
 

 

１．科目名（単位

数） 
発達心理学Ⅰ （2単位） 

３．科目番号 JNCS1102 

２．授業担当教員 酒井 博美 

４．授業形態 講義，ディスカッション，グループワーク ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
特になし 

７．講義概要 

発達心理学とは、人の加齢に伴う心身の発達的変化を多面的に学ぶ。本講義は、各発達段階（乳児期、幼児

期、学童期、青年期、成人期、老年期）において，どのような心身の発達の特徴がみられるかを身体・運動，

知覚や認知、言語、思考、社会性などの諸側面から学ぶ。その上で，各発達段階における発達を支え，さら

に発達を促す主体的な学びのあり方について考察していく。 

８．学習目標 

1.人の各発達段階における発達の過程と特徴を理解し，説明できる 

2.各発達段階の特徴をふまえた学びの特徴について理解し，説明できる 

3.子どもの主体的な学びを促す指導のあり方について考え，説明できる 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

各回に次回講義に向けてのキーワードを提示するので、事前学習として、下記に示した参考書などをもとに

内容を確認しておくこと。毎回の授業開始時にその内容について発表してもらう。また第7回と第15回の授業

では、これまでの学習内容の習熟度を確認するためのまとめとテストを行う。各回の講義内容の理解を定着

させるように、毎回の復習を確実に行うこと。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】本郷一夫・飯島典子『シードブック 保育の心理学』建帛社 2019年。 
【参考書】 

松井豊・櫻井茂他編『スタンダード発達心理学 (ライブラリスタンダード心理学)』サイエンス社 2013年。 
ハリス,M.・ウェスターマン,G.著『発達心理学ガイドブック―子どもの発達理解のために』明石書店 2019
年。  

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.人の各発達段階における発達の過程と特徴を理解し，説明できるか 

2.各発達段階の特徴をふまえた学びの特徴について理解し，説明できるか 

3.子どもの主体的な学びを促す指導のあり方について考え，説明できるか 

○評定の方法 

1. 授業内活動（ディスカッション，グループワーク） 総合点の 40％ 

2．レポート   総合点の 30％ 

2. 試験  総合点の 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

授業で得た知見について、自身の経験および今後自身が対象とする人々、また現代社会の特徴とも関連づけ

られる視点を獲得するために、討論やグループワークの機会も設ける。積極的に取り組むこと。 

13．オフィスアワー 授業内に周知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 
発達心理学を学ぶ意義 

事前学習 シラバスを確認し、授業準備をする 

事後学習 発達心理学の概念を理解する 

第２回 発達における遺伝と環境の影響 
事前学習 

自分の発達に遺伝と環境がどのように影響してい
たかを振り返ってくる 

事後学習 遺伝と環境の相互作用についてまとめる 

第３回 発達の諸理論：E.H.エリクソン、S.フロイトの理論 
事前学習 

第 1 回で触れたエリクソンの心理社会的発達段階
説を復習する 

事後学習 心の漸成発達を理解する 

第４回 胎児期と周生期の発達と運動発達 
事前学習 自身の運動発達について振り返っておく 

事後学習 運動における定型発達について理解する 

第５回 社会性の発達１ 母子関係、他児との関係 
事前学習 

自身の幼児期における他児との遊びを振り返って
おく 

事後学習 愛着理論、社会的遊びについて理解する 

第６回 社会性の発達２ コミュニケーション、言語発達 

事前学習 自身の言語発達について振り返っておく 

事後学習 
コミュニケーションにおける言語の役割、言語発

達について理解する 

第７回 認知の発達１ 知的能力とは、知能の構造と分類 
事前学習 認知とは何かについて復習しておく 

事後学習 知能の意味と構造、分類について理解する 

第８回 認知の発達２ 知能の把握、発達の最近接領域 

事前学習 
現場で使われる知能検査にどのようなものがある
か調べておく 

事後学習 
主要な知能検査の概要について理解する。また、発

達の現在の水準と最近接領域の意味を理解する 

第９回 中間まとめ小テスト 

事前学習 これまでの授業内容について理解を深める 

事後学習 
これまでの授業内容についての知識や考え方の定

着を図る 

第１０回 認知の発達３ J.ピアジェの理論 
事前学習 

ピアジェの発達の考え方における基本概念につい
て調べておく 

事後学習 4段階の認知発達について理解する 

第１１回 児童期の発達 

事前学習 
児童期に生じやすいさまざまな課題について調べ
ておく 

事後学習 
生涯発達における児童期の心性およびさまざまな

課題に対するサポートを考える 



 

 

第１２回 青年期の発達 

事前学習 
自身の思春期から現在までの心性についてさまざ
まな側面から振り返っておく 

事後学習 
アイデンティティーとアイデンティティー・ステ

イタスについて理解する 

第１３回 発達障害の理解１ 発達障害とは 
事前学習 

発達障害児・者とかかわった経験についてまとめ
ておく 

事後学習 発達障害の概要および現状について理解する 

第１４回 発達障害の理解２ ASD,ADHD,LD 
事前学習 主要な発達障害について調べておく 

事後学習 発達障害児・者とのかかわり方について考える 

第１５回 まとめ 
事前学習 

これまでの授業を振り返り、わからないところを
まとめる 

事後学習 授業を振り返り、期末試験に備える 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
発達心理学Ⅱ （2単位） 

３．科目番号 JNCS2403 

２．授業担当教員 長谷川 有香 

４．授業形態 講義、演習、グループワーク ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
発達心理学Ⅰを受講していることが望ましい。 

７．講義概要 
「発達心理学Ⅱ(保育の心理学Ⅱ)」では、「発達心理学Ⅰ(保育の心理学Ⅰ)」で学んだ知識をもとに、保育現場

における子ども理解とそれに基づく支援の実際について、発達心理学的視点から学ぶことを目的とする。 

８．学習目標 

①現場における子どもの行動を、発達的な視点で見ることができるようになる。 

②子どもの発達をふまえたクラス運営についてのイメージがもてる。 

③障害のある子どもや気になる子どもへの対応、虐待や登園しぶりへの対応についての基礎知識を身につけ 

る。 

④保護者を支える知識を身につける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業内で小レポートを実施します。また，学生によるグループ発表の機会を設けます。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】使用しない 

【資料・教材】授業にてプリントを配布します 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 現場での子どもの行動について，発達的な視点で説明できるか 

2. 子どもの発達に合わせた保育活動，クラス運営について説明できるか 

3. 「気になる子ども」の特徴を説明し，対応について考えることができるか 

○評定の方法 

課題への取り組み・授業態度 30％ 

グループ発表等の授業活動  30％ 

小テスト・試験       40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

発達心理学Ⅰをふまえ，子どもやその家族を取り巻く問題について，さらに心理学的な知識を深めていきま

す。保育者として，子どもや家族に対してどのような支援をすることができるのか，考えながら授業に参加

してください。 

13．オフィスアワー 初回授業で指示します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 ガイダンス 
事前学習 シラバスを読み授業内容を理解する 

事後学習 今後の授業内容について理解し，準備する 

第２回 乳児期の発達 
事前学習 予習課題 1 

事後学習 授業を振り返り内容を理解する 

第３回 幼児期の発達 
事前学習 予習課題 2 

事後学習 授業を振り返り内容を理解する 

第４回 学童期の発達 
事前学習 予習課題 3 

事後学習 授業を振り返り内容を理解する 

第５回 青年期の発達 
事前学習 予習課題 4 

事後学習 授業を振り返り内容を理解する 

第６回 家族関係・夫婦関係の理解 
事前学習 予習課題 5 

事後学習 授業を振り返り内容を理解する 

第７回 親としての育ち 
事前学習 予習課題 6 

事後学習 授業を振り返り内容を理解する 

第８回 子育てを取り巻く社会的状況 
事前学習 予習課題 7 

事後学習 授業を振り返り内容を理解する 

第９回 ライフコースと仕事・子育て 
事前学習 予習課題 8 

事後学習 授業を振り返り内容を理解する 

第１０回 多様な家庭とその理解 
事前学習 予習課題 9 

事後学習 授業を振り返り内容を理解する 

第１１回 発表の準備 
事前学習 発表準備について班で相談しておく 

事後学習 発表の準備を進める 

第１２回 発表会①0～1歳児の発達とその支援 
事前学習 発表に該当する部分のプリントを読んでおく 

事後学習 発表資料を見直して内容を理解する 

第１３回 発表会②2～3歳児の発達とその支援 
事前学習 発表に該当する部分のプリントを読んでおく 

事後学習 発表資料を見直して内容を理解する 

第１４回 発表会③4～5歳児の発達とその支援 
事前学習 発表に該当する部分のプリントを読んでおく 

事後学習 発表資料を見直して内容を理解する 

第１５回 まとめとテスト 
事前学習 これまでの授業内容を復習しテストに備える 

事後学習 テストで解答できなかった点を見直す 

 



 

 

１．科目名（単位数） 保育・教職実践演習 （2 単位） 
３．科目番号 

JEPR3403 

JNPR2403 
２．授業担当教員 八重樫 幸雄・鈴木 美子・他未定 

４．授業形態 講義、演習、発表 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 保育・教育実習での体験や、履修科目で学んだことを振り返り、自己課題を見出して、問題を解決する力

を養う。そして、こども理解や学級経営、子育て支援やインクルーシブ保育等の演習をとおして学びを深め

るようにする。これらを踏まえて使命感や責任感、教育的愛情に裏打ちされた実践的指導力を有する保育者

を目指す。 

８．学習目標 

１． 保育者に求められる資質（職務への使命感や責任感、乳幼児に対する愛情）を理解し、実際の行動に移

すことができるようになる。 

２． 乳幼児期にふさわしい保育内容・保育方法等に関する理解を深め、実践的指導力を高める。 

３． 組織の一員としての自覚をもち、社会性や対人関係能力を身につける。 

４． 乳幼児理解や学級経営等に関する基礎的な能力を身につける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

(  ) 各回の事後学習を配付したワークシートにまとめ提出する。第8回授業終了後は、提示された保育事

例についての分析と考察、具体的な対応策をレポートにまとめる。(1200字以上1600字) 

(八重樫) 第9回から第13回の講義を通して、自分の関心のある課題（テーマ）を設定し、自分の考えも述べ

ながらレポートを作成する。(1200字以上1600字) 

(鈴木) 保育・教職実践演習を含め、大学での学びをとおして自分がどのように変容したかについて述べる。

次に自己の保育観、保育者観を述べて、今後、どのような課題をもってどのように取り組むかを述べる。（1600

以上2000字） 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】必要に応じて資料を配付する。 

【参考書】必要に応じて随時紹介する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．保育者に求められる資質（職務への使命感・責任感、乳幼児に対する愛情）を理解し、説明することが

できるか。また、実際に行動に移そうとする姿勢が見られるか。 

２．乳幼児期にふさわしい保育内容・保育方法等に関する理解を深め、実践的指導力を身に付けているか。 

３．保育者として、社会性や対人関係に関する基礎的な能力を身に付けているか。 

４．乳幼児理解や学級経営に関する基礎的な能力を身に付けているか。 

 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加  総合点の３０％ 

２ 日常の学習状況    総合点の３０％ 

３ 課題レポート     総合点の４０％ 

 本学の規定に定められている 3/4 以上の出席が単位の修得の条件であることに配慮する。 

12．受講生への 

メッセージ 

未定担当：第 4・5・6・7・8回 八重樫担当：第 9・10・11・12・13回 鈴木担当：第 1・2・3・14・15回 

主体的・積極的な姿勢で授業に取り組み、自ら学ぶようにしましょう。実習の体験を踏まえ、反省点を明確

にし、他の発表を聞いて「自分だったらこうする」という向上心をもてるようにしましょう。近年では、子

どもやその保護者、そして保育者をめぐる社会情勢が目まぐるしく変化しています。保育者として子どもを

取り巻く様々な問題や課題に真摯に向き合う姿勢をもち、保育の実践の場で出会う今日的な課題から社会的

な背景を読み取って、子どもとその生活の場である園と家庭を総合的にとらえながら取り組む力を培ってく

ださい。 

遅刻・早退については厳しく減点します。正当な欠席の場合であっても、書面によって理由を教員へ報告し

てください。  

13．オフィスアワー 第１回の時に知らせる。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
実践演習の位置づけと制度 

        これまでの学修の振り返り 

事前学習 
「履修カルテ」を読み返し、必要内容を記入してどの

ような学びを重ねてきたかを確認する。 

事後学習 実習を振り返り、自分の課題を明らかにする。 

第２回 

保育・教育職の使命感と責任感、教育的愛情お

よび倫理観 ロールプレイングをとおして学

ぶ 

事前学習 
資料を読み、使命感と責任感、教育的愛情および倫理

観をまとめておく。 

事後学習 感じたこと、考えたこと、学んだことをまとめる。 

第３回 実践事例ロールプレイングのグループ発表 

事前学習 グループの捉えを具体的に明らかにしておく 

事後学習 
平等感をもって保育を行うこととは具体的にはどのよ

うなことかをまとめる 

第４回 

外部講師を招いて 幼稚園や保育所の一日と

保育者の仕事、留意事項、学級担任の職務、 

職員間の連携 

事前学習 
幼稚園・保育所の一日の職務を挙げ、知りたいことを

整理しておく。 

事後学習 
保育者の職務と職場の人間関係の在り方についてまと

める。 

第５回 
子どもの見方・捉え方と子どもへの働きかけ方 

ビデオ視聴を通して 
事前学習 

実習中における印象に残った子どもの様子を幼児の視

点からまとめておく。 



 

 

事後学習 
ビデオの話し合いや他の発表を聞いて、よりよい指導

や支援の在り方についてまとめる。 

第６回 

子ども同士の交流と集団づくり ―個性の伸

長と人間関係の育成と―   事例研究を通

して 

事前学習 
実習中に経験した子どもの育ち合いについてまとめて

おく。 

事後学習 個性の伸長と人間関係の育成についてまとめる。 

第７回 

保護者との連携 

子育て相談の進め方、学級だよりの作成、保育

参観や保護者会の運営 

事前学習 保護者との人間関係の事例を調べる。 

事後学習 
ロールプレイや協議等を通して理解した保護者との関

係の在り方についてまとめる 

第８回 

子どもの発達保障のための保育実践の在り方 

環境の構成や援助の在り方、保育の反省・評

価の在り方 

事前学習 
幼児期の発達、小学校以降の生活や学びの基盤とは何

か確認しておく。 

事後学習 
幼児期の発達を保障する環境の構成や援助、保育の評

価等について確認し、実践力の向上についてまとめる。 

第９回 
安全管理、危機管理を踏まえた保育 

 

事前学習 
今までに学んだ、安全管理、危機管理に関連する教科

書や資料などから大切なポイントをまとめておく。 

事後学習 

事前学習を整理してまとめ、演習をとおして新たに気

づいて、自分で意識しなければならないと認識したこ

とをまとめる。 

第１０回 
特別支援教育に基づく幼児理解 

「アセスメントと保育」の再確認 

事前学習 
実習中や文献から支援を必要とする子どもの保育につ

いて調べる。 

事後学習 
特別な支援を必要とする子どもの保育のポイントにつ

いてまとめる。 

第１１回 
インクルーシブ保育の実際 

子どもの遊びをインクルーシブ保育に活かす 

事前学習 インクルーシブ保育について調べておく。 

事後学習 
インクルーシブ保育の現状を探り、インクルーシブ保

育の意義や進め方についてまとめる。 

第１２回 

特別支援教育の実際 

ムーブメント教育の演習 (多目的室) 

 ―保育に活かす教材研究の在り方― 

事前学習 ムーブメント教育について調べておく。 

事後学習 
演習の実体験から、子どもにとっての適時性、適切性

に応じた、教材研究のポイントをまとめる。 

第１３回 

保育課題の検討 幼保小の連携 

   外部講師を招いて 接続期の保育・教育

の諸課題から 

事前学習 接続期の問題点について調べる。 

事後学習 
講師の話から接続期をめぐっての課題について自分な

りの考えをまとめる。 

第１４回 履修カルテの確認と今後の課題の洗い出し 

事前学習 カルテを持参する。 

事後学習 
ワークシートをまとめ、総合的な振り返りと課題を考

え、箇条書きにして書き出しておく。 

第１５回 履修カルテの提出、まとめ 
事前学習 カルテの提出 

事後学習 レポート課題をまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
保育者・教師論／保育士・教師論（2 単位） 

３．科目番号 JNGM1404 

２．授業担当教員 坂本 真理子 

４．授業形態 講義、グループ討議、発表 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

乳幼児期が人間形成の基礎としてきわめて重要な意味をもつことは、今日ますます強調されている。その乳

幼児期に関わる人的環境として保育者の存在は非常に重要である。保育者に求められる役割や資質・能力、

保育者の職務内容や組織の一員としての保育者の在り方等について、保育原理を基本にしてより深く学ぶ。

また、現代社会が求めている幼保小連携や障害児保育・統合保育などについても理解する。 

８．学習目標 

1.保育者の専門性について理解し、説明できるようになる。 

2.保育者の職務内容や職務への取り組み方について理解し、説明できるようになる。 

3.現代社会における保育ニーズについて理解し、説明できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート 

自分の長所・短所を述べ、将来どの様な保育者になりたいか考察しまとめる。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

汐見稔幸・大豆生田啓友編 最新保育講座２『保育者論』 ミネルヴァ書房 

【参考書】文部科学省『幼稚園教育要領』 

     厚生労働省『保育所保育指針』 

     内閣府･文部科学省･厚生労働省『幼保連携型人的こども園 教育･保育要領』 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.保育者の専門性について理解し、具体的に説明できるようになったか。 

2.保育者の職務内容や職務への取り組み方について理解し、具体的に説明できるようになったか。 

3.現代社会における保育ニーズについて理解し、具体的に説明できるようになったか。 

○評定の方法 

【授業への取り組み姿勢、授業内での課題提出、期末レポート等を総合して評価する。】 

１．授業への取り組み姿勢 総合点の２０％ 

２．授業内での課題提出 総合点の３０％ 

３．期末レポート 総合点の５０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

保育者の意義および役割、職務内容に関する知識について理解を深め、保育者に対する自らの適性を考察す

るとともに、自分を振り返りながら保育者への意欲や自覚を養いましょう。 

13．オフィスアワー 別途通知します 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 
－保育・教育とは－ 

事前学習 
自分の幼児期の体験を資料として保育者の資質
について考えておく。 

事後学習 
シラバス全体に目を通し授業計画を確認してお

く。 

第２回 保育者の仕事―保育者の一日を知るー 
事前学習 教科書の該当箇所を読んでくる。 

事後学習 保育者の様々な一日の仕事を理解する。 

第３回 保育という仕事の実態① 
事前学習 免許、資格要件を調べておく。 

事後学習 保育者の在り方を確認する。 

第４回 保育という仕事の実態② 
事前学習 

園生活に必要な保育者の仕事について調べてお
く。 

事後学習 保育者の仕事の意味、内容を理解する。 

第５回 保育者の役割 

事前学習 
現代の子どもの生活から特に必要な保育者の役
割を調べておく。 

事後学習 
子どもと共に生活する保育者の大切な役割につ

いて理解する。 

第６回 保育者の倫理 

事前学習 関連法律の予習をしておく。 

事後学習 
保育をする上で大切な倫理について、倫理綱領を

もとに考察する。 

第７回 職務内容の理解① 
事前学習 関連法律の予習をしておく。 

事後学習 現在の福祉関連制度の確認をする。 

第８回 職務内容の理解① 
事前学習 関連法律の予習をしておく。 

事後学習 現在の学校制度の確認をする。 

第９回 保育者の専門性－保育者に求められる能力－ 

事前学習 教科書の該当箇所を読んでくる。 

事後学習 
事例から求められる保育者の姿について理解す

る。 

第１０回 保育者の専門性－保育の実践と自己評価－ 

事前学習 教科書の該当箇所を読んでくる。 

事後学習 
自分の持つ子ども観、保育観について改めて考え

たことをまとめる。 

第１１回 保育者の専門性－保育者としての成長と学び－ 

事前学習 教科書の該当箇所を読んでくる。 

事後学習 
保育者としての成長とともに培われていく専門

性についてまとめる。 

第１２回 地域の中の保育者の役割 

事前学習 地域の中での園の役割について調べておく。 

事後学習 
地域の中での園の役割や子育て支援について理

解する。 



 

 

第１３回 保育者に求められる幅広い資質 

事前学習 園の組織や役割について調べておく。 

事後学習 
専門職間の連携の仕方、幅広い資質についてまと

める。 

第１４回 保育の現状と今後の課題 

事前学習 教科書の該当箇所を読んでくる。 

事後学習 
現代保育の課題を理解し、保育者に求められる責

務について理解する。 

第１５回 振り返りとまとめ 

事前学習 
保育者の専門性、チームとしての保育職について
まとめる。 

事後学習 
授業で学んだことを踏まえ保育者の役割や専門

性についてまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
保育実習指導Ⅰ（施設） （1単位） 

３．科目番号 JNPR1413 

２．授業担当教員 中嶋 一郎 

４．授業形態 演習、ディスカッション、グループ学習、発表 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

実習は計画的なカリキュラムとして単位取得を伴ったものであり、必修であることから誰にも不安要素は

尽きない。事前の事務準備からはじまり、最低求められる専門的知識や技術、そして心構え、さらには実習

で直面する予期せぬ現実的な問題や事後の課題にいたるまで何から手をつけて行くべきか、段取りよく進ま

ないのが実態であるため、この段取りを十分に理解して充実した実習を行い、保育者としての質の向上に図

るための授業展開とする。 

８．学習目標 
保育関連実習において必ずしなければならないこと、してはいけないこと等、実習の常識を具体的に学び、

実習が行えるようになる。（施設実習を特にポイントとする） 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1.実習先の施設と利用者に対する知識を理解し、実践に活かす。 

2.実習日誌の作成方法を理解し、実践する。 
3.施設実習における今日的課題を調べて発表する。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】関口はつ江(編著)『保育実習ハンドブック』大学図書出版、2018年。 

【教材】 「保育実習の手引き」 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.実習記録の意義・方法を理解し、実習から得た学習内容を具体的に記録することができるか。  

2.指導案の立案とそれに基づく模擬保育演習を行い、実践力を身につけるか。 

○評定の方法 

期末試験・レポート 30％ 施設実習・部分実習発表 30％ 

授業態度 20％ 授業まとめ発表（グループ）20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

携帯電話等の使用や私語等を慎むことは、守るべきマナーです。（減点の対象） 
授業等で不満があれば個人的に受け付けておりますので、いつでもご相談ください。 
自分の意見を持つことは、共に学ぶ学友との相互理解を深めるための道具です。自分の意見はワークシート

にまとめ、それを元に他人と議論を交わしてください。 
（以下、加点の対象） 
他の学生を尊重し、その意見をしっかりと受け止めてください。 

発表の際には、他の学生に伝わる大きさの声で行ってください。 
わからないことがあれば、授業内、外で積極的に質問をしてください。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
授業の概要と学習態度について・保育実習の時期及び準
備等〔実習の手引き〕 

事前学習 シラバスを確認しておく。 

事後学習 
保育実習Ⅰ（施設）授業の目的の確認・整理

をノートにする。 

第２回 
福祉施設実習とは 
①実習の意義 ②実習の目的 ③実習の理解 

事前学習 福祉施設実習について調べる（予習）。 

事後学習 
施設実習の目的・意義の確認・整理をノート

にまとめる。 

第３回 施設実習の保育士の役割・福祉施設の専門職について 

事前学習 
福祉施設実習の専門職についてテキストを
参考に読解しておく。 

事後学習 
福祉施設における保育士の役割について確

認整理しておく。 

第４回 福祉施設実習の実習生の立場と心構えについて 

事前学習 
福祉施設実習生の立場についてテキストを
読解しておく。 

事後学習 
福祉施設実習の心構えをテキストで学んで

おく。 

第５回 事前の施設訪問・施設見学について 
事前学習 

福祉施設実習事前の確認を詳細に読解して
おく。 

事後学習 施設見学についての計画を立ててみる。 

第６回 実習期間中の施設実習の流れについて 

事前学習 福祉施設実習の流れを確認・整理する。 

事後学習 
第１回～第６回までの授業内容をまとめて、

確認してみる。 

第７回 参加実習の内容と記録の意味 

事前学習 
福祉施設実習の形態とは何かテキスト読解
しておく。 

事後学習 
福祉施設実習日誌について確認し、実際に書

いてみる。 

第８回 実習日誌の書き方について① 

事前学習 
福祉実習日誌の書き方について確認してお
く。 

事後学習 
福祉施設実習日誌記録のポイントをノート

にまとめておく。 

第９回 実習日誌の書き方について② 

事前学習 
子どもの権利、子どもの 10 の姿について確
認してまとめておく。 

事後学習 
福祉施設実習日誌記録のポイントをノート

にまとめておく。 



 

 

第１０回 施設種別ごとの実習の内容と問題点（各自発表）① 

事前学習 各自実習場所の確認をする。 

事後学習 
福祉実習施設の種別と特徴を文献から確認

する。 

第１１回 施設種別ごとの実習の内容と問題点（各自発表）② 

事前学習 
福祉施設の今日的な問題点についてテキス
ト・雑誌・新聞等で調べる。 

事後学習 
福祉施設の今日的な課題をまとめて整理す

る。 

第１２回 各福祉施設実習での指導計画①（グループ学習） 

事前学習 
福祉施設実習の企画案作成・テキストを参考
文献にしながら指導計画を実施する。 

事後学習 
福祉施設実習の企画案作成・テキストを参考

文献にしながら、指導計画を複数作成する。 

第１３回 各福祉施設実習の振り返り 

事前学習 
福祉施設実習での実習を振り返り、反省点を
考えておく 

事後学習 
福祉施設実習振り返りシートを作成し、各自

発表の準備を進める 

第１４回 
施設別の実習の内容と今日的課題（各自・発表）まとめ
① 

事前学習 
福祉施設の問題点と課題の各自発表準備を
する。 

事後学習 
福祉施設の問題点と課題の各自発表の反省

と課題をまとめる。 

第１５回 
施設別の実習の内容と今日的課題（各自・発表）まとめ
② 

事前学習 
福祉施設の問題点と課題の各自発表準備を
する。 

事後学習 
福祉施設の問題点と課題の各自発表の反省

と課題をまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
保育実習指導Ⅰ（保育所） （1単位） 

３．科目番号 JNPR1411 

２．授業担当教員 山口 惠美子 

４．授業形態 演習、ディスカッション、グループ学習、発表 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 
保育実習の意義・目的・内容・方法を理解する。かつ、実習課題の明確化、実習記録の意義・方法の理解、

実習施設の理解を図るとともに、実習後には、実習総括・評価を行い、新たな学習目標・課題を明確化する。 

８．学習目標 

１．児童福祉施設の内容、機能等を実践現場での体験を通して理解できるようになる。 

２．既習の教科全体の知識・技能を基礎とし、これらを総合的に実践する応用力を養う。 

３．保育士としての職業倫理と子どもの最善の利益の具体化について学び、説明できることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

アサイメント（宿題） 

・事前学習部分に示した事柄に取り組んだ上で授業に臨むこと。 

・実践に役立つ教材製作の課題を提示する。（授業中に指示する） 

レポート課題設題 

・「保育実習Ⅰに向けての課題とそれに対する今後の取り組み」について 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】『保育実習の手引き』 

     小櫃智子他『幼稚園・保育所 パーフェクトガイド』わかば社、2017年 

【参考書】厚生労働省編『保育所保育指針解説書』 

※その他、必要に応じてプリント教材を配布する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．児童福祉施設の内容、機能等を実践現場での体験を通して理解できるようになったか。 

２．既習の教科全体の知識・技能を基礎とし、これらを総合的に実践する応用力を養えたか。 

３．保育士としての職業倫理と子どもの最善の利益の具体化について学び、説明できることができたか。 

○評定の方法 

授業態度（個別学習・グループ学習における意欲的な取り組み）（60％）、課題レポート（20％）、提出物とそ

の内容（20％）の配分で総合的に評価する。 

 なお、本学規定により、3/4 以上の出席が確認できない場合は単位の修得を認めない。 

12．受講生への 

メッセージ 

保育実習は、これまで履修した科目の学習を前提として行われます。今までの学習全てを現場でフル活用し

ていく心構えで授業に臨んで下さい。さらに実習終了後は、実習での学びを活かして今後履修する科目の学

習の糧にしていって欲しいと願います。実際に子どもの目の前に立つ皆さんは、子どもにとってひとりの大

人のモデルとなります。保育者は全人格を問われる職業であることを自覚して、実習事前・事後それぞれに

自己課題を明確にもって向上していけるよう頑張ってください。日々の弛まぬ努力を期待しています。  

13．オフィスアワー 別途通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

授業概要の説明・支援室より配属先発表、

調書配布。 

保育実習ガイダンス（保育実習の開始にあ

たり、保育実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲそれぞれの実習

目標と内容、実習の流れを理解する。保育

実習における基礎知識を学習する。） 

事前学習 
『保育実習の手引き』「本学の保育実習の概要」（pp.1-7）を

読み、授業に備える。 

事後学習 

保育実習Ⅰ（保育所）の実習目標と内容を復習し、ワークシ

ートにまとめる。 

『保育実習の手引き』「実習に関する基本的ルール」（pp.9-

11）を読み、理解する。調書の下書きを作成する。 

第２回 

実習に臨む心構えについて（保育実習にお

けるマナーと勤務の留意点を確認し、実習

に臨むうえでの自らの課題を明確にす

る。） 

事前学習 
『保育実習の手引き』「保育実習の留意事項」（pp.20-23）を

読み、理解する。 

事後学習 
保育実習における自己課題を明確にするとともに、今後の具

体的な取り組み内容と計画をワークシートにまとめる。 

第３回 

太陽保育園見学、体験  

保育園の環境、保育士の仕事、援助等を学

習する 

事前学習 太陽保育園について調べておく 

事後学習 
要点を整理し、実習生としてのあるべき姿必要な準備を理解

する。 

第４回 

保育実習における記録の意義について 

実習記録の望ましい記述方法①子どもの

活動場面から 

事前学習 
『保育実習の手引き』「実習記録について」（pp.26-28）を読

み、理解する。 

事後学習 
子どもの活動場面を捉える視点を再確認し、『保育所保育指

針』「第２章 子どもの発達」を熟読する。 

第５回 
実習記録の望ましい記述方法②クラスの

１日から 

事前学習 『保育所保育指針』「第３章 保育の内容」を読み、理解する。 

事後学習 
規定の書式にまとめて保育所生活の一日の流れを把握する

とともに、実習記録を記述する練習を行う。 

第６回 
保育所実習オリエンテーションへの準備

を通して、自らの実習課題を明確にする。 

事前学習 

『保育実習の手引き』の「実習生オリエンテーションについ

て」（pp.12-15）を読み、理解する。実習オリエンテーション

に必要なものを準備する。 

事後学習 自身の実習目標を明確にし、ワークシートにまとめる。 

第７回 
乳幼児の発達の特徴と年齢別による保育

の留意点を理解する。 

事前学習 
保育内容総論等の教科書で年齢別に集団保育をする際の留

意点について調べる。 

事後学習 
年齢・発達過程に応じた援助の考え方についてワークシート

にまとめる。 



 

 

第８回 

部分実習について理解し、手遊び、読み聞

かせ、弾き歌いを実践し、必要な技術につ

いて理解する。 

事前学習 
手遊びの下調べと絵本・紙芝居、弾き歌いの準備をして授業

に持参する。 

事後学習 
課題とする指導案を立案し、グループで模擬保育に備えて検

討する。 

第９回 

保育演習①手遊び、読み聞かせ、弾き歌い

を実践し省察を行い、望ましい援助とは何

かを理解する。 

事前学習 模擬保育に向けてグループ学習を行う。 

事後学習 
模擬保育の反省を行い、実践に関する自己課題を明確にす

る。 

第１０回 

保育演習②手遊び、読み聞かせ、弾き歌い

を実践し、省察を行い、望ましい援助とは

何かを理解する。 

事前学習 模擬保育に向けてグループ学習を行う。 

事後学習 
模擬保育の反省を行い、実践に関する自己課題を明確にす

る。 

第１１回 

保育演習③手遊び、読み聞かせ、弾き歌い

を実践し、省察を行い、望ましい援助とは

何かを理解する。 

事前学習 模擬保育に向けてグループ学習を行う。 

事後学習 
模擬保育の反省を行い、実践に関する自己課題を明確にす

る。 

第１２回 

保育演習④リトミック体験を通して、１つ

の曲で様々な楽しみ方ができることを理

解する。 

事前学習 リトミックについて調べておく。 

事後学習 
リトミック体験の反省をふまえて、スキップや動作、言葉の

かけかたを確認しておく 

第１３回 

作製したものをグループで確認し互いに

練習する中で望ましい援助とは何かを理

解する。 

事前学習 自己課題の準備をして授業に持参する。 

事後学習 
グループでの自己課題の練習をふまえて発表に備えて検討

する。 

第１４回 

保育演習⑤作製したものを発表し模擬保

育を実践し、省察を行い、望ましい援助と

は何かを理解する。 

事前学習 自己課題発表の練習ををしておく。 

事後学習 
互いに発表した内容から、自身の学びにつながるところをま

とめる。 

第１５回 
実習に向けて最終準備を行い、実習への心

構えを再確認する。 

事前学習 
『保育実習の手引き』「実習における留意事項」を再度確認し

ておく。 

事後学習 お礼状の練習、持参する持ち物や必要書類を準備する。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
法学（憲法を含む） （2単位） 

３．科目番号 JNGC1402 

２．授業担当教員 山本 豊 

４．授業形態 講義（学生への質問、討議、学生の発表、レポート） ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

今後、学ぶことになる法に関する科目の基礎となるものである。すなわち、この科目は法学概論、民法、行

政法及び教育法規を学修するときの基礎知識ともなるものである。 

７．講義概要 

 本科目は、国家の基本法である日本国憲法を学習するものである。既に小学校・中学校・高等学校の社会

科・公民・政治経済などの教科等において日本国憲法の内容については、一応学習していることが、前提で

ある。 

 大学での憲法学習は、憲法の意義、日本国憲法の制定の経緯、日本国憲法に規定されている人権や統治機

構に関する主な条文及びそれに関連する判例などについて学習する。 

８．学習目標 

学生には下記の目標を達成することが期待される。 

１．法一般の決まりや法規学習についての基礎知識を身に付けることができる。 

２．日本国憲法の基本原理について理解し、説明できる。 

３．日本国憲法の人権規定や統治機構について理解し、説明できる。 

４．日本国憲法に関する主要な判例を理解する。 

５．国家試験（社会福祉士や精神保健福祉士）や公務員試験（一般行政職、公立学校教員、公立保育所・認定

こども園、警察官など）の受験の基礎となる科目である。試験合格に対応できる力を身に付ける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・毎回の授業内容に相当する部分の教科書を読んでおくこと。 

・事前に配布されたレジュメの空欄を埋めておくこと。 

・難解な法律用語は調べておくこと。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

山本豊著『判例・通説を基調とした 法学・憲法』学校図書 

授業内容に即したレジュメを配布する。 

【参考書】 

『ポケット六法 平成 31年度版』有斐閣 

東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．法体系における憲法の位置を理解できたか。 

２．日本国憲法の体系および重要な条文の内容を理解できたか。 

３．憲法の具体的な条文と社会生活の関わりについて関連付けて考えられたか。 

○評定の方法 

授業態度・発表など          ３０％ 

学習カードの内容・事前学習の内容   ３０％ 

理解度テスト・事後学習の内容     ４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

 本科目では、学生個人の思考力、判断力、問題解決能力を養成し、より実践的で具体的な知識を得ること

を目的としている。目的を達成するために受講生は以下の条件を守ること。 

１． 授業中は、良き緊張感と集中力を保持して積極的な態度で授業に臨むこと。 

２． 講義内容について事前に教科書を読み、レジュメの空欄を記入するなどの予習を必ず行い、課題意識を

もって講義に臨むこと。 

３． 自ら進んで発表したり、質問したりして講義内容の理解に努めること。 

４． 欠席、遅刻、早退をした場合は学習カードにその理由を記入すること。緊急事態が生じない限り、定刻

に授業は開始する。 

５． 授業中の着帽、私語、飲食（ガムを含む）等は認めない。また、スマートフォンは机上には置かずに、

バッグにしまっておくこと。 

 

教員は以下のことを実行する。 

１． 授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 

２． 受講生全体に聞こえる声で話をするとともに、専門用語はわかりやすく説明する。 

３． 一方通行の講義だけを行うのではなく、ディスカッションを行いながら、学生が積極的に授業に参加（発

言、発表等）できるよう双方向対話型の学習環境を目指す。 

４． 遅刻、早退、授業中の着帽、居眠り、私語、スマートフォンの使用など、授業に臨むうえで不適切な言

動が見受けられた場合は、厳格に対処する。 

５． 授業開始前には教室にいるように心がけているので、質問がある人は早めに来室して疑問の解消に努め

ること。 

13．オフィスアワー 授業中に別途通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 法学の基礎に関する内容 

事前学習 
授業内容に相応する教科書の pp.28～41を読み、難解な言葉に

ついて調べる。 

事後学習 
配布されたレジュメに沿って空欄を埋める。 

学習カードに理解した内容を書く。 

第２回 
日本国憲法の成立と構成に関する内容 
国民主権と象徴天皇制に関する内容 

事前学習 
授業内容に相応する教科書の pp.190～194を読み、難解な言葉
について調べる。配布されたレジュメの空欄を埋めたり、質問

内容の答えを記入したりする。 

事後学習 
本時に学修した内容、理解した内容及び自己課題学習内容など

を学習カードに書く。 

 



 

 

第３回 
日本国憲法の平和主義に関する内容 
国民の権利義務に関する内容 ① 

人権総論、包括的基本権と法の下の平等 

事前学習 
授業内容に相応する教科書の pp.196～208を読み、難解な言葉
について調べる。配布されたレジュメの空欄を埋めたり、質問
内容の答えを記入したりする。 

事後学習 
本時に学修した内容、理解した内容及び自己課題学習内容など
を学習カードに書く。 

第４回 
理解度テスト① 
国民の権利義務に関する内容 ② 

精神的自由権 

事前学習 
授業内容に相応する教科書の pp.208～223を読み、難解な言葉
について調べる。配布されたレジュメの空欄を埋めたり、質問
内容の答えを記入したりする。 

事後学習 
本時に学修した内容、理解した内容及び自己課題学習内容など
を学習カードに書く。 

第５回 
国民の権利義務に関する内容 ③ 
経済的自由権 

事前学習 
授業内容に相応する教科書の pp.223～227を読み、難解な言葉
について調べる。配布されたレジュメの空欄を埋めたり、質問
内容の答えを記入したりする。 

事後学習 
本時に学修した内容、理解した内容及び自己課題学習内容など
を学習カードに書く。 

第６回 
国民の権利義務に関する内容 ④ 
社会権、参政権 

事前学習 
授業内容に相応する教科書の pp.227～235を読み、難解な言葉
について調べる。配布されたレジュメの空欄を埋めたり、質問
内容の答えを記入したりする。 

事後学習 
本時に学修した内容、理解した内容及び自己課題学習内容など
を学習カードに書く。 

第７回 
国民の権利義務に関する内容 ⑤ 
国務請求権、身体的自由権 

事前学習 
授業内容に相応する教科書の pp.235～242を読み、難解な言葉
について調べる。配布されたレジュメの空欄を埋めたり、質問
内容の答えを記入したりする。 

事後学習 
本時に学修した内容、理解した内容及び自己課題学習内容など
を学習カードに書く。 

第８回 
国民の権利義務に関する内容 ⑥ 
国民の義務 

事前学習 
授業内容に相応する教科書の pp.242～244を読み、難解な言葉
について調べる。配布されたレジュメの空欄を埋めたり、質問
内容の答えを記入したりする。 

事後学習 
本時に学修した内容、理解した内容及び自己課題学習内容など
を学習カードに書く。 

第９回 
理解度テスト② 
統治機構と三権分立に関する内容 ① 

国会 ① 

事前学習 
授業内容に相応する教科書の pp.246～256を読み、難解な言葉
について調べる。配布されたレジュメの空欄を埋めたり、質問
内容の答えを記入したりする。 

事後学習 
本時に学修した内容、理解した内容及び自己課題学習内容など
を学習カードに書く。 

第１０回 
統治機構と三権分立に関する内容 ② 
国会 ② 

事前学習 
授業内容に相応する教科書の pp.256～260を読み、難解な言葉
について調べる。配布されたレジュメの空欄を埋めたり、質問
内容の答えを記入したりする。 

事後学習 
本時に学修した内容、理解した内容及び自己課題学習内容など
を学習カードに書く。 

第１１回 
統治機構と三権分立に関する内容 ③ 
内閣 

事前学習 
授業内容に相応する教科書の pp.260～267を読み、難解な言葉
について調べる。配布されたレジュメの空欄を埋めたり、質問
内容の答えを記入したりする。 

事後学習 
本時に学修した内容、理解した内容及び自己課題学習内容など
を学習カードに書く。 

第１２回 
統治機構と三権分立に関する内容 ④ 
裁判所 ① 

事前学習 
授業内容に相応する教科書の pp.268～274を読み、難解な言葉
について調べる。配布されたレジュメの空欄を埋めたり、質問
内容の答えを記入したりする。 

事後学習 
本時に学修した内容、理解した内容及び自己課題学習内容など
を学習カードに書く。 

第１３回 
理解度テスト ③ 
統治機構と三権分立に関する内容 ⑤ 

裁判所② 

事前学習 
授業内容に相応する教科書の pp.275～277を読み、難解な言葉
について調べる。配布されたレジュメの空欄を埋めたり、質問
内容の答えを記入したりする。 

事後学習 
本時に学修した内容、理解した内容及び自己課題学習内容など
を学習カードに書く。 

第１４回 
統治機構と三権分立に関する内容 ⑥ 
財政、地方自治 

事前学習 
授業内容に相応する教科書の pp.277～283を読み、難解な言葉
について調べる。配布されたレジュメの空欄を埋めたり、質問
内容の答えを記入したりする。 

事後学習 
本時に学修した内容、理解した内容及び自己課題学習内容など
を学習カードに書く。 

第１５回 
統治機構と三権分立に関する内容 ⑦ 
理解度テスト ④ 

事前学習 
授業内容に相応する教科書の pp.283～284を読み、難解な言葉
について調べる。配布されたレジュメの空欄を埋めたり、質問
内容の答えを記入したりする。 

事後学習 
授業を振り返り学習目標が達成できたかどうか自己評価する。
課題が残った場合は今後の学習で解決を図る。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
ボランティア論 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1350 

２．授業担当教員 佐藤 惟 

４．授業形態 講義（ディスカッションを含む） ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

今日、わが国においてボランティア活動は大きな注目を集めている。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、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。 

８．学習目標 

1．ボランティアの意味と特徴、活動の歴史を理解し、説明できるようになる。 

2．今日のボランティア活動の現状と、そこにおける課題を理解し、説明できるようになる。 

3．実際に行われているボランティア活動のひとつに着目し、深く掘り下げて学習し理解を深める。 

4．ボランティアコーディネーターに求められているボランティア指導の方法を理解することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業で示されたテーマのうち自分の関心のあるものを一つ選び、各自で調べた内容についてパワーポイント
を用いてグループごとにプレゼンテーションを行ってもらう。また、自分のこれまでのボランティア経験を

振り返りレポートを作成する。プレゼンテーションおよびレポートの形式については授業内で指示する。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 
指定しない（プリント資料を毎回配布する）。 

【参考書】 
小倉常明・松藤和生編著『いちばんはじめのボランティア』樹村房、2005。 
巡静一・早瀬昇編『基礎から学ぶボランティアの理論と実際』中央法規出版、1997。 

田中優著『幸せを届けるボランティア 不幸を招くボランティア』河出文庫、2017。 
岡本榮一・菅井直也・妻鹿ふみ子編『学生のためのボランティア論』大阪ボランティア協会、2006。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1．ボランティアの意味と特徴、活動の歴史を理解し、説明できるようになったか。 

2．今日のボランティア活動の現状と、そこにおける課題を理解し、説明できるようになったか。  

3．実際に行われているボランティア活動のひとつに着目し、深く掘り下げて学習し理解を深めることができ

たか。  

4．ボランティアコーディネーターに求められているボランティア指導の方法を理解することができたか。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度 40％ 課題レポート 30％ 期末評価（レポート・試験等）30％  

※ 東京福祉大学の学則（第 36 条）に則り、成績評価に必要な出席時間数を満たしていない受講生の評価は

行わない。 

12．受講生への 

メッセージ 

1．正当な理由なく授業を欠席・遅刻・早退をしないこと。やむを得ない事情で欠席、遅刻、早退をした場合
はその理由を必ず教師に書面をもって報告すること。 

2．授業中は携帯電話や PHS等の電源は切り、私語・居眠りは慎み、常に緊張感と集中力を保つこと。     
3．授業での積極的な取り組みを評価するので、グループ・ディスカッションや意見の発表時には間違いを恐

れず、主体的に取り組むこと。 

4．授業中に指示された課題の提出期限は守ること。 
5．可能な範囲で、自ら積極的にボランティア活動に取り組むこと。施設ボランティアだけがボランティアで

はない。エコキャップや使用済み切手の収集と提供などもボランティアである。 

13．オフィスアワー 授業内で別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
授業ガイダンス（教員の自己紹介、受講生の自己紹介
―ボランティア体験や関心のあるボランティアについ

て、授業の進め方の説明など） 

事前学習 

これまでの自分のボランティア経験や、ボラ

ンティアについて自分が持っているイメー
ジを書き出しておく。 

事後学習 
自分が関心を持っているボランティア活動

について考え、まとめる。 

第２回 
ボランティア活動の理念、ボランティア活動の現状；
映像視聴 

事前学習 
ボランティア活動の理念および社会の現状

について調べておく。 

事後学習 
学習した内容を整理し、ボランティア活動に

ついて学んだ点をまとめる。 

第３回 東京オリンピック・パラリンピックとボランティア 

事前学習 
東京オリンピック・パラリンピックのボラン
ティアについて調べておく。 

事後学習 
東京オリンピック・パラリンピックのボラン

ティアについて学んだ点をまとめる。 

第４回 外部講師による講演：傾聴ボランティアについて 
事前学習 

電話相談ボランティアや傾聴ボランティア
について調べておく。 

事後学習 講演を聞いて学んだ内容を復習する。 

第５回 教育とボランティア 

事前学習 
教育に関わるボランティアについて調べて
おく。 

事後学習 
教育に関わるボランティアについて授業で

学んだ要点をまとめる。 



 

 

 

第６回 子どもとボランティア 

事前学習 子どものボランティアについて調べておく。 

事後学習 
子どものボランティアについて授業で学ん

だ要点をまとめる。 

第７回 高齢者とボランティア、障害者とボランティア 

事前学習 
高齢者および障害者のボランティアについ
て調べておく。 

事後学習 
高齢者および障害者のボランティアについ

て授業で学んだ要点をまとめる。 

第８回 外国人とボランティア 

事前学習 
外国人を対象としたボランティアについて
調べておく。 

事後学習 
外国人を対象としたボランティアについて

授業で学んだ要点をまとめる。 

第９回 
町内会・自治会とボランティア、ボランティア活動の
実際 

事前学習 

町内会・自治会について調べておく。ボラン

ティアを始めるにあたって留意するべき点
について自分で考え、まとめる。 

事後学習 

町内会・自治会について授業で学んだ要点を

まとめる。ボランティア活動を始めるにあた

って留意すべき点についてまとめる。 

第１０回 
民生委員・児童委員、保護司、その他の地域のボランテ
ィア 

事前学習 
民生委員・児童委員および保護司について調
べておく。 

事後学習 
民生委員・児童委員および保護司について授

業で学んだ要点をまとめる。 

第１１回 
ボランティアコーディネーターとボランティアマネジ
メント 

事前学習 
ボランティアを受け入れる立場に立って、ボ

ランティア活動を考えてみる。 

事後学習 
ボランティアコーディネーターに求められ

る能力について考え、まとめる。 

第１２回 
日本におけるボランティアの歴史、海外におけるボラ

ンティアの歴史 

事前学習 
日本および欧米におけるボランティアの起
源や歴史、発展について、調べておく。 

事後学習 
欧米のボランティア活動の歴史的変遷につ

いて、授業で学んだ要点をまとめる。 

第１３回 災害ボランティア；グループ発表① 

事前学習 災害ボランティアについて調べておく。 

事後学習 
災害ボランティアについて授業で学んだ要

点をまとめる。 

第１４回 NPO と企業の社会貢献(CSR)；グループ発表② 

事前学習 
NPO と企業の社会貢献(CSR)について各自
で調べ、簡潔にまとめてくる。 

事後学習 
企業が社会貢献を行うことの意義について、

ポイントをまとめる。 

第１５回 まとめ；グループ発表③ 

事前学習 
これまでに学んだ内容を改めて振り返り、関

心のあるテーマについてまとめておく。 

事後学習 

「人はなぜボランティアを行うのか？」につ

いて考え、自分の経験も踏まえてレポートに

まとめる。 

 


