えを深めていけるよう授業を展開する。

鄭春姫

高齢者福祉施設において、介護職の実務経験を有する教員が担当する授業により、[介護を必要としている人]を生活の観点から捉
え、その人の生き方、暮らし方、生活習慣など、その人らしさを大切にすることから、「尊厳の保持」「自立支援」という介護の考え方を理
解し、明確にしていくことを目的とする。｢人間と社会｣の学習と関連付けながら、介護現場の事例や視聴覚教材を通して、｢介護｣につ
いての考えを深めていけるよう授業を展開する。

近藤重晴

介護支援専門員としての実務経験のある教員が担当する授業により、[介護を必要としている人]を生活の観点から捉え、その人の生き
方、暮らし方、生活習慣など、その人らしさを大切にすることから、「尊厳の保持」「自立支援」という介護の考え方を理解し、明確にして
いくことを目的とする。｢人間と社会｣の学習と関連付けながら、介護現場の事例や視聴覚教材を通して、｢介護｣についての考えを深め
ていけるよう授業を展開する。

介護概論 2
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【通学課程】

大島一成

精神科（神経精神科）を有する病院において、精神保健指定医、精神科専門医として実務経験がある教員の担当により、統合失調
症、躁うつ病など、主要な疾患の学習を通して、精神障害者の心理社会的側面についての理解を深める。脳および神経の生理・解
剖、臨床および分子遺伝学の概要を把握し、その生物学的側面についても留意する。代表的な精神疾患の従来診断、DSM診断、
ICD診断を学習する。薬物療法はもとより、さまざまな精神療法的アプローチについても学習する。また、精神障害者を地域社会のな
かで治療するための地域精神医療について学習する。

先崎章

県立の総合リハビリテーションセンター（神経科・精神科）及び大学病院等において、精神保健指定医、精神科専門医として実務経験
がある教員の担当により、統合失調症、躁うつ病など、主要な疾患の学習を通して、精神障害者の心理社会的側面についての理解を
深める。脳および神経の生理・解剖、臨床および分子遺伝学の概要を把握し、その生物学的側面についても留意する。代表的な精神
疾患の従来診断、DSM診断、ICD診断を学習する。薬物療法はもとより、さまざまな精神療法的アプローチについても学習する。また、
精神障害者を地域社会のなかで治療するための地域精神医療について学習する。

滝川英昭

病院および保健所等において、精神科医としての実務経験のある教員が担当する授業により、統合失調症、躁うつ病など、主要な疾
患の学習を通して、精神障害者の心理社会的側面についての理解を深める。脳および神経の生理・解剖、臨床および分子遺伝学の
概要を把握し、その生物学的側面についても留意する。代表的な精神疾患の従来診断、DSM診断、ICD診断を学習する。薬物療法は
もとより、さまざまな精神療法的アプローチについても学習する。また、精神障害者を地域社会のなかで治療するための地域精神医療
について学習する。

深沢和彦

小学校教諭としての勤務経験を有する教員の担当による授業を行う。具体的には「学習指導要領」の改訂により、各教科、総合的な学
習の時間等の授業改善が求められている今日、教師は「よりよい授業づくり」のために、さまざまな教育方法を学ぶことが求められてる。
この授業では、基本的な指導方法・学習方法について説明するとともに、その方法の効果・問題点を整理し、教育実習時の授業場面
に役立つ教育の〈方法〉を身につけることを目的とする。具体的には、授業場面の事例をもとに、〈方法〉への理解を深めると同時に、そ
の工夫・改善のあり方について検討する。その上で、グループワークによる「模擬授業」を実施し、「授業づくり」の過程におけるPDCAサ
イクル（Plan［企画］-Do［実行］-Check［評価］-Action［改善］）を体験的に学ぶ。

北林敬

高等学校教諭、校長職の勤務経験を有する教員の担当による授業を行う。具体的には、「学習指導要領」の改訂により、各教科、総合
的な学習の時間等の授業改善が求められている今日、教師は「よりよい授業づくり」のために、さまざまな教育方法を学ぶことが求めら
れてる。この授業では、基本的な指導方法・学習方法について説明するとともに、その方法の効果・問題点を整理し、教育実習時の授
業場面に役立つ教育の〈方法〉を身につけることを目的とする。具体的には、授業場面の事例をもとに、〈方法〉への理解を深めると同
時に、その工夫・改善のあり方について検討する。その上で、グループワークによる「模擬授業」を実施し、「授業づくり」の過程における
PDCAサイクル（Plan［企画］-Do［実行］-Check［評価］-Action［改善］）を体験的に学ぶ。

磯辺武雄

高等学校教諭としての勤務経験を有する教員による授業を行う。具体的には、「学習指導要領」の改訂により、各教科、総合的な学習
の時間等の授業改善が求められている今日、教師は「よりよい授業づくり」のために、さまざまな教育方法を学ぶことが求められてる。こ
の授業では、基本的な指導方法・学習方法について説明するとともに、その方法の効果・問題点を整理し、教育実習時の授業場面に
役立つ教育の〈方法〉を身につけることを目的とする。具体的には、授業場面の事例をもとに、〈方法〉への理解を深めると同時に、その
工夫・改善のあり方について検討する。その上で、グループワークによる「模擬授業」を実施し、「授業づくり」の過程におけるPDCAサイ
クル（Plan［企画］-Do［実行］-Check［評価］-Action［改善］）を体験的に学ぶ。

橋本松代

小学校及び中学校の教諭としての勤務経験、また教育委員会において指導主事の経験を有する教員による授業を行う。具体的には、
「学習指導要領」の改訂により、各教科、総合的な学習の時間等の授業改善が求められている今日、教師は「よりよい授業づくり」のた
めに、さまざまな教育方法を学ぶことが求められてる。この授業では、基本的な指導方法・学習方法について説明するとともに、その方
法の効果・問題点を整理し、教育実習時の授業場面に役立つ教育の〈方法〉を身につけることを目的とする。具体的には、授業場面の
事例をもとに、〈方法〉への理解を深めると同時に、その工夫・改善のあり方について検討する。その上で、グループワークによる「模擬
授業」を実施し、「授業づくり」の過程におけるPDCAサイクル（Plan［企画］-Do［実行］-Check［評価］-Action［改善］）を体験的に学ぶ。

立松英子

養護学校（現　特別支援学校）の教諭経験を有する教員の担当により、激しく移り変わる障害福祉制度や情勢、さらには障害者の実情
について学び、ソーシャルワーカーが主体的に問題解決に取り組むことができるように知識を身につけていく。また、ソーシャルワー
カーは多面的な視点を必要とすることから、新聞記事等、資料も用いて障害者問題のみならず老人・貧困等と、さまざまな課題を取り上
げ、福祉問題について共に考えていく。そして、障害者福祉論は、社会福祉士国家試験の「障害者に対する支援と障害者自立支援制
度」に位置する科目となる。同国家試験の合格を目指すためには、「障害者に対する支援と障害者自立支援制度」が得点源となるよう
な受験対策が必要となる。そのため、本講義においては、過去の国家試験を分析・検討し、それに沿った内容も講義する。

西村明子

知的障害者施設において実務経験を有する教員の担当により、激しく移り変わる障害福祉制度や情勢、さらには障害者の実情につい
て学び、ソーシャルワーカーが主体的に問題解決に取り組むことができるように知識を身につけていく。また、ソーシャルワーカーは多
面的な視点を必要とすることから、新聞記事等、資料も用いて障害者問題のみならず老人・貧困等と、さまざまな課題を取り上げ、福祉
問題について共に考えていく。そして、障害者福祉論は、社会福祉士国家試験の「障害者に対する支援と障害者自立支援制度」に位
置する科目となる。同国家試験の合格を目指すためには、「障害者に対する支援と障害者自立支援制度」が得点源となるような受験対
策が必要となる。そのため、本講義においては、過去の国家試験を分析・検討し、それに沿った内容も講義する。

村本浄司

児童相談所及び障碍児施設において実務経験を有する教員の担当により、激しく移り変わる障害福祉制度や情勢、さらには障害者の
実情について学び、ソーシャルワーカーが主体的に問題解決に取り組むことができるように知識を身につけていく。また、ソーシャル
ワーカーは多面的な視点を必要とすることから、新聞記事等、資料も用いて障害者問題のみならず老人・貧困等と、さまざまな課題を
取り上げ、福祉問題について共に考えていく。そして、障害者福祉論は、社会福祉士国家試験の「障害者に対する支援と障害者自立
支援制度」に位置する科目となる。同国家試験の合格を目指すためには、「障害者に対する支援と障害者自立支援制度」が得点源と
なるような受験対策が必要となる。そのため、本講義においては、過去の国家試験を分析・検討し、それに沿った内容も講義する。

中野一茂

社会福祉法人で介護職員として、医療法人の精神科で看護助手としての勤務経験を有する教員の担当により、激しく移り変わる障害
福祉制度や情勢、さらには障害者の実情について学び、ソーシャルワーカーが主体的に問題解決に取り組むことができるように知識を
身につけていく。また、ソーシャルワーカーは多面的な視点を必要とすることから、新聞記事等、資料も用いて障害者問題のみならず
老人・貧困等と、さまざまな課題を取り上げ、福祉問題について共に考えていく。そして、障害者福祉論は、社会福祉士国家試験の「障
害者に対する支援と障害者自立支援制度」に位置する科目となる。同国家試験の合格を目指すためには、「障害者に対する支援と障
害者自立支援制度」が得点源となるような受験対策が必要となる。そのため、本講義においては、過去の国家試験を分析・検討し、そ
れに沿った内容も講義する。

教育方法論
2

障害者福祉論 2
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【通学課程】

授業科目名 単位数 教員名 授業内容

岡野　雅子
東京都心身障害者福祉センターや群馬県中央児童相談所での勤務経験を有する教員の担当により、人間の生涯発達のなかの初期段
階である乳幼児期について、その発達の様相を学び、子供が育つことの本質を考えるとともに、子供を育てることの意義について理解す
る。

太田　節子
幼稚園での教諭や主任、音楽学校の幼児教育科としての勤務経験を有する教員の担当により、乳幼児期について、その発達の様相を
学び、子どもが育つことの本質を考えるとともに、子どもを育てることの意義について理解する。特に「愛着と自立」の観点から考える。

相原　豊

オリンピック体操選手としての出場経験、また体操教室（体操クラブ）の体操指導の実務経験のある教員により、健康づくり、保育，教育，
地域づくりなど幅広い領域で用いられているレクリエーションについて、これからの社会の課題などと関連させながら学習する。また、
様々な対象(幼児・児童・生徒・成人・高齢者など)に対応したレクリエーション援助の意義について理解するとともに、多様な場面での対
象者にふさわしいレクリエーション支援の技術(個別・グループ・環境)を実践的に身に付け、活用できるようにする。授業では基礎理論と
その実践を、対象者を挙げながら講義していく。また，レクリエーションの企画・運営の演習を交えながらレクリエーションの意義を学ぶ。
特に、対象の背景や特性からレクリエーションの目的・目標や、どのようなレクリエーションプログラムが適切かを考え、それを実践し評価・
反省することにより、レクリエーション支援の理論を学習していく。

山内　健次

陸上競技世界選手権出場およびオリンピックの代表選手経験のある教員により、健康づくり、保育，教育，地域づくりなど幅広い領域で
用いられているレクリエーションについて、これからの社会の課題などと関連させながら学習する。また、様々な対象(幼児・児童・生徒・成
人・高齢者など)に対応したレクリエーション援助の意義について理解するとともに、多様な場面での対象者にふさわしいレクリエーション
支援の技術(個別・グループ・環境)を実践的に身に付け、活用できるようにする。授業では基礎理論とその実践を、対象者を挙げながら
講義していく。また，レクリエーションの企画・運営の演習を交えながらレクリエーションの意義を学ぶ。特に、対象の背景や特性からレクリ
エーションの目的・目標や、どのようなレクリエーションプログラムが適切かを考え、それを実践し評価・反省することにより、レクリエーショ
ン支援の理論を学習していく。

飯田　昌男

高等学校教諭（体育）、また専門学校においてレクリエーション・インストラクターの資格申請にかかわってきた教員の担当により、これか
らの社会の課題としてのレクリエーションについて、まず、ライフステージ（幼児・児童・青年・老年・障がい者等）に対応したレクリエーショ
ン支援の意義について理解する。そして、多様な場面での、対象者にふさわしいレクリエーション支援の技術（個別・グループ・環境）を
実践的に身に付け、活用できるようにすることを目的とする。

山内　健次

陸上競技世界選手権およびオリンピックの代表選手経験のある教員により、これからの社会の課題としてのレクリエーションについて、ま
ず、ライフステージ（幼児・児童・青年・老年・障がい者等）に対応したレクリエーション支援の意義について理解する。そして、多様な場面
での、対象者にふさわしいレクリエーション支援の技術（個別・グループ・環境）を実践的に身に付け、活用できるようにすることを目的と
する。

飯田　昌男

高等学校教諭（体育）、また専門学校においてレクリエーション・インストラクターの資格申請にかかわってきた教員の担当により、1.現
代っ子の体力的課題を明らかにするとともに、それを補うためにはどの様な手立てや実践が必要なのか。2.児童の発達課題である「生き
る力」の基盤となる運動機能の発達や安全能力の発達を促す各種スポーツや遊びについて考え、運動欲求を促すスポーツの必要性を
理解する。などの健康にかかわる現代的課題を知り、教育および関連する当該の現場において身につけた知識及び技能を十分に活用
できるようにすることを目的としている。

清水　信好

教育委員会での体育科主事として、スポーツ関連の一般企業での勤務経験を有する教員の担当により、1.現代っ子の体力的課題を明
らかにするとともに、それを補うためにはどの様な手立てや実践が必要なのか。2.児童の発達課題である「生きる力」の基盤となる運動機
能の発達や安全能力の発達を促す各種スポーツや遊びについて考え、運動欲求を促すスポーツの必要性を理解する。などの健康にか
かわる現代的課題を知り、教育および関連する当該の現場において身につけた知識及び技能を十分に活用できるようにすることを目的
としている。

山内　健次

陸上競技世界選手権出場およびオリンピックの代表選手としての経験のある教員の担当により、1.現代っ子の体力的課題を明らかにす
るとともに、それを補うためにはどの様な手立てや実践が必要なのか。2.児童の発達課題である「生きる力」の基盤となる運動機能の発達
や安全能力の発達を促す各種スポーツや遊びについて考え、運動欲求を促すスポーツの必要性を理解する。などの健康にかかわる現
代的課題を知り、教育および関連する当該の現場において身につけた知識及び技能を十分に活用できるようにすることを目的としてい
る。

生物学 2 成田　成
生体科学研究所での病理室長としての勤務経験を有する教員の担当により、①地球上に初めて誕生した生物はどのような生命体であっ
たのか、②生物はどのように進化してきたのかなど、様々な疑問について資料やワークシートを用い、双方向対話型の授業を行ってい
く。

佐藤惟

阪神・淡路大震災においてボランティアの貢献度が新たに見直され、以後、学問的なボランティア論としての研究も活発になされるように
なった。ボランティア活動は今日、様々な内容に拡大化、多様化しているが、同時にいくつかの課題も浮き彫りにされてきている。本講義
において、民間の訪問介護事業者での訪問介護員、及び病院における生活相談員、介護職員等の業務経験を有する教員の担当によ
り、福祉ボランティアを中心に、活動の現状と課題を探り、今後ボランティアコーディネーターとしての活躍も期待されている福祉系の学
生が、必要な知識を会得するよう、講義、視聴覚教材、受講生による発表とディスカッションを通して学習する。

中里哲也

阪神・淡路大震災においてボランティアの貢献度が新たに見直され、以後、学問的なボランティア論としての研究も活発になされるように
なった。ボランティア活動は今日、様々な内容に拡大化、多様化しているが、同時にいくつかの課題も浮き彫りにされてきている。本講義
において、病院において医療ソーシャルワーカーとしての実務経験を有する教員の担当により、福祉ボランティアを中心に、活動の現状
と課題を探り、今後ボランティアコーディネーターとしての活躍も期待されている福祉系の学生が、必要な知識を会得するよう、講義、視
聴覚教材、受講生による発表とディスカッションを通して学習する。

ボランティア論 2

レクリエーション
ワーク

2

健康・スポーツ 2

実務経験のある教員による授業科目一覧

【社会福祉学部　保育児童学科】

保育児童学概論 2

レクリエーション
理論

2



【通学課程】

高木　俊彦
東京や大阪の保護観察所や、近畿地方や中国地方の更生保護委員会での勤務経験を有する教員の担当により、少年による犯罪・非
行の現状と時代による変化の様相、少年に対する警察・裁判の取り組み、児童福祉・保護観察所などの諸機関における処遇システムな
どについて理解を深め、さらには犯罪、非行の発生機序について素質と環境の両面から解明を試みる。

久保　貴
法務省や東京などの保護観察所、関東地方などの更生保護委員会での勤務経験を有する教員の担当により、少年による犯罪・非行の
現状と時代による変化の様相、少年に対する警察・裁判の取り組み、児童福祉・保護観察所などの諸機関における処遇システムなどに
ついて理解を深め、さらには犯罪、非行の発生機序について素質と環境の両面から解明を試みる。

立松　英子
養護学校（現　特別支援学校）の教諭経験を有する教員の担当により、知的障害、肢体不自由、視覚障害や聴覚障害、自閉スペクトラム
症を含む発達障害や、診断はないが「気になる」子どもを対象に、年齢は乳幼児から成人まで、場所は一般の保育所のみならず、病院
内保育、施設内保育等、幅広い視野で「療育」を捉え、保育士としての専門性を培う。

齋藤　厚子

付属病院精神神経科小児部の療育指導員や様々な市内の検診事業非常勤心理相談員、発達障害相談・療育センター療育での勤務
経験を有する教員の担当により、知的障害、肢体不自由、視覚障害や聴覚障害、自閉スペクトラム症を含む発達障害や、診断はないが
「気になる」子どもを対象に、年齢は乳幼児から成人まで、場所は一般の保育所のみならず、病院内保育、施設内保育等、幅広い視野
で「療育」を捉え、保育士としての専門性を培う。

飯田　昌男
高等学校教諭（体育）、また専門学校においてレクリエーション・インストラクターの資格申請にかかわってきた教員の担当により、保育者
として幼児や児童の発育発達に大きく関与するわけであるから、遊びや身体運動に関する基本的な知識を理解するとともに、学生自身
の身体能力や運動技能を高めることが重要であり、具体的な指導法、安全管理などに必要な知識や技能を習得する。

宮田　洋之
幼稚園での体育教諭、スポーツクラブでの幼児体育講師としての勤務経験を有する教員の担当により、保育者として幼児や児童の発育
発達に大きく関与するわけであるから、遊びや身体運動に関する基本的な知識を理解するとともに、学生自身の身体能力や運動技能を
高めることが重要であり、具体的な指導法、安全管理などに必要な知識や技能を習得する。

相原　豊

オリンピック体操選手としての出場経験、また体操教室（体操クラブ）の体操指導の実務経験を有する教員の担当により、小学校学習指
導要領や幼稚園教育要領を踏まえ、教育現場で実際に指導を行える能力を学習するため、1.正しい運動の方法を理解し、正しく運動が
出来るようにする。2.各種運動を指導できるためのポイントを押さえ理解する。以上の２点をもとに健康・体育指導に必要となる最低限の
技能を身につけることができるようにする。

宮田　洋之

幼稚園での体育教諭、スポーツクラブでの幼児体育講師としての勤務経験を有する教員の担当により、小学校学習指導要領や幼稚園
教育要領を踏まえ、教育現場で実際に指導を行える能力を学習するため、1.正しい運動の方法を理解し、正しく運動が出来るようにす
る。2.各種運動を指導できるためのポイントを押さえ理解する。以上の２点をもとに健康・体育指導に必要となる最低限の技能を身につけ
ることができるようにする。

社会福祉学部　保育児童学科　20単位　

2

幼児体育 2

体育 2

少年と犯罪 2

障害児療育



【通学課程】

授業科目名 単位数 教員名 授業内容

相原豊

オリンピック体操選手としての出場経験、また体操教室（体操クラブ）の体操指導の実務経験のある教員により、健康づくり、保育，教育，
地域づくりなど幅広い領域で用いられているレクリエーションについて、これからの社会の課題などと関連させながら学習する。また、
様々な対象(幼児・児童・生徒・成人・高齢者など)に対応したレクリエーション援助の意義について理解するとともに、多様な場面での対
象者にふさわしいレクリエーション支援の技術(個別・グループ・環境)を実践的に身に付け、活用できるようにする。授業では基礎理論と
その実践を、対象者を挙げながら講義していく。また，レクリエーションの企画・運営の演習を交えながらレクリエーションの意義を学ぶ。
特に、対象の背景や特性からレクリエーションの目的・目標や、どのようなレクリエーションプログラムが適切かを考え、それを実践し評
価・反省することにより、レクリエーション支援の理論を学習していく。

中村裕

「こどもの城」で長年子どもの体育指導を行ってきた実務経験のある教員により、健康づくり、保育，教育，地域づくりなど幅広い領域で
用いられているレクリエーションについて、これからの社会の課題などと関連させながら学習する。また、様々な対象(幼児・児童・生徒・
成人・高齢者など)に対応したレクリエーション援助の意義について理解するとともに、多様な場面での対象者にふさわしいレクリエーショ
ン支援の技術(個別・グループ・環境)を実践的に身に付け、活用できるようにする。授業では基礎理論とその実践を、対象者を挙げなが
ら講義していく。また，レクリエーションの企画・運営の演習を交えながらレクリエーションの意義を学ぶ。特に、対象の背景や特性からレ
クリエーションの目的・目標や、どのようなレクリエーションプログラムが適切かを考え、それを実践し評価・反省することにより、レクリエー
ション支援の理論を学習していく。

宮田洋之

幼稚園体育教諭、スポーツクラブでの幼児体育講師としての勤務経験を有する教員により、健康づくり、保育，教育，地域づくりなど幅広
い領域で用いられているレクリエーションについて、これからの社会の課題などと関連させながら学習する。また、様々な対象(幼児・児
童・生徒・成人・高齢者など)に対応したレクリエーション援助の意義について理解するとともに、多様な場面での対象者にふさわしいレク
リエーション支援の技術(個別・グループ・環境)を実践的に身に付け、活用できるようにする。授業では基礎理論とその実践を、対象者を
挙げながら講義していく。また，レクリエーションの企画・運営の演習を交えながらレクリエーションの意義を学ぶ。特に、対象の背景や特
性からレクリエーションの目的・目標や、どのようなレクリエーションプログラムが適切かを考え、それを実践し評価・反省することにより、レ
クリエーション支援の理論を学習していく。

山口榮三

県レクリエーション協会生涯レクリエーション推進部員としてレクリエーション活動の実務経験のある教員により、健康づくり、保育，教育，
地域づくりなど幅広い領域で用いられているレクリエーションについて、これからの社会の課題などと関連させながら学習する。また、
様々な対象(幼児・児童・生徒・成人・高齢者など)に対応したレクリエーション援助の意義について理解するとともに、多様な場面での対
象者にふさわしいレクリエーション支援の技術(個別・グループ・環境)を実践的に身に付け、活用できるようにする。授業では基礎理論と
その実践を、対象者を挙げながら講義していく。また，レクリエーションの企画・運営の演習を交えながらレクリエーションの意義を学ぶ。
特に、対象の背景や特性からレクリエーションの目的・目標や、どのようなレクリエーションプログラムが適切かを考え、それを実践し評
価・反省することにより、レクリエーション支援の理論を学習していく。

相原豊

オリンピック体操選手としての出場経験、また体操教室（体操クラブ）の体操指導の実務経験のある教員により、これからの社会の課題と
してのレクリエーションについて、まず、ライフステージ（幼児・児童・青年・老年・障がい者等）に対応したレクリエーション支援の意義に
ついて理解する。そして、多様な場面での、対象者にふさわしいレクリエーション支援の技術（個別・グループ・環境）を実践的に身に付
け、活用できるようにすることを目的とする。

飯田昌男
高等学校教諭（体育）、また専門学校においてレクリエーション・インストラクターの資格申請にかかわってきた教員の担当により、これか
らの社会の課題としてのレクリエーションについて、まず、ライフステージ（幼児・児童・青年・老年・障がい者等）に対応したレクリエーショ
ン支援の意義について理解する。そして、多様な場面での、対象者にふさわしいレクリエーション支援の技術（個別・グループ・環境）を
実践的に身に付け、活用できるようにすることを目的とする。

山内健次

陸上競技世界選手権出場およびオリンピックの代表選手経験のある教員により、これからの社会の課題としてのレクリエーションについ
て、まず、ライフステージ（幼児・児童・青年・老年・障がい者等）に対応したレクリエーション支援の意義について理解する。そして、多様
な場面での、対象者にふさわしいレクリエーション支援の技術（個別・グループ・環境）を実践的に身に付け、活用できるようにすることを
目的とする。

宮田洋之

幼稚園体育教諭、スポーツクラブでの幼児体育講師としての勤務経験を有する教員により、これからの社会の課題としてのレクリエーショ
ンについて、まず、ライフステージ（幼児・児童・青年・老年・障がい者等）に対応したレクリエーション支援の意義について理解する。そし
て、多様な場面での、対象者にふさわしいレクリエーション支援の技術（個別・グループ・環境）を実践的に身に付け、活用できるようにす
ることを目的とする。

山口榮三

県レクリエーション協会生涯レクリエーション推進部員としてレクリエーション活動の実務経験のある教員により、これからの社会の課題と
してのレクリエーションについて、まず、ライフステージ（幼児・児童・青年・老年・障がい者等）に対応したレクリエーション支援の意義に
ついて理解する。そして、多様な場面での、対象者にふさわしいレクリエーション支援の技術（個別・グループ・環境）を実践的に身に付
け、活用できるようにすることを目的とする。

佐藤惟

阪神・淡路大震災においてボランティアの貢献度が新たに見直され、以後、学問的なボランティア論としての研究も活発になされるように
なった。ボランティア活動は今日、様々な内容に拡大化、多様化しているが、同時にいくつかの課題も浮き彫りにされてきている。本講義
において、民間の訪問介護事業者での訪問介護員、及び病院における生活相談員、介護職員等の業務経験を有する教員の担当によ
り、福祉ボランティアを中心に、活動の現状と課題を探り、今後ボランティアコーディネーターとしての活躍も期待されている福祉系の学
生が、必要な知識を会得するよう、講義、視聴覚教材、受講生による発表とディスカッションを通して学習する。

中里哲也

阪神・淡路大震災においてボランティアの貢献度が新たに見直され、以後、学問的なボランティア論としての研究も活発になされるように
なった。ボランティア活動は今日、様々な内容に拡大化、多様化しているが、同時にいくつかの課題も浮き彫りにされてきている。本講義
において、病院において医療ソーシャルワーカーとしての実務経験を有する教員の担当により、福祉ボランティアを中心に、活動の現状
と課題を探り、今後ボランティアコーディネーターとしての活躍も期待されている福祉系の学生が、必要な知識を会得するよう、講義、視
聴覚教材、受講生による発表とディスカッションを通して学習する。

渡邊保志

阪神・淡路大震災においてボランティアの貢献度が新たに見直され、以後、学問的なボランティア論としての研究も活発になされるように
なった。ボランティア活動は今日、様々な内容に拡大化、多様化しているが、同時にいくつかの課題も浮き彫りにされてきている。本講義
において、障害者運動団体及び福祉用具貸与事業等に携わってきた教員の担当により、福祉ボランティアを中心に、活動の現状と課
題を探り、今後ボランティアコーディネーターとしての活躍も期待されている福祉系の学生が、必要な知識を会得するよう、講義、視聴覚
教材、受講生による発表とディスカッションを通して学習する。

ボランティア論 2

実務経験のある教員による授業科目一覧

【教育学部　教育学科】

レクリエーション
理論

2

レクリ―ション
ワーク

2



【通学課程】

金子康一

小学校教諭、中学校長及び教育委員会学校教育課での実務経験を有する教員の担当により、「学校において編成する教育課程とは、
学校教育の目的や目標を達成するために，教育の内容を児童の心身の発達に応じ、授業時数との関連において総合的に組織した学
校の教育計画である。」ことの意義や編成の方法を理解するとともに、各学校の実情に合わせてカリキュラム・マネジメントを行うことの意
義を理解する。

鈴村邦夫
小学校長及び教育委員会指導課長の実務経験を有する教員の担当により、「学校において編成する教育課程とは、学校教育の目的
や目標を達成するために，教育の内容を児童の心身の発達に応じ、授業時数との関連において総合的に組織した学校の教育計画で
ある。」ことの意義や編成の方法を理解するとともに、各学校の実情に合わせてカリキュラム・マネジメントを行うことの意義を理解する。

池田芳和

小学校長、教育庁指導課長及び教育委員会指導室長の実務経験を有する教員の担当により、「学校において編成する教育課程とは、
学校教育の目的や目標を達成するために，教育の内容を児童の心身の発達に応じ、授業時数との関連において総合的に組織した学
校の教育計画である。」ことの意義や編成の方法を理解するとともに、各学校の実情に合わせてカリキュラム・マネジメントを行うことの意
義を理解する。

伊藤京一
小学校長及び教育委員会の指導主事の実務経験を有する教員の担当により、「学校において編成する教育課程とは、学校教育の目的
や目標を達成するために，教育の内容を児童の心身の発達に応じ、授業時数との関連において総合的に組織した学校の教育計画で
ある。」ことの意義や編成の方法を理解するとともに、各学校の実情に合わせてカリキュラム・マネジメントを行うことの意義を理解する。

別府結起

高等学校教諭（英語）及び個人塾（英語）経営の実務経験を有する教員が教授する本科目は、英語コミュニケーションⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、
Ⅴ、Ⅵシリーズの第３の授業である。英語コミュニケーションⅠとⅡで学習した内容に加え、さらにレベルアップした講義内容となる。国際
共通語としての英語をコミュニケーションツールと捉え、 実践的なコミュニケーション能力を養う。基本はすべて英語での授業である。リス
ニングの練習活動を中心とし、実践的な英語でのコミュニケーション活動を通して「話す」「聞く」「読む」「書く」力を養う。母語は言語習得
において助けになり邪魔とはならない。補足的に母語での指示、解説がなされる。英語を話すということは、その言語の話されている文
化的背景、どのようなシチュエーションでどの表現方法が正しいのかなどの社会言語学的知識を伴い始めて成立することから、それらも
考慮しながらコミュニケーション能力向上を目指す。理解可能な英語による言語インプットを多用し、理解を確かめながら英語でインタラ
クションを進めていく柔軟な調整能力を身に付けていく。

澁井とし子

英会話教室の講師及び小学校において英会話講師（小学校5,6年生の外国語活動）での実務経験を有する教員が教授する本科目
は、英語コミュニケーションⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵシリーズの第３の授業である。英語コミュニケーションⅠとⅡで学習した内容に加え、さ
らにレベルアップした講義内容となる。国際共通語としての英語をコミュニケーションツールと捉え、 実践的なコミュニケーション能力を養
う。基本はすべて英語での授業である。リスニングの練習活動を中心とし、実践的な英語でのコミュニケーション活動を通して「話す」「聞
く」「読む」「書く」力を養う。母語は言語習得において助けになり邪魔とはならない。補足的に母語での指示、解説がなされる。英語を話
すということは、その言語の話されている文化的背景、どのようなシチュエーションでどの表現方法が正しいのかなどの社会言語学的知
識を伴い始めて成立することから、それらも考慮しながらコミュニケーション能力向上を目指す。理解可能な英語による言語インプットを
多用し、理解を確かめながら英語でインタラクションを進めていく柔軟な調整能力を身に付けていく。

坂望美

高等学校教諭の実務経験を有する教員が教授する本科目は、英語コミュニケーションⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵシリーズの第３の授業であ
る。英語コミュニケーションⅠとⅡで学習した内容に加え、さらにレベルアップした講義内容となる。国際共通語としての英語をコミュニ
ケーションツールと捉え、 実践的なコミュニケーション能力を養う。基本はすべて英語での授業である。リスニングの練習活動を中心と
し、実践的な英語でのコミュニケーション活動を通して「話す」「聞く」「読む」「書く」力を養う。母語は言語習得において助けになり邪魔と
はならない。補足的に母語での指示、解説がなされる。英語を話すということは、その言語の話されている文化的背景、どのようなシチュ
エーションでどの表現方法が正しいのかなどの社会言語学的知識を伴い始めて成立することから、それらも考慮しながらコミュニケー
ション能力向上を目指す。理解可能な英語による言語インプットを多用し、理解を確かめながら英語でインタラクションを進めていく柔軟
な調整能力を身に付けていく。

別府結起

高等学校教諭（英語）及び個人塾（英語）経営の実務経験を有する教員が教授する本科目は、英語コミュニケーションⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、
Ⅴ、Ⅵシリーズの第４の授業である。英語コミュニケーションⅠ、Ⅱ及びⅢで学習した内容に加え、さらにレベルアップした講義内容とな
る。国際共通語としての英語をコミュニケーションツールと捉え、 実践的なコミュニケーション能力を養う。基本はすべて英語での授業で
ある。リスニングの練習活動を中心とし、実践的な英語でのコミュニケーション活動を通して「話す」「聞く」「読む」「書く」力を養う。母語は
言語習得において助けになり邪魔とはならない。補足的に母語での指示、解説がなされる。英語を話すということは、その言語の話され
ている文化的背景、どのようなシチュエーションでどの表現方法が正しいのかなどの社会言語学的知識を伴い始めて成立することから、
それらも考慮しながらコミュニケーション能力向上を目指す。理解可能な英語による言語インプットを多用し、理解を確かめながら英語で
インタラクションを進めていく柔軟な調整能力を身に付けていく。

坂望美

高等学校教諭（英語）の実務経験を有する教員が教授する本科目は、英語コミュニケーションⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵシリーズの第４の授
業である。英語コミュニケーションⅠ、Ⅱ及びⅢで学習した内容に加え、さらにレベルアップした講義内容となる。国際共通語としての英
語をコミュニケーションツールと捉え、 実践的なコミュニケーション能力を養う。基本はすべて英語での授業である。リスニングの練習活
動を中心とし、実践的な英語でのコミュニケーション活動を通して「話す」「聞く」「読む」「書く」力を養う。母語は言語習得において助けに
なり邪魔とはならない。補足的に母語での指示、解説がなされる。英語を話すということは、その言語の話されている文化的背景、どのよ
うなシチュエーションでどの表現方法が正しいのかなどの社会言語学的知識を伴い始めて成立することから、それらも考慮しながらコミュ
ニケーション能力向上を目指す。理解可能な英語による言語インプットを多用し、理解を確かめながら英語でインタラクションを進めてい
く柔軟な調整能力を身に付けていく。

英語コミュニ
ケーションⅢ

2

英語コミュニ
ケーションⅣ

2
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【通学課程】

田村エレナ

教育リサーチ講師として英会話を教えていた教員が教授する本科目は、英語コミュニケーションⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵシリーズの第５の
授業である。英語コミュニケーションⅠ、Ⅱ、Ⅲ及びⅣで学習した内容に加え、さらにレベルアップした講義内容となる。国際共通語とし
ての英語をコミュニケーションツールと捉え、 実践的なコミュニケーション能力を養う。基本はすべて英語での授業である。リスニングの練
習活動を中心とし、実践的な英語でのコミュニケーション活動を通して「話す」「聞く」「読む」「書く」力を養う。母語は言語習得において
助けになり邪魔とはならない。補足的に母語での指示、解説がなされる。英語を話すということは、その言語の話されている文化的背景、
どのようなシチュエーションでどの表現方法が正しいのかなどの社会言語学的知識を伴い始めて成立することから、それらも考慮しなが
らコミュニケーション能力向上を目指す。理解可能な英語による言語インプットを多用し、理解を確かめながら英語でインタラクションを進
めていく柔軟な調整能力を身に付けていく。

別府結起

高等学校教諭（英語）及び個人塾（英語）経営の実務経験を有する教員が教授する本科目は、英語コミュニケーションⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、
Ⅴ、Ⅵシリーズの第５の授業である。英語コミュニケーションⅠ、Ⅱ、Ⅲ及びⅣで学習した内容に加え、さらにレベルアップした講義内容と
なる。国際共通語としての英語をコミュニケーションツールと捉え、 実践的なコミュニケーション能力を養う。基本はすべて英語での授業
である。リスニングの練習活動を中心とし、実践的な英語でのコミュニケーション活動を通して「話す」「聞く」「読む」「書く」力を養う。母語
は言語習得において助けになり邪魔とはならない。補足的に母語での指示、解説がなされる。英語を話すということは、その言語の話さ
れている文化的背景、どのようなシチュエーションでどの表現方法が正しいのかなどの社会言語学的知識を伴い始めて成立することか
ら、それらも考慮しながらコミュニケーション能力向上を目指す。理解可能な英語による言語インプットを多用し、理解を確かめながら英
語でインタラクションを進めていく柔軟な調整能力を身に付けていく。

坂望美

高等学校教諭（英語）の実務経験を有する教員が教授する本科目は、英語コミュニケーションⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵシリーズの第５の授
業である。英語コミュニケーションⅠ、Ⅱ、Ⅲ及びⅣで学習した内容に加え、さらにレベルアップした講義内容となる。国際共通語として
の英語をコミュニケーションツールと捉え、 実践的なコミュニケーション能力を養う。基本はすべて英語での授業である。リスニングの練
習活動を中心とし、実践的な英語でのコミュニケーション活動を通して「話す」「聞く」「読む」「書く」力を養う。母語は言語習得において
助けになり邪魔とはならない。補足的に母語での指示、解説がなされる。英語を話すということは、その言語の話されている文化的背景、
どのようなシチュエーションでどの表現方法が正しいのかなどの社会言語学的知識を伴い始めて成立することから、それらも考慮しなが
らコミュニケーション能力向上を目指す。理解可能な英語による言語インプットを多用し、理解を確かめながら英語でインタラクションを進
めていく柔軟な調整能力を身に付けていく。

田村エレナ

教育リサーチ講師として英会話を教えていた教員が教授する本科目は、英語コミュニケーションⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵシリーズの最後の
授業である。英語コミュニケーションⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ及びⅤで学習した内容を習得した上に成り立つ講義内容となる。国際共通語としての
英語をコミュニケーションツールと捉え、 実践的なコミュニケーション能力を養う。基本はすべて英語での授業である。リスニングの練習
活動を中心とし、実践的な英語でのコミュニケーション活動を通して「話す」「聞く」「読む」「書く」力を養う。母語は言語習得において助け
になり邪魔とはならない。補足的に母語での指示、解説がなされる。英語を話すということは、その言語の話されている文化的背景、どの
ようなシチュエーションでどの表現方法が正しいのかなどの社会言語学的知識を伴い始めて成立することから、それらも考慮しながらコ
ミュニケーション能力向上を目指す。理解可能な英語による言語インプットを多用し、理解を確かめながら英語でインタラクションを進め
ていく柔軟な調整能力を身に付けていく。

阿部裕子

教育委員会で外部協力員として海外の視察団の通訳及びユネスコのプロジェクト員としての実務経験を有する教員が教授する本科目
は、英語コミュニケーションⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵシリーズの最後の授業である。英語コミュニケーションⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ及びⅤで学習した
内容を習得した上に成り立つ講義内容となる。国際共通語としての英語をコミュニケーションツールと捉え、 実践的なコミュニケーション
能力を養う。基本はすべて英語での授業である。リスニングの練習活動を中心とし、実践的な英語でのコミュニケーション活動を通して
「話す」「聞く」「読む」「書く」力を養う。母語は言語習得において助けになり邪魔とはならない。補足的に母語での指示、解説がなされ
る。英語を話すということは、その言語の話されている文化的背景、どのようなシチュエーションでどの表現方法が正しいのかなどの社会
言語学的知識を伴い始めて成立することから、それらも考慮しながらコミュニケーション能力向上を目指す。理解可能な英語による言語
インプットを多用し、理解を確かめながら英語でインタラクションを進めていく柔軟な調整能力を身に付けていく。

坂望美

高等学校教諭（英語）の実務経験を有する教員が教授する本科目は、英語コミュニケーションⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵシリーズの最後の
授業である。英語コミュニケーションⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ及びⅤで学習した内容を習得した上に成り立つ講義内容となる。国際共通語としての
英語をコミュニケーションツールと捉え、 実践的なコミュニケーション能力を養う。基本はすべて英語での授業である。リスニングの練習
活動を中心とし、実践的な英語でのコミュニケーション活動を通して「話す」「聞く」「読む」「書く」力を養う。母語は言語習得において助け
になり邪魔とはならない。補足的に母語での指示、解説がなされる。英語を話すということは、その言語の話されている文化的背景、どの
ようなシチュエーションでどの表現方法が正しいのかなどの社会言語学的知識を伴い始めて成立することから、それらも考慮しながらコ
ミュニケーション能力向上を目指す。理解可能な英語による言語インプットを多用し、理解を確かめながら英語でインタラクションを進め
ていく柔軟な調整能力を身に付けていく。、

野口理英子

病院での臨床心理士、及び県のスクールカウンセラーとしての実務経験を有する教員により、様々な心理療法の中から、クライエント中
心療法、精神分析療法、行動療法、家族療法、芸術療法等の代表的な心理療法を取り上げ、その理論の成り立ちの歴史から概要と意
義を学び、それぞれの技法を体験的に学習する。また、それぞれのアプローチにおける適応と限界についての理解を深めることで、クラ
イエント自身や問題に適した心理療法を学ぶ。プライバシーへの配慮を含めた心理療法における倫理を学ぶ。

中野真也

病院でのカウンセラー、県及び市のスクールカウンセラーとしての実務経験を有する教員により、様々な心理療法の中から、クライエント
中心療法、精神分析療法、行動療法、家族療法、芸術療法等の代表的な心理療法を取り上げ、その理論の成り立ちの歴史から概要と
意義を学び、それぞれの技法を体験的に学習する。また、それぞれのアプローチにおける適応と限界についての理解を深めることで、ク
ライエント自身や問題に適した心理療法を学ぶ。プライバシーへの配慮を含めた心理療法における倫理を学ぶ。

大住誠

県教育センター教育相談研究室の指導主事、及びスクールカウンセラーとしての実務経験を有する教員により、様々な心理療法の中か
ら、クライエント中心療法、精神分析療法、行動療法、家族療法、芸術療法等の代表的な心理療法を取り上げ、その理論の成り立ちの
歴史から概要と意義を学び、それぞれの技法を体験的に学習する。また、それぞれのアプローチにおける適応と限界についての理解を
深めることで、クライエント自身や問題に適した心理療法を学ぶ。プライバシーへの配慮を含めた心理療法における倫理を学ぶ。

心理療法概説 2
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【通学課程】

授業科目名
単位
数

教員名 授業内容

相原　豊

オリンピック体操選手としての出場経験、また体操教室（体操クラブ）の体操指導の実務経験のある教員により、健康づくり、保育，教
育，地域づくりなど幅広い領域で用いられているレクリエーションについて、これからの社会の課題などと関連させながら学習する。ま
た、様々な対象(幼児・児童・生徒・成人・高齢者など)に対応したレクリエーション援助の意義について理解するとともに、多様な場面で
の対象者にふさわしいレクリエーション支援の技術(個別・グループ・環境)を実践的に身に付け、活用できるようにする。授業では基礎
理論とその実践を、対象者を挙げながら講義していく。また，レクリエーションの企画・運営の演習を交えながらレクリエーションの意義
を学ぶ。特に、対象の背景や特性からレクリエーションの目的・目標や、どのようなレクリエーションプログラムが適切かを考え、それを実
践し評価・反省することにより、レクリエーション支援の理論を学習していく。

佐藤　友樹

スポーツクラブや企業における児童体操講師、幼稚園での課外体育講師としての実務経験を有する教員により、健康づくり、保育，教
育，地域づくりなど幅広い領域で用いられているレクリエーションについて、これからの社会の課題などと関連させながら学習する。ま
た、様々な対象(幼児・児童・生徒・成人・高齢者など)に対応したレクリエーション援助の意義について理解するとともに、多様な場面で
の対象者にふさわしいレクリエーション支援の技術(個別・グループ・環境)を実践的に身に付け、活用できるようにする。授業では基礎
理論とその実践を、対象者を挙げながら講義していく。また，レクリエーションの企画・運営の演習を交えながらレクリエーションの意義
を学ぶ。特に、対象の背景や特性からレクリエーションの目的・目標や、どのようなレクリエーションプログラムが適切かを考え、それを実
践し評価・反省することにより、レクリエーション支援の理論を学習していく。

山口　榮三

県レクリエーション協会生涯レクリエーション推進部員としてレクリエーション活動の実務経験のある教員により、健康づくり、保育，教
育，地域づくりなど幅広い領域で用いられているレクリエーションについて、これからの社会の課題などと関連させながら学習する。ま
た、様々な対象(幼児・児童・生徒・成人・高齢者など)に対応したレクリエーション援助の意義について理解するとともに、多様な場面で
の対象者にふさわしいレクリエーション支援の技術(個別・グループ・環境)を実践的に身に付け、活用できるようにする。授業では基礎
理論とその実践を、対象者を挙げながら講義していく。また，レクリエーションの企画・運営の演習を交えながらレクリエーションの意義
を学ぶ。特に、対象の背景や特性からレクリエーションの目的・目標や、どのようなレクリエーションプログラムが適切かを考え、それを実
践し評価・反省することにより、レクリエーション支援の理論を学習していく。

古俣　龍一

レクリエーションインストラクター資格を所有し、小学校教諭勤務経験を有する教員により、ライフステージ（幼児・児童・青年・老年・障が
い者等）に対応したレクリエーション支援の意義について理解する。そして、多様な場面での、対象者にふさわしいレクリエーション支援
の技術（個別・グループ・環境）を実践的に身に付け、活用できることを目的とし、社会の課題としてのレクリエーションについて学ぶこと
ができる。

佐藤　友樹

スポーツクラブや企業における児童体操講師、幼稚園での課外体育講師としての実務経験を有する教員により、、ライフステージ（幼
児・児童・青年・老年・障がい者等）に対応したレクリエーション支援の意義について理解する。そして、多様な場面での、対象者にふさ
わしいレクリエーション支援の技術（個別・グループ・環境）を実践的に身に付け、活用できることを目的とし、社会の課題としてのレクリ
エーションについて学ぶことができる。

中村　裕

総合体育研究所や児童育成協会（こどもの城）での勤務経験を有する教員により、ライフステージ（幼児・児童・青年・老年・障がい者
等）に対応したレクリエーション支援の意義について理解する。そして、多様な場面での、対象者にふさわしいレクリエーション支援の技
術（個別・グループ・環境）を実践的に身に付け、活用できることを目的とし、社会の課題としてのレクリエーションについて学ぶことがで
きる。

宮田　洋之

幼稚園での体育教諭、スポーツクラブでの幼児体育講師としての勤務経験を有する教員により、ライフステージ（幼児・児童・青年・老
年・障がい者等）に対応したレクリエーション支援の意義について理解する。そして、多様な場面での、対象者にふさわしいレクリエー
ション支援の技術（個別・グループ・環境）を実践的に身に付け、活用できることを目的とし、社会の課題としてのレクリエーションについ
て学ぶことができる。

山口　榮三

県レクリエーション協会生涯レクリエーション推進部員としてレクリエーション活動の実務経験のある教員により、これからの社会の課題
としてのレクリエーションについて、まず、ライフステージ（幼児・児童・青年・老年・障がい者等）に対応したレクリエーション支援の意義
について理解する。そして、多様な場面での、対象者にふさわしいレクリエーション支援の技術（個別・グループ・環境）を実践的に身に
付け、活用できるようにすることを目的とする。

飯田　昌男

高等学校教諭（体育）、また専門学校においてレクリエーション・インストラクターの資格申請にかかわってきた教員の担当により、1.現
代っ子の体力的課題を明らかにするとともに、それを補うためにはどの様な手立てや実践が必要なのか。2.児童の発達課題である「生
きる力」の基盤となる運動機能の発達や安全能力の発達を促す各種スポーツや遊びについて考え、運動欲求を促すスポーツの必要
性を理解する。などの健康にかかわる現代的課題を知り、教育および関連する当該の現場において身につけた知識及び技能を十分
に活用できるようにすることを目的としている。

宮田　洋之

幼稚園体育教諭、スポーツクラブでの幼児体育講師としての勤務経験を有する教員により、1.現代っ子の体力的課題を明らかにすると
ともに、それを補うためにはどの様な手立てや実践がひつようなのか。2.児童の発達課題である「生きる力」の基盤となる運動機能の発
達や安全能力の発達を促す各種スポーツや遊びについて考え、運動欲求を促すスポーツの必要性を理解する。などの健康にかかわ
る現代的課題を知り、教育および関連する当該の現場において身につけた知識及び技能を十分に活用できるようにすることを目的とし
ている。

春田　典三

高等学校教諭の勤務経験及び学習塾での教室長としての勤務経験を有する教員により、1.現代っ子の体力的課題を明らかにするとと
もに、それを補うためにはどの様な手立てや実践がひつようなのか。2.児童の発達課題である「生きる力」の基盤となる運動機能の発達
や安全能力の発達を促す各種スポーツや遊びについて考え、運動欲求を促すスポーツの必要性を理解する。などの健康にかかわる
現代的課題を知り、教育および関連する当該の現場において身につけた知識及び技能を十分に活用できるようにすることを目的として
いる。
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【通学課程】

高木　俊彦
東京や大阪の保護観察所や、近畿地方や中国地方の更生保護委員会での勤務経験を有する教員の担当により、少年による犯罪・非
行の現状と時代による変化の様相、少年に対する警察・裁判の取り組み、児童福祉・保護観察所などの諸機関における処遇システム
などについて理解を深め、さらには犯罪、非行の発生機序について素質と環境の両面から解明を試みる。

久保　貴
法務省や東京などの保護観察所、関東地方などの更生保護委員会での勤務経験を有する教員の担当により、少年による犯罪・非行
の現状と時代による変化の様相、少年に対する警察・裁判の取り組み、児童福祉・保護観察所などの諸機関における処遇システムなど
について理解を深め、さらには犯罪、非行の発生機序について素質と環境の両面から解明を試みる。

濵島　幸彦
法務省保護局や地方の保護観察所、東北や近畿の地方更生保護委員会での勤務経験を有する教員の担当により、少年による犯罪・
非行の現状と時代による変化の様相、少年に対する警察・裁判の取り組み、児童福祉・保護観察所などの諸機関における処遇システ
ムなどについて理解を深め、さらには犯罪、非行の発生機序について素質と環境の両面から解明を試みる。

櫻井　恵美

高齢者福祉施設において、介護職の実務経験を有する教員が担当する授業により、[介護を必要としている人]を生活の観点から捉
え、その人の生き方、暮らし方、生活習慣など、その人らしさを大切にすることから、「尊厳の保持」「自立支援」という介護の考え方を理
解し、明確にしていくことを目的とする。｢人間と社会｣の学習と関連付けながら、介護現場の事例や視聴覚教材を通して、｢介護｣につ
いての考えを深めていけるよう授業を展開する。

鄭　春姫

高齢者福祉施設において、介護職の実務経験を有する教員が担当する授業により、[介護を必要としている人]を生活の観点から捉
え、その人の生き方、暮らし方、生活習慣など、その人らしさを大切にすることから、「尊厳の保持」「自立支援」という介護の考え方を理
解し、明確にしていくことを目的とする。｢人間と社会｣の学習と関連付けながら、介護現場の事例や視聴覚教材を通して、｢介護｣につ
いての考えを深めていけるよう授業を展開する。

近藤　重晴

介護支援専門員としての実務経験のある教員が担当する授業により、[介護を必要としている人]を生活の観点から捉え、その人の生き
方、暮らし方、生活習慣など、その人らしさを大切にすることから、「尊厳の保持」「自立支援」という介護の考え方を理解し、明確にして
いくことを目的とする。｢人間と社会｣の学習と関連付けながら、介護現場の事例や視聴覚教材を通して、｢介護｣についての考えを深め
ていけるよう授業を展開する。

田代　幹康

障害者支援施設や児童養護施設などの社会福祉法人での指導員としての勤務経験を有する教員が、社会福祉の基礎となる理念と福
祉政策との関係について理解し、歴史的変遷や現代における課題についても考察を深める。その上で各国における福祉ニーズを踏ま
えた福祉政策の構成要素（政府・市場・個人の役割等）について理解し、関連政策（教育政策・住宅政策・労働政策等）との関係性に
ついても考察を深める。

村川　浩一

川崎市役所民生局・社会福祉主事（福祉事務所・リハビリテーションセンター等）や厚生省大臣官房老人保健福祉部で福祉専門官（高
齢者政策全般を担当）としての勤務経験を有する教員が、社会福祉の基礎となる理念と福祉政策との関係について理解し、歴史的変
遷や現代における課題についても考察を深める。その上で各国における福祉ニーズを踏まえた福祉政策の構成要素（政府・市場・個
人の役割等）について理解し、関連政策（教育政策・住宅政策・労働政策等）との関係性についても考察を深める。

中野　一茂

社会福祉法人で介護職員として、医療法人の精神科で看護助手としての勤務経験を有する教員が、社会福祉の基礎となる理念と福
祉政策との関係について理解し、歴史的変遷や現代における課題についても考察を深める。その上で各国における福祉ニーズを踏ま
えた福祉政策の構成要素（政府・市場・個人の役割等）について理解し、関連政策（教育政策・住宅政策・労働政策等）との関係性に
ついても考察を深める。

近藤　重晴
介護支援専門員としての実務経験のある教員が、社会福祉の基礎となる理念と福祉政策との関係について理解し、歴史的変遷や現
代における課題についても考察を深める。その上で各国における福祉ニーズを踏まえた福祉政策の構成要素（政府・市場・個人の役
割等）について理解し、関連政策（教育政策・住宅政策・労働政策等）との関係性についても考察を深める。

大島　一成

精神科（神経精神科）を有する病院において、精神保健指定医、精神科専門医として実務経験がある教員の担当により、統合失調
症、躁うつ病など、主要な疾患の学習を通して、精神障害者の心理社会的側面についての理解を深める。脳および神経の生理・解
剖、臨床および分子遺伝学の概要を把握し、その生物学的側面についても留意する。代表的な精神疾患の従来診断、DSM診断、
ICD診断を学習する。薬物療法はもとより、さまざまな精神療法的アプローチについても学習する。また、精神障害者を地域社会のなか
で治療するための地域精神医療について学習する。

種市　摂子

病院やクリニックの精神科と神経科の医員としての勤務、附属病院の脳神経外科での研修の経験を有する教員の担当により、統合失
調症、躁うつ病など、主要な疾患の学習を通して、精神障害者の心理社会的側面についての理解を深める。脳および神経の生理・解
剖、臨床および分子遺伝学の概要を把握し、その生物学的側面についても留意する。代表的な精神疾患の従来診断、DSM診断、
ICD診断を学習する。薬物療法はもとより、さまざまな精神療法的アプローチについても学習する。また、精神障害者を地域社会のなか
で治療するための地域精神医療について学習する。

滝川　英昭

病院および保健所等において、精神科医としての実務経験のある教員が担当する授業により、統合失調症、躁うつ病など、主要な疾
患の学習を通して、精神障害者の心理社会的側面についての理解を深める。脳および神経の生理・解剖、臨床および分子遺伝学の
概要を把握し、その生物学的側面についても留意する。代表的な精神疾患の従来診断、DSM診断、ICD診断を学習する。薬物療法は
もとより、さまざまな精神療法的アプローチについても学習する。また、精神障害者を地域社会のなかで治療するための地域精神医療
について学習する。

社会福祉原
論

4

精神疾患と
その治療

4

少年と犯罪 2

介護概論 2



【通学課程】

新井　雅人
クリニック(精神科・神経科)の カウンセラーとしての勤務経験を有する教員の担当により、カウンセリングの土台となる人間の心のメカニ
ズムについて理解し、面接中に生起する様々な現象とカウンセリングのプロセスについて基礎的な内容を学ぶ。

若松　直樹
病院（心理科）での心理技術員、及び大学附属の相談センターにおいて臨床心理士としての勤務経験を有する教員の担当により、カ
ウンセリングの土台となる人間の心のメカニズムについて理解し、面接中に生起する様々な現象とカウンセリングのプロセスについて基
礎的な内容を学ぶ。

大島　朗生
NPO東京教育カウンセリング研究所　部長としての勤務経験を有する教員の担当により、カウンセリングの土台となる人間の心のメカニ
ズムについて理解し、面接中に生起する様々な現象とカウンセリングのプロセスについて基礎的な内容を学ぶ。

平久江　薫
医療法人での臨床心理士やスクールカウンセラーとしての勤務経験を有する教員の担当により、カウンセリングの土台となる人間の心
のメカニズムについて理解し、面接中に生起する様々な現象とカウンセリングのプロセスについて基礎的な内容を学ぶ。

長坂　正文
高等学校の教育相談主任として、児童生徒の学校生活における学習相談、生活相談などのカウンセリングをしてきた実務経験を有す
る教員の担当により、カウンセリングの土台となる人間の心のメカニズムについて理解し、面接中に生起する様々な現象とカウンセリン
グのプロセスについて基礎的な内容を学ぶ。

石川　清子
小学校教諭経験、及び海外のインターナショナルアカデミーにて、多動症児童・自閉症児への親と教師の教育的関わりへの介入とサ
ポートを行った実務経験を有する教員の担当により、家族システム理論を始めとする家族を理解するための鍵概念を解説し、①家族の
ライフコースと発達、②家族内の心理構造、③家族療法の概要、④家族・集団及び文化が個人に及ぼす影響について学びます。

石　暁玲
社会福祉法人で心理職としての勤務経験を有する教員により、家族システム理論を始めとする家族を理解するための鍵概念を解説
し、①家族のライフコースと発達、②家族内の心理構造、③家族療法の概要、④家族・集団及び文化が個人に及ぼす影響について学
びます。

髙橋　亜希
大学の臨床心理相談室での相談員、地域教育センターにおける心理職員としての勤務経験を有する教員により、家族システム理論を
始めとする家族を理解するための鍵概念を解説し、①家族のライフコースと発達、②家族内の心理構造、③家族療法の概要、④家族・
集団及び文化が個人に及ぼす影響について学びます。

社会・集団・
家族心理学
（家族）

2

心理学部　心理学科　22単位

心理学的支
援法（基礎）

2



【通学課程】

授業科目名 単位数 教員名 授業内容

岡野　雅子
東京都心身障害者福祉センターや群馬県中央児童相談所での勤務経験を有する教員の担当により、人間の生涯発達のなかの初期段
階である乳幼児期について、その発達の様相を学び、子供が育つことの本質を考えるとともに、子供を育てることの意義について理解す
る。

太田　節子
幼稚園での教諭や主任、音楽学校の幼児教育科としての勤務経験を有する教員の担当により、乳幼児期について、その発達の様相を
学び、子どもが育つことの本質を考えるとともに、子どもを育てることの意義について理解する。特に「愛着と自立」の観点から考える。

相原　豊

オリンピック体操選手としての出場経験、また体操教室（体操クラブ）の体操指導の実務経験のある教員により、健康づくり、保育，教育，
地域づくりなど幅広い領域で用いられているレクリエーションについて、これからの社会の課題などと関連させながら学習する。また、
様々な対象(幼児・児童・生徒・成人・高齢者など)に対応したレクリエーション援助の意義について理解するとともに、多様な場面での対
象者にふさわしいレクリエーション支援の技術(個別・グループ・環境)を実践的に身に付け、活用できるようにする。授業では基礎理論と
その実践を、対象者を挙げながら講義していく。また，レクリエーションの企画・運営の演習を交えながらレクリエーションの意義を学ぶ。
特に、対象の背景や特性からレクリエーションの目的・目標や、どのようなレクリエーションプログラムが適切かを考え、それを実践し評価・
反省することにより、レクリエーション支援の理論を学習していく。

山内　健次

陸上競技世界選手権出場およびオリンピックの代表選手経験のある教員により、健康づくり、保育，教育，地域づくりなど幅広い領域で
用いられているレクリエーションについて、これからの社会の課題などと関連させながら学習する。また、様々な対象(幼児・児童・生徒・成
人・高齢者など)に対応したレクリエーション援助の意義について理解するとともに、多様な場面での対象者にふさわしいレクリエーション
支援の技術(個別・グループ・環境)を実践的に身に付け、活用できるようにする。授業では基礎理論とその実践を、対象者を挙げながら
講義していく。また，レクリエーションの企画・運営の演習を交えながらレクリエーションの意義を学ぶ。特に、対象の背景や特性からレクリ
エーションの目的・目標や、どのようなレクリエーションプログラムが適切かを考え、それを実践し評価・反省することにより、レクリエーショ
ン支援の理論を学習していく。

飯田　昌男

高等学校教諭（体育）、また専門学校においてレクリエーション・インストラクターの資格申請にかかわってきた教員の担当により、これか
らの社会の課題としてのレクリエーションについて、まず、ライフステージ（幼児・児童・青年・老年・障がい者等）に対応したレクリエーショ
ン支援の意義について理解する。そして、多様な場面での、対象者にふさわしいレクリエーション支援の技術（個別・グループ・環境）を
実践的に身に付け、活用できるようにすることを目的とする。

山内　健次

陸上競技世界選手権およびオリンピックの代表選手経験のある教員により、これからの社会の課題としてのレクリエーションについて、ま
ず、ライフステージ（幼児・児童・青年・老年・障がい者等）に対応したレクリエーション支援の意義について理解する。そして、多様な場面
での、対象者にふさわしいレクリエーション支援の技術（個別・グループ・環境）を実践的に身に付け、活用できるようにすることを目的と
する。

飯田　昌男

高等学校教諭（体育）、また専門学校においてレクリエーション・インストラクターの資格申請にかかわってきた教員の担当により、1.現
代っ子の体力的課題を明らかにするとともに、それを補うためにはどの様な手立てや実践が必要なのか。2.児童の発達課題である「生き
る力」の基盤となる運動機能の発達や安全能力の発達を促す各種スポーツや遊びについて考え、運動欲求を促すスポーツの必要性を
理解する。などの健康にかかわる現代的課題を知り、教育および関連する当該の現場において身につけた知識及び技能を十分に活用
できるようにすることを目的としている。

清水　信好

教育委員会での体育科主事として、スポーツ関連の一般企業での勤務経験を有する教員の担当により、1.現代っ子の体力的課題を明
らかにするとともに、それを補うためにはどの様な手立てや実践が必要なのか。2.児童の発達課題である「生きる力」の基盤となる運動機
能の発達や安全能力の発達を促す各種スポーツや遊びについて考え、運動欲求を促すスポーツの必要性を理解する。などの健康にか
かわる現代的課題を知り、教育および関連する当該の現場において身につけた知識及び技能を十分に活用できるようにすることを目的
としている。

山内　健次

陸上競技世界選手権出場およびオリンピックの代表選手としての経験のある教員の担当により、1.現代っ子の体力的課題を明らかにす
るとともに、それを補うためにはどの様な手立てや実践が必要なのか。2.児童の発達課題である「生きる力」の基盤となる運動機能の発達
や安全能力の発達を促す各種スポーツや遊びについて考え、運動欲求を促すスポーツの必要性を理解する。などの健康にかかわる現
代的課題を知り、教育および関連する当該の現場において身につけた知識及び技能を十分に活用できるようにすることを目的としてい
る。

生物学 2 成田　成
生体科学研究所での病理室長としての勤務経験を有する教員の担当により、①地球上に初めて誕生した生物はどのような生命体であっ
たのか、②生物はどのように進化してきたのかなど、様々な疑問について資料やワークシートを用い、双方向対話型の授業を行ってい
く。

佐藤惟

阪神・淡路大震災においてボランティアの貢献度が新たに見直され、以後、学問的なボランティア論としての研究も活発になされるように
なった。ボランティア活動は今日、様々な内容に拡大化、多様化しているが、同時にいくつかの課題も浮き彫りにされてきている。本講義
において、民間の訪問介護事業者での訪問介護員、及び病院における生活相談員、介護職員等の業務経験を有する教員の担当によ
り、福祉ボランティアを中心に、活動の現状と課題を探り、今後ボランティアコーディネーターとしての活躍も期待されている福祉系の学
生が、必要な知識を会得するよう、講義、視聴覚教材、受講生による発表とディスカッションを通して学習する。

中里哲也

阪神・淡路大震災においてボランティアの貢献度が新たに見直され、以後、学問的なボランティア論としての研究も活発になされるように
なった。ボランティア活動は今日、様々な内容に拡大化、多様化しているが、同時にいくつかの課題も浮き彫りにされてきている。本講義
において、病院において医療ソーシャルワーカーとしての実務経験を有する教員の担当により、福祉ボランティアを中心に、活動の現状
と課題を探り、今後ボランティアコーディネーターとしての活躍も期待されている福祉系の学生が、必要な知識を会得するよう、講義、視
聴覚教材、受講生による発表とディスカッションを通して学習する。

ボランティア論 2

レクリエーション
ワーク

2

健康・スポーツ 2

実務経験のある教員による授業科目一覧

【保育児童学部　保育児童学科】

保育児童学概論 2

レクリエーション
理論

2



【通学課程】

高木　俊彦
東京や大阪の保護観察所や、近畿地方や中国地方の更生保護委員会での勤務経験を有する教員の担当により、少年による犯罪・非
行の現状と時代による変化の様相、少年に対する警察・裁判の取り組み、児童福祉・保護観察所などの諸機関における処遇システムな
どについて理解を深め、さらには犯罪、非行の発生機序について素質と環境の両面から解明を試みる。

久保　貴
法務省や東京などの保護観察所、関東地方などの更生保護委員会での勤務経験を有する教員の担当により、少年による犯罪・非行の
現状と時代による変化の様相、少年に対する警察・裁判の取り組み、児童福祉・保護観察所などの諸機関における処遇システムなどに
ついて理解を深め、さらには犯罪、非行の発生機序について素質と環境の両面から解明を試みる。

立松　英子
養護学校（現　特別支援学校）の教諭経験を有する教員の担当により、知的障害、肢体不自由、視覚障害や聴覚障害、自閉スペクトラム
症を含む発達障害や、診断はないが「気になる」子どもを対象に、年齢は乳幼児から成人まで、場所は一般の保育所のみならず、病院
内保育、施設内保育等、幅広い視野で「療育」を捉え、保育士としての専門性を培う。

齋藤　厚子

付属病院精神神経科小児部の療育指導員や様々な市内の検診事業非常勤心理相談員、発達障害相談・療育センター療育での勤務
経験を有する教員の担当により、知的障害、肢体不自由、視覚障害や聴覚障害、自閉スペクトラム症を含む発達障害や、診断はないが
「気になる」子どもを対象に、年齢は乳幼児から成人まで、場所は一般の保育所のみならず、病院内保育、施設内保育等、幅広い視野
で「療育」を捉え、保育士としての専門性を培う。

飯田　昌男
高等学校教諭（体育）、また専門学校においてレクリエーション・インストラクターの資格申請にかかわってきた教員の担当により、保育者
として幼児や児童の発育発達に大きく関与するわけであるから、遊びや身体運動に関する基本的な知識を理解するとともに、学生自身
の身体能力や運動技能を高めることが重要であり、具体的な指導法、安全管理などに必要な知識や技能を習得する。

宮田　洋之
幼稚園での体育教諭、スポーツクラブでの幼児体育講師としての勤務経験を有する教員の担当により、保育者として幼児や児童の発育
発達に大きく関与するわけであるから、遊びや身体運動に関する基本的な知識を理解するとともに、学生自身の身体能力や運動技能を
高めることが重要であり、具体的な指導法、安全管理などに必要な知識や技能を習得する。

相原　豊

オリンピック体操選手としての出場経験、また体操教室（体操クラブ）の体操指導の実務経験を有する教員の担当により、小学校学習指
導要領や幼稚園教育要領を踏まえ、教育現場で実際に指導を行える能力を学習するため、1.正しい運動の方法を理解し、正しく運動が
出来るようにする。2.各種運動を指導できるためのポイントを押さえ理解する。以上の２点をもとに健康・体育指導に必要となる最低限の
技能を身につけることができるようにする。

宮田　洋之

幼稚園での体育教諭、スポーツクラブでの幼児体育講師としての勤務経験を有する教員の担当により、小学校学習指導要領や幼稚園
教育要領を踏まえ、教育現場で実際に指導を行える能力を学習するため、1.正しい運動の方法を理解し、正しく運動が出来るようにす
る。2.各種運動を指導できるためのポイントを押さえ理解する。以上の２点をもとに健康・体育指導に必要となる最低限の技能を身につけ
ることができるようにする。

保育児童学部　保育児童学科　20単位　

2

幼児体育 2

体育 2

少年と犯罪 2

障害児療育


