
 

 

１．科目名（単位

数） 
多文化コミュニケーション （2単位） 

３．科目番号 

GELA1336 

GELA1329 

GELA1136 

JNGL2309 
２．授業担当教員 志手 和行 

４．授業形態 講義、ペアワーク、グループディスカッション、グループ発表 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 
他科目との関係 

多文化理解入門を受講していることが望ましい。 

７．講義概要 

グローバル化が進むにつれ、異なる母語・習慣・価値観をもった人たち同士の多文化コミュニケーションは
日常的になりつつある。本講義は、自分の視野をこのような多文化「共生社会」にむけて広げ、必要とされ

るコミュニケーション能力を修得することを目的とする。具体的には、多文化コミュニケーションを構成す
る「言語」「コミュニケーション」「文化」の３つの基本的概念を理解し、多文化コミュニケーションのしく
みを理解する。次に、様々なコミュニケーション活動や教科書のエクササイズを行い、多文化コミュニケー

ションのスキルを理解し養っていく。最後にグローバル時代における多文化コミュニケーションの役割と多
文化共生の在り方について自分なりの意見を発信する。 

８．学習目標 

1. 多文化コミュニケーションを構成する基本概念とそのしくみについて理解する。 

2. 多文化コミュニケーションのスキルを理解し身につける。 
3. グローバル時代の多文化コミュニケーションの役割と多文化共生の在り方について自分の意見を発信で

きる。 

９．アサイメント 
（宿題）及びレポ
ート課題 

1．事前学習課題として指定された教科書の課題を実施した上で授業に臨むこと。 

2．事後学習課題では、授業内で扱った内容の理解を定着できるよう教科書を再度よく読み、各章に応じて作

成された「振り返りプリント」に取り組むこと。 

3．グループ発表は、「グローバル時代の多文化コミュニケーション」をテーマとして1グループ5人を限度と

して10分程度の発表をグループで行うこととする。詳細は授業時に説明する。 

10．教科書・参考

書・ 

教材 

【教科書】八代京子その他著 『異文化コミュニケーションワークブック』三修社、2001年 

【参考書】授業時に指示する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 多文化コミュニケーションを構成する基本概念とそのしくみについて理解できたか。 

2. 多文化コミュニケーションのスキルを理解し身につけることができたか。 

3. グローバル時代の多文化コミュニケーションの役割と多文化共生の在り方について自分の意見を発信で
きたか。 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する 

１ 授業への参加態度 総合点の 30％ 

２ 試験（小テスト・期末テスト・口頭発表試験 等） 総合点の 30％ 

３ 提出課題（レポート等） 総合点の 40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

グローバル化の進展に伴い、異文化・多文化理解は今後益々重要視されることとなる。「文化」という用語に

我々は日常当たり前のように接するが、それを定義することは容易でない。よって「異文化・多文化とは何

か」という問いは非常に深い思考を必要とする。この授業では、実生活における例を豊富に参照しながら異

文化・多文化理解がより身近なものとなるように目指していく。自身の経験を振り返りながら受講生同士で

共有する過程を重要視するので、積極的な授業参加を期待する。 

13．オフィスアワー 

第１回の講義の際に指示をする。 

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 この科目を受講するにあたっての留意点 
事前学習 

教科書の「はじめに」と目次を読み、異文化

コミュニケーションについて考えてみる。 

事後学習 講義の流れをつかみ、学習計画を立てる。 

第２回 自己紹介 1：自由に自分を紹介する 

事前学習 1分間で自己紹介できるよう準備してくる。 

事後学習 
他の学生の自己紹介内容と気づいた点をま

とめ整理しておく。 

第３回 
第 1章 異文化コミュニケーションとは １：新しい常識

とステレオタイプ(pp.9-16) 

事前学習 

教科書 pp.9-16の「セルフチェック」と「ス

テップアップエクササイズ」を教科書または

ノートに書き込んでおく。 

事後学習 
授業で学んだことを振り返りプリントに記

入する。 

第４回 
第 1章 異文化コミュニケーションとは 2：異文化理解

への態度(pp.17-21) 

事前学習 

pp.17-21の「セルフチェック」と「ステップ

アップエクササイズ」を教科書またはノート

に書き込んでおく。 

事後学習 
授業で学んだことを振り返りプリントに記

入する。 

第５回 
第 1 章 異文化コミュニケーションとは 3:文化とコミ

ュニケーション(pp.22-35) 

事前学習 

pp.22-35の「セルフチェック」と「ステップ

アップエクササイズ」を教科書またはノート

に書き込んでおく。 

事後学習 
授業で学んだことを振り返りプリントに記

入する。 



 

 

第６回 自己紹介 2：お互いの文化を紹介し合う 

事前学習 
今まで学んだことを参考に 1分間で自分の文

化について紹介できるよう準備してくる。 

事後学習 
様々な学生の自文化紹介内容と気づいた点

を振り返りプリントに記入する。 

第７回 
第 2 章 コミュニケーションスタイル：自己開示とパラ

言語(pp.46-57) 

事前学習 

pp.46-57の「セルフチェック」と「ステップ

アップエクササイズ」を教科書またはノート

に書き込んでおく。 

事後学習 

様々な文化のコミュニケーションスタイル

について気づいたことを振り返りプリント

に記入する。 

第８回 
第 3章 言語コミュニケーション 1：ほめ方・叱り方・

謝り方(pp.61-72) 

事前学習 

pp.61-72の「セルフチェック」と「ステップ

アップエクササイズ」を教科書またはノート

に書き込んでおく。 

事後学習 
ほめ方・叱り方・謝り方の多様性について気

づいたことを振り返りプリントに記入する。 

第９回 
第 3章 言語コミュニケーション 2：自己紹介と誘い方・

断り方(pp.73-77) 

事前学習 

pp.73-77の「セルフチェック」と「ステップ

アップエクササイズ」を教科書またはノート

に書き込んでおく。 

事後学習 

自己紹介や誘い方・断り方の多様なスタイル

について気づいたことを振り返りプリント

に記入する。 

第１０回 
自己紹介 3：自己のコミュニケーションスタイルを意識

しながら自己紹介し合う 

事前学習 

自分のコミュニケーションスタイルを意識

しながら 1分間で自己紹介できるよう準備し

てくる。 

事後学習 

お互いの自己紹介を通し気づいたコミュニ

ケーションスタイルの文化多様性について

振り返りプリントに記入する。 

第１１回 第 4章 非言語コミュニケーション(pp.81-100) 

事前学習 

pp.81-100 の「セルフチェック」と「ステッ

プアップエクササイズ」を教科書またはノー

トに書き込んでおく。 

事後学習 

非言語コミュニケーションの文化多様性に

ついて気づいたことを振り返りプリントに

記入する。 

第１２回 第 5章 価値観(pp.103-113) 

事前学習 

pp.103-113の「セルフチェック」と「ステッ

プアップエクササイズ」を教科書またはノー

トに書き込んでおく。 

事後学習 
価値観の文化多様性について気づいたこと

を振り返りプリントに記入する。 

第１３回 
第 7章 異文化コミュニケーションスキル 1: (pp.137-

149) 

事前学習 

pp.137-149の「セルフチェック」と「ステッ

プアップエクササイズ」を教科書またはノー

トに書き込んでおく。 

事後学習 

D.I.E.メソッドとアサーティブ・コミュニケ

ーションについて学んだ内容を振り返りプ

リントに記入する。 

第１４回 
第 7章 異文化コミュニケーションスキル 2: (pp.150-

157) 

事前学習 

pp.150-157の「セルフチェック」と「ステッ

プアップエクササイズ」を教科書またはノー

トに書き込んでおく。 

事後学習 
エポケーについて学んだ内容を振り返りプ

リントに記入する。 

第１５回 グループ発表 

事前学習 
グループ発表のリハーサルをして本番に備

える。 

事後学習 
自分のグループと他グループの発表で得た

学びについて整理しておく。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
多文化保育・子育て演習 （2単位） 

３．科目番号 
JECC3508 

JNCC2508 
２．授業担当教員 堀 聡子 

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 
保育内容総論で保育形態を学習しておくことが望ましい。 

７．講義概要 

 国籍、宗教、人種、性別、障害、経済的事情などの背景を交じり合って形成されるのが「文化」であるとの

理解のもとに、それらの違いを子育ての場面で専門家としてどのように扱って親たちを平等に支えていくか

をテーマに演習形式で学習する。また現場実習を通して外国籍のこどもや保護者への対応をまなんでいく。 

８．学習目標 

1. 保育実践の基礎となる「保育観」「児童観」を確認し、説明できる。 

2. 多様な子育て支援ニーズの実際について理解し、説明できる。 

3. 児童福祉行政についての問題点や課題を提示し理解を深める。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

各自、身近な地域の多文化保育・子育て支援の実態あるいは海外の保育・子育て支援について調査し、発表

してもらう。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】咲間まり子編著『多文化保育・教育論』みらい社。 

【参考書】『保育所保育指針』。『幼稚園教育要領』。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・多文化共生の視点と多様な福祉ニーズを理解し、説明できるようになったか 

・多文化保育・教育における保育者・教師の専門性と役割を理解し、実践で活かせるようになったか 

・多文化保育・教育の課題を理解し、多文化共生に向けて発信できるようになったか 

○評定の方法 

・授業への参加姿勢等 20% 

・多文化保育・子育て支援等についてのプレゼン 50% 

・レポート 30% 

12．受講生への 

メッセージ 

 日常的な生活のなかで、多文化保育・子育て支援について興味・関心を持ちましょう。例えば、自分が住

んでいる町の多文化者の割合を確認したり、多文化保育が記載されている新聞記事や論文を収集したり、県

庁や市役所の国際課に行き担当者から多文化保育の現状を聞くなど、常に多文化保育・子育て支援を意識し、

関心を持って日常生活を送ってほしい。 

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 

ガイダンス：授業の概要と進め方 

第 1章 多文化保育・教育とは何か 

 第 1節 多文化共生社会の必要性 

事前学習 シラバスの確認 

事後学習 多文化共生社会の必要性について振り返る 

第２回 

第 1章 多文化保育・教育とは何か 

 第 2節 多文化保育・教育の必要性と意義 

第 2章 在日外国人の動向と福祉ニーズ 

 第 1節 在日外国人の人口的動向 

 第 2節 多文化共生の視点と外国人等の福祉ニーズ 

事前学習 
多文化家庭の子育ての問題点を新聞等で事前に

リサーチしておく 

事後学習 
多文化共生の視点と外国人等の福祉ニーズにつ

いて振り返る 

第３回 

第 3章 外国につながる子どもの保育・教育と保護者

への支援 

 第 1節 言葉に関する事例：保育 

 第 2節 食事に関する事例：保育 

事前学習 

第 3章の第 1節・2節を読み、外国につながる子

どもの保育・教育と保護者への支援について確認

する 

事後学習 言葉・食事に関する事例を振り返る 

第４回 

第 3章 外国につながる子どもの保育・教育と保護者

への支援 

 第 3節 保護者への支援の事例：保育 

 第 4節 入学に関する事例：小学校 

事前学習 

第 3章の第 3節・4節を読み、外国につながる子

どもの保育・教育と保護者への支援について確認

する 

事後学習 
保護者への支援の事例、入学に関する事例を振り

返る 

第５回 

第 3章 外国につながる子どもの保育・教育と保護者

への支援 

 第 5節 授業・学力に関する事例：小学校 

 第 6節 保護者への支援の事例：小学校 

事前学習 

第 3章の第 5節・6節を読み、外国につながる子

どもの保育・教育と保護者への支援について確認

する 

事後学習 
授業・学力に関する事例、保護者への支援の事例

を振り返る 

第６回 

第 4章 多文化保育・教育における保育者・教師の専

門性と役割 

 第 1節 多文化保育・教育のめざすもの 

 第 2節 多様性に応じた保育・教育に必要な知識 

事前学習 
第 4章の第 1節・2節を読み、多文化保育・教育

における保育者・教師の専門性と役割を確認する 

事後学習 
多文化保育・教育のめざすもの、多様性に応じた

保育・教育に必要な知識を振り返る 

第７回 

第 4章 多文化保育・教育における保育者・教師の専

門性と役割 

 第 3節 保育者・教師の専門性としての省察力と多

様性への応答的対応 

事前学習 
第 4章の第 3節を読み、多文化保育・教育におけ

る保育者・教師の専門性と役割を確認する 

事後学習 
保育者・教師の専門性としての省察力と多様性へ

の応答的対応を振り返る 

第８回 

第 4章 多文化保育・教育における保育者・教師の専

門性と役割 

 第 4節 保育者・教師の姿が子どもを育てる 

事前学習 
第 4章の第 4節を読み、多文化保育・教育におけ

る保育者・教師の専門性と役割を確認する 

事後学習 多文化保育・教育における保育者・教師の姿を振



 

 

り返る 

第９回 

第 5章 行政の多文化共生への取り組み 

第 1節 1戸町の国際交流 

第 2節 多文化共生への取り組み 

第 3節 今後の課題 

事前学習 
第 5章を読み、行政の多文化共生への取り組みを

読み確認する 

事後学習 
行政の多文化共生への取り組みを振り返り、身近

な地域の多文化行政について調べる 

第１０回 

第 6章 海外の子育て支援の現状 

 第 1節 ノルウェーの子育て支援の現状 

 第 2節 フィンランドの子育て支援の現状 

 第 3節 アメリカの子育て支援の現状 

事前学習 
第 6 章の第 1 節・2 節・3 節を読み、海外の子育

て支援の現状を確認する 

事後学習 
ノルウェー、フィンランド、アメリカの子育て支

援の現状を振り返り、日本と比較する 

第１１回 

第 6章 海外の子育て支援の現状 

 第 4節 中国の子育て支援の現状 

 第 5節 韓国の子育て支援の現状 

事前学習 
第 6章の第 4節・5節を読み、海外の子育て支援

の現状を確認する 

事後学習 
中国、韓国の子育て支援の現状を振り返り、日本

と比較する 

第１２回 
第 7章 今後の多文化保育・教育の課題と展望 

 第 1節 今後の多文化保育・教育の課題 

事前学習 
第 7章の第 1節を読み、今後の多文化保育・教育

の課題を確認する 

事後学習 今後の多文化保育・教育の課題について振り返る 

第１３回 
第 7章 今後の多文化保育・教育の課題と展望 

 第 2節 今後の多文化保育・教育の展望 

事前学習 
第 7章の第 2節を読み、今後の多文化保育・教育

の展望を確認する 

事後学習 今後の多文化保育・教育の展望について振り返る 

第１４回 まとめ①調査報告 
事前学習 報告準備をする 

事後学習 報告を振り返る 

第１５回 まとめ②調査報告 
事前学習 報告準備をする 

事後学習 授業全体の振り返り 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
中国の文化と言語Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号 
GECM1314 

GECM1324 
２．授業担当教員 秋谷 幸治 

４．授業形態 講義、ディスカッション、グループ学習等 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
中国の文化と言語Ⅰの単位を修得した後に履修することが望ましい。 

７．講義概要 

「中国の文化と言語Ⅰ」の学習を基礎に、中国の人びとの暮らし、伝統文化、風俗習慣を盛り込んだ教材

を精読する。簡単な日常会話と文型を学び、生きた中国語会話の体験学習を必要に応じ適宜おこなう場合も

ある。例えば、ビデオを用いて、中国の大学生活や庶民の暮らしを紹介するなどはその一例である。これら

のことを通して、日本に身を置くわたしたちの暮らしや考え方と比べてみる。 

８．学習目標 

1.中国語の入門から初級につながる会話を聞き取ることができ、話せることができるようになる。 

2.中国語で書かれた、ある程度まとまった文章を理解できる。 

3.中国語の表現から、中国語話者のものの見方、考え方、価値観を読み取ることができる。 

4.3 を通して中国の文化、社会、歴史的背景について理解を深めることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

【宿題】 

 授業前にテキストの例文を 7回以上 音読練習しておいてください。 

【レポート課題】 

 日本に伝わった中国の食文化について各自レポートし、15回目に提出してください。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

最新版 塚本慶一監修 劉穎著『１年生のコミュニケーション中国語』白水社 2015。 

※中国の文化・風俗習慣については、プリントを配付して学習します。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準（学習目標） 

1.中国語の入門から初級につながる会話を聞き取ることができ、話せることができたか。 

2.中国語で書かれた、ある程度まとまった文章を理解できたか。 

3.中国語の表現から、中国語話者のものの見方、考え方、価値観を読み取ることができたか。 

4.3を通して中国の文化、社会、歴史的背景について理解を深めることができたか。 

○評定の方法 

事前学習・事後学習の状況も含め、授業への参加度、小テスト、レポート等を総合して評価する。 

1.授業への積極的な参加 総合点の 30% 

2.小テスト       総合点の 40% 

3.課題レポート     総合点の 30% 

12．受講生への 

メッセージ 

語学を修得するには、とにかく声を出すことが大切です。授業では間違いを恐れず、大きな声で発音するよ

うに心がけよう。理解できなかったことや質問があったら、遠慮なく来て下さい。 

13．オフィスアワー 授業終了後、教員控え室に来て下さい。 

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 

中国語について知ろう 

中国で使われる漢字（簡体字と繁体字）、発音表記

の仕方（ピンイン）などについて復習します。 

事前学習 シラバスをよく読んでおく。 

事後学習 
授業内で配布したプリント「中国語とは？」を繰り返

し読み直しておく。 

第２回 
発音の復習① 単母音・子音・声調の復習 

【中国の生活を知ろう】中国の学校制度 

事前学習 テキスト pp.6～9を繰り返し読んでおく。 

事後学習 自分の名前を中国語で 10回以上音読しよう。 

第３回 発音の復習② 複母音・鼻母音・軽声の復習 
事前学習 テキスト pp.6～9を繰り返し読んでおく。 

事後学習 自分の名前を中国語で 10回以上音読しよう。 

第４回 

どこにありますか 

場所指示代名詞などの使い方について練習しま

す。【中国の生活を知ろう】中国の交通事情 

事前学習 
テキスト pp.28～29 をしっかり読み、新たな文法事

項を捉えておく。 

事後学習 テキスト p.28の会話文を 7回以上音読練習する。 

第５回 
何がありますか 

動詞“有”などの使い方について練習します。 

事前学習 
テキスト pp.32～33 をしっかり読み、新たな文法事

項を捉えておく。 

事後学習 テキスト p.32の会話文を 7回以上音読練習する。 

第６回 第 1～5回の総復習、小テスト 

事前学習 
テキスト pp.28～33 を読み直し、小テストに向けて

総復習をしておく。 

事後学習 
小テストで答えられなかった部分を復習しておこ

う。 

第７回 

ホテルにチェックイン 

完了を表す“了”などの使い方について練習しま

す。【中国の生活を知ろう】中国の住宅事情 

事前学習 
テキスト pp.36～37 をしっかり読み、新たな文法事

項を捉えておく。 

事後学習 テキスト p.36の会話文を 7回以上音読練習する。 

第８回 

何時に行きますか 

経験を表わす“過”などの使い方について練習し

ます。 

事前学習 
テキスト pp.40～41 をしっかり読み、新たな文法事

項を捉えておく。 

事後学習 テキスト p.40の会話文を 7回以上音読練習する。 

第９回 

タクシーに乗る 

前置詞“従”、“到”などの使い方について練習

します。【中国の生活を知ろう】中国の若者文化 

事前学習 
テキスト pp.44～45 をしっかり読み、新たな文法事

項を捉えておく。 

事後学習 テキスト p.44の会話文を 7回以上音読練習する。 

第１０回 

試着と支払い 

助動詞“可以”などの使い方について練習しま

す。 

事前学習 
テキスト pp.48～49 をしっかり読み、新たな文法事

項を捉えておく。 

事後学習 テキスト p.48の会話文を 7回以上音読練習する。 



 

 

第１１回 第 7～10回の総復習、小テスト 

事前学習 
テキスト pp.36～49 を読み直し、小テストに向けて

総復習をしておく。 

事後学習 
小テストで答えられなかった部分を復習しておこ

う。 

第１２回 中国映画を見よう 
事前学習 付属 CDを使ってリスニングの練習をしておく。 

事後学習 聞き取れた言葉をまとめてみよう。 

第１３回 
中国の食文化を学ぼう①（グループ学習） 

【日本に伝わる中国の食文化―麺類】 

事前学習 
事前に配布した「中国の食文化を学ぼう！」の№1の

プリントをよく読んでおくこと。 

事後学習 
中国から伝わった麺類にどのようなものがあるの

か、自分で調べてみよう。 

第１４回 
中国の食文化を学ぼう②（グループ学習） 

【日本に伝わる中国の食文化―お菓子】 

事前学習 
事前に配布した「中国の食文化を学ぼう！」の№2の

プリントをよく読んでおくこと。 

事後学習 
中国から伝わったお菓子にどのようなものがあるの

か、自分で調べてみよう。 

第１５回 
中国の食文化を学ぼう③（グループ学習） 

【日本に伝わる中国の食文化―お茶】課題提出 

事前学習 
事前に配布した「中国の食文化を学ぼう！」の№3の

プリントをよく読んでおくこと。 

事後学習 
中国から伝わったお茶にどのようなものがあるの

か、自分で調べてみよう。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
特別ニーズ教育論（初等）（2 単位） 

３．科目番号 
SJTC2413 

EDTE2310 
２．授業担当教員 柳本 雄次  

４．授業形態 

講義だけでなく様々な形態のグループ討議など、アクテ

ィブラーニングに基づいた履修者同士の実践的な学び合

いを重視する。※可能であれば補講期間に関連施設の見

学なども予定する。 

５．開講学期 秋期  

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 

障害の有無に関わらず特別の教育的ニーズのある児童を理解するために、(1) インクルーシブ教育の理念と

システム構築の具体化の模索、(2)わが国の特別支援教育の理念、制度及び展開、(3)特別支援学校や特別支援
学級、通級による指導、地域連携支援などの特別支援教育の各形態の現状と課題、についてそれぞれ講述す
る。 

８．学習目標 

1. 特別の支援を必要とする児童の障害の特性及び心身の発達について理解し、説明することができる。 

2. 特別の支援を必要とする児童に対する教育課程や支援の方法について理解し、説明することができる。 

3. 障害の有無に関わらず特別な教育的ニーズのある児童の学習上の困難とその支援について理解を深める。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

アサインメント】 

毎回テーマに関連した事前・事後学習の結果を記述したノートの作成 

【レポート課題】 

特別支援教育制度の歴史と課題、②インクルーシブ教育の理念と通常学校教育における具現化  

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

玉村公二彦・清水貞夫・黒田学・向井啓二(2017)『キーワードブック特別支援教育−インクルーシブ教育時代
の障害児教育』クリエイツかもがわ 

【参考資料】 

特別支援学校 小学部・中学部学習指導要領（平成 29 年 4 月告示 文部科学省） 

小学校学習指導要領（平成 29 年 3 月告示 文部科学省） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・障害の有無に関わらず特別の教育的ニーズのある児童の発達や学習の過程について理解できたか。 

・インクルーシブ教育と特別支援教育に関する基本的な用語や概念を理解することができたか。 

・インクルーシブ教育の理念とシステム構築の具体化について模索できたか。 

・わが国の特別支援教育の理念、制度及び展開について理解できたか。 

・発達障害の児童や障害を抱える児童の心身の発達や学習の過程を展望することができたか。 

・特別支援学校や特別支援学級、通級による指導、地域連携支援などの特別支援教育の各形態の現状と課題
について自らの考え方をもとことができたか。 

・通常学級における授業のユニバーサル化について理解できたか。 

○評定の方法 

・平常点（積極的参加度・授業態度・発表・発言等） 30％ 

・課題（中間レポート・ワークシート等）      30％ 

・期末評価（レポート・試験等）          40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

現在小学校等の教育機関において、障害の有無を超えて特別な配慮・支援の必要な児童が在学しています。

今後のインクルーシブ保(教)育システム構築に向け、必要とされる支援の内容・方法を具体的に学んでいき

ましょう。   

13．オフィスアワー   

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 

障害児教育の歴史と変遷 

母国語や貧困等の問題から教育的ニーズを抱えた児童

への対応 

事前学習 
教科書「第５章」（pp.247-281）を熟読して

おく。 

事後学習 

特別ニーズ教育論を学ぶ意義について考え

る。本時の授業のポイントや用語について

ノートに整理する。 

第２回 
インクルーシブ教育の国際動向（サラマンカ声明と障害

者の差別、合理的配慮） 

事前学習 
教科書「第１章」（pp.12-29）を熟読してお

く。 

事後学習 

授業内容やグループで討議したことについ

てワークシートにまとめる。わからないこ

とは教員に質問する。 

第３回 
特別支援教育とインクルーシブ教育（わが国の特別支援

教育の理念と制度、交流及び共同学習） 

事前学習 
教科書「第１章」（pp.30-47）を熟読してお

く。 

事後学習 
業内容やグループで討議したことについて

ワークシートにまとめる。 

第４回 
特別支援教育とインクルーシブ教育（通常学級における

合理的配慮とユニバーサルデザイン教育） 

事前学習 
教科書「第１章」（pp.48-69）を熟読してお

く。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについ

てワークシートにまとめる。 

第５回 
特別支援教育の学習指導要領と教育課程、個別の教育支

援計画、個別の指導計画 

事前学習 
教科書「第２章」（pp.71-89）を熟読してお

く。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについ

てワークシートにまとめる。 

第６回 障害児の教育課程と方法（特別支援学級や通級指導教室 事前学習 教科書「第２章」（pp.90-111）を熟読してお



 

 

の教科指導（読み・書き）作業学習・自立活動） く。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについ

てワークシートにまとめる。 

第７回 

障害児の教育課程と方法（通常学級での授業づくりの手

法としての授業のユニバーサルデザイン化・特別支援学

級や通級指導教室における教材教具の役割・授業研究） 

事前学習 
教科書「第２章」（pp.112-123）を熟読して

おく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについ

てワークシートにまとめる。 

第８回 

障害児の教育課程と方法（ICTを用いたコミュニケーシ

ョンの光と影、発達障害や軽度知的障害を抱えた生徒に

対するソーシャルスキルトレーニング） 

事前学習 
教科書「第２章」（pp.124-143）を熟読して

おく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについ

てワークシートにまとめる。 

第９回 

特別支援学校の制度（視覚障害教育と聴覚障害教育、病

弱教育）と障害をあわせ有する重複障害の知的代替の教

育課程 

事前学習 
教科書「第２章」（pp.144-153）を熟読して

おく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについ

てワークシートにまとめる。 

第１０回 
障害と発達の基礎概念（発達保障の考え方、障害者の自

立、発達と教育の関係） 

事前学習 
教科書「第３章」（pp. 155-161）を熟読して

おく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについ

てワークシートにまとめる。 

第１１回 
障害と発達の基礎概念（いじめや非行、不登校と障害の

関連、QOLを高めるための教育的な支援） 

事前学習 
教科書「第３章」（pp.162-171）を熟読して

おく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについ

てワークシートにまとめる。 

第１２回 
障害の診断・判断・支援（知能検査とダウン症の行動特

性の観点からの課題と支援） 

事前学習 
教科書「第３章」（pp.172-185）を熟読して

おく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについ

てワークシートにまとめる。 

第１３回 
障害の診断・判断・支援（読み書き障害、ADHD、自閉症

スペクトラム） 

事前学習 
教科書「第３章」（pp.186-195）を熟読して

おく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについ

てワークシートにまとめる。 

第１４回 障害の診断・判断・支援（弱視、難聴、ろう文化と手話） 

事前学習 
教科書「第３章」（pp.198-206）を熟読して

おく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについ

てワークシートにまとめる。 

第１５回 
就学前から就学へ（児童発達支援、障害児と学童保育、

相談事業） 

事前学習 
教科書「第４章」（pp.207-245）を熟読して

おく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについ

てワークシートにまとめる。 

期末試験 

 


