
 

 

１．科目名（単位数） 音楽基礎Ⅰ （2単位） 

３．科目番号 JNNT1110 

２．授業担当教員 田口 雅夫 

４．授業形態 講義および演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 保育および幼児教育に携わる者にとって必要とされる音楽の基礎的知識および演奏技術（具体的には、楽

典、ピアノ演奏法、歌唱法）の習得を目指します。特に、ピアノ演奏と弾き歌いは採用試験や保育・教育現

場の実践において極めて重要なため、重点的に学んでいきます。また、子どもの音楽的感性を如何に育んで

いくのか、体験的学習を通して考える。 

８．学習目標 

1.音楽の基礎理論（楽典）を理解し、楽譜の読み書きが自由にできるようにする。 

2.ピアノ演奏および弾き歌いの基礎的技術を習得する。 

3.歌唱法の基礎的技術を習得する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1. 音楽力は個人差があるので、苦手な学生は出題された課題をよく練習しておくこと。 

2. 子どもの歌のレパートリーを増やすこと。 

3. 音楽力のある学生は、その程度に合わせた課題を提示するので、意欲的に取り組むこと。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

・田口雅夫・高崎和子共編「実用こどものうた」カワイ出版 

【参考書】 

・深見友紀子・小林田鶴子・坂本暁美共著『この一冊でわかるピアノ実技と楽典』音楽之友社。 

・中・四国地区学会編著『歌う、弾く、表現する保育者になろう』保育士・幼稚園教諭養成テキスト 

全国大学音楽教育学会、音楽之友社。 

・小林美実監修『こどものうた 200』 チャイルド本社。 

・小林美実監修『続こどものうた 200』 チャイルド本社。 

・全音楽出版部編『標準バイエルピアノ教則本』全音楽譜出版社。 

 （※ピアノ初心者のみ購入必須） 

【教材】※各自で必ず購入しておくこと。 

・ヘッドフォン 

・6.3ｍｍステレオジャック（先端が 3.5ｍｍジャックの場合、ステレオ変換ジャックが必要） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

●成績評価の基準 

1.音楽の基礎理論（楽典）を理解し、楽譜の読み書きが自由にできるようにする。 

2.ピアノ演奏および弾き歌いの基礎的技術を習得する。 

3.歌唱法の基礎的技術を習得する。 

●評定の方法 

実技 50％、 楽典 30％、 授業への取り組み姿勢 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

1．音楽はこつこつと練習を積み上げることが大切です。出来るか否かではなく努力することが必要です。 

2．音楽の技術的な事で(ピアノ・歌)不安や心配のある学生は遠慮なく申し出ること。心配は要りません。 

3．授業中に以下の事については、厳しく注意します。 

（Ⅰ）音楽教室使用規則を守ること。(飲食・楽器の扱い方等) 

（Ⅱ）スマートフォン等を使用しない。 

（Ⅲ）授業中の私語は、真面目に受講している者にとって迷惑です。 

13．オフィスアワー 授業前後の時間を活用して下さい。 

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 オリエンテーション 楽典（音符） 

事前学習 
教科書「ピアノ実技と楽典」pp.13~37、50-53

を読んでおくこと。 

事後学習 
楽典の教科書 p.56 を復習し、第 2 回までに

暗記する。課題曲の練習。 

第２回 

ピアノ演奏：初級者：バイエル No.12、13 

中・上級者：バイエル No.62 

弾き歌い：中・上級者：ぶんぶんぶん 

楽典（休符） 

事前学習 
音符の名称・記号・拍を暗記しておくこと。

課題曲の練習。 

事後学習 
楽典の教科書 p.56 を復習し、第 3 回までに

暗記する。課題曲の練習。 

第３回 

ピアノ演奏：初級者：バイエル No.15、16 

中・上級者：バイエル No.66 

弾き歌い：中・上級者：大きな栗の木の下で 

楽典（拍子:○/4拍子） 

事前学習 
音符と休符の名称・記号・拍を暗記しておく

こと。課題曲の練習。 

事後学習 
2/4、3/4、4/4 の拍子を理解する（教科書

p.57）。課題曲の練習。 

第４回 

ピアノ演奏：初級者：バイエル No.31 

中・上級者：バイエル No.73 

弾き歌い：初級者：ちょうちょう 

中・上級者：かたつむり 

楽典（音符と休符、拍子の復習） 

ボディーパーカッション（手拍子のカノン） 

事前学習 
音符と休符、拍子を完全に理解しておくこ

と。課題曲の練習。 

事後学習 教科書 p.58の復習。課題曲の練習。 

第５回 

ピアノ演奏：初級者：バイエル No.40 

中・上級者：バイエル No.78 

弾き歌い：初級者：むすんでひらいて 

     中・上級者：朝のうた 

事前学習 
教科書 pp.70~71 を読んでおくこと。課題曲

の練習。 

事後学習 反復記号について理解する。課題曲の練習。 



 

 

楽典（反復記号） 

ボディーパーカッション（どんぶりパーティー） 

第６回 

ピアノ演奏：初級者 No.46 

中・上級者：バイエル No.80 

弾き歌い：初級者：とんとんとんとんひげじいさん 

     中・上級者：すてきなパパ 

楽典（反復記号の復習） 

ボディーパーカッション（クラップ・ステップ・シアタ

ー） 

事前学習 
反復記号の復習をし、暗記しておくこと。課

題曲の練習。 

事後学習 反復記号について理解する。課題曲の練習。 

第７回 

ピアノ演奏：初級者：バイエル No.48 

中・上級者：バイエル No.91 

弾き歌い：初級者：あめふりくまのこ 

中・上級者：とんぼのめがね 

楽典（さまざまな記号：強弱、速度） 

歌唱法（姿勢および腹式呼吸） 

事前学習 
教科書 p.68 を読んでおくこと。課題曲の練

習。 

事後学習 記号や楽語を暗記する。課題曲の練習。 

第８回 

ピアノ演奏：初級者：バイエル No.49 

中・上級者：バイエル No.93 

弾き歌い：初級者および中・上級者：たなばたさま 

楽典（さまざまな記号：奏法、曲想に関するもの） 

歌唱法（発声について） 

事前学習 
教科書 p.69 を読んでおくこと。課題曲の練

習。 

事後学習 
記号や楽語について理解する。課題曲の練

習。 

第９回 

ピアノ演奏：初級者：バイエル No.52 

中・上級者：バイエル No.97 

弾き歌い：初級者：みずあそび 

     中・上級者：あめふりくまのこ 

楽典（音程：長短） 

事前学習 
教科書 pp.72-77 を読んでおくこと。課題曲

の練習。 

事後学習 音程について理解する。課題曲の練習。 

第１０回 

ピアノ演奏：初級者：バイエル No.55 

中・上級者：バイエル No.102 

弾き歌い：初級者：とんぼのめがね 

     中・上級者：やまのおんがくか 

楽典（音程：完全） 

事前学習 
教科書 pp.78-87 を読んでおくこと。課題曲

の練習。 

事後学習 
音程で理解していないところを復習する。課

題曲の練習。 

第１１回 

ピアノ演奏：初級者：バイエル No.60 

中・上級者：バイエル No.104 

弾き歌い：初級者：せんせいとおともだち 

中・上級者：せんろはつづくよどこまでも 

楽典（これまでのまとめ） 

事前学習 
これまでの楽典をすべて復習し、暗記してお

くこと。課題曲の練習。 

事後学習 
楽典で理解していないところを復習する。課

題曲の練習。 

第１２回 ピアノ実技の発表（人前で演奏する経験を積む） 
事前学習 

バイエルの課題曲を発表できるよう練習し

ておくこと。 

事後学習 課題曲の復習。 

第１３回 弾き歌い実技の発表（人前で弾き歌いの経験をする） 
事前学習 

弾き歌いの課題曲を発表出来るよう練習し

ておくこと。 

事後学習 課題曲の復習。 

課題研究

１ 

中間発表の際に、通常発表に加えて園生活の歌(おはよう・おべんとう)を授業で学んだ奏法(レガート奏法)で弾けるよ

うにする。 

『事後学習、現場の対応として必要な、楽譜を見ない(暗譜)に慣れておくこと。』 

課題研究

２ 

期末発表の際に、通常発表に加えて余裕のある学生はレパートリーを増やし、課題研究Ⅰを基に弾き歌いがスムーズに

できるよう弾き込みを徹底し発表する。 

『事後学習、中間発表の際にミスをした箇所の部分練習と、暗譜で弾けるようにする。』 

 

 

 

 

 



 

 

 

１．科目名（単位数） 音楽基礎Ⅰ （2単位） 

３．科目番号 JNNT1110 

２．授業担当教員 高木 麻衣子 

４．授業形態 講義および演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 保育および幼児教育に携わる者にとって必要とされる音楽の基礎的知識および演奏技術（具体的には、楽

典、ピアノ演奏法、歌唱法）の習得を目指します。特に、ピアノ演奏と弾き歌いは採用試験や保育・教育現

場の実践において極めて重要なため、重点的に学んでいきます。また、子どもの音楽的感性を如何に育んで

いくのか、体験的学習を通して考える。 

８．学習目標 

1.音楽の基礎理論（楽典）を理解し、楽譜の読み書きが自由にできるようにする。 

2.ピアノ演奏および弾き歌いの基礎的技術を習得する。 

3.歌唱法の基礎的技術を習得する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

①ピアノ実技：毎回レベル毎に課題曲を提示するので、次週までに弾けるように練習をしてくること。 
②音楽理論：ほぼ毎回単元別の練習問題を提示するので、次週までに完成させ、疑問点や質問事項は次週に

必ず聞くこと。 

③ピアノ実技の発表と弾き歌いの発表を行う。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

・深見友紀子・小林田鶴子・坂本暁美共著『この一冊でわかるピアノ実技と楽典』音楽之友社 

・岡村弘・二宮紀子・杉原由利子編著『これだけは歌って弾こう 子どもの歌 厳選 50曲』共同音楽出版社 

【参考書】 

・全音楽出版部編『標準バイエルピアノ教則本』全音楽譜出版社 

（※ピアノ初心者のみ購入必須、バイエル終了者は、オリエンテーション後に個別相談を行い、課題を決定） 

・小林美実監修『こどものうた 200』 チャイルド本社 

・小林美実監修『続こどものうた 200』 チャイルド本社 

【教材】※各自で必ず購入しておくこと 

・ヘッドフォン 

・6.3ｍｍジャック（先端が 3.5ｍｍジャックの場合、ステレオ変換ジャックが必要） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

●成績評価の基準 

1.音楽の基礎理論（楽典）を理解し、楽譜の読み書きが自由にできるようにする。 

2.ピアノ演奏および弾き歌いの基礎的技術を習得する。 

3.歌唱法の基礎的技術を習得する。 

●評定の方法 

実技 50％、 楽典 30％、 授業への取り組み姿勢 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

「ピアノが弾けるようになる」ことは技術の習得です。したがって、日々の鍛練を忘れずに積み重ね、努力

すると必ず弾けるようになります。自分を信じて取り組み、出来る喜びを分かち合いましょう。保育・教育

に携わる皆さんが音楽の楽しさ、素晴らしさを次世代に伝えていける伝達者になって欲しいと思っています。

熱心に取り組まれることを期待しています！ 

13．オフィスアワー 最初の授業時に提示 

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 楽典（音符） 

事前学習 
教科書「ピアノ実技と楽典」pp.13~37、50-53

を読んでおくこと。 

事後学習 
楽典の教科書 p.56 を復習し、第 2 回までに

暗記する。課題曲の練習。 

第２回 

ピアノ演奏：初級者：バイエル No.12、13 

中・上級者：バイエル No.62 

弾き歌い：中・上級者：チューリップ 

楽典（休符） 

事前学習 
音符の名称・記号・拍を暗記しておくこと。

課題曲の練習。 

事後学習 
楽典の教科書 p.56 を復習し、第 3 回までに

暗記する。課題曲の練習。 

第３回 

ピアノ演奏：初級者：バイエル No.15、16 

中・上級者：バイエル No.66 

弾き歌い：中・上級者：ちょうちょう 

楽典（拍子:○/4拍子） 

事前学習 
音符と休符の名称・記号・拍を暗記しておく

こと。課題曲の練習。 

事後学習 
2/4、3/4、4/4 の拍子を理解する（教科書

p.57）。課題曲の練習。 

第４回 

ピアノ演奏：初級者：バイエル No.25、28 

中・上級者：バイエル No.73 

弾き歌い：中・上級者：とんぼのめがね 

楽典（拍子：○/8拍子） 

事前学習 
2/4、3/4、4/4の拍子を理解しておくこと（教

科書 p.57）。課題曲の練習。 

事後学習 
3/8、6/8の拍子を理解する（教科書 p.57）。

課題曲の練習。 

第５回 

ピアノ演奏：初級者：バイエル No.31 

中・上級者：バイエル No.73 

弾き歌い：初級者：メリーさんのひつじ、大きな栗の木

の下で 

中・上級者：どんぐりころころ 

楽典（音符と休符、拍子の復習） 

事前学習 
音符と休符、拍子を完全に理解しておくこ

と。課題曲の練習。 

教科書 p.58

の復習。課題

曲の練習。 

教科書 p.58の復習。課題曲の練習。 



 

 

ボディーパーカッション（手拍子のカノン） 

第６回 

ピアノ演奏：初級者：バイエル No.40 

中・上級者：バイエル No.78 

弾き歌い：初級者：チューリップ 

     中・上級者：おはようのうた 

楽典（反復記号） 

ボディーパーカッション（どんぶりパーティー） 

事前学習 
教科書 pp.70~71 を読んでおくこと。課題曲

の練習。 

事後学習 反復記号について理解する。課題曲の練習。 

第７回 

ピアノ演奏：初級者 No.46 

中・上級者：バイエル No.80 

弾き歌い：初級者：ちょうちょう 

     中・上級者：さよならのうた 

楽典（反復記号の復習） 

ボディーパーカッション（クラップ・ステップ・シアタ

ー） 

事前学習 
反復記号の復習をし、暗記しておくこと。課

題曲の練習。 

事後学習 反復記号について理解する。課題曲の練習。 

第８回 

ピアノ演奏：初級者：バイエル No.49 

中・上級者：バイエル No.93 

弾き歌い：初級者および中・上級者：たなばたさま 

楽典（さまざまな記号：奏法、曲想に関するもの） 

歌唱法（発声について） 

事前学習 
教科書 p.69 を読んでおくこと。課題曲の練

習。 

事後学習 
記号や楽語について理解する。課題曲の練

習。 

第９回 

ピアノ演奏：初級者：バイエル No.52 

中・上級者：バイエル No.97 

弾き歌い：初級者：どんぐりころころ 

     中・上級者：犬のおまわりさん 

楽典（音程：長短） 

事前学習 
教科書 pp.72-77 を読んでおくこと。課題曲

の練習。 

事後学習 音程について理解する。課題曲の練習。 

第１０回 

ピアノ演奏：初級者：バイエル No.55 

中・上級者：バイエル No.102 

弾き歌い：初級者：思い出のアルバム 

     中・上級者：さんぽ 

楽典（音程：完全） 

事前学習 
教科書 pp.78-87 を読んでおくこと。課題曲

の練習。 

事後学習 
音程で理解していないところを復習する。課

題曲の練習。 

第１１回 

ピアノ演奏：初級者：バイエル No.60 

中・上級者：バイエル No.104 

弾き歌い：初級者：おはようのうた 

中・上級者：お花がわらった 

楽典（これまでのまとめ） 

事前学習 
これまでの楽典をすべて復習し、暗記してお

くこと。課題曲の練習。 

事後学習 
楽典で理解していないところを復習する。課

題曲の練習。 

第１２回 ピアノ実技の発表（人前で演奏する経験を積む） 
事前学習 

バイエルの課題曲を発表できるよう練習し

ておくこと。 

事後学習 課題曲の復習。 

第１３回 弾き歌い実技の発表（人前で弾き歌いの経験をする） 
事前学習 

弾き歌いの課題曲を発表出来るよう練習し

ておくこと。 

事後学習 課題曲の復習。 

課題研究

１ 

中間発表の際に、通常発表に加えて園生活の歌（おはよう・おべんとう）を授業で学んだ奏法を心掛け、発表する。ま

た事後学習として、練習を重ね、暗譜で弾けることを目標にすること。 

課題研究

２ 

期末発表の際に、通常発表に加えてレパートリーを増やし、課題研究１を基に弾き歌いがスムーズに出来るよう、弾き

込みを徹底し、発表する。また事後学習として、練習を重ね、暗譜で弾けることを目標にすること。 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 学習困難児指導法 （2単位） 

３．科目番号 
JECC3507 

JNCC2507 
２．授業担当教員 酒井 博美 

４．授業形態 講義、演習発表、ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 学習困難児の発達特性理解のための知識を学ぶ。そして、支援者として発達アセスメント等を通して、長

所、得意な点を把握し、それらを活かし伸ばすことにより、課題である学習困難等を克服、改善できる理論、 

実践的能力を身につける。 

８．学習目標 

①自閉症や学習障害、ADHDなど特別なニーズを要する子どもの心情を理解し、共感的に接することができ

るようになる。 

②自閉症や学習障害、ADHDなど特別なニーズを要する子どもについて、保育士や幼稚園教諭、通常の学級

や特別支援の学級・学校の教師として、子どもの心に寄り添い、集団の中でのよりよい育ちとニーズに応

じた学びを促すために役立つ知識やスキルの獲得をめざす。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

毎回の授業開始時に、事前学習として示した「要点・キーワード」について発表してもらう。レポート課題

については、別途授業内で示す。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 

【参考書】 

酒井幸子・田中康雄 『発達が気になる子の個別の指導計画』学研プラス 2013年 
エドナ・D・コープランド、ヴァレリー・L・ラヴ編『教師のための LD・ADHD教育支援マニュアル』明石書店 
2004年 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

〇成績評価の規準 

1.グループワークにおけるレポート課題の書き方に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

2.分かりやすい表現方法や具体的かつ論理的な文章作成力が身に付いたか。 

〇評定の方法 

1.平常点（授業態度・授業への参加・授業内諸活動）    ４０% 

2.まとめの課題（テスト・レポート・発表などの活動）   ６０% 

なお、上記のほかに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条件 

12．受講生への 

メッセージ 

学習困難児といわれる子どもたちであっても、特性をよく知り、アプローチ方法を工夫することで、学びや
発達が促されます。理論と実践を通して、かかわる力を身につけましょう。 

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、学習困難とは 
事前学習 シラバスを読んでおく 

事後学習 今後の学習内容を理解しておく 

第２回 
学習困難児への指導の基礎（１） 
形態と場 

事前学習 
前回の授業で示した要点・キーワ一ドを確認
しておく 

事後学習 ノートを復習し、内容を確実に理解する 

第３回 
学習困難児への指導の基礎（２） 
かかわるメンバーの役割：子ども、親、教師、医師、学
校  

事前学習 
前回の授業で示した要点・キーワ一ドを確認
する 

事後学習 ノートを復習し、内容を確実に理解する 

第４回 
学習困難児への指導の基礎（３） 
具体的な方法①指導計画 

事前学習 
前回の授業で示した要点・キーワ一ドを確認
する 

事後学習 ノートを復習し、内容を確実に理解する 

第５回 
学習困難児への指導の基礎（４） 
具体的な方法②教材の工夫、動機づけ、スモールステッ
プ 

事前学習 
前回の授業で示した要点・キーワ一ドを確認
する 

事後学習 ノートを復習し、内容を確実に理解する 

第６回 発達障害の概要 
事前学習 

前回の授業で示した要点・キーワ一ドを確認
する 

事後学習 ノートを復習し、内容を確実に理解する 

第７回 自閉症スペクトラム障害の理解 
事前学習 

前回の授業で示した要点・キーワ一ドを確認
する 

事後学習 
自閉症スペクトラム障害の特性を説明でき
るようにしておく 

第８回 
自閉症スペクトラム障害児への指導 
グループワーク、発表 

事前学習 
グループワークの準備として、前回の内容を
もとに、各自考えた指導方法を書いておく 

事後学習 
グループワークで示した内容に各自１つア
イディアを加えてみる 

第９回 注意欠如多動性障害の理解 
事前学習 

前回の授業で示した要点・キーワ一ドを確認
する 

事後学習 
注意欠如多動性障害の特性を説明できるよ
うにしておく 

第１０回 
注意欠如多動性障害児への指導 
グループワーク、発表 

事前学習 
グループワークの準備として、前回の内容を
もとに、各自考えた指導方法を書いておく 

事後学習 
グループワークで示した内容に各自１つア
イディアを加えてみる 

第１１回 限局性学習障害の理解 
事前学習 

前回の授業で示した要点・キーワ一ドを確認
する 

事後学習 
限局性学習障害の特性を説明できるように
しておく 



 

 

第１２回 
限局性学習障害児への指導 
グループワーク、発表 

事前学習 
グループワークの準備として、前回の内容を
もとに、各自考えた指導方法を書いておく 

事後学習 
グループワークで示した内容に各自１つア
イディアを加えてみる 

第１３回 学習困難児のストレス、二次障害の理解 
事前学習 

前回の授業で示した要点・キーワ一ドを確認
しておく 

事後学習 ノートを復習し、内容を確実に理解する 

課題研究

１ 

第 2～5回の授業内容を踏まえて、学習困難児をとりまく環境と指導の基礎についてレポートにまとめよ。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1200文字程度） 

実施時期：第 5回の授業後に実施する。 

提出期限：第 6回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導および質疑応答を第 8回の授業終了後に行う。 

事後学習：レポート作成と添削指導および質疑応答を通し学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

第 6～10回の授業内容を踏まえて、発達障害児への具体的な指導についてレポートにまとめよ。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1200文字程度） 

実施時期：第 10回の授業後に実施する。 

提出期限：第 11回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導および質疑応答を第 13回の授業終了後に行う。 

事後学習：レポート作成と添削指導および質疑応答を通し学んだことをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） カリキュラム論 （2単位） 

３．科目番号 
JENT3418 

JNNT2418 
２．授業担当教員 鈴木 美子 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期・秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 
子どもの心と育ちを促すための教育とはどのようにあればよいのでしょうか。日々の教育計画の作成、実施

の在り方、記録および省察や評価の方法を学び、子ども一人ひとりに即しつつ、上級学校につなげるための
教育の実践能力を培っていきます。 

８．学習目標 

１ 教育課程の基本的な理解を図る。 
２ 教育課程と指導計画との関係を理解する。 
３ 長期、短期の指導計画の立て方が分かり、作成することができるようになる。 

４ 計画と実践、反省評価の関係が分かる。 
５ カリキュラム・マネジメントの意義と実際を理解する。 
６ 指導要録と就学期の連携について理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

長期指導計画（期案や月案）を作成し、長期の見通しをもつ眼を養います。 
実践事例から、次の計画を作成し、幼児理解と具体的な援助や環境構成を計画する在り方を学びます。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
小田豊・神長美津子監修『教育課程論』光生館。 

【参考書】 
文部科学省『幼稚園教育指導資料第1集 指導計画の作成と保育の展開』フレーベル館。 
汐見稔幸・無藤 隆監修『保育所保育指針 幼稚園教育要領 幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説と

ポイント』 ミネルヴァ書房。 
【参考資料】 
幼稚園教育要領（平成29年3月告示 文部科学省） 

幼保連携型認定こども園教育・保育要領（平成29年3月告示 内閣府・文部科学省・厚生労働省） 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．教育課程の基本が分かり、指導計画との関係を理解できるようになる。 

２．長期、短期の指導計画の作成の仕方が分かり、実際に行えるようになる。 
３. 計画と実践、反省評価の関係を理解できるようになる。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、グループワークで協働する姿勢、提出物を総合して評価する。 
１ 授業への積極的参加          総合点の２５％ 
２ 日常の受講態度            総合点の２５％ 

３ グループワークで協働する姿勢     総合点の２０％ 
４ 提出物                総合点の３０％ 
 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 

子ども一人ひとりは違って個性があり、保育は保育者の捉え方ひとつで大きく変わります。一人ひとりを
とにかくよく見てその子・その子たちに添った保育が実現できるように工夫し、それが本当に適切であった
かを確かめながら進められる力をつけましょう。 

13．オフィスアワー 後日通知する。 

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 カリキュラムとは何か 
保育における計画の意義 

事前学習 教科書の該当ページ（第 1章）を読んでおく。 

事後学習 
カリキュラム、保育における計画の意義についてまとめ

る。 

第２回 
幼稚園・幼保連携型認定こども園・保育所に
おける様々な保育の計画、幼稚園教育要領
改訂の歴史的社会的背景と主な内容 

事前学習 各施設にはどのような保育の計画があるか調べておく。 

事後学習 
要領改訂のポイント、各施設の保育計画とその歴史的社

会的背景を整理する。 

第３回 
幼稚園の教育課程、幼稚園・幼保連携型認定
こども園・保育所の全体計画 

事前学習 
幼稚園の教育課程、各施設の全体計画について調べてお
く。 

事後学習 
幼稚園の教育課程をまとめる。各施設の全体計画を整理

してその構造を理解する。 

第４回 指導計画－長期・短期の指導計画― 
事前学習 指導計画にはどのようなものがあるか調べておく。 

事後学習 指導計画と全体計画、短期指導計画について理解する。 

第５回 
指導計画－フルーツバスケットを通して― 
月案と保育の実際とのつながり 

事前学習 ５歳児６月の月案を理解の上授業に臨む。 

事後学習 活動からねらいと内容の整合性を理解する。 

第６回 
指導計画作成－３歳児初めてのフルーツバ
スケットの指導案― 

事前学習 ３歳児１月の月案を理解の上、授業に臨む。 

事後学習 指導案を作成する。 

第７回 
模擬保育を通して学び合う―３歳児初めて
のフルーツバスケット― グループ発表  

事前学習 準備をしてグループ発表ができるようにしておく。 

事後学習 学んだことをまとめて提出する。 

第８回 子どもの姿のとらえ 
事前学習 事例を読み自分のとらえをまとめておく。 

事後学習 子どもの姿と経験していることをまとめる。9回目に提出 

第９回 保育の反省・評価 
事前学習 保育の反省・評価のしかたを調べておく。 

事後学習 事例の反省（演習課題）をまとめておく。11回目に提出 

第１０回 カリキュラム・マネジメント 
事前学習 保育の計画―実践―反省―計画の関係を調べておく。 

事後学習 保育はどのようなサイクルで積み上げるかまとめる。 

第１１回 月案の発表 
事前学習 作成した月案の発表内容を確認し、発表準備をする。 

事後学習 発表からの学びをまとめる。 



 

 

第１２回 
小学校との連携とスタートカリキュラム、
地域との連携、保護者との連携 

事前学習 指導要録、子育て支援、地域財源について調べておく。 

事後学習 

指導要録等の作成の在り方についてまとめる。 
スタートカリキュラムについて整理し理解する。 

社会に開かれた教育課程についてまとめる。 

第１３回 まとめ 
事前学習 

本科目の学びを整理し、保育専門職としての力をまとめ
ておく。 

事後学習 指導計画（修正月案と学び・指導案等）を提出する。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第３・４回の講義内容を踏まえ、「３・４・５歳児の月案①（分担した 1か月分）」を作成する。 

形式：第５回授業で別途配付する。 

実施時期：第５回後に実施する。 

提出期限：第７回授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第９回授業で教室にて行う（グループ演習とする）。 

     質問等は毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。作成した月案を第 11回授業で発表する。 

事後学習：月案の作成と発表を通して学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第３・４回の講義内容を踏まえ、「３・４・５歳児の月案②（分担したもう 1か月分）」を作成する。 

形式：第５回授業で別途配付する。 

実施時期：第５回後に実施する。 

提出期限：第７回授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第９回授業で教室にて行う（グループ演習とする）。 

     質問等は毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。作成した月案を第 11回授業で発表する。 

事後学習：月案の作成と発表を通して学んだことをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 基礎演習Ⅰ （2単位） 

３．科目番号 JNCD1101 

２．授業担当教員 中村 裕、松本 岳志 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
特になし 

７．講義概要 

 本講義では、将来保育者や教育者といった子どもに関わる専門家になるための基礎的な知識を身につける。

また、受講者が自分の将来像について練り上げていくための機会となることをねらいとし、将来子どもの専

門家としての職責を担うための土台をつくることを目指す。 

８．学習目標 

1 「社会人」として必要な態度を習得する。 

2 「子どもに関わる専門家」として必要な基礎的知識・考え方を習得する。 

3 自己を知り、自己表現を養う。 

4 自己の職業観を育み、自分の将来像を練り上げる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

それぞれの教員が、提出物及びレポート課題を課す。詳細は、それぞれの教員が授業中に指示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

・石川昭義・小原敏郎編著『保育者のためのキャリア形成論』建帛社 2015 

【参考書】 

・『社会人基礎力 社会で働くための基礎を学ぶ』FOM出版 2010 

・幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領 

・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 「社会人」として必要な態度を習得しているか。 

2 「子どもに関わる専門家」として必要な基礎的知識・考え方を習得しているか。 

3 自己を知り、自己表現を養ったか。 

4 自己の職業観を育み、自分の将来像を練り上げたか。 

○評定の方法 

課題の取り組み状況 40%、授業内小テスト 30%、授業への取り組み姿勢 30% 

12．受講生への 

メッセージ 

 この授業は、社会人として必要とされる基礎的な知識や、子どもに関わる専門家としての基礎的知識を身

に付ける科目です。講義を聴くだけでなく、皆さんの将来に直結する様々な演習課題に取り組みます。近い

将来、保育職として活躍する自分の姿を想像し、緊張感や熱意を持って授業に臨んでください。 

13．オフィスアワー 後日通知する。 

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 社会人の基礎力について 

事前学習 
社会人になるとはどういうことか、どのような資

質・能力が求められるのか熟考しておくこと。 

事後学習 
社会人が身に付けるべき基礎力について復習し、理

解を深める。 

第２回 
考え抜く力（シンキング）： 

課題発見力・計画性・創造力について 

事前学習 事前配付のプリントに取り組むこと。 

事後学習 
考え抜く力について再度考え、今後の生活に活かせ

るようにする。 

第３回 
チームで働く力（チームワーク）： 

傾聴力・柔軟性・情況把握力・規律性について 

事前学習 事前配付のプリントに取り組むこと。 

事後学習 
前に踏み出す力について再度考え、今後の生活に活

かせるようにする。 

第４回 

保育者のためのキャリア形成① 

・「キャリアを形成する」ということ 

・「保育者」の免許・資格 

事前学習 教科書 pp.1〜5を熟読しておくこと。 

事後学習 
キャリア形成と保育職について復習し、理解を深め

る。 

第５回 
保育者のためのキャリア形成② 

・「養成校で学ぶ」ということ 

事前学習 教科書 pp.6〜10を熟読しておくこと。 

事後学習 
養成校で学ぶということ、保育者のキャリアについ

て復習し、理解を深める。 

第６回 
保育職を選択するということ① 

・「保育」との出会い 

事前学習 教科書 pp.11〜15を熟読しておくこと。 

事後学習 
自らの「保育」との出会いについて再度振り返り、

目指すべき保育者像をしっかりとイメージする。 

第７回 
保育職を選択するということ② 

・保育職へと向かっていくとは？ 

事前学習 教科書 pp16〜18を熟読しておくこと。 

事後学習 
保育職へ向かっていく自らの将来像をイメージす

る。 

第８回 

我が国の保育観と保育者の役割① 

・告示としての「幼稚園教育要領」「保育所保育

指針」「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」 

事前学習 教科書 pp.27〜28を熟読しておくこと。 

事後学習 それぞれの要領・指針の内容について理解を深める。 

第９回 

我が国の保育観と保育者の役割② 

・幼稚園教育要領・保育所保育指針にみる保育観 

・新しい保育の時代の創造に向けて 

事前学習 教科書 pp.29〜34を熟読しておくこと。 

事後学習 要領・指針に記された保育観について理解を深める。 



 

 

第１０回 

社会的養護における保育者の役割① 

・社会的養護の役割 

・保育者の役割 

事前学習 教科書 pp.35〜39を熟読しておくこと。 

事後学習 
社会的養護における保育者の役割について理解を深

める。 

第１１回 
社会的養護における保育者の役割② 

・保育者の姿勢・態度 

事前学習 教科書 pp.40〜42を熟読しておくこと。 

事後学習 保育者の姿勢・態度について理解を深める。 

第１２回 

保育者としての専門性① 

・保育の基礎となる「子ども理解」 

・「子ども理解」に基づいた保育の計画立案 

事前学習 教科書 pp.43〜45を熟読しておくこと。 

事後学習 保育者の専門性について復習し、理解を深める。 

第１３回 

保育者としての専門性② 

・環境構成 

・子どもの主体性を育て豊かな経験を促す「援助」 

・省察と保育者の専門性 

事前学習 教科書 pp.46〜50を熟読しておくこと。 

事後学習 保育者の専門性について復習し、理解を深める。 

課題研究 1 

課題研究テーマ：第２回〜第５回の講義内容を踏まえて「社会人とは」について私見も含めレポートにまとめる。 

レポート形式：A4用紙１〜２枚（1、000〜１、400字程度） 

実施期間：第６回の授業後に実施する。 

提出期間：第７回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第８回授業終了後に教室で行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を学んだことをまとめる。 

課題研究 2 

課題研究テーマ：第６回〜第１０回の講義内容を踏まえて「様々な保育者の役割について」レポートにまとめる。 

レポート形式：A4用紙１〜２枚（1、000〜１、400字程度） 

実施期間：第１０回の授業後に実施する。 

提出期間：第１１回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第１２回授業終了後に教室で行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を学んだことをまとめる。 

 



 

 

 

１．科目名（単位

数） 
キャリア開発演習Ⅰ（教養）A （2 単位） 

３．科目番号 

GECD3114 

GECD3214 

GECD3314 ２．授業担当教員 チームティーチング（佐藤・西山・宮園） 

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション、発表など ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
教養基礎演習の履修を終えていることが望ましい。 

７．講義概要 

本講義では、主に公務員や会社員を目指す学生を対象としており、キャリアアップにつながる「教養」を身に付ける

ための一環として、効果的な考え方や勉強法を学習参考例や演習問題を使用しながら実践的に理解する。具体的には、

基礎力を高める SPI適性問題、人文科学・自然科学・社会科学の公務員関連問題などを解いて、考え方や解き方のコツ

をマスターする。また、職場で必要とされる思考力、文章作成能力、問題解決能力、コミュニケーション能力を高める

ために、社会で問題になっている点などを取り上げて、グループでのディスカッション、クラスでの発表、各人の小論

文指導などを行い、社会現場で役立つ実践的な能力を身に付けていく。 

８．学習目標 

本講義では、以下の目標を達成することが期待されている。 

①希望する就職先や資格などを明確にし、具体的な目標を設定することができる。 

②目標を達成するために、自主的に勉強して必要な知識を身に付けられる。 

③職場で必要とされる思考力、文章作成能力、問題解決能力、コミュニケーション能力を身に付けられる。 

④人間として必要なマナー、常識、モラルを身に付けられる。 

⑤上記の①～④を兼ね備えた、総合的な教養と実践力を身に付けられる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート課題：期末試験では、「自分の経験や知識を就職活動でどのように活かすか」というテーマで、1,000字程度

のレポートを作成する。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】『就活ＢＯＯＫ 2021 内定獲得のメソッド ＳＰＩ 解法の極意』、マイナビ出版編集部、2019 年 

【参考書】適宜、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希望する就職先や資格などを明確にし、具体的な目標を設定することができたか 

②目標を達成するために、自主的に勉強して必要な知識を身に付けられたか 

③職場で必要とされる思考力、文章作成能力、問題解決能力、コミュニケーション能力を身に付けられたか 

④人間として必要なマナー、常識、モラルを身に付けられたか 

⑤上記①～④を兼ね備えた、総合的な教養と実践力を身に付けられたか 

○評定の方法 

・学生の参加意欲（態度、取り組み、発言、行動、気配りなど） 20％ 

・理解度（確認テスト、発表内容、資料等の作成など） 20％ 

・最終試験（総合評価が可能なレポート試験等） 60％ 

また、3/4 以上の出席が確認できない場合には単位を認めないこととする。さらに、欠席は 1 回（90 分）につき 10 点

を減点することとし、遅刻や早退はその時間分を減点する。ただし、特別な事情で欠席、遅刻、早退した場合には考慮

し、課題を与えるなどして対応する。 

12．受講生への 

メッセージ 

本授業を通じて、自分の希望する就職先や資格などについて真剣に考え、それらの目標を達成させるために、自主的

に求められる諸能力を高め、キャリアの向上が図られるよう努力してほしい。 

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 

オリエンテーション（授業の進め方）、就職・資格試験への

有効な対策方法の確認、教科書（ＳＰＩに関する知識、言

語分野の対策、非言語分野の対策、数表・図表） 

事前学習 教科書 pp.5～12 を読んでおく。 

事後学習 授業の復習（特に pp.14～19）をする。 

第２回 推理（論理）、推理（位置） 

事前学習 教科書 pp.20～29内にある例題を解く。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第３回 推理（順序）、推理（勝ち負け） 
事前学習 教科書 pp.30～37 内にある例題を解く。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第４回 推理（命題）、順列・組合せ 

事前学習 教科書 pp.38～45 内にある例題を解く。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第５回 確率、速さ 

事前学習 教科書 pp.46～57 内にある例題を解く。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第６回 集合（ベン図）、料金の割引、割合 
事前学習 教科書 pp.58～69 内にある例題を解く。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第７回 売買損益、グラフ（領域と不等式） 
事前学習 教科書 pp.70～79 内にある例題を解く。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第８回 グラフ（条件と領域）、経路と比率 事前学習 教科書 pp.80～89 内にある例題を解く。 



 

 

事後学習 授業についての復習をする。 

第９回 分割払い、記号 
事前学習 教科書 pp.90～97 内にある例題を解く。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第１０回 ブラックボックス、フローチャート 
事前学習 教科書 pp.98～109 内にある例題を解く。  

事後学習 授業についての復習をする。 

第１１回 鶴亀算、仕事算、年齢算 
事前学習 教科書 pp.110～119 内にある例題を解く。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第１２回 
同意語、反意語、語句→説明、説明→語句 

語句の用法、文章整序、２語の関係、長文読解 

事前学習 教科書 pp.122～168 に出てくる単語を調べる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第１３回 レポート課題テーマについてディスカッション及び発表 
事前学習 左記テーマに関して自分の意見を整理する。 

事後学習 授業についての復習をする。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ； Chapter３のＥＮＧ、Chapter４の構造的把握力検査（教科書 pp.168～186）の問題を解いて答え合わせ。 

提出媒体；レポート形式。用紙・手書きか否かは自由（すべての問題を解いていることが分かるように表記すること）。 

実施時期；第 6 回の授業後に実施し、第 7 回の授業開始時に提出する。 

事後学習；返却されたレポートを基に復習として解き直すなどする。 

課題研究 

2 

課題研究テーマ；模擬試験第 1、2 回（教科書 pp.197～240）の問題を解いて答え合わせ。 

提出媒体；レポート形式。用紙・手書きか否かは自由（すべての問題を解いていることが分かるように表記すること）。 

実施時期；第 12 回の授業後に実施し、第 13 回の授業開始時に提出する。 

事後学習；返却されたレポートを基に復習として解き直すなどする。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
キャリア開発演習Ⅰ（教養）A （4 単位） 

３．科目番号 

GECD3114 

GECD3214 

GECD3314 ２．授業担当教員 チームティーチング（佐藤・西山・宮園） 

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション、発表など ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
教養基礎演習の履修を終えていることが望ましい。 

７．講義概要 

本講義では、主に公務員や会社員を目指す学生を対象としており、キャリアアップにつながる「教養」を身に付ける

ための一環として、効果的な考え方や勉強法を学習参考例や演習問題を使用しながら実践的に理解する。具体的には、

基礎力を高める SPI適性問題、人文科学・自然科学・社会科学の公務員関連問題などを解いて、考え方や解き方のコツ

をマスターする。また、職場で必要とされる思考力、文章作成能力、問題解決能力、コミュニケーション能力を高める

ために、社会で問題になっている点などを取り上げて、グループでのディスカッション、クラスでの発表、各人の小論

文指導などを行い、社会現場で役立つ実践的な能力を身に付けていく。 

８．学習目標 

本講義では、以下の目標を達成することが期待されている。 

①希望する就職先や資格などを明確にし、具体的な目標を設定することができる。 

②目標を達成するために、自主的に勉強して必要な知識を身に付けられる。 

③職場で必要とされる思考力、文章作成能力、問題解決能力、コミュニケーション能力を身に付けられる。 

④人間として必要なマナー、常識、モラルを身に付けられる。 

⑤上記の①～④を兼ね備えた、総合的な教養と実践力を身に付けられる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート課題：期末試験では、講義を踏まえつつ、「あなたの考える日本社会の課題を一つ取り上げ、これに対し行政

がどのように対応するのが望ましいか」というテーマで、1,000字程度のレポートを作成する。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】Ａ；『21 年度 警察官Ⅰ類・A 大卒レベル 過去問題集』成美堂出版、2019 年 

Ｂ；『2021 年度版 論文試験 頻出テーマのまとめ方』実務教育出版、2020 年 

【参考書】参考書は指定しないが、併せて就職支援課主催の公務員試験対策講座受講がお薦めである。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

①希望する就職先や資格などを明確にし、具体的な目標を設定することができたか 

②目標を達成するために、自主的に勉強して必要な知識を身に付けられたか 

③職場で必要とされる思考力、文章作成能力、問題解決能力、コミュニケーション能力を身に付けられたか 

④人間として必要なマナー、常識、モラルを身に付けられたか 

⑤上記①～④を兼ね備えた、総合的な教養と実践力を身に付けられたか 

○評定の方法 

・学生の参加意欲（態度、取り組み、発言、行動、気配りなど） 20％ 

・理解度（確認テスト、発表内容、資料等の作成など） 20％ 

・最終試験（総合評価が可能なレポート試験等） 60％ 

また、3/4 以上の出席が確認できない場合には単位を認めないこととする。さらに、欠席は 1 回（90 分）につき 10 点

を減点することとし、遅刻や早退はその時間分を減点する。ただし、特別な事情で欠席、遅刻、早退した場合には考慮

し、課題を与えるなどして対応する。 

12．受講生への 

メッセージ 

本授業を通じて、自分の希望する就職先や資格などについて真剣に考え、それらの目標を達成させるために、自主的

にも教養を高めてキャリアアップを図れるようになってほしい。なお、教科書 Bは次年度も使用予定である。 

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 オリエンテーション（授業の進め方、効果的な勉強法） 
事前学習 各教科書の冒頭部分を読んでおく。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第２回 社会科学（政治） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第３回 社会科学（経済） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第４回 社会科学（社会） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第５回 人文科学（日本史） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第６回 人文科学（世界史） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第７回 人文科学（地理） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第８回 人文科学（思想、文学・芸術） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 



 

第９回 自然科学（数学） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第１０回 自然科学（生物） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第１１回 自然科学（化学） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第１２回 自然科学（物理） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第１３回 自然科学（地学） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第１４回 一般知能（文章理解①） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第１５回 一般知能（文章理解②） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第１６回 一般知能（数的処理①） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第１７回 一般知能（数的処理②） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第１８回 一般知能（数的処理③） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第１９回 一般知能（判断推理①） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第２０回 一般知能（判断推理②） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第２１回 一般知能（資料解釈） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第２２回 小論文対策（情報化の日常） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業を基に自己の意見を修正し改善する。 

第２３回 小論文対策（情報公開と住民参加） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業を基に自己の意見を修正し改善する。 

第２４回 小論文対策（高齢化と長寿社会） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業を基に自己の意見を修正し改善する。 

第２５回 小論文対策（少子化と人口減少） 

事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業を基に自己の意見を修正し改善する。 

第２６回 小論文対策（行政の役割） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業を基に自己の意見を修正し改善する。 

第２７回 小論文対策（住民サービス） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業を基に自己の意見を修正し改善する。 

第２８回 レポート課題についてディスカッションと発表 
事前学習 左記課題について自分の意見を整理する。 

事後学習 授業を基に自己の意見を修正し改善する。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ；論作文の書き方の基本パターン（教科書 pp.268～279）の要約。 

レポート形式；A4 用紙 1 枚（1200 字）程度。ワードで作成することを原則とする。 

実施時期と提出期限；第 1 回の授業時に実施の仕方を説明し、5 回目の授業開始時に提出する。 

事後学習；返却されたレポートを基に復習として書き直すなどする。 

課題研究 

2 

課題研究テーマ；国語と英語（教科書 pp102～121）の問題を解いて答え合わせをする。 

提出媒体；レポート形式。用紙・手書きか否かは自由（すべての問題を解いていることが分かるように表記すること）。 

実施時期と提出期限；第 8 回の授業時に実施し、9 回目の授業開始時に提出する。 



 

事後学習；返却されたレポートを基に復習として解き直すなどする。 

期末試験 

 



 

１．科目名（単位

数） 
キャリア開発演習Ⅱ（教養）A （2 単位） 

３．科目番号 

GECD4114 

GECD4214 

GECD4314 ２．授業担当教員 チームティーチング（佐藤・西山・宮園） 

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション、発表など ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
教養基礎演習・キャリア開発演習ⅠAの履修を終えていることが望ましい。 

７．講義概要 

本講義では、主に公務員や会社員を目指す学生を対象としており、就職試験や資格試験のためだけでなく、
有能な社会人として必要な「教養」を身に付けるための一環として、効果的な勉強法を資料や演習問題を使

用しながら実践的に理解する。具体的には、基礎力を高める SPI適性問題、人文科学・自然科学・社会科学
の公務員関連問題などを解いて、解き方のコツをマスターする。また、職場で必要とされる思考力、文章作
成能力、問題解決能力、コミュニケーション能力を高めるために、社会で問題になっている点などを取上げ

て、グループでのディスカッション、クラスでの発表、各人の小論文指導なども行い、現場で役立つ実践的
な能力を身に付ける。 

８．学習目標 

本講義では、以下の目標を達成することが期待されている。 
①希望する就職先や資格などを明確にし、具体的な目標を設定することができる。 
②目標を達成するために、自主的に勉強して必要な知識を身に付けられる。 

③職場で必要とされる思考力、文章作成能力、問題解決能力、コミュニケーション能力を身に付けられる。 
④人間として必要なマナー、常識、モラルを身に付けられる。 
⑤上記の①～④を兼ね備えた、有能な社会人として活躍できる総合的な教養力や実践力を身に付けられる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート課題：期末試験では、「２０２０年度にあった雇用・労働に関する時事」というテーマで、１つの

ニュースを取り上げ、どういうニュースか説明した上で、そのニュースに対するあなたの考えを1000字程度

で述べる論作文試験を課す。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】『21 年度 最新最強の一般常識』成美堂出版、2019 年 

【参考書】適宜、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希望する就職先や資格などを明確にし、具体的な目標を設定することができたか 

②目標を達成するために、自主的に勉強して必要な知識を身に付けられたか 

③職場で必要とされる思考力、文章作成能力、問題解決能力、コミュニケーション能力を身に付けられたか 

④人間として必要なマナー、常識、モラルを身に付けられたか 

⑤上記①～④を兼ね備えた、有能な社会人として活躍できる総合的な教養と実践力を身に付けられたか 

○評定の方法 

・学生の参加意欲（態度、取り組み、発言、行動、気配りなど） 20％ 

・理解度（確認テスト、発表内容、資料等の作成など） 20％ 

・最終試験（総合評価が可能なレポート試験等） 60％ 

また、3/4 以上の出席が確認できない場合には単位を認めないこととする。さらに、欠席は 1 回（90 分）に

つき 10 点を減点することとし、遅刻や早退はその時間分を減点する。ただし、特別な事情で欠席、遅刻、

早退した場合には考慮し、課題を与えるなどして対応する。 

12．受講生への 

メッセージ 

本授業を通じて、就職活動先である企業や官公庁から、職場で必要とされる思考力、文章作成能力、問題解

決能力、コミュニケーション能力があると判断される教養力を身につけてもらいたい。 

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 

オリエンテーション（授業の進め方、就職・資格試験対策

についてなど）、教科書（時事問題の傾向と対策、一般常

識問題の傾向と対策） 

事前学習 就職・進学への対策について考えてくる。 

事後学習 効果的な勉強法を再確認して実践する。 

第２回 政治 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第３回 国際情勢 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第４回 経済 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第５回 産業 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第６回 金融 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第７回 科学・技術 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第８回 自然・環境 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第９回 社会・生活 事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 



 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第１０回 教育・文化、スポーツ・芸能 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第１１回 国語・社会 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第１２回 数学・物理化学 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第１３回 レポート課題についてディスカッション及び発表 
事前学習 左記課題について自分の意見を整理する。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ；教科書にある『別冊頻出直前対策 BOOK』にあるトピックスのうち、３つを選び要約を作成する。 

レポート形式；A4 用紙 1 枚（1200 字）程度。ワードで作成することを原則とする。 

実施時期と提出期限；第 1 回の授業時に実施の仕方を説明し、5 回目の授業開始時に提出する。 

事後学習；返却されたレポートを基に復習として書き直すなどする。 

課題研究 

2 

課題研究テーマ；英語（教科書 pp.192～207）の問題を解いて答え合わせをする。 

提出媒体；レポート形式。用紙・手書きか否かは自由（すべての問題を解いていることが分かるように表記すること）。 

実施時期と提出期限；第 11 回の授業時に実施し、12 回目の授業開始時に提出する。 

事後学習；返却されたレポートを基に復習として解き直すなどする。 

期末試験 

 



 

１．科目名（単位

数） 
キャリア開発演習Ⅱ（教養）A （4 単位） 

３．科目番号 

GECD4114 

GECD4214 

GECD4314 ２．授業担当教員 チームティーチング（佐藤・西山・宮園） 

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション、発表など ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
教養基礎演習・キャリア開発演習Ⅰの履修を終えていることが望ましい。 

７．講義概要 

本講義では、主に公務員や会社員を目指す学生を対象としており、就職試験や資格試験のためだけでなく、
有能な社会人として必要な「教養」を身に付けるための一環として、効果的な勉強法を資料や演習問題を使

用しながら実践的に理解する。具体的には、基礎力を高める SPI適性問題、人文科学・自然科学・社会科学
の公務員関連問題などを解いて、解き方のコツをマスターする。また、職場で必要とされる思考力、文章作
成能力、問題解決能力、コミュニケーション能力を高めるために、社会で問題になっている点などを取上げ

て、グループでのディスカッション、クラスでの発表、各人の小論文指導なども行い、現場で役立つ実践的
な能力を身に付ける。 

８．学習目標 

本講義では、以下の目標を達成することが期待されている。 
①希望する就職先や資格などを明確にし、具体的な目標を設定することができる。 
②目標を達成するために、自主的に勉強して必要な知識を身に付けられる。 

③職場で必要とされる思考力、文章作成能力、問題解決能力、コミュニケーション能力を身に付けられる。 
④人間として必要なマナー、常識、モラルを身に付けられる。 
⑤上記の①～④を兼ね備えた、有能な社会人として活躍できる総合的な教養力や実践力を身に付けられる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート課題：期末試験では、「活力ある地域にするためにあなた（公務員になったと仮定すること）が貢

献できることを、自身の今まで得てきた知識や経験を元に述べなさい」というテーマで1000字程度の論作文

を書く。 

10．教科書・参考

書・教材 

A.『2021 年度版 地方上級・教養試験 過去問 500』実務教育出版、2019 年 

B.『2020 年度版 論文試験 頻出テーマのまとめ方』実務教育出版、2020 年 

 ※昨年度キャリア開発演習ⅠA を履修し購入した者はそのままである。 

C.『成功する！公務員の面接採用試験』成美堂出版、2019 年 

【参考書】参考書は指定しないが、併せて就職支援課主催の公務員試験対策講座の受講がお薦めである。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

①希望する就職先や資格などを明確にし、具体的な目標を設定することができたか 

②目標を達成するために、自主的に勉強して必要な知識を身に付けられたか 

③職場で必要とされる思考力、文章作成能力、問題解決能力、コミュニケーション能力を身に付けられたか 

④人間として必要なマナー、常識、モラルを身に付けられたか 

⑤上記①～④を兼ね備えた、有能な社会人として活躍できる総合的な教養と実践力を身に付けられたか 

○評定の方法 

・学生の参加意欲（態度、取り組み、発言、行動、気配りなど） 20％ 

・理解度（確認テスト、発表内容、資料等の作成など） 20％ 

・最終試験（総合評価が可能なレポート試験等） 60％ 

また、3/4 以上の出席が確認できない場合には単位を認めないこととする。さらに、欠席は 1 回（90 分）に

つき 10 点を減点することとし、遅刻や早退はその時間分を減点する。ただし、特別な事情で欠席、遅刻、

早退した場合には考慮し、課題を与えるなどして対応する。 

12．受講生への 

メッセージ 

本授業を通じて、就職活動先である企業や官公庁から、職場で必要とされる思考力、文章作成能力、問題解

決能力、コミュニケーション能力があると判断される教養力を身につけてもらいたい。 

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 

オリエンテーション（授業の進め方など）、就職・資格試

験対策（勉強法、小論文の書き方、面接の基本的な準備に

ついて） 

事前学習 就職・進学への対策について考えてくる。 

事後学習 効果的な勉強法を再確認して実践する。 

第２回 政治① 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第３回 政治② 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第４回 政治③（同和問題含む） 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第５回 経済① 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第６回 経済② 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第７回 社会 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第８回 文章理解 事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 



 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第９回 数学① 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第１０回 物理① 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第１１回 物理② 
事前学習 質問への自分なりの回答を作成する。 

事後学習 授業での学びを踏まえ発言の修正をする。 

第１２回 化学① 
事前学習 質問への自分なりの回答を作成する。 

事後学習 授業での学びを踏まえ発言の修正をする。 

第１３回 化学② 
事前学習 今までの学習を復習してくる。 

事後学習 できなかった問題中心に復習する。 

第１４回 生物① 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第１５回 生物② 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 自身の書いた文章を校正等し改善する。 

第１６回 地学① 
事前学習 質問への自分なりの回答を作成する。 

事後学習 授業での学びを踏まえ発言の修正をする。 

第１７回 地学② 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 自身の書いた文章を校正等し改善する。 

第１８回 面接対策（導入の質問・志望動機に関する質問） 
事前学習 質問への自分なりの回答を作成する。 

事後学習 授業での学びを踏まえ発言の修正をする。 

第１９回 小論文対策（男女共同参画社会） 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 自身の書いた文章を校正等し改善する。 

第２０回 面接対策（自己に関する質問） 
事前学習 質問への自分なりの回答を作成する。 

事後学習 授業での学びを踏まえ発言の修正をする。 

第２１回 小論文対策（社会貢献と NPO） 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 自身の書いた文章を校正等し改善する。 

第２２回 面接対策（職業観に関する質問） 
事前学習 質問への自分なりの回答を作成する。 

事後学習 授業での学びを踏まえ発言の修正をする。 

第２３回 小論文対策（科学技術と人間） 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 自身の書いた文章を校正等し改善する。 

第２４回 面接対策（学生生活に関する質問） 
事前学習 質問への自分なりの回答を作成する。 

事後学習 授業での学びを踏まえ発言の修正をする。 

第２５回 面接対策（交友関係に関する質問） 
事前学習 質問への自分なりの回答を作成する。 

事後学習 授業での学びを踏まえ発言の修正をする。 

第２６回 面接対策（社会問題に関する質問） 
事前学習 質問への自分なりの回答を作成する。 

事後学習 授業での学びを踏まえ発言の修正をする。 

課題研究 

1 

研究課題テーマ；文章理解（教科書 pp.304～347）の問題を解いて答え合わせをする。 

提出媒体；レポート形式。用紙・手書きか否かは自由（すべての問題を解いていることが分かるように表記すること）。 

実施時期と提出期限；第 4 回の授業時に実施し、6 回目の授業開始時に提出する。 

事後学習；返却されたレポートを基に復習として解き直すなどする。 

課題研究 

2 

研究課題テーマ；資料解釈（教科書 pp.506～530）の問題を解いて答え合わせをする。 

提出媒体；レポート形式。用紙・手書きか否かは自由（すべての問題を解いていることが分かるように表記すること）。 

実施時期と提出期限；第 10 回の授業時に実施し、12 回目の授業開始時に提出する。 

事後学習；返却されたレポートを基に復習として解き直すなどする。 

課題研究 

3 

研究テーマ；抽象課題（教科書 pp.236）を書いて提出する。なお、教科書 pp.231～239を読んでから取り組むこと。 

提出媒体；レポート形式。用紙・手書きか否かは自由（すべての問題を解いていることが分かるように表記すること）。 

実施時期と提出期限；第 19 回の授業時に実施し、20 回目の授業開始時に提出する。 

事後学習；返却されたレポートを基に復習として書き直すなどする。 

課題研究 

4 

研究課題テーマ；グラフ・データ問題（教科書 pp.244）を書いて提出する。なお、教科書 pp.240～248を読んでから取

り組むこと。 



 

提出媒体；レポート形式。用紙・手書きか否かは自由（すべての問題を解いていることが分かるように表記すること）。 

実施時期と提出期限；第 23 回の授業時に実施し、24 回目の授業開始時に提出する。 

事後学習；返却されたレポートを基に復習として書き直すなどする。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教育課程論（初等） （2 単位） 

３．科目番号 
EDTE1103 

EDTE3303 
２．授業担当教員 金子 康一 

４．授業形態 講義、討議や発表学習を中心に ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

「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。 

８．学習目標 

1. 学校教育において教育課程が有する役割・機能・意義を理解する。 

2. 教育課程編成の基本原理及び学校の教育実践に即した教育課程編成の方法を理解する。  

3. 教科・領域・学年をまたいでカリキュラムを把握し、学校教育課程全体をマネジメントすることの意義を
理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１ 期末試験: 新学習指導要領と教育課程の意義と役割、教育課程改革の必要性。キーワードの理解と考察 

○期末試験は、知識・理解問題と論述問題で実施する。書式等は授業中に通知する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
文部科学省『小学校学習指導要領解説｢総則｣』東洋館出版。 

【参考書】 
「新しい時代の教育課程」 第 4版 有斐閣アルマ 
小学校学習指導要領（平成 29年 3月告示 文部科学省） 

幼稚園教育要領(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 

１ 教育課程の意義について理解し、説明できるか。 

２ 近代及び現代日本の教育課程の歩みと教育課程をめぐる現状と課題を理解し、説明できるか。 

３．学校教育課程全体をマネジメントすることの意義を理解、説明できる。 

○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。 

12．受講生への 

メッセージ 

○ 学校教育の再生には、教育課程の現状と課題について考察し、改善に向けての方向性を明確にすること

が重要である。教育課程の理論を学ぶと同時に、児童生徒の実態から具体的に理解を深めて欲しい。 

○ 受講生の皆さんの努力を通して、知識・理解力だけでなく、思考力・判断力・表現力や探求心の育成に

寄与したいと考える。 

13．オフィスアワー 無し （授業の前後） 

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 

〇オリエンテェーション 
・「教育課程論」の目標及び学習内容と今後の予定、  
・授業の進め方を確認する。 
・教育課程の定義について考える。 

事前学習 シラバスを読み、講義概要を把握しておく。 

事後学習 
山積する今日的教育課題について考察し、教育

課程論の科目の概要を理解する。 

第２回 
〇教育課程とは何か 
・戦後 8回実施された「学習指導要領等の改訂の経過」
から、教育課程改変の歴史と改革の必要性を考える 

事前学習 教科書 P146～157を読んでおく 

事後学習 
学習指導要領改訂の経緯から、その時代に合っ

た「教育課程」の必要性について理解する 

第３回 

〇学習指導要領 第 1章 総説 
1 改訂の経緯及び基本方針 
2 改訂の要点 
3 道徳の特別の教科化 

事前学習 教科書 P1～10 を読んでおく 

事後学習 
学習指導要領改訂の基本方針及び改訂の要点

等を理解する。 

第４回 

〇第 2章 教育課程の基準 
1 教育課程の意義 
2 教育課程に関する法制 
 

事前学習 教科書 P11～16 を読んでおく 

事後学習 
講義内容を踏まえ、教育課程の意義や教育法規

により学習内容が決められていることを理解 

第５回 

〇第 3章 教育課程の構成及び実施 (1) 
1 小学校教育の基本と教育課程の役割 
 教育課程編成の原則、生きる力を育む教育活動の原則 
 育成を目指す資質能力、カリキュラム・マネジメント 

事前学習 教科書 P17～45 を読んでおく 

事後学習 
各校が教育課程を編成・実施し、生きる力の育

成やカリキュラムを充実していることを理解 

第６回 

〇第 3章 教育課程の構成及び実施 (2) 
2 教育課程の編成① 
教育目標と教育課程の編成、教科等横断的な視点に立
った資質・能力、教育課程の編成における共通的事項 

事前学習 教科書 P46～58 を読んでおく 

事後学習 
様々な資質・能力及び教育課程編成における内

容の取り扱いについての要点をまとめる 

第７回 

〇第 3章 教育課程の構成及び実施 (3) 
2 教育課程の編成② 
 授業時数等の取り扱い、指導計画作成等での配慮事項 
 幼小中の学校段階等間の接続 

事前学習 教科書 P58～75 を読んでおく 

事後学習 
各教科等の授業時数、指導計画作成上の配慮事

項及び学校段階間の接続の要点をまとめる 

第８回 

〇第 3章 教育課程の構成及び実施 (4) 
3 教育課程の実施と学習評価 
 主体的対話的で深い学びに向けた授業改善、 
 学習評価の充実 

事前学習 教科書 P76～95 を読んでおく 

事後学習 
主体的対話的で深い学びに向けた授業改善及

び学習評価の充実についての要点をまとめる 

第９回 

〇第 3章 教育課程の構成及び実施 (5) 
4 児童の発達の支援① 
 児童の発達を支える指導の充実 
学級経営、生徒指導、キャリア教育、個に応じた指導 

事前学習 
教科書 P96～105を読んでおく 
 

事後学習 
児童の発達を支える様々な指導の充実につい

て要点をまとめる 



 

 

第１０回 

〇第 3章 教育課程の構成及び実施 (6) 
4 児童の発達の支援② 
 特別な配慮を必要とする児童への指導 
 障害児、帰国児童、外国籍児童、不登校児童 

事前学習 教科書 P106～119 を読んでおく 

事後学習 
特別な配慮を必要とする様々な児童への指導

のあり方をまとめる 

第１１回 

〇第 3章 教育課程の構成及び実施 (7) 
5 学校運営上の留意事項 
 教育課程の改善(カリキュラム・マネジメント)と学校
評価,家庭や地域社会との連携及び協働と学校間の連携 

事前学習 教科書 P120～127 を読んでおく 

事後学習 
教育課程の PDCA の意義と学校評価の内容と方

法及び家庭や地域社会との連携等をまとめる 

第１２回 

〇第 3章 教育課程の構成及び実施 (8) 
6 道徳教育推進上の配慮事項 
 道徳教育の指導体制と全体計画、指導内容の重点化、 
 体験活動の充実といじめの防止、家庭や地域との連携 

事前学習 教科書 P128～145 を読んでおく 

事後学習 
教科化された道徳教育推進上の様々な配慮事

項について要点をまとめる 

第１３回 
○「現代的な諸課題に関する教科等横断的な教育内容に
ついて」の参考資料を基にして考察する 
〇教育課程論についてのまとめをする 

事前学習 教科書 P204～249 を読んでおく 

事後学習 
様々な現代的な諸課題について、教科横断的に

どのように指導するかを検討する 

課題研究

Ⅰ 

課題研究テーマ：「生きる力」と「確かな学力」の育成について、今日的教育課題と関連させて考察し、レポートにま

とめる。 

・後日指定のレポート用紙を配布する。（1000字以上） 

・実施時期：第５回の授業後に実施 

・提出期限：第７回の授業時に提出 

・事後指導：第８回の授業時に添削レポートを返却し、解説及び質疑応答を行う。 

・事後学習：添削指導、質疑応答、意見交換等を通して学んだことをまとめる。 

課題研究 

Ⅱ 

課題研究テーマ：小学校学習指導要領解 総則編 付録６「現代的な諸課題に関する教科横断的な教育内容についての

参考資料」P204～245 の＜小学校＞の中から最も関心のある項目を１つ選定し、選定した理由、どの教科・学年で、ど

のような内容や方法で指導したいかを、具体的に記述する。 

・後日指定のレポート用紙を配布する。（1000字以上） 

・実施時期：第９回の授業後に実施 

・提出期限：第 11回の授業時に提出 

・事後指導：第 13回の授業時に添削レポートを返却し、解説及び質疑応答を行う。 

・事後学習：添削指導、質疑応答、意見交換等を通して学んだことをまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
教育原理 （2単位） 

３．科目番号 JNCS1101 

２．授業担当教員 藤原 寿幸 

４．授業形態 講義・演習（グループ学習） ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

現在の幼稚園教育、学校教育を成り立たせている理念や制度や方法は長い歴史の中で様々な模索を通して

出来上がってきたものである。この科目では、教育の歴史や思想を学ぶことを通して、その模索をふり返り、

幼稚園、学校で教育に関わる職に就くことを希望している人を対象に「教育」という営みに関する基本的概

念を把握し、それに基づいた教育実践の考察を通して「教育」に対する理解を深めていく。 

 授業ではグループワークやディスカッションを通じて、自らの考えを人に分かりやすく伝え、また自分と

は異なる意見を聞くことにより、自らの「教育観」「子ども観」について検討をすすめ、教師として必要な資
質・能力の養成を目指していく。 

８．学習目標 

1. 教育の基本的概念を学び、子ども・家庭・教師・学校など教育を成り立たせる要素との相互関係を理解す
る。 

2. 教育の歴史を学び、現代に至るまでの教育・学校の変遷を理解し、現代社会における教育課題を歴史的観

点から考察することができる。 

3. 教育に関する様々な思想・理念を学び、それらと現代教育との結びつきを理解し、現代社会における教育
課題を思想的観点から考察することができる。 

4．教育原理で学んだことを踏まえて、自らの「教育観」「子ども観」を具体的に考えられるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・ワークシート 

・レスポンスシート（各回の講義内容に沿った課題を提示する。） 

・期末レポート 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

福元真由美編『はじめての子ども教育原理』有斐閣ストゥディア、2017年 
幼稚園教育要領（平成 29年 3月告示 文部科学省） 
幼保連携型認定こども園教育・保育要領（平成 29年 3月告示 内閣府・文部科学省・厚生労働省） 

【参考書】 
広岡義之『新しい教育原理 第 2版』ミネルヴァ書房、2014。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・教育の基本的概念や教育を成り立たせる様々な要素との相互関係を理解することができたか。 

・教育の歴史を理解し、現代社会における教育課題を歴史的観点から考察することができたか。 

・教育に関する様々な思想・理念を理解し、現代社会における教育課題を思想的観点から考察することがで

きたか。 

・自らの「教育観」「子ども観」を具体的に考えることができたか。 

○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 

１．授業中は私語を慎み、携帯電話・スマートフォンの電源を切って参加してください。 

２．グループワークやディスカッションには積極的に参加しましょう。 

３．授業中に分からなかったことや疑問点は後に残さずに授業後に質問してください。 

４、レポートや課題の提出期限を守ってください。 

５．正当な理由のない遅刻、早退、欠席はしないように心掛けてください。 

13．オフィスアワー 初回授業で周知する。 

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‐子ども教育ってなんだろ
う？（序章）‐ 

事前学習 教科書「序章」（pp.1〜10）を読んでおく。 

事後学習 

これから教育原理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 子ども教育の遊びと学び（第 1章） 

事前学習 
教科書「第１章」（pp.13〜31）を読み、わからない
用語をチェックしておく。 

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 子どもが育つ環境（第 2章） 

事前学習 
教科書「第 2章」（pp.33〜49）を読み、わからない
用語をチェックしておく。 

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４回 
子どもの発達（第 3章） 
‐ピアジェ・エリクソン・ヴィゴツキー‐ 

事前学習 
教科書「第 3章」（pp.51〜68）を読み、わからない
用語をチェックしておく。 

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５回 
小学校教師の教育実践（映像資料視聴・ワークシー
ト作成） 

事前学習 
これまでの学習をふり返り、教育の基本原理につ
いて理解を深める。 

事後学習 
授業内容を復習し、前授業までで理解が不十分な

点があれば質問事項をまとめる。 



 

 

第６回 子ども教育者という仕事（第 4章） 

事前学習 
教科書「第 4章」（pp.69〜85）を読み、わからない
用語をチェックしておく。 

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７回 子どもという存在（第 6章） 

事前学習 
教科書「第 6章」（pp.111〜129）を読み、わからな
い用語をチェックしておく。 

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８回 
子ども教育について考える（第 7章） 
‐ルソー・ペスタロッチ・デューイ‐ 

事前学習 
教科書「第 7章」（pp.131〜145）を読み、わからな
い用語をチェックしておく。 

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９回 子ども教育を支える仕組み（第 8章） 

事前学習 
教科書「第 8章」（pp.147〜165）を読み、わからな
い用語をチェックしておく。 

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１０回 気になる子の理解と対応（第 9章） 

事前学習 
教科書「第 9章」（pp.169〜185）を読み、わからな
い用語をチェックしておく。 

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１１回 子どもの育ちと学びをつなぐ（第 10章） 

事前学習 
教科書「第 10章」（pp.187〜200）を読み、わから
ない用語をチェックしておく。 

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１２回 保育士の教育実践（読み聞かせ等） 

事前学習 
これまでの学習をふり返り、発達段階に応じた子
どもへの対応について理解を深める。 

事後学習 
授業内容を復習し、自らの「教育観」「子ども観」

について考えてみる。 

第１３回 総括‐教育原理での学びを振り返って‐ 

事前学習 
第１４回までの授業で、教育原理について自分が
身に付けた力が何かを考えておく。 

事後学習 
授業全体をふり返り、自分の「教育観」「子ども観」

についてを具体的に考えてみる。 

課題研究

１ 

教科書「第 5章：子ども教育の系譜」（pp.89〜109）を読み、内容をまとめ、それに関する感想を書く。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1100字程度） 

実施時期：第 6回の授業後に実施する。 

提出期限：第 7回の授業開始時に提出する。 

     提出後、レポートの内容を交流する。詳細については第 6回の講義において説明する。 

事後学習：レポート作成と交流を通して学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

教科書「第 11章：これからの社会と子ども教育」（pp.201〜217）を読み、内容をまとめ、それに関する感想を書く。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1100字程度） 

実施時期：第 11回の授業後に実施する。 

提出期限：第 12回の授業開始時に提出する。 

     提出後、レポートの内容を交流する。詳細については第 11回の講義において説明する。 

事後学習：レポート作成と交流を通して学んだことをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教育心理学（初等）（2単位） 

３．科目番号 JNCS2404 

２．授業担当教員 酒井 博美 

４．授業形態 講義、演習、グループワーク ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本講義では、人間の発達過程および特徴についての心理学の基礎理論を学ぶとともに、発達段階をふまえて

の主体的な学習を支える指導の在り方やクラス集団形成について学ぶ。また、保育や教育現場で生じるさま
ざまな現象に対し、その背景を正しく把握し、有効な対処法を見つけ出す力を身につけることを目的に講義
を行う。 

８．学習目標 
1.幼児、児童及び生徒の心身の発達および学習の過程について理解し、説明することができる 

2.発達段階の心理的特性に基づき、主体的な学びを促す指導への応用する視点を持つことができる 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

毎回の授業開始時に、事後学習として示した「課題」について発表してもらう。また第8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小レポートを実施する。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】 

柏崎秀子『教職ベーシック 発達・学習の心理学』北樹出版 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．子どもの発達を踏まえた教育心理学の基本的な知識について理解し、説明できるか。 

２．学んだ知識に基づいて子どもの行動を理解し、教育や保育の現場で応用する力がついたか。 

○評定の方法 

１ 授業への参加態度（グループワーク等） 総合点の 30％ 

２ 試験（小テストまたは期末試験） 総合点の 40％ 

３ 課題（レポート等） 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 
授業オリエンテーション 
発達を学ぶ意義 

事前学習 シラバスを確認し、授業準備をする 

事後学習 授業に必要な教材をそろえる 

第２回 発達における遺伝と環境の相互作用 
事前学習 「発達」の意味を調べる 

事後学習 遺伝と環境の相互作用をまとめる 

第３回 身体・運動発達 
事前学習 身体発達の特徴を調べる 

事後学習 身体発達と運動発達の各時期をまとめる 

第４回 知覚の発達 
事前学習 知覚とは何かを調べる 

事後学習 知覚の発達をまとめる 

第５回 認知・思考の発達 
事前学習 ピアジェの認知発達について調べる 

事後学習 認知発達についてまとめる 

第６回 言語の発達 
事前学習 言語の発達過程について調べる 

事後学習 言語発達における遺伝と環境の影響をまとめる 

第７回 自己意識・対人関係の発達 
事前学習 「自己意識」とは何かを調べる 

事後学習 自己意識と社会性の発達の関連を考察する 

第８回 動機づけ 
事前学習 「動機づけ」とは何かを調べる 

事後学習 子どもの動機づけの方法を考える 

第９回 学習理論①行動理論 
事前学習 レスポンデント・オペラント条件づけについて調べる 

事後学習 条件づけについてまとめる 

第１０回 学習理論②認知理論 
事前学習 観察学習について調べる 

事後学習 観察学習についてまとめる 

第１１回 学習評価の方法 
事前学習 平均値と標準偏差の考え方を見直してくる 

事後学習 多様な学習評価の方法をまとめる 

第１２回 主体的な学びを促す①教師の指導 
事前学習 教授法について調べてくる 

事後学習 主体的な学びを促す教師の指導について考察する 

第１３回 主体的な学びを促す②集団づくり 
事前学習 協働学習について調べる 

事後学習 主体的な学びを促す集団作りについて考察する 

課題研究

１ 

第 3～7回の授業内容を踏まえて、子どもにおける種々の機能の発達についてレポートにまとめよ。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1200文字程度） 

実施時期：第 7回の授業後に実施する。 

提出期限：第 8回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導および質疑応答を第 10回の授業終了後に行う。 

事後学習：レポート作成と添削指導および質疑応答を通し学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

第 8～10回の授業内容を踏まえて、学習理論の教育への活用可能性についてレポートにまとめよ。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1200文字程度） 

実施時期：第 10回の授業後に実施する。 

提出期限：第 11回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導および質疑応答を第 13回の授業終了後に行う。 

事後学習：レポート作成と添削指導および質疑応答を通し学んだことをまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
教育相談（カウンセリングを含む）（初等） （2単位） 

３．科目番号 
JEEL1405 

JNEL1405 
２．授業担当教員 八重樫 幸雄 

４．授業形態 講義・演習（ディスカッション、グループ学習） ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

教育相談とは、幼稚園・小学校や中学校・高等学校など教育現場において、幼児・児童・生徒のこころの問

題を扱うだけでなく、幼児・児童・生徒を取り巻く家族や友人状況、地域・家庭の教育力の低下等、家庭や

社会環境の変化なども考慮しながら進められていく、教育現場における心理的な支援活動である。本授業で

は、教師あるいはスク－ルカウンセラ－が行う教育相談活動について、幼児・児童・生徒を理解するために

必要な知識や方法およびカウンセリングを含めた実際の介入方法などについて、知識を深めロールプレイや

討論も交えながら実践力を身につけることを目的とする。 

８．学習目標 

1.教育相談の意義と目的、内容と領域について理解し、説明することができるようになる。 

2.教育現場における教育相談の基本的視点、展開の方法について理解し、説明や討論（事例検討も含める）を
することができるようになる。 

3.教育相談を効果的に展開するため、枠組みとなる代表的なカウンセリングの理論と技術について理解し、 

説明やロールプレイをすることができるようになる。 

4.教育相談の治療的、予防的、開発的側面や現代の諸課題について理解し、説明や討論をすることができるよ
うになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・アサイメント 

 事前学習、事後学習で取り組んだ内容を毎回のアサイメントシートに記述する。 

・レポート課題 

 教育相談（カウンセリングを含む）の講義を通して、教育現場で取り組む教育相談について、自分として

できることは何かを考え、レポートにまとめる。1200字程度 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

石川正一郎・藤井泰編著『エッセンス学校教育相談心理学』北大路書房,2013。 
【参考書】 
蓮見元子編著『教育相談―子どもの理解とカウンセリング―』大学図書出版,2012。 

文部科学省『生徒指導提要』教育図書，2010。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 教育相談の意義と理論を理解し、説明できるか。 

2. カウンセリングに関する基礎的・基本的事項を理解し、説明やロールプレイをすることができるか。 

3. 教育相談の具体的な進め方やポイントを理解し、組織的な取り組みや他機関との連携の必要性、現代の課

題を把握して説明や討論（事例検討も含める）をすることができるか。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の学習状況、レポート等を総合して評価する。 

1. 授業への積極的参加（発言、討議、態度、課題シートへの取り組み） 総合点の 50％ 

2. レポ－ト（小論文、中間レポ－トを含む） 総合点の 50％ 

 上記のほかに、本学の規定である３／４以上の出席が単位取得の条件であることも配慮する。 

12．受講生への 

メッセージ 

教育現場では、いじめ、不登校、非行、発達障害、その他様々な教育上の課題がある。本科目では、教育相談

の理論と方法を理解し、教育相談を実践するための基本的な視点を学んでほしい。ロールプレイなど演習を

多く行い、援助者と被援助者の思いや願いを感じられるように授業を進める。ディスカッションで受講者同

士の考えを交流する機会を設定し、教育相談的援助の対応策を具体的に考えられるような授業を構成してい

きたい。そのために、受講生の主体的な受講態度を期待している。 

13．オフィスアワー 第１回の時に知らせる。 連絡先 yae123@nifty.com 

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（シラバスの確認） 
教育現場における子どもの心の問題や子どもを取
り巻く保護者・教師など様々な環境の問題につい
て、教育相談でどんなことを学んでいくのか、見
通しを立てる。 

事前学習 
シラバスを読んでおく。教育に関するニュ－スの中
で関心をもった事柄を整理しておく。 

事後学習 

今後の授業内容について理解し、本講義で学ぶこと

や自分の関心のある授業内容を説明できるように

まとめる。 

第２回 
教育相談の意義 
教育相談とは何かを知り、教育相談の予防・開発
的な面と治療・矯正的な面を把握する。 

事前学習 
教科書 pp.2～5を読んで、教育相談の意義について
調べ、説明できるようにしておく。 

事後学習 
教育相談の意義で学んだ内容について、ポイントを

まとめる。 

第３回 
教育相談と生徒指導 
教育相談の歴史を検討しながら、教育相談と生徒
指導のあり方を学ぶ。 

事前学習 
教科書 pp.5～11 を読んで、教育相談と生徒指導の
違いについて調べ、説明できるようにしておく。 

事後学習 
教育相談と生徒指導で学んだ内容について、ポイン

トをまとめる。 

第４回 

来談者中心カウンセリングとカウンセリング･マ

インド 
来談者中心カウンセリングの意義を知り、子ども
に対する教師の態度や姿勢として必要とされるカ
ウンセリング･マインドについて理解し、受容･傾
聴･共感的理解について学ぶ。 

事前学習 
教科書 pp.13～21を読んで、来談者中心法やカウン
セリング･マインドについて調べ、説明できるよう
にしておく。 

事後学習 

来談者中心カウンセリングで学んだ内容やカウン

セリング･マインドの重要性について、ポイントを

まとめる。 

第５回 

開発的カウンセリング 
開発的カウンセリングとは何かを知り、構成的グ
ループ･エンカウンターやアサ－ション･トレ－ニ
ングについて学ぶ。 

事前学習 
教科書 pp.23～31を読んで、開発的カウンセリング
について調べ、説明できるようにしておく。 

事後学習 

開発的カウンセリングと構成的グループ･エンカウ

ンターやアサ－ション･トレ－ニングについて学ん

だ内容について、ポイントをまとめる。 



 

 

第６回 

パ－ソナリティ 

パ－ソナリティという概念について知り、パ－ソ

ナリティ理論の類型論と特性論について学ぶ。 

事前学習 
教科書 pp.48～55 を読んで、パーソナリティとい
う概念について調べ、説明できるようにしておく。 

事後学習 
パ－ソナリティ理論の類型論と特性論で学んだ内

容について、ポイントをまとめる。 

第７回 

発達と教育相談 
発達とは何かを知り、発達段階についての諸理論
を学ぶことにより、幼児児童生徒を理解し適切に
かかわるためには発達途上にある子どもの特性を
知っておく必要があることを理解する。 

事前学習 
教科書 pp.57～67 を読んで、発達について調べ、
説明できるようにしておく。 

事後学習 
発達とは何か、発達段階についての諸理論で学んだ

内容について、ポイントをまとめる。 

第８回 

 

発達障害と教育相談 
発達障害とは何かを知り、高機能自閉症、アスペ
ルガ－症候群、ADHD、学習障害のそれぞれの特性
について学ぶ。 

事前学習 
教科書 pp.69～78 を読んで、発達障害について調
べ、説明できるようにしておく 

事後学習 

発達障害とは何か、高機能自閉症、アスペルガ－症

候群、ADHD、学習障害のそれぞれの特性について、

ポイントをまとめる。 

第９回 

 

心の問題と教育相談 

心の問題の種類について知り、統合失調症、気分

障害、摂食障害、不安障害、チック、自傷行為、

心身症、緘黙症などの概略を学ぶ。 

事前学習 
教科書 pp.79～88 を読んで、心の問題について調
べ、説明できるようにしておく。 

事後学習 
心の問題と教育相談で学んだ内容について、ポイン

トをまとめる。 

第１０回 

教育相談における心理テストの活かし方 

子どものアセスメントの重要性を理解し、さまざ

まな心理テストの概略を知り、その活用について

考える。 

 

事前学習 
教科書 pp.90～109 を読んで、心理テストについて
調べ、説明できるようにしておく 

事後学習 
教育相談における心理テストの活かし方で学んだ

内容について、ポイントをまとめる。 

第１１回 

不登校･不登園と教育相談 

不登校の定義を知り、不登校･不登園の児童幼児へ

の対応について理解し、資料（事例）について教

育相談を行う際の目標の立て方や進め方について

考え、グループディスカッションにより検討する。 

事前学習 
教科書 pp.112～124 を読んで、不登校について調
べ、説明できるようにしておく。 

事後学習 
不登校と教育相談で学んだ内容について、ポイント

をまとめる。 

第１２回 

いじめ、非行および虐待と教育相談 

いじめのメカニズムを知る。また、非行および虐

待とは何かを知り､その原因論について理解する。

それぞれについて予防・開発的教育相談としての

対策と治療･矯正的教育相談としての対策を理解

し、資料（事例）について教育相談を行う際の目

標の立て方や進め方について考え、グループディ

スカッションにより検討する。 

事前学習 
教科書 pp.149～162および pp.126～138を読んで、
いじめや非行、虐待について調べ、説明できるよう
にしておく。 

事後学習 
いじめ、非行および虐待と教育相談で学んだ内容に

ついて、ポイントをまとめる。 

第１３回 

校内（園内）体制と組織的な取り組み 

学校（幼稚園）における教育相談は、計画を作成

し、校内体制の整備を図り、組織的に取り組むこ

とが必要であることを理解する。 

事前学習 
教科書 pp.176～185 を読んで､校内体制について調
べ、説明できるようにしておく。 

事後学習 
校内体制と組織的な取り組みで学んだ内容につい

て、ポイントをまとめる。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 1回～第 5 回の講義内容を踏まえて、「交流分析の具体的な手法であるエゴグラム」についてレポ

ートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第 6 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 7 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を授業後に 8回以降から始め、第 10回授業で最終的に行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 8回～第 12 回の講義内容を踏まえて、「発達障害児や不登校児に関する関係機関との連携・協働の

必要性」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第 11回の授業後に実施する。 

提出期限：第 12 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 12回授業終了以後も継続的に行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合は 13回以後も随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教育法規（初等）（2単位） 

３．科目番号 JNEL1404 

２．授業担当教員 山本 豊 

４．授業形態 

教育法規の基礎的な内容の把握については講義方式で進めるが、
質疑応答も含んだ双方向の授業が基本である。 

事例・演習問題等ではグループ・ディスカッションを取り入れ、
全体発表、検討などでは学生主体の授業を実施する。 

５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
法学や憲法および教育課程論などを事前に履修していることが望ましい。 

７．講義概要 

本科目は、幼稚園・小学校・特別支援学校などの教育職員免許取得のためのものである。 

本講では、幼小連携を踏まえた教育法規の基礎知識を習得させながら、その上で、学校教育や幼児・児童・

生徒及び教職員に関する法律上の課題について、教育関係法令等に基づきながら実践的な事例を取り上げ、

幼稚園・小学校や特別支援学校の幼稚部・小学部などで生じる基礎的な法的問題に対応できる教員となるた

めの授業を実施する。 

教育法規に関する内容は、教員採用選考試験の教職教養科目や面接試験等の中で問われる頻度が一番高いも

のである。そこで、講義の中に随時、各都道府県の教員採用選考試験で出題された教育法規に関する問題を
取り上げ、法規に関する具体的な運用と解釈能力を養う。 

８．学習目標 

教育法規を学修したことで、下記の目標を達成し、法に根拠ある教育活動ができる教員となること。 

また、教員採用選考試験の教職教養の教育法規に関する問題に対応できるようになること。 

１． 教育法規の基礎知識について知り、その内容について説明できるようになることを目的とする。 

２． 教育関連法規の具体的な内容について学校(幼稚園・小学校及び特別支援学校の幼稚部・小学部)での諸

課題と照らし合わせて学び、考察することで、自らの意見をまとめ、発表することができるようになる。 

３． 今日の学校で生じている教育法規に関する諸課題を学び、グループ・ディスカッションなどを通して課

題解決能力を身につけ、自分の言葉でまとめ、発表することができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・ 予習が欠かせない科目である。なぜならば予習することによって、課題意識をもって講義に臨むことが

できるからである。その結果、学習の理解度に大きな差が生じることになる。 

・ シラバスに対応して、「有権解釈に重きを置いた 教育法規」を読み、「書いて理解する 教育法規」の

空欄を埋めて講義に臨むこと。 

・ 講義内容に応じて、教員採用選考試験の過去問を配布するので、事前に解いて講義に臨むこと。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
山本豊著『有権解釈に重きを置いた 教育法規 第四版』学校図書。（教科書と表示する） 

山本豊著『書いて理解する 教育法規 第三版』オフィス・サウス（サブノートと表示する） 
必要に応じて資料を配布する。 
【参考書】 

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．法学（憲法を含む）での学習を踏まえ、教育法規という学校教育に関する法規を理解できたか。 

２．各学校（幼稚園・小学校・特別支援学校の幼稚部・小学部）に応じた教育法規の内容について具体的事

例を通して学び、身に付けることができたか。 

３．学んだ教育法規に関する知識を活用して教員採用選考試験問題を解き、選考試験に対応できる力を身に

付けることができたか。 

○評定の方法 

授業への参加度（発表、授業態度） ４０％ 

事前・事後学習の内容、や理解度テストの結果、課題研究、出席状況等 ６０％ 

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、サブノートの空欄を記入するなど予習を必ず行い、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、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、スマートフォンや携帯電話等は机上に

置かないで、バッグの中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しをするとともに、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、スマートフォンや携帯電話の使用等、授業に臨む上で不適

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。また、授業後もすぐには退室しないので（次の授業までの時間がとれる限り）、詳しく知りたいと思

う内容があったら、遠慮無く尋ねること。 

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 

オリエンテーション、教育法規を学ぶ意義 

教育法規の体系と構造―  

教育法規、法体系と法の形式・形式的効力、
国の主な法令、地方の主な法規、法令間の矛
盾抵触を解決するための諸原理などについて
理解する。 

事前学習 
教科書のはしがき及び p20～p29を熟読し、教科書の質
問コーナーの解答を考えることで、教育法規に興味や
関心をもつ。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。興味・

関心をもった内容について図書館やインターネット等

で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。 

第２回 

日本国憲法の教育に関連する規定―  

教育を受ける権利、義務教育、法の下の平等、

信教の自由、学問の自由などについて理解す

る。  

事前学習 
教科書の p30～p37を熟読し、興味や疑問を抱いたこと
について図書館やインターネット等で調べる。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。興味･

関心をもった内容について図書館やインターネット等

で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。 

第３回 

教育基本法―① 

教育の目的、教育の目標、教育の機会均等、

学校教育、教員などについて理解する。  

事前学習 
教科書の p38～p50を熟読し、質問コーナーの解答を考
えたり、興味や疑問を抱いたりしたことについて図書
館やインターネット等で調べる。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。興味･

関心をもった内容について図書館やインターネット等

で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。 

第４回 

教育基本法―② 

家庭教育、社会教育、学校、家庭及び地域住
民等の相互の連携協力、政治教育、宗教教育、
教育行政などについて理解する。 

事前学習 
教科書の p50～p58を熟読し、興味や疑問を抱いたこと
について図書館やインターネット等で調べる。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。興味･

関心をもった内容について図書館やインターネット等

で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。教育

基本法の理解度テストに備える。 

第５回 

学校教育―① 

学校教育法１条校、学校の設置と管理、組

織編制、学校の運営などについて理解する。 

理解度テスト ① 

事前学習 
教科書の p60～p77を熟読し、質問コーナーの解答を考
えたり、興味や疑問を抱いたりしたことについて図書
館やインターネット等で調べる。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。授業

中に関心をもった内容について図書館やインターネッ

ト等で調べ、疑問点について次時の授業で質問するこ

と。 

第６回 
学校教育―② 

学校教育の目的と目標、教育課程、学習指導
要領などについて理解する。 

事前学習 
教科書の p77～p94を熟読し、興味や疑問を抱いたこと
について図書館やインターネット等で調べる。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。興味･

関心をもった内容について図書館やインターネット等

で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。 

第７回 

学校教育―③ 

教科書の使用義務と補助教材、備え付け表簿
の内容とその保存期間、学年・学期・授業日・
休業日などについて理解する。 

事前学習 
教科書の p94～p106 を熟読し、興味や疑問を抱いたこ
とについて図書館やインターネット等で調べる。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。授業

中に関心をもった内容について図書館やインターネッ

ト等で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。

学校教育の理解度テストに備える。 

第８回 

児童・生徒―① 

義務教育、義務教育諸学校の入学・転学・

退学・卒業、懲戒・体罰（その１）などに

ついて理解する。 

理解度テスト ② 

事前学習 
教科書の p108～p119を熟読し、質問コーナーの解答を
考えたり、興味や疑問を抱いたりしたことについて図
書館やインターネット等で調べる。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。授業

中に関心をもった内容について図書館やインターネッ

ト等で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。 

第９回 
児童・生徒―② 

懲戒･体罰（その２）、出席停止について理解
する。 

事前学習 
教科書の p119～p147を熟読し、興味や疑問を抱いたこ
とについて図書館やインターネット等で調べる。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。授業

中に関心をもった内容について図書館やインターネッ

ト等で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。

理解度テストに備える。 

第１０回 

特別支援教育 

 特別支援学校、特別支援学級、通級による

指導について理解する。 

 

教職員－① 

 教員、教育公務員の定義 

事前学習 
教科書の p176～p187を熟読し、質問コーナーの解答を
考えたり、興味や疑問を抱いたりしたことについて図
書館やインターネット等で調べる。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。授業

中に関心をもった内容について図書館やインターネッ

ト等で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。 

第１１回 
教職員―② 

学校に配置される教職員、配置職員と職務教
職員の資格などについて理解する。 

事前学習 
教科書の p188～p200を熟読し、興味や疑問を抱いたこ
とについて図書館やインターネット等で調べる。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。授業

中に関心をもった内容について図書館やインターネッ

ト等で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。 

第１２回 
教職員―③ 

免許状、任用、服務、分限処分と懲戒処分な
どについて理解する。 

事前学習 
教科書の p200～p250を熟読し、興味や疑問を抱いたこ
とについて図書館やインターネット等で調べる。 

事後学習 
学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。授業

中に関心をもった内容について図書館やインターネッ



 

 

ト等で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。 

第１３回 

教職員―④ 

研修、給与、勤務時間その他の勤務条件な

どについて理解する。 

事前学習 
教科書の p251～p278を熟読し、質問コーナーの解答を
考えたり、興味や疑問を抱いたりしたことについて図
書館やインターネット等で調べる。 

事後学習 

授業中に関心をもった内容について図書館やインター

ネット等で調べ、疑問点について必要があればメール

などで質問する。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 2回～第 7回までの授業に該当するサブノート（書いて理解する教育法規第 3版）の空欄を埋めて

おくこと。P106までの教科書（有権解釈に重きを置いた 教育法規第 4版）を読むことで空欄はほぼ埋められる。 

確認時期 第 6回の授業時にきちんと空欄を埋めてあるかを確認し、成績評価の資料とする。 

事後学習 サブノートの正否を確認し、理解度テストや将来の教員採用試験に備える。  

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 8 回～第 13 回までの授業に該当するサブノート（書いて理解する教育法規第 3 版）の空欄を埋め

ておくこと。P106までの教科書（有権解釈に重きを置いた 教育法規第 4版）を読むことで空欄はほぼ埋められる。 

確認時期 第 12回の授業時にきちんと空欄を埋めてあるかを確認し、成績評価の資料とする。 

事後学習 サブノートの正否を確認し、理解度テストや将来の教員採用試験に備える。 

 



 

１．科目名（単位数） 教員開発演習ⅡA （2 単位） 

３．科目番号 
GECD4211 

GECD4411 
２．授業担当教員 チームティーチング 

４．授業形態 講義・課題演習（論作文作成・模擬面接など） ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「教員基礎演習Ⅰ、ⅡA」および「教員開発演習ⅠA」を履修していることが望ましい。 

７．講義概要 

本講義では、1年次の「教員基礎演習Ⅰ（一般教養）」、2年次の「教員基礎演習Ⅱ（専門教養）」および 3年次

の「教員開発演習Ⅰ（教職教養）」で培われてきた各分野･領域における基礎学力を基盤とし、教員採用試験対策

における最終的な総まとめとしての段階と位置づけ、より実践的かつ実務的な講義･演習を中心とした講座を展

開する。 

各回の授業においては、自治体ごとの傾向を踏まえながら、小論文および面接試験などの対策を行う。 

８．学習目標 

１．各自治体による二次試験の出題傾向を自ら調べ対策をたてることができる。 

２．小論文や個人面接の試験において、過去に出題されたテーマに対して積極的に自らの意見を述べることがで

き、教員になるための資質の向上を目指す。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．各回における積極的な発言、態度を評価 

２．論作文などの課題提出 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】協同教育研究会編『2020 年度版 全国まるごと過去問題集 ＃論作文・面接』協同出版。 

     津金邦明著『教員採用試験 面接突破 101 事例 2021 年版』学研。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・小論文や個人面接等において進んで自ら意見を述べることができる。（学習目標 2） 

・卒業後の自分をしっかり見据えて自分の進むべき方向性を準備している。（関心・意欲・態度） 

○評価の方法 

・成績評価については、授業でのディスカッションや積極的参加度（50％）、各回に提示されたレポートや論作

文の成績（50％）を総合的に判断する。また、上記のほかに、本学既定に定められている 3/4以上の出席が単位

取得の条件であることも配慮した。 

12．受講生への 

メッセージ 

本演習においては、教員採用試験合格を目指して、基礎力・実践力を身につけることを目的としている。目的達

成のため、受講生は以下の条件を守ること。 

① 授業ごとに限られた時間の中で重要ポイントを説明するので、授業中は集中すること。 

② 遅刻および授業中の私語、居眠り、携帯電話の操作は厳禁である。 

③ わからなかった点は各担当教員に積極的に質問すること。 

④ 本演習を契機として、各自が積極的に学習を進めること。重要ポイントの暗記、問題の反復練習が重要であ

る。 

＊なお、本演習は各分野の専門教員によるオムニバス方式で実施されるため、教員の事情等で学習範囲が変更さ

れる場合あります。その際にはコーディネーターが事前に連絡します。 

13．オフィスアワー 各担当教員のオフィスアワーを参照 

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 

面接練習① 

事前学習 個人面接に対する心構えを考えてくる。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと
める。 

第２回 面接練習② 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと
める。 

第３回 論文①教師論に関するテーマ 

事前学習 3年次に扱った論作文の書き方を思い出す。 

事後学習 
本時の論作文を完成させる。次時の論作文の内容
を考える。 

第４回 面接練習③ 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと
める。 

第５回 面接練習④ 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと
める。 

第６回 論文②児童・生徒の指導に関するテーマ 1 

事前学習 
前時で書いた論作文を読み返してより良い形に推
敲する。 

事後学習 
本時の論作文を完成させる。次時の論作文の内容

を考える。 

第７回 面接練習⑤ 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと

める。 

第８回 面接練習⑥ 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと

める。 

第９回 論文③児童・生徒の指導に関するテーマ 2 事前学習 前時で書いた論作文を読み返してより良い形に推
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敲する。 

事後学習 
本時の論作文を完成させる。次時の論作文の内容
を考える。 

第１０回 面接練習⑦ 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと
める。 

第１１回 面接練習⑧ 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと
める。 

第１２回 論文④教育の目標や教育課題に関するテーマ 
事前学習 

前時で書いた論作文を読み返してより良い形に推
敲する。 

事後学習 本時の論作文を完成させる。 

第１３回 面接練習⑨ 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと
める。 

課題研究 1 

補講授業を実施する。 
授業内容：面接練習⑩ 

実施時期：授業内で周知する。 
事前学習：前時の課題を振り返る。 
事後学習：本時の課題を深く考え、短く答えられるようまとめる。 

課題研究 2 

補講授業を実施する。 
授業内容：論文⑤抽象的なテーマ 
実施時期：授業内で周知する。 

事前学習：前時で書いた論作文を読み返してより良い形に推敲する。 
事後学習：本時の論作文を完成させる。 

 



 

１．科目名（単位数） 教員開発演習ⅡA （4 単位） 

３．科目番号 
GECD4211 

GECD4411 
２．授業担当教員 チームティーチング 

４．授業形態 講義・課題演習（論作文作成・模擬面接など） ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「教員基礎演習Ⅰ、ⅡA」および「教員開発演習ⅠA」を履修していることが望ましい。 

７．講義概要 

本講義では、1年次の「教員基礎演習Ⅰ（一般教養）」、2年次の「教員基礎演習Ⅱ（専門教養）」および 3年次

の「教員開発演習Ⅰ（教職教養）」で培われてきた各分野･領域における基礎学力を基盤とし、教員採用試験対策

における最終的な総まとめとしての段階と位置づけ、より実践的かつ実務的な講義･演習を中心とした講座を展

開する。 

各回の授業においては、自治体ごとの傾向を踏まえながら、小論文および面接試験などの対策を行う。 

８．学習目標 

１．各自治体による二次試験の出題傾向を自ら調べ対策をたてることができる。 

２．小論文や個人面接の試験において、過去に出題されたテーマに対して積極的に自らの意見を述べることがで

き、教員になるための資質の向上を目指す。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．各回における積極的な発言、態度を評価 

２．論作文などの課題提出 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】協同教育研究会編『2020 年度版 全国まるごと過去問題集 ＃論作文・面接』協同出版。 

     津金邦明著『教員採用試験 面接突破 101 事例 2021 年版』学研。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・小論文や個人面接等において進んで自ら意見を述べることができる。（学習目標 2） 

・卒業後の自分をしっかり見据えて自分の進むべき方向性を準備している。（関心・意欲・態度） 

○評価の方法 

・成績評価については、授業でのディスカッションや積極的参加度（50％）、各回に提示されたレポートや論作

文の成績（50％）を総合的に判断する。また、上記のほかに、本学既定に定められている 3/4以上の出席が単位

取得の条件であることも配慮した。 

12．受講生への 

メッセージ 

本演習においては、教員採用試験合格を目指して、基礎力・実践力を身につけることを目的としている。目的達

成のため、受講生は以下の条件を守ること。 

① 授業ごとに限られた時間の中で重要ポイントを説明するので、授業中は集中すること。 

② 遅刻および授業中の私語、居眠り、携帯電話の操作は厳禁である。 

③ わからなかった点は各担当教員に積極的に質問すること。 

④ 本演習を契機として、各自が積極的に学習を進めること。重要ポイントの暗記、問題の反復練習が重要であ

る。 

＊なお、本演習は各分野の専門教員によるオムニバス方式で実施されるため、教員の事情等で学習範囲が変更さ

れる場合あります。その際にはコーディネーターが事前に連絡します。 

13．オフィスアワー 各担当教員のオフィスアワーを参照 

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 

面接練習① 

事前学習 個人面接に対する心構えを考えてくる。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと
める。 

第２回 面接練習② 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと
める。 

第３回 論文①教師論に関するテーマ 

事前学習 3 年次に扱った論作文の書き方を思い出す。 

事後学習 
本時の論作文を完成させる。次時の論作文の内容
を考える。 

第４回 面接練習③ 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと
める。 

第５回 面接練習④ 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと
める。 

第６回 論文②児童・生徒の指導に関するテーマ 1 

事前学習 
前時で書いた論作文を読み返してより良い形に推
敲する。 

事後学習 
本時の論作文を完成させる。次時の論作文の内容

を考える。 

第７回 面接練習⑤ 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと

める。 

第８回 面接練習⑥ 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと

める。 

第９回 論文③児童・生徒の指導に関するテーマ 2 事前学習 前時で書いた論作文を読み返してより良い形に推
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敲する。 

事後学習 
本時の論作文を完成させる。次時の論作文の内容
を考える。 

第１０回 面接練習⑦ 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと
める。 

第１１回 面接練習⑧ 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと
める。 

第１２回 論文④教育の目標や教育課題に関するテーマ 1 

事前学習 
前時で書いた論作文を読み返してより良い形に推
敲する。 

事後学習 
本時の論作文を完成させる。次時の論作文の内容
を考える。 

第１３回 面接練習⑨ 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと
める。 

第１４回 面接練習⑩ 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと
める。 

第１５回 論文⑤教育の目標や教育課題に関するテーマ 2 

事前学習 
前時で書いた論作文を読み返してより良い形に推
敲する。 

事後学習 
本時の論作文を完成させる。次時の論作文の内容

を考える。 

第１６回 面接練習⑪ 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと

める。 

第１７回 面接練習⑫ 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと

める。 

第１８回 論文⑥教育の目標や教育課題に関するテーマ 3 

事前学習 
前時で書いた論作文を読み返してより良い形に推

敲する。 

事後学習 
本時の論作文を完成させる。次時の論作文の内容
を考える。 

第１９回 面接練習⑬ 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと
める。 

第２０回 面接練習⑭ 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと
める。 

第２１回 論文⑦抽象的なテーマ 1 

事前学習 
前時で書いた論作文を読み返してより良い形に推
敲する。 

事後学習 
本時の論作文を完成させる。次時の論作文の内容
を考える。 

第２２回 面接練習⑮ 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと
める。 

第２３回 面接練習⑯ 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと
める。 

第２４回 論文⑧抽象的なテーマ 2 

事前学習 
前時で書いた論作文を読み返してより良い形に推
敲する。 

事後学習 
本時の論作文を完成させる。次時の論作文の内容

を考える。 

第２５回 面接練習⑰ 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと

める。 

第２６回 面接練習⑱ 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと

める。 

課題研究 1 

課題研究テーマ：「子供と共に歩む教師」について、自分の経験を踏まえて述べなさい。（テキスト pp.16-17） 

＊方針と分析、作成のポイントをよく読んでから開始してよい。時間は 60分とする。 
なお、当設題を実際に出題した自治体について言及しなくてもよい。 
レポート形式：原稿用紙 800 字以内 

実施時期：第 5 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 7 回の授業開始時に提出する。 

事後学習：添削された課題をよく復習し、改善すべき点をしっかり押さえて次の論作文執筆に活かせるようにしておく

こと。 

課題研究 2 

課題研究テーマ：いじめは深刻な教育現場の課題として、社会からも強くその解決が求められているところです。その

ためには、「生徒自らがいじめを許さない集団」作りに取り組む必要があります。この目標を達成するため、あなたは教

科学習や学習指導の場面で、どのような指導を展開したいと考えるか、具体的に述べなさい。（テキスト pp.142-143） 



 

＊方針と分析、作成のポイントをよく読んでから開始してよい。時間は 60分とする。 
レポート形式：原稿用紙 800字以内 

実施時期：第 11回の授業後に実施する。 

提出期限：第 13回の授業開始時に提出する。 

事後学習：添削された課題をよく復習し、改善すべき点をしっかり押さえて次の論作文執筆に活かせるようにしておく

こと。 

課題研究 3 

課題研究テーマ：確かな学力を育むためには、互いのよさを認め合い、自分のよさを発揮できる学級づくりが大切です。

あなたは、このことをどのように考え、学級担任としてどのように取り組んでいきますか。600字以上 800字以内で、あ

なたの考えを具体的に述べなさい。（テキスト pp.44-45） 
＊方針と分析、作成のポイントをよく読んでから開始してよい。時間は 60分とする。 

なお、当設題を実際に出題した自治体について言及しなくてもよい。 

レポート形式：原稿用紙 600字以上 800字以内 

実施時期：第 20回の授業後に実施する。 

提出期限：第 22回の授業開始時に提出する。 

事後学習：添削された課題をよく復習し、改善すべき点をしっかり押さえて面接練習に活かせるようにしておくこと。 

課題研究 4 

課題研究テーマ：あなたが教員として、これからの社会を生きる児童生徒に最も身に付けさせたい力は何ですか。また、
そのために、どのような教育実践に取り組みますか。具体的に述べなさい。（テキスト pp.91-93） 

＊方針と分析、作成のポイントをよく読んでから開始してよい。時間は 60分とする。 

なお、当設題を実際に出題した自治体について言及しなくてもよい。 

レポート形式：原稿用紙 800 字以内 

実施時期：第 23 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 25 回の授業開始時に提出する。 

事後学習：添削された課題をよく復習し、改善すべき点をしっかり押さえて面接練習に活かせるようにしておくこと。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
経営学入門 （2単位） 

３．科目番号 GELA1352 

２．授業担当教員 岡田 高明 

４．授業形態 

テキストの輪読とその解説が中心となるが、講師からの一方通行で

はなく、ディスカッション（学生からの講師への質問、学生間のデ

ィスカッション等）を伴ったものにする。 

５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

社会福祉経営論、福祉と経営Ⅰ並びに会計学入門との併修が望ましい。また経営福祉専攻以外の者に対して

は、福祉事業所運営管理論、福祉事業所経営管理論を学ぶ前に履修しておくことをお薦めする。 

７．講義概要 

数社の経営実態に関する話のケーススタディーを通じて学ぶことによって、現実に起きている経営課題につ

いて考える。多くの経営課題は、経営学の理論を当てはめることによって解決できるが、教科書通りに問題

が起きることはめったにないので、経営の現場では、そこで何が起きているのかを見極める力が必要になる。

ケーススタディーは理論的に正しいか、ということよりも、そこで何が起きていたのか、を見極める力を身

に着ける方法論であると考えるべきであろう。この講義では、経営学を理論的に学ぶ前に、まず経営の現場

からモノを考える習慣をつけることに主眼を置き、議論を深めていく。 

８．学習目標 

１．経営学に関心を持てるようになる。 

２．ケーススタディーを通じて、何が問題となっているのかを発見できるようになる。 

３．ケーススタディーを通じて、問題となっている課題の解決策を考えられるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

アサイメントは課さない。授業内で長期休暇中の課題レポートを提示する 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

土方千代子・西川昌祐・小川亮『今日から使える！経営学がよくわかる本』秀和システム、2019。 

【参考書】 

坂本光司『日本でいちばん大切にしたい会社』あさ出版、2008。 

北海学園大学経営学部編『ナビゲート経営学』同文館出版 

百田義治『経営学基礎』中央経済社、2011。 

経営能力開発センター編『経営学検定試験公式テキスト１ 経営学の基本』中央経済社、2015。 

ほか、授業内で適宜指示する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．何が経営課題であるということに気付けているか。 

２．発見した経営課題は何が問題であるかを考えることができるか。 

３．発見した問題の解決策を考えることができるか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、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 期末試験        総合点の３０％ 

３ 課題レポート      総合点の４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

経営学は、私たちの生活に不可欠な製品やサービスを供給する企業の組織や運営管理の方法などを学ぶ学問

ですが、経営学の守備範囲は企業経営に関する事柄に留まらず、人の集まりであるグループの中で、ひとり

ひとりのメンバーが、どのような役割を演じ、どのような行動をすることがグループの目標達成を実現し、

より高いパフォーマンスを得られるか、さらには、グループ内で他の人々とどのように付き合えば、グルー

プの結束を強められるかなど、現代社会に生きる私たちにとって、より豊かで楽しく人間らしい社会生活を

するために必要となる一般教養知識でもあります。受講生の皆さんが、本講座の履修を通じて、将来の生活

がより充実したものになれば幸いです。 

13．オフィスアワー 授業中に通知する 

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 オリエンテーション・授業の進め方を説明する 
事前学習 教科書を必ず購入してから授業に参加する。 

事後学習 授業の進め方を確認する。 

第２回 Chapter 1 経営学を知ると世の中がわかる 
事前学習 教科書の pp12〜26を読んでくる。 

事後学習 経営学の広範な適用分野を理解しておく。 

第３回 Chapter 2経営課題を解決して持続的に成長 
事前学習 教科書の pp28〜42を読んでくる。 

事後学習 4つの企業経営の課題を整理しておく。 

第４回 Chapter 3 戦略策定から戦術に落として実行する 
事前学習 教科書の pp44〜58を読んでくる。 

事後学習 経営戦略と中期計画の関係を整理しておく。 

第５回 Chapter 4 経営を実行する企業とは 

事前学習 教科書の pp60〜74を読んでくる。 

事後学習 
会社の形態やコーポレートガバナンスの意

義を整理しておく。 

第６回 Chapter 5 中小企業の経営戦略 

事前学習 教科書の pp76〜90を読んでくる。 

事後学習 
中小企業にとっての経営戦略の位置付けを

整理しておく。 

  



 

 

第７回 Chapter 6 会計で会社の状況を判断する 

事前学習 教科書の pp92〜106を読んでくる。 

事後学習 
財務諸表の働きと経営分析における財務デ

ータの重要性を整理しておく。 

第８回 Chapter 7 マーケティングは進化する 

事前学習 教科書の pp108〜122を読んでくる。 

事後学習 
マーケティングの機能を整理し、福祉活動へ

の応用展開を考察する。 

第９回 Chapter 8 生産をマネジメントする 

事前学習 教科書の pp124〜138を読んでくる。 

事後学習 
品質管理のノウハウが将来の企業活動にど

のように役立つか考察する。 

第１０回 Chapter 9 組織と人をマネジメントする 

事前学習 教科書の pp140〜154を読んでくる。 

事後学習 
人事制度と組織のパフォーマンスの関係を

整理する 

第１１回 Chapter 11 ものの流れをマネジメント 

事前学習 教科書の pp172〜186を読んでくる。 

事後学習 
ロジスティックスと物流の役割を整理して

おく。 

第１２回 Chapter 12 IoTでマネジメントが変わる 

事前学習 教科書の pp188〜202を読んでくる。 

事後学習 
テクノロジーが企業経営をどのように変化

させているかを整理しておく。 

第１3回 Chapter 13 成果を上げさせるマネジメント 

事前学習 教科書の pp204〜218を読んでくる。 

事後学習 
組織の能力を最大限に発揮させるための

色々な考え方について整理しておく。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：教科書 pp156〜170（Chapter 10「あたらしい『売り』を作る」）を読み、私たちの身の回りで、ど

のような企業がどのようなＲ&Dを行っており、それには、どのようなメリット・デメリットがある

のかをレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙１枚（1,440字程度） 

実施時期：第 10回の授業後に実施する。 

提出期限：第 11回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 13回授業後に教室で行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究 

2 

補講授業を実施する。 

授業内容：「事例研究－経営コンサルティング演習：授業中に配布する事例の記載されたペーパー（例えば、日本理化

学工業のケースなど）に基づき、事例にある企業の戦略を評価し、新たな戦略を考えるケーススタディを

実施する」 

実施時期：第 8回の授業以降の補講日等にて実施する。日程は授業開始後に決定する。 

事前学習：教科書の pp220〜244（Chapter 14「現在の戦略を評価し、新たな戦略を考える」）を熟読しておく。 

事後学習：事例研究で議論した内容を整理する 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
健康・スポーツ （2 単位） 

３．科目番号 
GEHL1301 

JNGL2103 
２．授業担当教員 山内 健次 

４．授業形態 
・講義および演習 

・実技（現場での対象者を考慮した運動の企画・運営） 
５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
レクリエーション関連の授業を履修すると理解が深まる。 

７．講義概要 

本講義では、以下に提示された健康に関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

本講義で身に付けた知識およ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。 

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ような手立てや実践が必要な

のかを種々のデータをもとにディスカッションするとともに今後における健康教育の展望を探る。 

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

やあそびを考える。歩く・走る・跳ぶ・握る・ぶら下がるなど、人間の基本的な生活運動機能を身に付

けるため、運動欲求を促すスポーツの必要性を理解する。 

３．自分たちで実際にスポーツを楽しみながら運動することの重要性を理解する。 

４．赤城山宿泊研修および合同スポーツディは、本講義の一部となりますので、保育士資格取得希望者は必

ず参加すること。 

８．学習目標 

本講義を履修することによって以下の項目を達成することを期待する。 

１．自分の現在の体力を客観的に知る方法を理解するとともに他の対象者にも健康に関する的確なアドバイ

スができるようにする。 

２．人が健康に生活するためには、じつに様々な要素が関連し合って成り立っていることを理解し、自らが

実践できるようにする。 

３．それぞれの立場や対象者に即した運動計画を立案できるようにする。 

４．いろいろな運動や遊びを通して体を動かすことの楽しさを知り、生涯にわたって体を動かすことの必要

性や重要性を理解し、豊かなライフスタイルを形成できる資質を身につけることができるようにする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題レポート：健康であるために今後どのようなスポーツ、運動を実践していきたいか 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】使用しません（授業内で配布したプリントを使用します） 

【参考書】神戸大学大学院人間発達環境学研究科健康科学研究会編「基礎としての健康科学」大修館書店 

     茨城大学健康スポーツ教育専門部会編「健康スポーツの科学」大修館書店 

     出村慎一 監修「健康・スポーツ科学講義」杏林書院 

     黒川隆志 他「健康スポーツ科学」技法堂出版 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 体力や運動レベルの差が大きいので、自己への挑戦・前向きな姿勢（出席状況含む）を評価規準とする。 

2. 実技試験への取り組み姿勢と分かりやすい表現・明瞭かつ論理的なレポートを作成できたか。 

3. 授業を振り返り、健康への考え方や自己への課題を前向きに捉えることができたか。 

○評定の方法 

1. 授業への積極的参加態度 60％（出席状況や意見発表を含む） 

2. 実技試験・課題レポート 30％ 

3. 振り返りのレポート   10％ 

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。 

以上の結果を総合して評価をする。 

12．受講生への 

メッセージ 

現代社会における健康に対しての問題点をしっかり理解し、自分自身の健康増進に役立てましょう。 

13．オフィスアワー 授業内でお知らせいたします 

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（受講にあたっての服装や態度

と注意点、授業内容の確認、成績評価方法） 

現代社会と健康①（平均寿命と健康寿命 

少子化 老年化指数 

事前学習 日本の 2019年度国民医療費について調べてくる。 

事後学習 他の国の老年化指数を調べてみる。 

第２回 
現代社会と健康②（日本人の死亡原因 子

どもの死亡原因 

事前学習 近年の日本人の死亡三大要因について調べてくる。 

事後学習 
30 代、40 代、それ以上の成人の死亡原因は何か調べてみ

る。 

第３回 

現代社会と健康③（（健康に対する定義 病

気の一次予防・二次予防・三次予防 健康を

作る社会づくり 国民健康づくり対策 ） 

事前学習 健康とは何かについて考えてくる。 

事後学習 健康の維持増進のために自分にできることを実践する。 

第４回 からだと栄養 
事前学習 

自分自身の体脂肪量を確認してくる。自分の一日の消費カ

ロリー量を考えてくる。 

事後学習 食品に含まれる栄養素をまとめる。 

第５回 生活習慣と健康① 食事バランスガイド 
事前学習 身近な食品のカロリー量を調べる。 

事後学習 自身の食事の摂り方について見直す。 

第６回 
生活習慣と健康② 健康づくりのための身

体活動基準 2013 健康づくりのための睡眠

事前学習 自分の一日の身体活動を書き留めておく。 

事後学習 身体活動量が増す生活を実践する。 



 

 

指針 2014）） 

第７回 
生活習慣と健康③ 飲酒・喫煙がからだに

及ぼす影響 

事前学習 日本人の喫煙率を調べてくる。 

事後学習 
飲酒・喫煙以外の嗜好品によって、健康を害するものがあ

るのか調べてみる。 

第８回 
メタボリック症候群と生活習慣病① 高血

圧 脂質異常症 

事前学習 
生活習慣病を予防するには、どのように生活を送ればよい

のか考えてくる。 

事後学習 
生活習慣病を予防するために、自分で実践できることを決

める。 

第９回 
メタボリック症候群と生活習慣病② 心疾

患 脳血管疾患 

事前学習 生活習慣病の罹患率を調べてくる。 

事後学習 自分の生活習慣で修正する点をまとめる。 

第１０回 

メタボリック症候群と生活習慣病③ 糖尿

病 生活慣病と運動の関係 健康診断書の

数値の読み方） 

事前学習 自分自身の健康診断結果について確認してくる。 

事後学習 何か生涯スポーツとして活動できるものを考える。 

第１１回 

体力の科学①（生活変化に伴う体力の衰え

体力の定義 体力の分類 発育と発達 子

どもの体力） 

事前学習 自分自身の体力測定結果を確認してくる。 

事後学習 子どもの発育発達に応じた運動をまとめる。 

第１２回 
体力の科学②（青年期 壮年期 高齢者の

体力 ロコモティブシンドローム） 

事前学習 高齢者が日常生活を送る上での、問題点を考えてくる。 

事後学習 高齢者に優しい社会づくりを実践する。 

第１３回 

救急手当（心肺蘇生法 気道内異物除去）と

応急手当（創裂刺傷 骨折・捻挫の固定法 

熱傷 鼻血等）の実際 

事前学習 これまで習ってきた心肺蘇生法について復習してくる。 

事後学習 傷の手当てや熱傷の手当てなどを復習する。 

課題研究

１ 

補講授業を実施する 

授業内容：「身体（からだ）のしくみ①（骨＝頭部・体幹・上肢・下肢 関節 歯）」 

実施時期：日程は未定のため、授業開始後に授業内で周知する。 

事前学習：おおまかなからだの名称と役割を調べておく。 

事後学習：学習した骨の名称を自分のからだで確認する。 

課題研究

２ 

補講授業を実施する 

授業内容：「身体（からだ）のしくみを知る②（筋肉の種類と構造 神経系の分類 自律神経系のはたらき ストレスと

自律神経 ストレスの対処法）」 

実施時期：日程は未定のため、授業開始後に授業内で周知する。 

事前学習：自分自身のストレッサーは何があるか考えてくる。 

事後学習：学習したストレス対処法を実践してみる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
健康・スポーツ （2単位） 

３．科目番号 JNGL2103 

２．授業担当教員 佐藤 友樹 

４．授業形態 
・講義および演習 

・実技（現場での対象者を考慮した運動の企画・運営） 
５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本講義では、以下に提示された健康に関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

本講義で身に付けた知識およ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。 

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ような手立てや実践が必要な

のかを種々のデータをもとにディスカッションするとともに今後における健康教育の展望を探る。 

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

やあそびを考える。歩く・走る・跳ぶ・握る・ぶら下がるなど、人間の基本的な生活運動機能を身に付

けるため、運動欲求を促すスポーツの必要性を理解する。 

３．自分たちで実際にスポーツを楽しみながら運動することの重要性を理解する。 

４．赤城山宿泊研修および合同スポーツディは、本講義の一部となりますので、保育士資格取得希望者は必

ず参加すること。 

８．学習目標 

本講義を履修することによって以下の項目を達成することを期待する。 

１．自分の現在の体力を客観的に知る方法を理解するとともに他の対象者にも健康に関する的確なアドバイ

スができるようにする。 

２．人が健康に生活するためには、じつに様々な要素が関連し合って成り立っていることを理解し、自らが

実践できるようにする。 

３．それぞれの立場や対象者に即した運動計画を立案できるようにする。 

４．いろいろな運動や遊びを通して体を動かすことの楽しさを知り、生涯にわたって体を動かすことの必要

性や重要性を理解し、豊かなライフスタイルを形成できる資質を身につけることができるようにする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

実技試験：スポーツ大会の運営。 
課題レポート：スポーツ大会の評価。 

10．教科書・参考

書・教材 
必要に応じて資料を配布する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 体力や運動レベルの差が大きいので、自己への挑戦・前向きな姿勢（出席状況含む）を評価規準とする。 

2. 実技試験への取り組み姿勢と分かりやすい表現・明瞭かつ論理的なレポートを作成できたか。 

3. 授業を振り返り、健康への考え方や自己への課題を前向きに捉えることができたか。 

○評定の方法 

1. 授業への積極的参加態度 60％（出席状況や意見発表を含む） 

2. 実技試験・課題レポート 30％ 

3. 振り返りのレポート   10％ 

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。 

以上の結果を総合して評価をする。 

12．受講生への 

メッセージ 

第 1回から第 3回までの授業は、教室で実施する。 
第 4回から第 12回までの授業は、体育館で実技となるので運動ができる服装を準備すること。原則、ジャー
ジで参加すること。また、体育館シューズを準備すること。 
第 13回の授業は、教室で授業の振り返りを行う。 

13．オフィスアワー 授業内で周知する。 

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 
事前学習 

シラバスに目を通して本授業内容を確認す
る。 

事後学習 今後の学習計画を立てる。 

第２回 発育発達 
事前学習 自分自身の運動経験についてまとめる。 

事後学習 「発育発達」についての要点をまとめる。 

第３回 健康チェック 
事前学習 自分自身の身長および体重を調べる。 

事後学習 健康チェックの結果を振り返る。 

第４回 体力テスト 
事前学習 体力テストとの項目について調べる。 

事後学習 測定結果を分析する。 

第５回 身体を動かすあそび 
事前学習 身体を動かすあそびの種類ついて調べる。 

事後学習 身体を動かすあそびの重要性を確認する。 

第６回 ドッジボール 
事前学習 ドッジボールのルールを調べる。 

事後学習 試合を振り返る。 

第７回 バスケットボール 
事前学習 バスケットボールのルールを調べる。 

事後学習 試合を振り返る。 

第８回 
スポーツ大会を企画① 
 計画 

事前学習 スポーツ大会の計画を立てる。 

事後学習 スポーツ大会の計画のチェックをする。 

第９回 
スポーツ大会を企画② 
 予行練習 

事前学習 予行練習の準備をする。 

事後学習 スポーツ大会の計画の最終チェックをする。 

第１０回 
スポーツ大会① 
 1日目 

事前学習 スポーツ大会の準備をする。 

事後学習 スポーツ大会を振り返る。 



 

 

第１１回 
スポーツ大会② 
 2日目 

事前学習 スポーツ大会の準備をする。 

事後学習 スポーツ大会を振り返る。 

第１２回 
スポーツ大会③ 
 3日目 

事前学習 スポーツ大会の準備をする。 

事後学習 スポーツ大会を振り返る。 

第１３回 まとめ（授業の振り返り） 
事前学習 これまでの授業内容を振り返る。 

事後学習 これまでの授業内容を整理する。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：タグラグビーの紹介（特性、歴史、ルール等）をレポートとしてまとめなさい。 

レポート形式：A４用紙 1枚（１０００字程度） 

       指定のレポート用紙を授業内で配布します 

実施時期：第３回の授業後に実施 

提出期限：第４回の授業終了時までに提出 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第５回授業終了後に実施教室（体育館）で行う。 

     添削内容等について引き続き質問がある場合はその後の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：タグラグビーを普及させる活動について検討する。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：ゴールボールの紹介（特性、歴史、ルール等）をレポートとしてまとめなさい。 

レポート形式：A４用紙 1枚（１０００字程度） 

       指定のレポート用紙を授業内で配布します 

実施時期：第７回の授業後に実施 

提出期限：第８回の授業終了時までに提出 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第９回授業終了後に実施教室（体育館）で行う。 

     添削内容等について引き続き質問がある場合はその後の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：ゴールボールを普及させる活動について検討する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 国語（書写を含む） （2単位） 

３．科目番号 JNEL1411 

２．授業担当教員 新井 美也子 

４．授業形態 講義、演習、グループワーク、発表 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 国語科教育の指導目標である言語能力の向上について、幼児・児童の発達段階を踏まえ、学習指導要領

や実際の教科書教材、絵本の分析から、実感的に把握する。どのような指導を行えば言語能力を向上させ

ていくことができるのか、具体的な教材を用いることで言語能力を高める。 

８．学習目標 

（１）国語科教育の歴史や意義を踏まえ、小学校学習指導要領国語科の目標及び内容について理解し、説

明できるようになる。 

（２）言葉の機能や教科としての国語の特質を理解し、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 

１．アサイメント 適宜指示する。（筆ペンを用意しておく。） 

２．レポート課題 

（１） 授業における「今日の学習」等は毎回提出する。 

（２） 参加型絵本の読み聞かせのシナリオ 

（３） 万葉・古今・新古今の桜歌と現代桜歌の共通点に関するレポート 

（４） 俳句（毛筆清書） 

（５） アーノルド・ローベル他作品の多人数参加劇のシナリオ 

（６） まとめのレポート（期末試験） 

課題の提出が遅れた場合減点対象となる。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

① 沖森卓也編著『図解日本語』三省堂 

② 文部科学省『小学校学習指導要領解説 国語編』東洋館出版社。 

【参考書】 

① 東洋館出版内閣府文部科学省厚生労働省 

『幼保連携型認定こども園教育・保育要領 幼稚園教育要領 保育所保育指針』チャイルド本社 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１ 国語（日本語）能力を高め、言葉の機能や教科としての国語の特質を理解したか。 

２ 話すこと、聞くこと、書くこと、読むことの能力を養い、伝え合う力を高めるとともに、指導者として

ふさわしい言語能力を身につけることができたか。 

○評定の方法 

 授業態度（各授業における提出物、取り組みの積極性など） ５０点 

 レポート ３０点  

 期末試験 ２０点 

上記のほか、本学の規定に定められている３／４以上の出席が単位の条件である。 

12．受講生への 

メッセージ 

児童や幼児に言語の力を育成するためには、言語環境の整備が重要です。教師や保育士は最大の言語環

境ですから、教師や保育士を目指す皆さん自身が言語能力に磨きをかけねばなりません。そのための授業

です。目の前にいるに児童や幼児に信頼され尊敬される指導者になるという自覚をもって、授業に臨んで

ください。 

国語の基礎・基本の理論をしっかり学ぶ中で、自分自身の読む力、聞く・話す力、書く力を向上させます。

また、様々なグループワークを通して、社会が新規採用者に最も要求している豊かな人間関係を醸成でき

るコミュニケーション能力も身に付けていきます。 

13．オフィスアワー 別途指示します。 

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 

１、オリエンテ－ション 

小学校・幼稚園・保育所の場で求められ

る国語の力・言葉の力とは 

２、学習指導要領改訂のポイント 

事前学習 将来の夢についてスピーチできるようにしておく。 

事後学習 
幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育・保育要領

と国語科教育の関連についてまとめておく。 

第２回 

１、国語教育の歴史 

・日本語教育と国語科教育 

・第一言語と国語 

・国語に関する世論調査にみる国語の課

題 

事前学習 
国語に関する世論調査から何が課題になっているかまと

めておく。 

事後学習 国語の課題について整理する。 

第３回 

１、日本語の発音や音の仕組み 

２、参加型絵本の読み聞かせ学習の概要 

（歌型・クイズ型・楽器リズム型・手遊び

型他） 

事前学習 
教科書を熟読し、音声・音韻・音節・音節構造について概

観しておく。 

事後学習 
単音と音素、音節とモーラ、特殊音素など重要語句につい

てまとめる。 

第４回 
１、日本語のアクセントの機能・型・表記法 

２、参加型絵本読み聞かせの発表準備 

事前学習 教科書を熟読し、アクセントについて概観しておく。 

事後学習 日本語のアクセントの特徴をまとめる。 

第５回 
１、文字の種類と漢字の基礎的知識 

２、参加型絵本読み聞かせの発表 
事前学習 

教科書を熟読し、文字の種類や漢字の基礎について概観

しておく。 

http://www.amazon.co.jp/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=%E5%86%85%E9%96%A3%E5%BA%9C%E6%96%87%E9%83%A8%E7%A7%91%E5%AD%A6%E7%9C%81%E5%8E%9A%E7%94%9F%E5%8A%B4%E5%83%8D%E7%9C%81&search-alias=books-jp&field-author=%E5%86%85%E9%96%A3%E5%BA%9C%E6%96%87%E9%83%A8%E7%A7%91%E5%AD%A6%E7%9C%81%E5%8E%9A%E7%94%9F%E5%8A%B4%E5%83%8D%E7%9C%81&sort=relevancerank


 

 

事後学習 漢字の成り立ちについて分類整理する。 

第６回 

１、万葉仮名・平仮名・片仮名 

２、万葉・古今・新古今の桜歌と現代桜歌の

鑑賞 

事前学習 
教科書を熟読し、万葉仮名、平仮名、片仮名について概観

しておく。 

事後学習 万葉仮名、平仮名、片仮名についてまとめる。 

第７回 

１、ローマ字の綴り方・現代表記の原則 

２、万葉・古今・新古今の桜歌と現代桜歌の

比較・分類 

事前学習 教科書を熟読し、ローマ字について概観しておく。 

事後学習 
ローマ字の歴史や訓令式、ヘボン式、日本式のローマ字の

特徴についてまとめる。 

第８回 

１、語や語彙の意味、語構成と造語法、語彙

の意味関係 

２、万葉・古今・新古今の桜歌と現代桜歌の

共通点 

事前学習 教科書を熟読し、語彙について概観しておく。 

事後学習 語構成と造語法についてまとめる 

第９回 

１、正しい敬語表現１ 

２、アーノルド・ローベル「お手紙」を劇化

するためのシナリオ作成 

事前学習 

教科書を熟読し、接遇表現について概観しておく。 

小学校学習指導要領解説国語編の「Ｃ読むこと」を読んで

おく。 

事後学習 
敬語の種類をまとめる。 

文学作品の指導で重要な事項についてまとめる。 

第１０回 

１、正しい敬語表現２ 

２、アーノルド・ローベル「お手紙」を多人

数参加劇にリメークしたシナリオ作成 

事前学習 
教科書を熟読し、敬語表現に対する疑問点を概観してお

く。 

事後学習 
敬語表現に対する疑問点をまとめる。 

多人数参加劇へのリメーク方法についてまとめる 

第１１回 
１、書写指導の際 

２、書写の作品制作 

事前学習 
小学校学習指導要領解説国語編の書写に関する事項を読

んでおく。 

事後学習 
姿勢・道具の持ち方・字形・筆順等まとめる。書写の作品

を仕上げる。 

第１２回 

１、方言と共通語 

２、「書く力」「読む力」を育成していくため

の指導の工夫 

事前学習 プリントを熟読し、方言と共通語に関して概観しておく。 

事後学習 
方言と共通語の課題と課題解決のための方策をまとめ

る。 

第１３回 

１、国語・書写の振り返り 

２、確認のためのレポート作成 

３、総括 

４、期末試験 

事前学習 
小学校学習指導要領「国語」・幼稚園教育要領「言葉」・保

育所保育指針「言葉」について重要な事項を読んでおく。 

事後学習 
小学校学習指導要領「国語」・幼稚園教育要領「言葉」・保

育所保育指針「言葉」に沿って学習を振り返る。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：教科書Ｐ９２からＰ１１０まで読み、次の事項についてレポートにまとめる。 

①文の分類 ②文の組み立て ③動詞の分類例・用法 ④形容詞の分類例・用法 ⑤名詞の分類例・

用法 ⑥助詞の分類例・用法 等 

レポート形式 ：Ｂ４記入用紙 1枚。 

実施時期   ：第７回授業終了後に記入用紙を配布する。 

提出期限   ：第９回授業開始時に提出する。 

第９回授業で課題についての確認と意見交換を実施する。その後、質疑応答等は随時受け付け、適宜

指導する。 

事後指導   ：提出レポートについて振り返り、意見交換を通して学んだことをまとめる。  

課題研究

２ 

課題研究テーマ：俳句の作り方についての資料をよく読み、俳句の作り方を知り、実作する。 

        ①作成した俳句 ②描きたい様子や気持ち ③言葉の工夫 

レポート形式 ：Ａ４記入用紙 1枚。 

実施時期   ：第９回授業終了後に記入用紙を配布する。 

提出期限   ：夏季休講期間終了後に提出する。 

        提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 10回授業終了後教室で行う。 

        添削内容については、毎回の授業で随時受け付け、適宜指導する。 

事後指導   ：添削指導・質疑応答・意見交換を通して再度俳句を実作する。 

 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
子育て支援／保育相談支援演習 （2 単位） 

３．科目番号 JECC3402 

２．授業担当教員 荒木 由紀子 

４．授業形態 演習､グル－プ討議、ロ－ルプレイング ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 保育士の行う子育て支援の特性として、子どもの保育とともに行う保護者の支援、保護者との相互関係や

信頼関係の形成、支援のニーズについての気づきと多面的理解、子どもと保護者が多様な他者とかかわる機

会や場を提供することなどを理解する。支援の展開として、子どもと保護者の状況・状態の把握、支援の計

画と環境の構成、支援の実践・記録・評価・カンファレンス、職員間、関係機関との連携・協働を学ぶ。多様

な支援ニーズを抱える子どもと家族への支援の実際（内容・方法・技術）を学ぶ。 

８．学習目標 

１．保育士による子育て支援が求められる社会的状況について理解する。 

２．子育て支援の意義と原則について理解する。 

３．保護者支援の基本を理解する。 

４．子育て支援の実際について学び､内容や方法を理解する。 

５．保育所等の児童福祉施設における保護者支援の実際について理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・現代の社会状況の中で子育て中の保護者の立場に立った時、様々な課題が考えられるが、その中から任意

の課題を選んでレポ－トにまとめる。 

・小課題として、授業中に事例についてグル－プ討論を行い、考察したことについて提出する。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】大嶋恭二他著『保育相談支援』建帛社､2011年 

【参考書】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 

〇成績評価の規準 

１．保護者支援の基本を理解し、説明できるか。 

２．子育て支援の実際について､内容や方法を理解し、説明できるか。 

〇評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポ－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２０％ 

２ 期末試験（または期末レポ－ト） 総合点の３０％ 

３ 課題レポ－ト          総合点の３０％ 

４ 日常の学習状況         総合点の２０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

親と子どもが関わっている場面に出会う機会を持つように努めて、親子の相互関係についてよく観察したり、

ニュース等の報道にも関心を持ち、学びにつなげて下さい。 

１．授業のルールを守ること（欠席、遅刻をしない）。 

２．私語は慎むこと。 

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－ション、子育て支援とは 
事前学習 

子育て支援に関する新聞やニュ－スについ

て集めておいて下さい。 

事後学習 （ふり返りの課題を課します） 

第２回 子育て支援の意義と必要性について学ぶ 
事前学習 

教科書を読み、今なぜ子育て支援が必要かに

ついて記述しておいて下さい。 

事後学習 （ふり返りの課題を課します） 

第３回 
子育て支援の基本①  

子どもの最善の利益 

事前学習 
子どもの人権と権利についてまとめておい

て下さい。 

事後学習 （ふり返りの課題を課します） 

第４回 
子育て支援の基本② 

保護者との共感 

事前学習 
保護者との信頼関係を築くことについて考

え、記述しておいて下さい。 

事後学習 （ふり返りの課題を課します） 

第５回 
子育て支援の基本③ 

信頼関係の形成 

事前学習 
信頼関係形成のための姿勢と技術について

考え、記述しておいて下さい。 

事後学習 （ふり返りの課題を課します） 

第６回 
子育て支援の実際① 

保育に関する保護者に対する支援 

事前学習 
保育所の子育て支援について新聞等で事例

を集めておいて下さい。 

事後学習 （ふり返りの課題を課します） 

第７回 
子育て支援の実際② 

保護者支援の内容 

事前学習 
保護者支援のポイントや難しさについて調

べ、記述しておいて下さい。 

事後学習 （ふり返りの課題を課します） 

第８回 
子育て支援の実際③ 

保護者支援の方法と技術 

事前学習 
保護者支援の具体的な方法について調べ、記

述しておいて下さい。 

事後学習 （ふり返りの課題を課します） 

第 9 回 
児童福祉施設における子育て支援① 

保育所における保育相談支援の実際 
事前学習 

保育実習での経験も参考に保育所における

子育て支援の例を調べ、記述しておいて下さ

い。 



 

 

事後学習 （ふり返りの課題を課します） 

第 10 回 
児童福祉施設における子育て支援② 

保育所における特別な対応を要する家庭への支援 

事前学習 
特別な支援を要する家庭について調べ、記述

しておいて下さい。 

事後学習 （ふり返りの課題を課します） 

第 11 回 

児童福祉施設における子育て支援③ 

児童養護施設等における要保護児童の家庭に

対する支援 

事前学習 
施設における子育て支援の目標について考

え、記述しておいて下さい。 

事後学習 （ふり返りの課題を課します） 

第 12 回 
児童福祉施設における子育て支援④ 

障害児施設・母子生活支援施設における支援 

事前学習 
障害児施設や母子生活支援施設の支援の目

標について考え、記述しておいて下さい。 

事後学習 
第 11～第 14 のふり返り小テストで出来なか

ったところを見直して下さい 

第 13 回 
これまでの講義内容をまとめ、保育者による 

保育相談支援の意義について改めて考える 

事前学習 
全体について確認事項･質問事項を拾い出

し、記述しておいて下さい。 

事後学習 全体をよく振り返ること 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 1 回～第 5 回の講義内容を踏まえながら、「関係機関との連携・協力」についてレポートにまとめ

なさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚 文字サイズ 10.5 ポイント 明朝体 1400 字程度 

実施時期：第 5 回授業後に実施する。 

提出期限：第 6 回事業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 7 回授業終了後に行う。引き続き質問がある場合には、その後

授業で毎回受け付けし、適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 6 回～第 8 回の講義を踏まえ、「保護者支援の計画、記録、評価、ケースカンファレンス」について

レポートにまとめなさい。 

留意点：計画や記録の重要性について記述する。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚 文字サイズ 10.5 ポイント 明朝体 1400 字程度 

実施時期：第 8 回授業後に実施する。 

提出期限：第 9 回事業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 7 回授業終了後に行う。引き続き質問がある場合には、その後

授業で毎回受け付けし、適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

 



１．科目名（単位数） こども家庭福祉／児童家庭福祉 （2単位） 

３．科目番号 JNGM2102 

２．授業担当教員 堀 聡子 

４．授業形態 個別学習、グループ学習、発表、予習、ワークシート学習、復習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

急速に進む少子・高齢化社会の現状と社会の変容、それに対応したこどもや家庭に対する支援とこども・

家庭福祉制度について、こども家庭福祉の原理、理念、こどもの権利保障、法制度、福祉・保健施策を学

び、こども家庭に対する援助活動の基本を学習する。少子化と地域子育て支援、虐待、貧困家庭や外国籍

のこどもと家族への対応などの現状と課題を理解し、特に施策分野について、地域や社会と関連した視点

から問題が把握できるよう学ぶ。 

８．学習目標 

1.児童家庭を支援する具体的な社会制度について理解し、説明が出来るようになる。 

2.児童家庭福祉の対象となる家庭と子どもの理解、及び関わり方を理解し、説明ができるようになる。 

3.児童家庭福祉への具体的な支援方法及び問題解決方法を理解し、実践で使用できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

2回のミニレポートを課す予定である。ミニレポートでは、それまでの授業内容への理解を確認するとと

もに、家庭支援の具体例について、自分がどのような対応をすればよいかを考えてもらう。 

また、毎回授業の最後にリアクションペーパーを提出してもらう。 

10．教科書・参考書・

教材 

【参考書】 

 教科書は特に指定せず、授業の進行は配布資料を使用して行う。 

 参考書は、授業中に適宜紹介する。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

1.児童家庭を支援する具体的な社会制度について理解し、説明が出来るか。 

2.児童家庭福祉の対象となる家庭、及び子どもの理解、及び関わり方を理解し、説明ができるか。 

3.児童家庭福祉への具体的な支援方法、及び問題解決方法を理解できるか。 

○評定の方法 

日常の授業態度（発表、質問は加点、欠席、私語等は減点）45％ 

レポート55％ 

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、わが大学の学生が守るべきマナーです。 

毎回、テーマに関する購読の際には、しっかりとポイントを掴むようにしましょう。 

自分の意見を持つことは、共に学ぶ学生への仲間入りの切符です。自分の意見はしっかりとワークシート

にまとめましょう。 

（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ましょう。 

発表の際には、他の学生に伝わる大きさの声で行いましょう。 

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 

保育における児童家庭福祉 

事前学習 シラバスの確認 

事後学習 

保育を実践する過程で児童家庭福祉の知識、

考え方がなぜ重要なのかを理解し、説明でき

るようにする。 

第２回 
現代社会と児童家庭福祉① 

現代社会と子ども・家族 

事前学習 
我が国における子どもの出生率と家族形態の

変遷がわかる統計データをまとめておく。 

事後学習 

現代における子ども・家庭を取り巻く環境を

理解し、子育て支援との関連を説明できるよ

うにする。 

第３回 
児童家庭福祉の意義とその歴史的展開① 

児童家庭福祉の概念・理念 

事前学習 児童家庭福祉の意義をまとめておく。 

事後学習 

児童家庭福祉の概念・理念を理解し、実践で

どのように活かすのかを説明できるようにす

る。 

第４回 
児童家庭福祉の意義とその歴史的展開② 

児童家庭福祉の歴史的展開・諸外国の現状 

事前学習 
児童家庭福祉の歴史上起きた出来事で関心の

ある出来事を一つ調べてまとめておく。 

事後学習 
児童家庭福祉における我が国と諸外国の関係

を理解し、説明ができるようにする。 

第５回 
児童家庭福祉に関する法制度と実施体制① 

児童家庭福祉の法体系・実施体制・費用 

事前学習 
児童家庭福祉に関連する法制度を一つ調べて

まとめておく。 

事後学習 
児童福祉 6 法の概略を理解し、その説明がで

きるようにする。 

第６回 
児童家庭福祉に関する法制度と実施体制② 

児童家庭福祉の専門職とネットワーク・権利擁護 

事前学習 
児童家庭福祉に関連する専門職を保育士以外

で一つ調べてまとめておく。 

事後学習 
児童家庭福祉に関わる専門職の理解と権利擁

護について説明できるようにする。 

第７回 

児童家庭福祉政策の現状と課題① 

少子化と子育て支援サービス 

多様な保育ニーズへの対応 

事前学習 
子育て支援サービスを一つ調べてまとめてお

く。 

事後学習 具体的な保育ニーズに対応するサービスを理



解し、説明できるようにする。 

第８回 

児童家庭福祉政策の現状と課題② 

母子保健サービス 

障害のある子どもへの支援 

事前学習 
母子家庭、障がい児を抱える家庭のニーズを

調べてまとめておく。 

事後学習 

母子家庭、障がい児を抱える家庭のニーズに

対応するサービスを理解し、説明できるよう

にする。 

第９回 

児童家庭福祉施策の現状と課題③ 

児童の健全育成 

児童虐待と DVへの対応 

事前学習 
児童の健全育成に係るサービスを一つ調べて

まとめておく。 

事後学習 
児童の健全育成、及び虐待に対する対応を理

解し、説明できるようにする。 

第１０回 

児童家庭福祉政策の現状と課題④ 

社会的養護サービス 

ひとり親家庭福祉 

事前学習 
社会的養護に係るサービスを一つ調べてまと

めておく。 

事後学習 

社会的養護サービスを利用する人々、ひとり

親家庭のニーズを理解し、説明できるように

する。 

第１１回 

児童家庭福祉援助活動① 

児童家庭福祉援助活動と保育 

児童家庭福祉援助活動と相談援助 

事前学習 

子育て支援を行う際、子育てを行っている親

に対する相談援助の方法を調べてまとめてお

く。 

事後学習 

支援が必要な児童、及び子育てを行っている

両親に対する関わり方を理解し、説明できる

ようにする。 

第１２回 
児童家庭福祉援助活動② 

児童家庭福祉援助活動の実際（1） 

事前学習 
バイスティックの 7 原則についてまとめてお

く。 

事後学習 

事例から学んだことを踏まえ、保育士として

必要な支援に関する要素を説明できるように

する。 

第１３回 
児童家庭福祉援助活動③ 

児童家庭福祉援助活動の実際（2） 

事前学習 

バイスティックの 7 原則について支援の際に

どの要素が一番重要だと思うのかをまとめて

おく。 

事後学習 

事例から学んだことを踏まえ、保育士として

必要な支援に関する要素を説明できるように

する。 

課題研究

1 

課題研究テーマ：第 2回の授業内容を踏まえ、「現代社会における児童のいる家庭が抱える問題」を一つ取り上げ、①ど

のような問題か、②どのような支援方法が考えられるかについてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,000字程度） 

実施時期：第 2回の授業後に実施する。 

提出期限：第 4回の授業開始時に提出する。 

事後学習：レポート作成と添削指導を通して学んだことをまとめる。 

課題研究

2 

課題研究テーマ：授業内容を踏まえて、「児童家庭福祉分野における保育士の役割」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,000字程度） 

実施時期：第 13回の授業後に実施する。 

提出期限：第 13回の授業終了から 2週間後までに提出する。 

事後学習：レポート作成と添削指導を通して学んだことをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） こどもの音楽Ⅰ （2単位） 

３．科目番号 JNNT1112 

２．授業担当教員 松本 岳志 

４．授業形態 演習(個人、全員、グループ) ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
特になし 

７．講義概要 

音楽基礎Ⅰ・音楽基礎Ⅱで学んだ楽典および身に付けた演奏技術を更に向上させつつ、保育実習や幼稚

園での教育実習に向けて実践的な取り組みを行う。特にコードネーム奏による伴奏技術を身につけ、保育

に必要な様々な演奏に対応する力をつける。 

８．学習目標 

1. 音楽理論を理解し、子どもの歌の音楽上の構造を理解する。 

2. ピアノ演奏および弾き歌いの技術を習得する。 

3. 保育の中の様々な音楽活動に対応できる演奏力をつける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

① コードネームによる伴奏付けができるようになるための課題を出す。 

② 弾き歌いの質を向上させるため、発声の基礎を身に付ける。 

③ こどもの歌のレパートリーを増やし、幼稚園教育実習及び保育実習に備える。 

④ こどもの歌の「弾き歌い」の発表を行う。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

・令和元年度に受講した音楽基礎Ⅰ・音楽基礎Ⅱで使用した教科書を継続使用する（詳細は、音楽基礎Ⅰ

のページを参照のこと）。 

・上記の教科書以外に必要な楽譜等は、授業内でプリントにして配付予定。 

【参考書】 

・深見友紀子・小林田鶴子・坂本暁美共著『この一冊でわかるピアノ実技と楽典』音楽之友社。 

・中・四国地区学会編著『歌う、弾く、表現する保育者になろう』保育士・幼稚園教諭養成テキスト 

全国大学音楽教育学会、音楽之友社。 

・小林美実監修『こどものうた 200』 チャイルド本社。 

・小林美実監修『続こどものうた 200』 チャイルド本社。 

【教材】※各自で必ず購入しておくこと。 

・ヘッドフォン 

・6.3ｍｍジャック（先端が 3.5ｍｍジャックの場合、ステレオ変換ジャックが必要） 

11．成績評価の方法 

○成績評価の規準 

1. 音楽理論を理解し、子どもの歌の音楽上の理解へとつなげられたか。 

2. ピアノ演奏および弾き歌いの技術を習得したか。 

3. 保育の中の様々な音楽活動に対応できる演奏力をつけたか（コードネーム奏など）。 

○評定の方法 

1. 弾き歌いの発表   総合点の 50％ 

2. 理論の理解     総合点の 30％ 

3. 授業への取り組み  総合点の 20％ 

1から 3を総合的に判断して評価する。 

12．受講生への 

メッセージ 

 子ども達に音楽の楽しさや美しさを伝えるには、ピアノ演奏や歌唱の技術を習得することが確かに重要

ではあるが、何よりも保育者自らがそうした心情を持っていなければならない。必修科目として「やらさ

れる」のではなく、自らが積極的に音楽美を探究していく姿勢が大切です。また、実技だけでなく、なぜ

子どもに音楽教育が必要なのか、そうした音楽教育の原理もしっかりと理解し実践の場に臨んでいただき

たい。 

13．オフィスアワー 未定 

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 

コードネームによる伴奏付け①：ハ

長調の曲 

事前学習 これまでに弾いたこどもの歌の復習。 

事後学習 
課題曲の練習。ハ長調の主要三和音・属七の復習。 

第２回 

コードネームによる伴奏付け②：ヘ

長調の曲 

ピアノ個別レッスン 

事前学習 課題曲の練習。 

事後学習 
レッスンの復習。ヘ長調の主要三和音・属七の復習。 

第３回 

コードネームによる伴奏付け③：ト

長調の曲 

ピアノ個別レッスン 

事前学習 課題曲の練習。 

事後学習 
レッスンの復習。ト長調の主要三和音・属七の復習。 

第４回 

コードネームによる伴奏付け④：ニ

長調の曲 

ピアノ個別レッスン 

事前学習 課題曲の練習。 

事後学習 
レッスンの復習。ニ長調の主要三和音・属七の復習。 

第５回 

コードネームによる伴奏付け⑤：

「こどもの歌」にオリジナルの伴奏

を付けてみよう。 

ピアノ個別レッスン 

事前学習 課題曲の練習。 

事後学習 

レッスンの復習。こどもの歌にオリジナル伴奏をつける課題を進

める。 

第６回 

コードネームによる伴奏付け⑥：オ

リジナル伴奏による「こどもの歌」

を完成させよう。 

事前学習 課題曲の練習。 

事後学習 
レッスンの復習。オリジナル伴奏によるこどもの歌の楽譜を完成

させ、提出する。 



 

 

 

ピアノ個別レッスン 

第７回 
弾き歌い発表①：6 月の定番曲及び

生活の歌 

事前学習 弾き歌い発表に向けた課題曲の練習。 

事後学習 幼稚園教育実習に向けた弾き歌いの練習。 

第８回 
発声の基礎①：発音 

ピアノ個別レッスン 

事前学習 課題曲の練習。 

事後学習 レッスンの復習。発音の基礎練習。 

第９回 
発声の基礎②：姿勢・呼吸 

ピアノ個別レッスン 

事前学習 課題曲の練習。 

事後学習 レッスンの復習。発音・発声の練習。 

第１０回 
発声の基礎③：脱力・口の開け方等 

ピアノ個別レッスン 

事前学習 課題曲の練習。 

事後学習 レッスンの復習。発音・発声の練習。 

第１１回 弾き歌い発表②：夏の定番曲 
事前学習 弾き歌い発表に向けた課題曲の練習。 

事後学習 保育実習に向けた弾き歌いの練習。 

第１２回 
発声の基礎④：高音域 

ピアノ個別レッスン 

事前学習 課題曲の練習。 

事後学習 レッスンの復習。発声の練習。 

第１３回 
発声の基礎⑤：表現力 

ピアノ個別レッスン 

事前学習 課題曲の練習。 

事後学習 レッスンの復習。発声の練習。 

課題研究 

1 

発声の基礎⑥：全体レッスン 

ピアノ個別レッスン 

事前学習 課題曲の練習。 

事後学習 レッスンの復習。発声の練習。 

課題研究 

2 
弾き歌い発表③：秋の定番曲 

事前学習 弾き歌い発表に向けた課題曲の練習。 

事後学習 幼稚園教育実習に向けた弾き歌いの練習。 

 

 

実技科目のため、レポート等による課題研究を実施することができない。そのため、学期末試験期間中に補講として課題研究 1 を実施

し、その後課題研究 2 として、それまでの学修の成果発表の発表を実施する。 



 

 

１．科目名（単位数） こどもの音楽Ⅰ （2単位） 

３．科目番号 JNNT1112 

２．授業担当教員 本野 洋子 

４．授業形態 演習(個人、全員、グループ) ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 
他科目との関係 

 

７．講義概要 

 音楽基礎Ⅰ・（音楽基礎Ⅱ）で学んだ楽典および身に付けた演奏技術を更に向上させつつ、保育実習や幼稚

園での教育実習に向けて実践的な取り組みを行う。特にコードネーム奏による伴奏技術を身につけ，保育に

必要な様々な演奏に対応する力をつける。 

８．学習目標 

1.音楽理論を理解し、子どもの歌の音楽上の構造を理解する。 

2.ピアノ演奏および弾き歌いの技術を習得する。 

3.保育の中の様々な音楽活動に対応できる演奏力をつける。 

９．アサイメント 
（宿題）及びレポ
ート課題 

① ピアノ：課題曲を次週までによく練習しておく。 
② こどもの歌：レパートリーを増やす。 
③ こどもの歌の弾き歌い(コードネーム奏を含む)：練習を重ねて慣れる。 
④ 課題研究に取り組む。 

10．教科書・参考書・
教材 

【教科書】 
・「音楽基礎」で使用した教科書を継続使用する。 
・上記の教科書以外に必要な楽譜等は、授業内でプリントにして配布予定。 
【参考書】 
・二宮紀子著『歌って弾いて書いてわかる子どもの歌・ピアノ伴奏のしくみ』音楽之友社、2014 
・村田博之著『コードのしくみがわかる本』ヤマハミュージックメディア、2000. 
【教材】※各自で必ず購入しておくこと。 
・ヘッドフォン 
・6.3ｍｍジャック（先端が 3.5ｍｍジャックの場合、ステレオ変換ジャックが必要） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1．音楽理論を理解し、子どもの歌の音楽上の理解へとつなげられたか。 

2．ピアノ演奏および弾き歌いの技術を習得したか。 

3．保育の中の様々な音楽活動に対応できる演奏力をつけたか（コードネーム奏など）。 

○評定の方法 

1．弾き歌いの発表   総合点の 50％  

2．理論の理解     総合点の 30％  

3．授業への取り組み  総合点の 20％ 

1 から 3 を総合的に判断して評価する。 

12．受講生への 
メッセージ 

基礎的な音楽理論の理解を深め、幼稚園、保育園で歌われる子どもの歌をしっかりピアノで演奏し、弾き歌
いができる演奏技能を身に付けられるよう学びましょう。演奏技能の習得には少しずつでも毎日練習するこ
とが大切です。 

13．オフィスアワー 授業時に通知 
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 
グレード別弾き歌い課題曲の提示 
主要三和音での伴奏を考えて弾く 

事前学習 今までに学習した曲の復習。 
事後学習 課題曲の練習。主要三和音での伴奏について復習。 

第２回 

ピアノ演奏発表 
ピアノ弾き歌いレッスン（グループ別） 
和音の構造とコードネーム 
手遊び歌の実践① 

事前学習 課題曲の練習。 

事後学習 レッスンの復習。和音の構造とコードネームの復習。 

第３回 
ピアノ弾き歌いレッスン（グループ別） 
メジャーコードとマイナ―コード 
手遊び歌の実践② 

事前学習 課題曲の練習。 

事後学習 
レッスンの復習。メジャーコードとマイナーコードの違
いについて復習。 

第４回 
ピアノ弾き歌いレッスン（グループ別） 
セブンスコードの弾き方 
いろいろな手遊び歌の実践 

事前学習 課題曲の練習。 

事後学習 レッスンの復習。セブンスコードの弾き方について復習。 

第５回 
ピアノ弾き歌いレッスン（グループ別） 
実習対策：生活の歌② 
コードネームを和音記号に置き換えて弾く 

事前学習 課題曲の練習。 

事後学習 レッスンの復習。和音記号とコードネームについて復習。 

第 6回 

ピアノ弾き歌いレッスン（グループ別） 
実習対策：季節の歌① 
Ⅰ，Ⅳ，Ⅴ，Ⅴ7（メジャーコード）を使った
カデンツによるコードネーム奏 

事前学習 課題曲の練習。 

事後学習 
レッスンの復習。Ⅰ，Ⅳ，Ⅴ，Ⅴ7（メジャーコード）を
使ったカデンツによるコードネーム奏の復習。 

第７回 

ピアノ弾き歌いレッスン（グループ別） 
実習対策：季節の歌② 
Ⅱ，Ⅲ，Ⅵ（マイナーコード）を含むカデン
ツによるコードネーム奏 

事前学習 課題曲の練習。 

事後学習 
レッスンの復習。Ⅱ，Ⅲ，Ⅵ（マイナーコード）を含むカ
デンツによるコードネーム奏の復習。 

第８回 課題研究 1の提出と意見交換及び質疑応答 
事前学習 課題研究の作成。 
事後学習 課題研究の振り返り 

第９回 
ピアノ弾き歌いレッスン（グループ別） 
借用和音、音階音度上にない様々なコードに
ついて 

事前学習 課題曲の練習。 

事後学習 
レッスンの復習。借用和音、音階音度上にない様々なコ
ードについて復習。 

第１０回 
ピアノ弾き歌いレッスン（グループ別） 
楽譜上のコードを分析する 
楽譜の書き方① 

事前学習 課題曲の練習。 

事後学習 
レッスンの復習。楽譜上のコードの分析、楽譜の書き方
について復習。 

第１１回 
ピアノ弾き歌いレッスン（グループ別） 
楽譜の書き方② 

事前学習 課題曲の練習。 
事後学習 レッスンの復習。楽譜の書き方について復習。 

第１２回 課題研究 2の提出と意見交換及び質疑応答 
事前学習 課題研究の作成。 
事後学習 課題研究の振り返り 



 

 

第１３回 
ピアノ弾き歌い発表（課題研究で作成したコ
ード譜から自分が完成させた伴奏譜で弾き
歌いする。） 

事前学習 完成させた伴奏譜で弾き歌いの練習。 

事後学習 コードネーム奏について復習。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：動画サイトなどを参考にして、子ども向けの手遊び歌の中で、子どもと一緒にやりたいと思った歌を

１曲選び、その理由と実際自分がやるときに留意する点を、1000次以内で述べなさい。 

レポート形式：Ａ４レポート用紙 1枚 1000字以内 

実施時期：第８回授業時までに作成する。 

提出期限：第８回授業時に提出する。 

事後学習：第８回授業時に内容について意見交換し、振り返りを行う 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：こどもの歌に、コードネーム譜を片手伴奏譜として完成し、提出する。伴奏形も工夫する。 

形式：あらかじめ配布された楽譜に記入する。 

実施時期：第１２回授業時までに作成する。 

提出期限：第１２回授業時に提出する。 

事後学習：第 13回目授業時に作成したコードネーム譜を参照にながら弾き歌いを発表する。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
子どもの保健 （2単位） 

３．科目番号 

SSMP2363 

SBMP2363 

SCMP2363 

SPMP2363 

SJMP2122 

２．授業担当教員 佐野 葉子 

４．授業形態 講義、グループワーク、発表 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

子どもの心身の健康増進を図るための保健活動の意義を理解する。子どもの運動機能及び生理機能の発

達と保健について理解する。また、子どもの健康状態、心身の不調時の観察方法、発育・発達の把握と健康

診断を具体的に学ぶ。子どもの疾患についての病態生理、その予防方法と保育者としての適切な対処方法に

ついて学ぶ。現代社会における子どもの健康に関する現状と課題を学び、虐待の防止方法、早期発見、対応

方法、保護者との連携や、地域との連携を学ぶ。 

８．学習目標 

1）子どもの形態的発育、機能的発達、精神機能の発達について学び、説明することができるようになる。 

2）小児期の発育・発達に必要な栄養、ことに母乳哺育について学び、説明することができるようになる。 

3）子どもの生活リズムについて学び、説明することができるようになる。 

4）子どもによくみられる疾病とその対処法について学び、説明することができるようになる。 

5）小児期の事故と安全教育、保育環境について学び、説明することができるようになる。 

6）母子保健の現状と課題について学び、説明することができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業内で指示します 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】中根淳子編著『子どもの保健』ななみ書房、2019年 

【参考書】中根淳子編著『子どもの健康と安全』ななみ書房 2019年 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１）子どもの成長および発達について説明することができる。 

２）小児期の成長・発達に必要な栄養、ことに母乳哺育の意義について説明することができる。 

３）子どもの生活リズムや基本的生活習慣を説明し、実践することができる。 

４）小児期によくみられる疾病とその対処法を説明し、実践することができる。 

５）小児期の事故防止と安全教育について説明することができる。 

６）母子保健の現状と課題について説明することができる。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、期末テスト、レポート等を総合して評価する。 

期末テスト 40％、レポートなどの提出物 40％、授業態度 20％  

上記のほかに、本学の規程に定められている 3/4 以上の出席が単位の修得の条件であることも配慮する。 

12．受講生への 

メッセージ 

「子どもの保健」は保育中の乳幼児の命と健康を守るための知識を学ぶ重要な科目です。保育者は乳幼児

の普段の状態をよく把握し、普段と少しでも異なる症状があった場合にはそれをいち早く察知し、適切に対

処しなくてはなりません。また、乳幼児の養護や看護を行う場合には愛情を持って温かく接する事が大切で

す。 

受講生は以下のことを必ず守ること。 

１）授業は、常に高い緊張感と集中力を保って受講すること。学生には積極的な態度を望む。 

２）理解できないことはそのままにしておかないで、積極的に質問すること。 

３）欠席・遅刻・早退をしないこと（やむを得ない場合は必ず文書で申し出ること）。 

４）授業中の私語、携帯電話の作動は絶対にしないこと。 

講師は以下のことを実行します。 

１）学生が積極的に授業に参加（発言、発表）できるように双方向対話型の学習環境を作る。 

２）明らかに授業態度が悪いと判断された場合は厳格に対処する。（その場合、たとえすべて出席していて

も F評価になることもあるので注意すること）。 

13．オフィスアワー 授業内で周知します。 

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 
ガイダンス 

保育における子どもの保健の概要、健やか親子 

事前学習 教科書を読み内容の把握を行う。 

事後学習 授業の目的と、健やか親子についてまとめる。 

第２回 
子どもの健康を守る意義 

健康の概念、解剖生理の理解 

事前学習 
健康の概念と、人体の解剖生理について調べ

る。 

事後学習 
健康の概念と、人体の解剖生理について整理

する。 

第３回 
子どもの成長と発達① 

胎児の発育、小児期各期の身体発育 

事前学習 子どもの身体の発育について調べる。 

事後学習 子どもの身体の発育についてまとめる。 

第４回 
子どもの成長と発達② 

小児期各期の運動、神経、精神発達 

事前学習 子どもの運動発達、神経発達について調べる。 

事後学習 
子どもの運動発達、神経発達について整理し

影響がある要因についてまとめる。 

第５回 子どもに多い疾病①感染症 
事前学習 第２種学校感染症について調べる。 

事後学習 子どもに多い感染症について、整理する。 



 

 

第６回 子どもに多い疾病②消化器系、呼吸器系、内分泌系 

事前学習 
子どもに多い病気（消化器系、呼吸器系、内

分泌系について調べる。 

事後学習 
子どもに多い病気（消化器系、呼吸器系、内

分泌系について整理する。 

第７回 子どもに多い疾病③アレルギー 

事前学習 
子どもに多い病気（アレルギー系）について

調べる。 

事後学習 
子どもに多い病気（アレルギー系）について

整理する。 

第８回 子どもの精神保健：虐待の要因とその影響 
事前学習 虐待の要因とその影響について調べる。 

事後学習 虐待の要因とその影響について整理する。 

第９回 子どもの発達障害：発達障害の種類とその対応 

事前学習 発達障害の種類とその対応について調べる。 

事後学習 
発達障害の種類とその対応について整理す

る。 

第１０回 子どもの栄養：母乳栄養、人工栄養、離乳 

事前学習 母乳栄養、人工栄養、離乳について調べる。 

事後学習 
母乳栄養のメリット、デメリットについてま

とめる。 

第１１回 
子どもの健康管理 

年間計画、月間計画（お便り作成） 

事前学習 
子どもの保健の年間と月間計画に必要な項目

について調べる。 

事後学習 年間計画、月間計画の整理をする。 

第１２回 応急処置の方法：保育現場の応急処置 

事前学習 
保育現場で必要な救急処置の方法について調

べる。 

事後学習 
保育現場で必要な救急処置の方法について整

理する。 

第１３回 まとめ 
事前学習 授業内のまとめを行い、疑問点を挙げる。 

事後学習 授業内で学んだことをまとめる 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：「麻疹、風疹」について 1.病原体・感染経路・潜伏期間、2.症状・徴候、3.診断・検査・鑑別診断、4.合併症、5.

治療・予防・ケア、7.文献の順に見出しをつけて、レポートにまとめなさい。 

 レポート形式：A4 用紙 1 枚、40 字 40 行 明朝体、10.5 ポイントで印刷して下さい。＊2 つの疾患でレポート 1 枚にしてくださ

い。 

提出期限：第 4 回の授業開始時に提出する。   

実施時期：第 5 回以降の授業後に実施する。添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け

付け適宜指導する。  

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：「流行性耳下腺炎、水痘」について 1.病原体・感染経路・潜伏期間、2.症状・徴候、3.診断・検査・鑑別診断、

4.合併症、5.治療・予防・ケア、7.文献の順に見出しをつけて、レポートにまとめなさい。 

 レポート形式：A4 用紙 1 枚、40 字 40 行 明朝体、10.5 ポイントで印刷して下さい。＊2 つの疾患でレポート 1 枚にしてくださ

い。 

提出期限：第 4回の授業開始時に提出する。   

実施時期：第 5 回以降の授業後に実施する。添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け

付け適宜指導する。  

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる 

 



１．科目名（単位

数） 
ジェンダー論 （2単位） 

３．科目番号 JNGC1205 

２．授業担当教員 堀 聡子 

４．授業形態 講義、演習（グループワーク含む） ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

「女は家庭のなかで子育てをすることに向いている」とか「男は外で仕事をすることに向いている」といった

「女らしさ」や「男らしさ」は、長い間、身体の仕組みや本能などの生物学的要因によって決定されるものだ

と考えられてきた。しかし、20 世紀の後半から、「女らしさ」「男らしさ」の区別は、社会的・文化的要因と

深く関係していると考えられるようになった。「ジェンダー」とは、このような社会的・文化的に形成された

性別を意味し、「女らしさ」「男らしさ」の社会的な側面に注目した概念である。本講義では、「ジェンダー」

という言葉の意味を理解した上で、現代社会の様々な社会現象・社会問題に対して、「ジェンダー」の観点か

ら関心をもち、分析・考察し、表現する力を身につけることを目指す。 

８．学習目標 

本講義の目的を達成するために、以下の3つの到達目標を設定する。 

1)「ジェンダー」の概念とその意義を理解した上で、わかりやすく説明することができる。 

2) 現代社会における家族、労働、家事、育児、介護等の諸問題に内在する「ジェンダー」に関心をもち、

それぞれの課題について他の受講者の意見を尊重した上で議論することができる。 

3) 本授業での学びの成果をもとに、「ジェンダー」の観点から、現代社会における様々な社会現象・社会

問題を分析・考察し、自らの意見を適切な表現を用いて表現することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

2回のレポートを課す予定である。レポートでは、授業内容の理解を問うとともに、具体的な事例について、

ジェンダー論の観点からどのような考察が可能になるかを考えてもらう。 

また、毎回授業の最後にリアクションペーパーを提出してもらう。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】伊藤公雄・牟田和恵編『ジェンダーで学ぶ社会学［全訂新版］』世界思想社、2015。 

【参考書】高橋準『ジェンダー学への道案内』北樹出版、2009。 

加藤秀一・石田仁・海老原暁子『図解雑学 ジェンダー』ナツメ社、2005。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・「ジェンダー」の概念とその意義を理解できたか。 

・現代社会に内在する「ジェンダー」の課題に関心をもち、それに対する自らの意見を深めることができた

か。 

・「ジェンダー」の観点から、現代社会における様々な社会現象・社会問題を分析、考察することができたか。 

○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 

ジェンダーという概念は、人間の意識や行動だけではなく、社会・文化のあり方を理解する上でも、有効で

す。本講義をきっかけとして、自分の身近にあるジェンダーについて、理解する視点を獲得してもらえればと

思います。なお、授業中の私語、居眠り、飲食、携帯電話の使用を禁じます。 

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 イントロダクション：ジェンダー論をどう学ぶか 

事前学習 シラバスの確認 

事後学習                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
配布資料を用いてジェンダー論とは何かにつ

いて振り返る 

第２回 ジェンダー論の視点 

事前学習 
教科書第 0章（pp.1-17）を読んでジェンダー

概念について内容を確認しておく 

事後学習 
配布資料を用いてジェンダー概念について振

り返る 

第３回 子どもの社会化とジェンダー 

事前学習 

教科書第 1 章（pp.19-33）を読んで子どもの

社会化とジェンダーについて内容を確認して

おく 

事後学習 
配布資料を用いて子どもの社会化とジェンダ

ーについて振り返る 

第４回 教育とジェンダー 

事前学習 
教科書第 2章（pp34-51）を読んで教育とジェ

ンダーについて内容を確認しておく 

事後学習 
配布資料を用いて教育とジェンダーについて

振り返る 

第５回 恋愛・結婚とジェンダー 

事前学習 
教科書第 4 章（pp.66-79）を読んで恋愛・結

婚とジェンダーについて内容を確認しておく 

事後学習 
配布資料を用いて恋愛・結婚とジェンダーに

ついて振り返る 

第６回 労働とジェンダー 
事前学習 

教科書第 5章・6章（pp.80-112）を読んで労

働とジェンダーについて内容を確認しておく 

事後学習 配布資料を用いて労働とジェンダーについて



振り返る 

第７回 家族とジェンダー 

事前学習 
教科書第 7 章（pp.113-129）を読んで家族と

ジェンダーについて内容を確認しておく 

事後学習 
配布資料を用いて家族とジェンダーについて

振り返る 

第８回 子育てとジェンダー 

事前学習 

教科書第 7章（pp.113-129）、第 15章（pp.234-

247）を読んで子育てとジェンダーについて内

容を確認しておく 

事後学習 
配布資料を用いて子育てとジェンダーについ

て振り返る 

第９回 男性学とジェンダー論 

事前学習 
教科書第 9 章（pp.148-160）を読んで男性学

とジェンダー論について内容を確認しておく 

事後学習 
配布資料を用いて男性学とジェンダー論につ

いて振り返る 

第１０回 暴力とジェンダー 

事前学習 
教科書第 10章（pp.161-174）を読んで暴力と

ジェンダーについて内容を確認しておく 

事後学習 
配布資料を用いて暴力とジェンダーについて

復習する 

第１１回 ファッションとジェンダー 

事前学習 

教科書第 11章（pp.175-188）を読んでファッ

ションとジェンダーについて内容を確認して

おく 

事後学習 
配布資料を用いてファッションとジェンダー

について復習する 

第１２回 友人関係とジェンダー 

事前学習 
教科書第 12章（pp.189-203）を読んで友人関

係とジェンダーについて振り返る 

事後学習 
配布資料を用いて友人関係とジェンダーにつ

いて振り返る 

第１３回 セクシュアリティと「性」の多様性 

事前学習 
セクシュアルマイノリティーについて自分で

調べる 

事後学習 
配布資料を用いてセクシュアリティと「性」

の多様性について振り返る 

課題研究

1 

課題研究テーマ：第 1回〜7回の授業を踏まえ、身近な事象について、ジェンダーの視点で考察しなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,200字程度） 

実施時期：第 7回の授業後に実施する。 

提出期限：第 9回の授業開始時に提出する。 

事後学習：レポート作成と添削指導を通して学んだことをまとめる。 

課題研究

2 

課題研究テーマ：私たちの社会は「強制的異性愛」と言われることがある。「強制的異性愛」の何が問題なのか、授業内

容を踏まえてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,200字程度） 

実施時期：第 13回の授業後に実施する。 

提出期限：第 13回の授業終了から 2週間後までに提出する。 

事後学習：全 13回の授業とレポート作成を通して学んだことを整理する。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
社会的養護Ⅱ／社会的養護内容 （2単位） 

３．科目番号 
JENT2417 

JNNT2417 
２．授業担当教員 中嶋 一郎 

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション ５．開講学期 春期・秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「社会的養護」を履修してから履修することが望ましい。 

７．講義概要 

社会的養護の基本的内容として、子どもの理解を踏まえた日常生活支援、治療的支援、自立支援を理解す

る。施設養護と家庭養護それぞれの生活特性と実際を学び、アセスメントと個別支援計画の作成、記録、自
己評価ができるようになる。社会的養護に関わる専門技術として、保育の専門性と社会的養護に関わる相談
援助の知識と技術とその実践を身に付ける。社会的養護における子ども虐待と家庭支援について学び、今後

の課題と展望を理解する。 

８．学習目標 

1.児童福祉施設における養護の意義を理解し、専門的な支援者としての保育士に必要な認識を身につける。 
2.子どもの成長・発達に果たす養護の意義について学習し、保育士としての役割感覚を身につける。 

3.子どもの最善の利益を意識した支援の実践方法を身につける。 
3.社会的養護に関わる施設の事例分析を行い、利用者理解と事例への洞察力、支援の視点を身につける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

13回の授業内で、社会福祉への問題意識を高め、主体的な学習ができるように予習を兼ねたアサイメント

と、問題へ及び考察を表現するためのレポート課題を行う。 

第１回の授業開始までに「児童の有する権利」についてまとめたレポートを作成しておくことを強く望む。

(字数は任意) 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

吉田眞理(編著)『児童の福祉を支える 演習 社会的養護内容』萌文書林 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.児童福祉施設における養護の意義を理解し、支援者としての保育士に必要な認識力を身につけられたか。 

2.子どもの成長・発達に果たす養護の意義について学習し、保育士としての役割感覚を身につけられたか。 

3.子どもの最善の利益を意識した支援の実践方法を身につけられたか。 

4.社会的養護に関わる各施設における事例分析を行い、利用者理解と支援方法、及び支援に関する具体的方

策を考察出来たか。 

○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 授業への出席・レポート  総合点の４５％ 

２ 期末試験        総合点の４０％ 

３ 日常の学習状況     総合点の１５％ 

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 

社会的養護における児童の権利擁護と保育士の倫理及

び責務① 

 児童の権利擁護(1) 

事前学習 

児童の有する権利についてまとめたレポー

トを作成しておく。テキスト p.11、p.20の事

例を熟読しておく。 

事後学習 

子どもの最善の利益を踏まえた支援の具体

例を考察し、自分の意見を説明することが出

来る。 

第２回 

社会的養護における児童の権利擁護と保育士の倫理及

び責務② 

 児童の権利擁護(2) 

事前学習 
テキスト p.23、p.32、p.37、p.44の事例を熟

読しておく。 

事後学習 

子どもの最善の利益を踏まえた支援の具体

例を考察し、自分の意見を説明することが出

来る。 

第３回 

社会的養護における児童の権利擁護と保育士の倫理及

び責務③ 

 保育士等の倫理及び責務 

事前学習 

テキスト p.56「全国児童養護施設協議会倫理

綱領」をまとめたレポートを作成しておく。 

テキスト p.47、p.57の事例を熟読しておく。 

事後学習 

保育士としての資質と倫理について理解し、

バーンアウトを起こさないための職員間の

支援について考察し、自分の意見を説明する

ことが出来る。 

第４回 
施設養護の特性及び実際① 

児童養護の体系と児童福祉施設の概要 

事前学習 
児童養護施設の体系と概要についてまとめ

たレポートを作成しておく。 

事後学習 
児童養護にかかるサービスの種類、及び連

携、利用までの手続きを理解し、説明するこ



 

 

とが出来る。 

第５回 
施設養護の特性及び実際② 

 日常生活支援と諸施設の暮らし(1) 

事前学習 
テキスト p.67、p.72、p.75、p.81、p.84の事

例を熟読しておく。 

事後学習 

児童養護施設、乳児院、母子支援施設での支

援に対する事例について考察し、自分の意見

を説明することが出来る。 

第６回 
施設養護の特性及び実際③ 

 日常生活支援と諸施設の暮らし(2) 

事前学習 
テキスト p.87、p.94、p.97、p.100、p.107、

p.110の事例を熟読しておく。 

事後学習 

医療型障害児入所施設、児童自立支援施設、

情緒障害児短期治療施設での支援に対する

事例について考察し、自分の意見を説明する

ことが出来る。 

第７回 
施設養護の特性及び実際④ 

 日常生活支援と諸施設の暮らし(3) 

事前学習 
テキスト p.113、p.120、p.128の事例を熟読

しておく。 

事後学習 

福祉型障害児入所施設、里親制度に係る支援

に対する事例について考察し、自分の意見を

説明することが出来る。 

第８回 
保育士の専門性にかかわる知識・技術とその傾向① 

保育士の業務、虐待された子どもへの支援 

事前学習 

入所型社会的養護施設のうち、任意で選択し

た一つの施設についての業務内容をまとめ

たレポートを作成しておく。 

テキスト p.141の事例を熟読しておく。 

事後学習 

虐待を受けてきた子どもの支援に関する事

例について考察し、自分の意見を説明するこ

とが出来る。 

第９回 
保育士の専門性にかかわる知識・技術とその傾向③ 

 児童相談所の連携、虐待した家族への支援  

事前学習 
テキスト p.164、p.167 の事例を熟読してお

く。 

事後学習 

児童相談所との連携に係る支援、虐待した家

族への支援に関する事例について考察し、自

分の意見を説明することが出来る。 

第１０回 
保育士の専門性にかかわる知識・技術とその傾向④ 

 ソーシャルワークの技術活用、アドミッションケア 

事前学習 
テキスト p.167、p.175 の事例を熟読してお

く。 

事後学習 

入所から退所後に至る支援に関する事例に

ついて考察し、自分の意見を説明することが

出来る。 

第１１回 
保育士の専門性にかかわる知識・技術とその傾向⑤ 

 リービングケア、アフターケア 

事前学習 
テキスト p.188、p.197 の事例を熟読してお

く。 

事後学習 

入所から退所後に至る支援に関する事例に

ついて考察し、自分の意見を説明することが

出来る。 

第１２回 
今後の課題と展望 

 施設の小規模化と地域連携 

事前学習 テキスト p.208の事例を熟読しておく。 

事後学習 

グループホームにおける個別ケアに関する

事例について考察し、自分の意見を説明する

ことが出来る。 

第１３回 
まとめ 

社会的養護の施設で働くということ 

事前学習 

今までの授業で印象に残った事例を一つあ

げて、なぜ印象に残ったのかという理由をま

とめたレポートを作成しておく。 

事後学習 

保育士として働いてみたい施設に関する知

識とそこでの支援に関する留意点をまとめ

て説明出来る。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第３回の講義内容を踏まえて、「バーンアウトについての概略と自身がバーンアウトしないために実践

すべきこと」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,200 字程度） 

実施時期：第 3 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 4 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 6 回授業終了後に教室で行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第１回～第 1２回の講義内容を踏まえて、「子どもの権利を保障する子どもへの関わりで特に大事にし

たい権利とその理由」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,200 字程度） 

実施時期：第１２回の授業後に実施する。 

提出期限：第１３回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を期末試験終了後に教室で行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる 

期末試験 



 

 

内容については、13回の授業で行った内容から記述形式で問題を作成する。 

資料の持ち込みに関しては、授業で使用したコマシラバスと配布資料に関しては可。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 障害児保育 （2単位） 

３．科目番号 
JECS2106 

JNCS2106 
２．授業担当教員 酒井 博美 

４．授業形態 講義、DVD視聴、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
特になし 

７．講義概要 

 共生社会の形成に向けて「統合保育」が一般的になりつつあり、公立保育所には障害のある子どもや気に

なる子ども、特別なニーズのある子どもがいて当たり前の状況である。一方、分離した場での専門的な「療

育」の対象は、乳幼児に限らず学齢期や成人までを含み、病棟や施設、専門療育機関において保育士が活躍

している。本科目では、「統合保育」を中心に、「療育」についても触れながら、障害に関係する法令や制度、

医療、福祉、発達や障害についての基礎知識を学ぶとともに、保護者を支えながら障害のある子どもの生涯

を見通した支援ができる保育士としての姿勢・態度・実践的能力を身に付ける。 

８．学習目標 

障害のある子どもや気になる子ども、その家族を支援するための理念を基盤に、統合保育や療育の場で実

践的なかかわりができるようになる。 

① 障害のある子の保育におけるさまざまな考え方や技法・形態を知る。 

② 障害のある子が育つ過程での医療・福祉・教育の制度や役割を知る。 

③ 家族の生活や心情を思いやり、共感することができるようになる。 

④ 発達の具体的様相や順序性がわかり、障害のある子どもの支援に生かすことができるようになる。 

⑤ 統合保育や療育の場における連携･協力における留意点がわかって実践的な配慮ができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

毎回の授業開始時に、事後学習として示した内容について発表してもらう。また第8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小レポートを実施する。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】小川英彦編著『基礎から学ぶ障害児保育』ミネルヴァ書房、2017年 
【参考書】星山麻木著『障害児保育ワークブック第 2版』萌文書林、2017年、 

日本神経学会監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』医学書院、2014年  

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1 グループワークにおけるレポート課題の書き方に関する基礎的・基本的事項を理解し説明できるか。 

2 分かりやすい表現方法や具体的かつ論理的な文章作成力が身に付いたか。 

〇評定の方法 

1 まとめテストを実施する。レジュメの事前・事後学習を行ってください。   50% 

2 障害児保育の課題および方法についてのグループワーク・発表を行います。 30% 

3 レポートを実施します。 20% 

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ので、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。障害児保育とは。 
事前学習 シラバスを読んでおく 

事後学習 今後の学習内容を理解しておく 

第２回 障害児保育の歴史と現状 

事前学習 教科書 pp.15-31を読んでおく 

事後学習 
自分の住んでいる自治体の保育所、幼稚園、
専門機関で発達障害に対してどのような支
援が行われているのか調べておく 

第３回 障害とは何か 
事前学習 教科書 pp.35-50を読んでおく 

事後学習 
もっとも関心のある障害 1つを取り上げ調べ
ておく 

第４回 障害児保育にかかわる法律や制度 
事前学習 教科書 pp.53-71を読んでおく 

事後学習 
発達障害者支援法について説明できるよう
にしておく 

第５回 発達の理解（１）発達を支える基盤 
事前学習 教科書 pp.73-80および p.100を読んでおく 

事後学習 
発達に影響する要因について説明できるよ
うにしておく 

第６回 発達の理解（２）発達の過程 
事前学習 教科書 pp.80-88を読んでおく 

事後学習 
EH エリクソンの発達段階説を説明できるよ
うにしておく 

第７回 
保育所・幼稚園等の子どもに多くみられる障害と保育
（１） 
発達障害：発達障害とは、自閉症スペクトラム障害 

事前学習 教科書 pp.37-38を読んでおく 

事後学習 
知的障害、自閉症スペクトラム障害の主な特
徴について説明できるようにし、それに応じ
た保育現場での活動を一つ考えておく 

第８回 
保育所・幼稚園等の子どもに多くみられる障害と保育
（２） 
発達障害：注意欠如多動性障害、限局性学習障害 

事前学習 教科書 pp.38-40を読んでおく 

事後学習 
注意欠如多動性障害、限局性学習障害の主な
特徴について説明できるようにし、それに応
じた保育現場での活動を一つ考えておく 

第９回 
保育所・幼稚園等の子どもに多くみられる障害と保育
（３） 
知的障害：知的障害とは、ダウン症 

事前学習 教科書 pp.36-37を読んでおく 

事後学習 
知的障害、ダウン症の主な特徴について説明
できるようにし、それに応じた保育現場での
活動を一つ考えておく 



 

 

第１０回 
保育所・幼稚園等の子どもに多くみられる障害と保育
（４） 
脳性まひ、肢体不自由児 

事前学習 教科書 p.36を読んでおく 

事後学習 
脳性まひ、肢体不自由の主な特徴について説
明できるようにし、それに応じた保育現場で
の活動を一つ考えておく 

第１１回 保育の中での個別支援、療育機関・地域との連携 

事前学習 教科書 pp.125-142を読んでおく 

事後学習 

個別指導と集団指導の有効性をそれぞれ説
明できるようにしておく。また、自分の住ん
でいる地域の幼保小・地域連携に関係がある
と思われる社会資源を一つ探し、支援内容を
調べておく 

第１２回 保護者支援：障害の受容と支援の具体的方法 
事前学習 教科書 pp.163-181を読んでおく 

事後学習 
障害受容のプロセスについて説明できるよ
うにしておく 

第１３回 まとめテスト 
事前学習 

第 1～12回の授業内容を総復習し、各内容に
ついて説明ができるようにしておく 

事後学習 
まとめテストをもとに、これまでの内容理解
の定着を図る 

課題研究

１ 

第 2～4回の授業内容を踏まえて、障害児保育の現状について、歴史的流れや制度を中心にレポートにまとめよ。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1200文字程度） 

実施時期：第 4回の授業後に実施する。 

提出期限：第 5回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導および質疑応答を第 7回の授業終了後に行う。 

事後学習：レポート作成と添削指導および質疑応答を通し学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

第 7～10回の授業内容を踏まえて、保育所・幼稚園等の子どもに多くみられる障害と保育の方法についてレポートにま

とめよ。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1200文字程度） 

実施時期：第 10回の授業後に実施する。 

提出期限：第 11回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導および質疑応答を第 12回の授業終了後に行う。 

事後学習：レポート作成と添削指導および質疑応答を通し学んだことをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
少年と犯罪 （2単位） 

３．科目番号 

GELA1333 

GELA1353 

JNGC1204 ２．授業担当教員 高木 俊彦 

４．授業形態 
講義を中心とするが、グループ討議やケース研究の演習などを併用

する。 
５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

日本は犯罪発生率の低い治安の良好な国として世界に知られているが、次代を担う少年によるいじめ、非

行や犯罪の発生状況とその様態にはかなりの問題があり、福祉国家を標榜するわが国の将来にとって深刻な

社会問題となっている。そこで、少年による犯罪・非行の現状と時代による変化の様相、少年非行に対する

警察・裁判の取り組み、児童福祉・少年院・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、更には犯罪、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。また、効果的な治療、

処遇の方法、犯罪被害者の支援等についても考察する。 

合わせて、近年、少年非行は凶悪化していると言われるが、本当に少年事件は凶悪化しているのか科学的、

統計的に検証するとともに、少年非行に対する刑罰と保護のあり方について考察を加える。 

８．学習目標 

１ 少年非行の実情及び時代背景を反映した非行内容等の変化について理解し、説明することができるよ 

 うになる。 

２ 犯罪・非行の原因とその発生機序について、素質・環境の両面から理解し、説明することができるよう 

 になる。 

３ 非行少年にかかる刑事司法機関、少年保護機関の役割・機能について理解し、説明することができるよ

うになる。 

４ 事例研究（ケーススタディ）に基づき、少年非行の原因や適切な処遇のあり方について理解し、発表す

ることができるようになる。 

５ 以上を通じて、将来、この種の専門機関（少年処遇機関）で働くことの意義を理解し、説明できるよう

になるとともに、就職のために必要な関連知識を修得することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

非行事例に関するアセスメントや処遇方針の作成等を中心とするレポートの作成・提出。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

 講師作成の資料 

【参考書】 

 伊藤冨士江編著『司法福祉入門』第２版増補 上智大学出版発行、（株）ぎょうせい製作・発売。 

 松本勝編著『更生保護入門』成文堂。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．レポートや論文の書き方に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．分かりやすい表現方法や明瞭かつ論理的な文章を作成する力がついたか。 

○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２０％ 

２ 期末試験又は小テスト   総合点の４０％ 

３ 課題レポート       総合点の２０％ 

４ 日常の学習状況      総合点の２０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１ 常に新聞・テレビ・雑誌・インターネットなどマスメデイアに関心を寄せ、社会事象である少年非行の 

問題について考える習慣を身に付けること。 

２ 全員が授業に集中すること。私語、携帯電話・スマホ等ＯＮ、ゲーム、飲食、中抜け、居眠りなど授業の

支障となる行為をするものは受講を遠慮願いたい。 

13．オフィスアワー 初回の授業開始時（初回授業）に担当教員からお知らせします。 

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及び少年非行・犯罪に対する基礎知識

の確認（刑罰や犯罪・非行対策の歴史を含む） 

事前学習 
犯罪や非行に関する自分自身の知識を想起

し、整理しておく。 

事後学習 

オリエンテーション及び少年非行・犯罪に対

する基礎知識について、学んだことを学習ノ

ートにまとめる。 

第２回 
少年非行の定義、非行少年に対する手続きの流れと少年非

行の最近の動向 

事前学習 
少年非行の最近の動向について調べておく

こと。 

事後学習 

少年非行の定義、非行少年に対する手続きの

流れと少年非行の最近の動向について、学ん

だことを学習ノートにまとめる。 

第３回 少年非行の原因と説明理論（非行原因論等） 

事前学習 

犯罪や非行の原因について文献等を調べる

とともに、自分自身の考えを整理しておくこ

と。 

事後学習 
非行原因論等について、学んだことを学習ノ

ートにまとめる。 



 

 

第４回 少年非行の諸相① 凶悪・粗暴な非行    

事前学習 
凶悪・粗暴な非行の例を各自１例調べ、整理

しておくこと。 

事後学習 
凶悪・粗暴な非行について、学んだことを学

習ノートにまとめる。 

第５回 少年非行の諸相② 暴走族など非行集団  

事前学習 
暴走族や地域不良集団などの非行集団の現

状について調べ、整理しておくこと。 

事後学習 
暴走族や地域不良集団などについて、学んだ

ことを学習ノートにまとめる。 

第６回 少年非行の諸相③ 女子非行、性非行、ネット犯罪 

事前学習 
女子非行、性非行、ネット犯罪についての最

近の例を調べ、整理しておくこと。 

事後学習 
女子非行、性非行、ネット犯罪について、学

んだことを学習ノートにまとめる。 

第７回 
少年非行の諸相④ いじめ、学校内暴力、家庭内暴力  （ス

トローク理論） 

事前学習 
いじめ、学校内暴力、家庭内暴力についての

最近の例を調べ、整理しておくこと。 

事後学習 

いじめ、学校内暴力、家庭内暴力、ストローク

理論について、学んだことを学習ノートにまと

める。 

第８回 少年非行の諸相⑤ 万引き、薬物非行、交通非行 

事前学習 
万引き、薬物非行、交通非行についての最近

の例を調べ、整理しておくこと。 

事後学習 
万引き、薬物非行、交通非行について、学ん

だことを学習ノートにまとめる。 

第９回 
虐待や暴力にみる被害から加害への転化と暴力の連鎖 

―事例研究  

事前学習 
虐待、ＤＶについての最近の例を調べ、整理

しておくこと。 

事後学習 
虐待、ＤＶ、暴力の連鎖について、学んだこ

とを学習ノートにまとめる。 

第１０回 
非行を未然に防止する活動（地域の非行防止活動と警察に

おける少年相談） 

事前学習 
自身が暮らす地域の非行防止活動について

調べておくこと。 

事後学習 

警察などにおける非行を未然に防止する活

動について、学んだことを学習ノートにまと

める。 

第１１回 少年事件の法的手続き―家庭裁判所と児童相談所 

事前学習 
我が国の少年審判制度について調べておく

こと。 

事後学習 
家庭裁判所と児童相談所について、学んだこ

とを学習ノートにまとめる。 

第１２回 非行少年の処遇① 少年鑑別所と少年院 

事前学習 我が国の少年矯正について調べておくこと。 

事後学習 
少年鑑別所と少年院について、学んだことを

学習ノートにまとめる。 

第１３回 

非行少年の処遇③ 保護観察所（少年に対する処遇施策、

保護司との協働態勢等） 

―ビデオ視聴― 

事前学習 少年の保護観察について調べておくこと。 

事後学習 

保護観察所（少年に対する処遇施策、保護司

との協働態勢等）について学んだこと、及び

ビデオ視聴の感想を学習ノートにまとめる。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ:「我が国における犯罪・非行の被害者支援対策」についてレポートにまとめなさい。 

レポートの様式:A4用紙 1枚(1,440字程度) 

実施時期:第 4回の授業後に実施する。 

提出期限:第 5回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削し第 6回授業時に返還、添削指導・質疑応答・意見交換を行う。 

事後学習:レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換で学んだことをまとめる。      

課題研究

２ 

課題研究テーマ: 自分自身、あるいは身近で体験した「いじめ行動や校内暴力の体験」を、プライバシー保護の観点に

留意しつつレポートにまとめなさい。 

レポートの様式:A4用紙 1枚(1,440字程度) 

実施時期:第 6回の授業後に実施する。 

提出期限:第 7回の授業開始時にレポートコピーを 2部作成し、そのうちの１部を提出する。 

     提出後、各自手元に残ったレポートコビーを参照しながら、授業に参加する。 

事後学習:レポート作成とそれに基づく授業の内容、意見交換内容等をノートにまとめる。      

期末試験（受講生の人数が多数の場合は期末試験を実施） 

 

T_OTSUKA
テキスト ボックス
　15.実務経験を有する教　　員特記事項

T_OTSUKA
テキスト ボックス
　　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の知見を活かし、「7」に示す講義概要に則した講義を行う。



 

 

１．科目名（単位

数） 
人権教育 （2単位） 

３．科目番号 
JEGC3101 

JNGC2101 
２．授業担当教員 福島 裕 

４．授業形態 講義、グループ学習、討議、発表等 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
保育児童学科は１年次、こども教育保育専攻は３年次に履修する。 

７．講義概要 

○人権教育とは「人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動」（「人権教育及び人権啓発の推進に関する法

律第２条」）であり、国民は「人権尊重の精神の涵養に努めるとともに、人権が尊重される社会の実現に寄

与するよう努めなければならない。」（同法律第６条「国民の責務」）とされている。 

○上記の趣旨を受けて、本科目においては、日本及び海外の人権課題（問題）の現状や解決・改善の取り組

みについて理解を深める学習を行う。 

○学校や社会における継続した人権教育の必要性やその在り方を実践的に学習し、人権感覚を磨き、身に付

けられるようにする。 

○人権教育に関わる基本的な法例等についても学習する。 

８．学習目標 

○人権の歴史や日本国憲法における国民の権利について再確認し、重要点についての理解を深めることがで

きる。 

○人権教育の根拠法である「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」や「人権教育・啓発に関する基本

計画」について、目的、基本理念、内容について理解を深めることができる。 

○『人権教育・啓発白書』に示されている我が国の人権課題を把握し、人権尊重に関する現状と諸課題につ

いての理解を深め、人権課題の解決に努めていこうとする姿勢を身に付ける 

○学校や社会において、人権感覚を磨き身に付ける継続した取り組みの必要性について、積極的に授業に参

加し、理解を深めることができる。 

○人権擁護を目的とする種々の国際法（条約）や国内法の概要を理解できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

○担当グループは、該当箇所(計画表に沿って事前に指示)の重要点や課題をまとめた提案用紙を事前に提出

し検討してもらうこと。 

○毎時間、グループ討議後、「ディスカッションカード」を整理・まとめをしてリーダーが提出すること。 

○レポート課題「学習した人権課題のうち、自分が最も重要と考えた人権課題を一つ取り上げ、その課題の

問題点と解決についての考えを述べなさい。」 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

〇川名はつ子監修『はじめまして、子どもの権利条約』東海教育研究所東海大学出版部 

〇法務省・文部科学省編令和元年版『人権教育・啓発白書』勝美印刷株式会社。 

○中野陸夫 編『早わかり人権教育小事典』明治図書 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．人権教育の意義及び基礎を理解しているか。    

２．人権問題の現状や解決・改善の取り組みについて自らの問題として理解を深めているか。 

○評定の方法 

グループでの活動、授業への積極的参加度、レポート等を総合して評価する。 

１ グループでの活動             総合点の３０％ 

２ 積極的態度（発言、討議、取り組み等）   総合点の２０％ 

３ レポート等（小課題、試験を含む）     総合点の５０％ 

 上記の他に、本学の規定に定められている３／４以上の出席が単位の取得条件であることも配慮する。 

12．受講生への 

メッセージ 

本科目で目指す人間尊重の精神の涵養は、人間性育成の根幹に関わるものである。人間尊重の理念は国民

の中で共有され、さらに基本的人権を尊重する社会の構築が望まれている。しかし、急速に進む情報化や国

際化の中で、新たな人権問題も生起している。ここでは「女性、子ども、高齢者、障害者、同和問題、アイヌ

の人々、性的マイノリティ」等の人権問題を具体的に取り上げ、理解を深め課題を明らかにするとともに「互

いを理解して尊重する社会」を築く能力を高めるようにする。 

13．オフィスアワー 授業内（初回授業）で周知する。 

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 

「人権教育」のねらい・学習内容、学習予定表・授業形

態の説明 

事前学習 
教科書、参考書を確認し、目次等に目を通し、

これから学ぶ内容の全体像を把握しておく。 

事後学習 

オリエンテーションの内容を振り返り、人権

教育のねらいや学習する内容、学習の仕方を

理解する。 

第２回 
「人権教育及び人権啓発に関する法律」及び「人権教育・

啓発に関する基本計画」の理解 

事前学習 
内閣府がまとめた国の人権啓発の現状等を、

諸資料で調べておく。 

事後学習 
人権教育及び人権啓発に関する法律や基本

計画の内容を理解する。 

第３回 
グループ編成・グループ学習の方法、わが国の人権問題

の現状と課題、人権啓発映像資料の視聴 

事前学習 
特に、日本の人権問題の現状と課題について

整理しておく。 

事後学習 
我が国の人権問題の課題及びグループ学習

の仕方について理解しておく。 

第４回 

主として女性に関する課題① 

(男女差別、セクシャルハラスメント、マタニティハラ

スメント)、 

事前学習 
女性の人権に関する課題について、関連する

資料を調べておく。 

事後学習 セクハラや男女差別の問題点や解決に向け



 

 

ての課題等を整理する。 

第５回 
主として女性に関する課題② 

(ドメスティックバイオレンス等) 

事前学習 
DVに関する現状について教科書を読み、関連

する資料を調べておく。 

事後学習 
ＤＶの課題と解決の方向性について復習し、

理解を深めておく。 

第６回 
主として子どもに関する課題① 

(児童の最善の利益と体罰、いじめ、暴力行為、不登校) 

事前学習 
体罰、いじめ、暴力行為、不登校について教

科書や関連する資料を調べておく。 

事後学習 

いじめ問題の本質と、その解決に向けての取

り組みや、今後の課題について理解を深めて

おく。 

第７回 

主として子どもに関する課題② 

(児童の最善の利益と児童虐待（マルトリートメント）、

児童買春・児童ポルノ等について) 

事前学習 
児童虐待の問題について、教科書や関連する

資料を調べ実態を把握しておく。 

事後学習 

児童虐待、児童買春・児童ポルノの問題点と

その解決への取り組みについて理解を深め

ておく。 

第８回 
主として高齢者に関する課題 

(家庭・施設における身体的・心理的虐待等) 

事前学習 
高齢者に関する課題について、教科書や関連

する資料を調べておく。 

事後学習 
高齢者虐待の問題点とその解決に向けての

取り組みや課題について理解を深めておく。 

第９回 
主として障害児・障害者に関する問題 

(障害児保育・教育、障害者の人権) 

事前学習 
障がい者に関する人権上の課題について、教

科書や関連資料から調べておく。 

事後学習 
障がい児・障がい者の問題点と、解決に向け

ての課題について理解を深めておく。 

第１０回 

主として同和問題に関する課題 

(差別問題、差別の源流を探る） 

 

事前学習 
同和問題の現状と課題について、教科書及び

関連資料をもとに把握しておく。 

事後学習 

同和問題の現状と歴史について理解を深め

るとともに、解消に向けての取り組みを知

る。 

第１１回 
主としてアイヌの人々、外国人、性的マイノリティー（少

数者）に関する課題 

事前学習 

アイヌの人々や外国人、性的マイノリティー

（少数者）に関する人権上の課題について、

関連資料をもとに調べておく。 

事後学習 
アイヌの人々、外国人に関する課題と解決に

向けての問題点について理解を深める。 

第１２回 

主として刑を終えて出所した人、犯罪被害者等、インタ

ーネットによる人権侵害、北朝鮮によって拉致された被

害者等に関する課題 

事前学習 

刑を終えて出所した人、犯罪被害者、インタ

ーネットによる人権侵害、北朝鮮による拉致

被害者等に関する人権上の課題について、教

科書や関連する資料を調べ、整理しておく。 

事後学習 

それぞれの人権問題の現状と課題を理解し、

さらに解決に向けての取り組みと問題点に

ついて理解を深める。 

第１３回 
学校における人権教育の実際 

(同和問題、いじめ問題等への対応) 

事前学習 
これまでの学校で受けてきた人権教育の概

要を想起し、整理しておく。 

事後学習 
学校教育における人権教育の推進状況と課

題について理解を深める。 

  

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第６回、第７回の講義内容を踏まえて、「児童の権利条約（子どもの権利条約）の目的とあなたが重視

したい内容」について、条文を参照しながらレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A４用紙１枚（３５文字４０行程度） 

実施時期：第８回の授業後に実施する 

提出期限：第９回の授業開始時に提出する 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第１０回授業終了後に教室で行う。 

     添削内容等について質問がある場合は、その後の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通して学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：「第１０回の講義内容を踏まえて、「同和問題を解決するための取り組みの成果とこれからの課題」に

ついてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A４用紙１枚（３５文字４０行程度） 

実施時期：第１０回の授業後に実施する 

提出期限：第１１回の授業開始時に提出する 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第１２回授業終了後に教室で行う。 

     添削内容等について質問がある場合は、その後の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通して学んだことをまとめる。 

 

T_OTSUKA
テキスト ボックス
　15.実務経験を有する教　　員特記事項

T_OTSUKA
テキスト ボックス
　　教育委員会での指導主事（社会科）や社会教育課の指導員としての勤務経験の知見を活かし、「7」に示す講義概要に則した講義を行う。



 

 

１．科目名（単位

数） 
生活の中の福祉 （2単位） 

３．科目番号 GELA1341 

２．授業担当教員 北爪 克洋 

４．授業形態 講義、ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

近年急速に進展する少子高齢化など社会構造の変化に伴い、わが国はますます福祉重視型の社会をめざして

いる。本科目では、こうした社会で必要な生活の中の福祉とは何か、その考え方や対象となる様々な人々に

必要な福祉にはどのようなものがあるのかなどについて、基本的な学びを深める。 

８．学習目標 
１．生活の中の福祉とは何かについて、理解して説明することができる。 

２．生活の中の福祉の考え方について、理解して説明することができる。 
３．対象となる人々への福祉について、理解して説明することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

学習の理解度をみる課題（まとめ）を授業内で複数回（３回）行います。 
＊その他毎回の授業の進行状況に応じて指示します。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 
山縣文治・岡田忠克編 『よくわかる社会福祉』ミネルヴァ書房。 

【参考書・資料】 
ソーシャルワーク演習研究会編『すぐに使える！学生・教員・実践者のためのソーシャルワーク演習』ミネ
ルヴァ書房 
（＊その他、授業の進行に合わせ、随時指示・配付する。） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．生活の中の福祉やその考え方について、理解できているか。 

２．対象となるに人々にどのような福祉が必要かについて、理解できているか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、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 課題レポート      総合点の 30％ 
３ 期末試験        総合点の 40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

生活の中の福祉は、これから社会福祉などを学んでいく上で基礎となる科目です。そのため、講義への出席、
熱意ある参加、グループでのディスカッションや作業、課題作成などへの積極的な取組みを望みます。 
（＊授業内容や順番、課題等は、皆さんの進捗状況・理解度にあわせて適宜変更していきます。） 

13．オフィスアワー 講義内で提示します 

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 
講義のオリエンテーション 
：講義の主な内容と進め方について 

事前学習 
教科書の冒頭にある「はじめに」を読んで、

理解を進めておく。 

事後学習 
講義中に読解した内容や行った作業・演習等

についての要点をまとめる。 

第２回 
生活と福祉① 
：ライフサイクルと福祉 

事前学習 
テキスト第 1章（pp.8～9）を熟読し、分から

ない箇所を箇条書きにする。 

事後学習 
講義中に読解した内容や行った作業・演習等

についてその要点をまとめる。 

第３回 
生活と福祉② 
：高齢化と福祉 

事前学習 
テキスト第 2章（pp.24～25）を熟読し、分ら

ない箇所を箇条書きにする。 

事後学習 
講義中に読解した内容や行った作業・演習等

についてその要点をまとめる。 

第４回 
生活と福祉③ 
：少子化と福祉 

事前学習 
テキスト第 2章（pp.22～23）を熟読し、分ら

ない個所を箇条書きにする。 

事後学習 
講義中に読解した内容や行った作業・演習等

についてその要点をまとめる。 

第５回 
福祉の考え方① 
：福祉の捉え方 

事前学習 
テキスト第 1章（pp.2～3）を熟読し、分から

ない個所を箇条書きにする。 

事後学習 
講義中に読解した内容や行った作業・演習等

についてその要点をまとめる。 

第６回 
福祉の考え方② 
：福祉と援助 

事前学習 
テキスト第 1章（pp.4～5）を熟読し、分から

ない個所を箇条書きにする。 

事後学習 
講義中に読解した内容や行った作業・演習等

についてその要点をまとめる。 

第７回 
福祉の考え方③ 
：ナショナルミニマム 

事前学習 
テキスト第 7章（pp.108～109）を熟読し、分

からない個所を箇条書きにする。 



 

 

事後学習 
講義中に読解した内容や行った作業・演習等

についてその要点をまとめる。 

第８回 
福祉の考え方④ 
：ノーマライゼーション 

事前学習 
テキスト第 1章（pp.20～21）を熟読し、分か

らない個所を箇条書きにする。 

事後学習 
講義中に読解した内容や行った作業・演習等

についてその要点をまとめる。 

第９回 
対象となる人々と福祉① 
：子どもと福祉 

事前学習 
テキスト第 8章（pp.122～123）を熟読し、分

からない個所を箇条書きにする。 

事後学習 
講義中に読解した内容や行った作業・演習等

についてその要点をまとめる。 

第１０回 
対象となる人々と福祉② 
：高齢者と福祉 

事前学習 
テキスト第 9章（pp.144～145）を熟読し、分

からない個所を箇条書きにする。 

事後学習 
講義中に読解した内容や行った作業・演習等

についてその要点をまとめる。 

第１１回 
対象となる人々と福祉③ 
：障がい者と福祉 

事前学習 
テキスト第 10章（pp.168～169）を熟読し、

分からない個所を箇条書きにする。 

事後学習 
講義中に読解した内容や行った作業・演習等

についてその要点をまとめる。 

第１２回 
対象となる人々と福祉④ 
：低所得者と福祉 

事前学習 
テキスト第 7章（pp.114～115）を熟読し、分

からない個所を箇条書きにする。 

事後学習 
講義中に読解した内容や行った作業・演習等

についてその要点をまとめる。 

第１３回 
総まとめ 
：これまでの学習と課題研究への取り組みを自己評価
する 

事前学習 
これまで学んだ内容を振り返り、理解を深め

ておく。 

事後学習 
ここまでの内容、関連するプリント等を整理

する。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 2回から第 4回の講義を通じて学習した内容を振り返り、要点をまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,440字程度） 

実施時期：第 3回の講義後に実施する。 

提出期限：第 5回の講義開始時に提出する。 

     提出されたレポートは第 6回の講義の際に返却し、添削内容についての質疑応答、意見交換を行う。 

事後学習：添削された内容を踏まえて、学習内容において理解が不十分な個所を明らかにし、その内容を深めるために

教員への質問や自己学習を行う。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 5回から第 8回の講義を通じて学習した内容を振り返り、要点をまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,440字程度） 

実施時期：第 8回の講義後に実施する。 

提出期限：第 9回の講義開始時に提出する。 

     提出されたレポートは第 10回の講義の際に返却し、添削内容についての質疑応答、意見交換を行う。 

事後学習：添削された内容を踏まえて、学習内容において理解が不十分な個所を明らかにし、その内容を深めるために

教員への質問や自己学習を行う。 

期末試験 
・講義内で扱った用語や考え方に関する理解を問う。 

※その他、試験の詳細は講義内で提示する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 専門演習Ⅰ （2単位） 

３．科目番号 JNPR2101 

２．授業担当教員 井上 昌樹、林 麻由美、佐藤 友樹 

４．授業形態 演習（プロジェクト型学習） ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本授業では、保育現場で必須となる多様な行事の企画力・実現力・運営力の向上を目的に、プロジェクトマ

ネジメント及び学びの環境デザインについて学習することを目的としている。保育実践力の向上をめざして、

短大の行事の１つである七夕会で実践（企画・運営）、評価することを通して、理解を深められるようにする。

尚、本授業はプロジェクト型学習で進めていく。 

８．学習目標 

1.目的に合わせた企画のポイントを理解することができる。 

2.参加者のアクセシビリティを理解し、プログラムを作成することができる。 

3.自分自身の得意分野を見出し企画・運営に生かすことができる。 

4.企画実現に向けて他の履修者と協働的に活動することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

【レポート課題】 

「行事の企画立案・運営の振り返りを踏まえて、①自分の役割とは何だったのか、②どのような学びがあっ

たのかについてまとめよう」1200字程度 

10．教科書・参考書・

教材 

※教科書は使用しない 

必要な資料は授業都度に配布する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

〇成績評価の規準 

1.目的に合わせた企画のポイントを理解することができたか。 

2.参加者のアクセシビリティを理解し、プログラムを作成することができたか。 

3.自分自身の得意分野を見出し企画・運営に生かすことができたか。 

4.企画実現に向けて他の履修者と協働的に活動することができたか。 

〇評定の方法 

4分の３の出席を前提に、①プロジェクトにのぞむ姿勢 50％、②チームへの貢献 20％、③レポート課題 30％

を総合的に判断する。 

12．受講生への 

メッセージ 

行事は保育現場、福祉現場で恒例となっています。保育者には「対象児（者）」がいかに楽しめるかを考える

企画力と、会を運営する実行力が求められます。そして、それらはチームで取り組まれることから、他者と

協働する力、自分の考えを伝える表現力、他者を許容する寛容性、視点を変える力などを伸ばしていくこと

が大切です。 

13．オフィスアワー 別途連絡。 

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 －場をデザインするとは？ 
事前学習 自身の行事経験を振り返る。 

事後学習 学習した内容を振り返る。 

第２回 場のデザイン概論① コンセプトの構築と企画 
事前学習 事前配布ワークシートに取り組む。 

事後学習 学習した内容を振り返る。 

第３回 
場のデザイン概論② 参加者のアクセシビリティを考

える／広報 

事前学習 事前配布ワークシートに取り組む。 

事後学習 学習した内容を振り返る。 

第４回 場のデザイン概論③ ツールデザイン 
事前学習 事前配布資料を読む。 

事後学習 学習した内容を振り返る。 

第５回 
ICTを活用したプロジェクトのドキュメンテーション、

共有、アーカイブ 

事前学習 事前配布資料を読む。 

事後学習 役割ごとに仕事内容について話し合う。 

第６回 組織論概説 実践共同体の形成と役割分担 
事前学習 日常の一コマを記録し発信する。 

事後学習 割り振られた作業を進める。 

第７回 
コトのデザイン① 全員参加型プログラムの企画と立

案 

事前学習 役割ごとに仕事内容についてまとめる。 

事後学習 割り振られた作業を進める。 

第８回 
コトのデザイン② コミュニティを活性化させるイベ

ントの企画 

事前学習 プログラムの問題点を見つけてくる。 

事後学習 割り振られた作業を進める。 

第９回 
コトのデザイン③ コミュニケーションを誘発する空

間デザイン 

事前学習 必要なツールを完成させる。 

事後学習 割り振られた作業を進める。 

第１０回 
コトのデザイン④ コミュニケーションを誘発する空
間づくりとしての装飾 

事前学習 
プロジェクト空間の問題点を明らかにしてく
る。 

事後学習 割り振られた作業を進める。 

第１１回 プロジェクトの評価① ふり返りと共有 
事前学習 七夕会の運営で気づいたことをまとめる。 

事後学習 レポートを完成させる。 

第１２回 プロジェクトの評価② 改善案の作成 
事前学習 役割ごとにプロジェクトの記録を整理する。 

事後学習 学習した内容を振り返る。 

第１３回 プロジェクトのアーカイブと次年度への引継ぎ 
事前学習 役割ごとにプロジェクトの記録を整理する。 

事後学習 学習した内容を振り返る。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：配布資料を読み、また第 2〜4 回の授業内容を踏まえ、園行事の企画・運営に関する保育者・教師の

役割と必要な資質についてレポートにまとめる。 

レポート形式：A4用紙１枚（1000字程度） 

実施時期：第 4回の授業後に実施する。 

提出期限：第 6回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 6回の授業内で行う。 



 

 

課題研究テーマについての質問は随時受け付けるものとする。 

事後学習：レポート作成、添削指導・質疑応答・意見交換を通して学んだことを振り返りカードにまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：幼児を対象とした行事案を構想し、指定の書式で企画書を作成する。 

形式：指定書式（第 6回の授業内で配布、説明） 

実施時期：第 6回の授業後に実施する。 

提出期限：第 11回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 11回の授業内で行う。 

課題研究テーマについての質問は随時受け付けるものとする。 

事後学習：課題研究、添削指導・質疑応答・意見交換を通して学んだことを振り返りカードにまとめる。 

 



１．科目名（単位

数） 
専門演習Ⅰ （2単位） 

３．科目番号 JEPR3101 

２．授業担当教員 堀 聡子 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 出生、保育・養育環境、子育て支援、子どもの学び等などの現代社会における子どもの育ちと発達に関する

課題について多様な資料（データ）を活用しながら自ら調べ、まとめることを通して「子どもの専門家」とし

ての知識・理解を深めると共に、調査・分析、問題点の整理の基礎的な考え方や方法を学ぶ。また、専門演習

Ⅱ（卒業レポート作成）に向けてそれぞれの「問い」を明らかにしていく。 

８．学習目標 

1. 現代社会における子どもをめぐる多様な問題について理解を深めることができる。 

2.複数のデータから課題を把握し、多角的な視点から課題を理解することができる。 

3.自ら問いを見出し、探求していこうとする態度を養う。 

4.調査・分析・問題点の整理・まとめ・発表の方法の基礎を理解し、実践できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題① グループ研究をまとめたパワーポイント（プレゼン資料） 

課題② 個人研究をまとめたワークシート 

10．教科書・参考

書・教材 

【参考書】 

戸田山 和久『新版 論文の教室―レポートから卒論まで』NHK出版。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・グループの成功へ貢献できているか。 

・学習した成果を生かしてレポートを作成することができているか。 

○評定の方法 

出席、グループ研究（グループへの貢献度）50％,個人研究 50％ 

上記を総合的に判断して評価する。 

尚、欠席・遅刻・早退は減点の対象となるので注意してください。 

12．受講生への 

メッセージ 

現代社会において、子どもを取り巻く環境は多様化、多元化しています。皆さんは「子どもの専門家」にな

るために、子どもの育ちと発達と諸問題に対しどれだけ興味・関心を持ち、理解する努力をすることができて

いるでしょうか。専門演習Ⅰでは基礎研究として調査・分析・問題点の整理を通して「問い」を明らかにし、

さらに専門演習Ⅱで「問い」をどのように解決できるかについて研究を通して理解を深めていきます。 

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、Ⅱとの関連について 
事前学習 シラバスの確認をする。 

事後学習 授業の意義についてふり返る。 

第２回 講義：研究とは、研究発表のしかた、参考文献について 
事前学習 研究の意味について調べる。 

事後学習 研究の意味についての学習内容をふり返る。 

第３回 
ワーク①実習と学習のふり返りと現代の子どもを取り

巻く問題 

事前学習 社会事象の情報（新聞など）を収集する。 

事後学習 学習ノートを見直し自己の関心を深める。 

第４回 ワーク②グループごとの問題の設定 
事前学習 グループ間の関心の調整。 

事後学習 グループごとに設定した問題を調査する。 

第５回 グループ発表に向けて：資料収集の方法 
事前学習 研究論文のガイドラインを調べる。 

事後学習 資料を読み込む。 

第６回 グループ研究の推進① 
事前学習 グループ研究の推進。 

事後学習 グループ研究の推進。 

第７回 グループ研究の推進② 
事前学習 グループ研究の推進。 

事後学習 グループ研究の推進。 

第８回 グループ研究の発表① 
事前学習 グループ発表の準備。 

事後学習 グループ発表の振り返り。 

第９回 講義：研究方法について 
事前学習 研究方法の種類について調べる。 

事後学習 研究方法についての学習内容を振り返る。 

第１０回 講義：研究論文の書きについて 
事前学習 研究論文の意味について調べる。 

事後学習 自分の関心事を再考する。 

第１１回 個人研究の推進① 
事前学習 個人研究の推進。 

事後学習 個人研究の推進。 

第１２回 個人研究の報告 
事前学習 個人研究報告の準備。 

事後学習 個人研究の振り返り。 

第１３回 授業のまとめと卒業レポートのテーマの抽出 
事前学習 これまでの学習内容を振り返る。 

事後学習 授業全体のふり返り。 

課題研究

1 

課題研究テーマ：第 1回〜6回の授業で学んだことを踏まえ、グループごとに研究を進め、発表の準備を行う。 

実施時期：第 6回の授業後に実施する。 

提出期限：第 7回の授業時に進捗状況を報告する。 

     グループごとに研究を進め、疑問点・不明点は、適宜教員と意見交換を図ること。 

     グループ発表に備え、グループごとにパワーポイントの作成も進めること。 



事後学習：疑問点、解決方法を明確にしたうえで、グループ発表の準備を進める。 

課題研究

2 

課題研究テーマ：第 9回〜11回の授業で学んだことを踏まえ、個人研究を進める。 

実施時期：第 11回の授業後に実施する。 

提出期限：第 12回の授業時に提出する。 

     個人研究を進めるうえで疑問点・不明点がある場合は、適宜教員に相談すること。 

事後学習：疑問点、解決方法を明確にしたうえで、個人研究報告の準備を進める。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
多文化理解入門 （2単位） 

３．科目番号 
GELA1335 

GELA1135 
２．授業担当教員 志手 和行 

４．授業形態 講義、ペアワーク、グループ学習、グループ発表 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
特になし。 

７．講義概要 

現代はグローバル化の影響で以前にもまして人やモノが国境を越え移動するようになり、文化背景が異な
る他者が日常の中で身近に存在している。その一方、文化を共有している人々の間では常識であることも、

文化背景が異なると相手は自分と同じ考え方をするとは限らないし、自分とは異なった行動をすることもあ
る。そのような文化の違いにより誤解などが生じることもあるため、「文化」の影響について知ることは多文
化共生のために特に大切である。 

本講義では異なった文化背景を持つ様々な他者の理解を深めると共に、自文化、つまりは自分について理
解することも目的とする。自分とは異なる文化背景を持つ他者に向かい合うことで、自分と自分が属する文
化への理解を深めていく。また多文化理解を促進する態度や技能を個人ワーク、ペアワーク、グループディ

スカッションを通し身につけていく。 

８．学習目標 

１．「文化」という概念についての理解を具体例を通し、説明できるようになる。 

２．自分とは異なった背景を持つ他者について理解できるようになる。 
３．自分自身の「文化」的背景への気づきを高め、「文化」がもたらす影響を意識できるようになる。 
４．多文化理解を促進する態度や技能を身につける。 

５．多文化共生社会の実現のために自分ができることを自分なりに考え意見をいえる。 

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、各章に応じた課

題に取り組むこと。 

3．第３回と第８回の授業時、それまでの学びの振り返りのために「自文化」と「異文化」についてそれぞれ

小レポートを課す。 

10．教科書・参考
書・ 

教材 

【教科書】原沢 伊都夫著 『異文化理解入門』研究社、2013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．「文化」という概念についての理解を具体例を通し、説明できるようになったか。 

２．自分とは異なった背景を持つ他者について理解できるようになったか。 

３．自分自身の「文化」的背景への気づきを高め、「文化」がもたらす影響を意識できるようになったか。 

４．多文化理解を促進する態度や技能を身につけることができたか。 

５．多文化共生社会の実現のために自分ができることを自分なりに考え意見をいえるようになったか。 

○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。この授業では、意識、

無意識に関わらず我々が身近に経験する異文化・多文化的要素について取り扱う。「カルチャーショック」は

典型的な例と言える。グループワークを主に実施していくので、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 シラバスの説明、第 1章 異文化を理解する(pp. 19-24) 
事前学習 

「文化とは何か」について自分なりの答えを

考えておく。 

事後学習 講義の流れをつかみ、学習計画を立てる。 

第２回 
第 2章 文化とは(その 1) 

(pp. 29-36) 

事前学習 
第 2章を読み、確認チェック 2、3、4を教科

書またはノートに書き込んでおく。 

事後学習 
同章を復習し、考えるポイント (p.36) を通

じて自身の体験について振り返る。 

第３回 
第 3章 文化とは(その 2) 

(pp. 41-52) 

事前学習 
第 3 章を読み、ワーク 2 と確認チェック 5、

6を教科書またはノートに書き込んでおく。 

事後学習 
同章を復習し、自文化についての小レポート

を書く。 

第４回 
第 4章 異文化適応 

(pp. 57-66) 

事前学習 
第 4章を読み、確認チェック 7を教科書また

はノートに書き込んでおく。 

事後学習 
同章を復習し、考えるポイント (pp.65-66) 

を通じて自身の体験について振り返る。 

第５回 
第 6章 違いに気づく 

(pp. 79-87) 

事前学習 
第 6章を読み、事例 1と事例 2について自分

の考えをノートにまとめておく。 

事後学習 
同章を復習し、ワーク 3を通じて発想の転換

を試みる。 

第６回 
第 7章 異文化の認識 

(pp. 93-99) 

事前学習 
第 7章を読み、確認チェック 8、9を教科書ま

たはノートに書き込んでおく。 

事後学習 同章を復習し、考えるポイント (p.99) を通



 

 

じて自身の体験について振り返る。 

第７回 
第 8章 差別を考える 

(pp. 105-111) 

事前学習 
第 8章を読み、大切だと思う部分をノートに

まとめておく。 

事後学習 
同章を復習し、考えるポイント (p.111) を

通じて自身の体験について振り返る。 

第８回 振り返り － 自文化と異文化理解について 

事前学習 
これまで学んだことを「まとめプリント」を

通じて振り返る。 

事後学習 
同章を復習し、異文化理解についての小レポ

ートを書く。 

第９回 
第 9章 世界の価値観 

(pp. 117-126) 

事前学習 
第 9章を読み、ワーク 5を教科書またはノー

トに書き込んでおく。 

事後学習 
同章を復習し、考えるポイント (p.126) を

通じて自身の体験について振り返る。 

第１０回 
第 11章 異文化受容 

(pp. 143-150) 

事前学習 
第 11章を読み、確認チェック 10を教科書ま

たはノートに書き込んでおく。 

事後学習 
同章を復習し、考えるポイント (p.150) を

通じて自身の体験について振り返る。 

第１１回 
第 12章 自分を知る 

(pp. 155-163) 

事前学習 
第 12章を読み、ワーク 6、7を教科書または

ノートに書き込んでおく。 

事後学習 
同章を復習し、授業内グループワークで得た

意見を整理しておく。 

第１２回 第 15章 多文化共生社会の実現に向けて(pp. 193-196) 

事前学習 
第 15章を読み、ワーク 12を自分なりに考え

ノートにまとめておく。 

事後学習 
ワーク 12 のグループ発表ができるよう準備

をする。 

第１３回 
まとめ 1 － 多文化共生社会の実現に向けたグループ発

表 

事前学習 
ワーク 12 の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。 

課題研究

１ 

補講授業を実施する。 

授業内容：「第 13章 非言語コミュニケーション(pp. 169-176)」 

実施時期：第 11回の授業日以降の補講日等にて実施する。日程は授業開始後に決定する。 

事前学習：第 13章を読み、ワーク 8、9を教科書またはノートに書き込んでおく。      

事後学習：同章を復習し、ワーク 9で得たグループ内の意見を整理しておく。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：「多文化共生社会の実現」についてグループ発表の内容に基づきレポートを作成しなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,000字程度） 

実施時期：第 13回の授業後に実施する。 

提出期限：期末試験期間内の当授業の開講時間開始時に提出する。 

     提出後、グループ内でレポート内容の共有・質疑応答・意見交換を行う。その際に質問等あれば受け付け適

宜指導する。 

事後学習：レポート作成と質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。また添削された課題を１週間後に受け取

り振り返りをする。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 中国の文化と言語Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 
GECM1313 

GECM1323 
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 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

初心者を対象に、中国語の基礎訓練を行う。やさしく、正確に、しかも気軽に話せるように、まず簡単な

会話の訓練から始める。同時に、古来より日本にはかりしれない影響を与え続けてきた、「隣の国」中国の文

化と歴史についても学習していく。国連公用語に指定されている、国際語としての中国語の言語的特徴（リ

ズミカルな美しい音調等）を理解し、簡単な会話であれば、気軽に正確に使えるようになることを目指し、

学習を進めていく。また、今、経済成長を遂げ、国際的にも発言力を増してきた中国について、言語と文化、

そして人びとの暮らしを通して理解し、これからの交流の機会に役立てていく授業である。 

８．学習目標 

１．中国語の発音と文法の概略を知り、自ら学習を進展させることができるようにするための基礎を身に

つける。 

２．ピンイン（ローマ字による中国語発音表記システム）の読み方と綴り方、常用の単語、日常の挨拶語、

単文の基本文型などを学ぶことで、中国語の各音節が声調を伴って正確に発音でき、基本的な表現構

造を理解できるようになる。 

３．授業では簡単な受け答えや聞き取り・書き取りなどの練習を通して、簡単な会話が聞き取れ、話せる

ようになる。 

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】 

 中国の文化（民族・言語・食文化等）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.中国語の発音と文法の概略を知り、自ら学習を進展させることができるようにするための基礎を身につけ

たか。 

2.ピンイン（ローマ字による中国語発音表記システム）の読み方と綴り方、常用の単語、日常の挨拶語、単

文の基本文型などを学ぶことで、中国語の各音節が声調を伴って正確に発音でき、基本的な表現構造を理

解できたか。 

3.授業では簡単な受け答えや聞き取り・書き取りなどの練習を通して、簡単な会話が聞き取れ、話せたか。 

○評定方法 

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）などについて説明します。 

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 
発音練習① 単母音の練習 

【北京の名所紹介】故宮博物館 

事前学習 テキスト p.6をしっかり読んでおく。 

事後学習 単母音を 7回以上音読練習する。 

第３回 発音練習② 子音・声調の練習 
事前学習 テキスト p.7をしっかり読んでおく。 

事後学習 練習 4の単語を 7回以上音読練習する。 

第４回 
発音練習③ 複母音・鼻母音・軽声の練習 

【北京の名所紹介】天安門広場 

事前学習 テキスト p.8をしっかり読んでおく。 

事後学習 練習 6、10の単語を 7回以上音読練習する。 

第５回 発音練習④ まとめと復習 数の数え方の練習 
事前学習 テキスト p.9をしっかり読んでおく。 

事後学習 練習 12の単語を 7回以上音読する。 

第６回 
挨拶表現、自己紹介の練習、小テスト 

【北京の名所紹介】頤和園 

事前学習 
テキスト pp.6～9 を読み直し、小テストに向けて発

音の総復習をしておく。 

事後学習 テキスト p.12の会話文を 7回以上音読練習する。 

第７回 

これは何ですか 

指示代名詞などの使い方について練習します。 

【北京の名所紹介】瑠璃厰 

事前学習 
テキスト pp.16～17 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.16の会話文を 7回以上音読練習する。 

第８回 
これはいかがですか 

指示代名詞などの使い方について練習します。 

事前学習 
テキスト pp.20～21 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.20の会話文を 7回以上音読練習する。 

第９回 
買い物 

人民元の数え方などについて練習します。 
事前学習 

テキスト pp.24～25 をしっかり読み、新たな文法事

項を捉えておく。 



 

 

【北京の名所紹介】万里の長城 事後学習 テキスト p.24の会話文を 7回以上音読練習する。 

第１０回 第 8～9回の総復習 小テスト 

事前学習 
テキスト pp.12～25 を読み直し、小テストに向けて

日常会話の総復習をしておく。 

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１１回 
中国の文化を知ろう①（グループ学習） 

【中国ってどんな国？】 

事前学習 
事前に配布した「中国の文化を知ろう！」の№1のプ

リントをよく読んでおくこと。 

事後学習 新聞で中国に関する記事を探してみよう。 

第１２回 
中国の文化を知ろう②（グループ学習） 

【中国の言語・政治・食文化】 

事前学習 
事前に配布した「中国の文化を知ろう！」の№2のプ

リントをよく読んでおくこと。 

事後学習 
身近にある中華料理にどのようなものがあるのか探

してみよう。 

第１３回 
中国の文化を知ろう③（グループ学習） 

【中国の年中行事】課題提出 

事前学習 
事前に配布した「中国の文化を知ろう！」の№3のプ

リントをよく読んでおくこと。 

事後学習 
旧暦の中秋や元日が、新暦の何月何日に当たるのか

を調べてみよう。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 2回～6回の講義内容を踏まえ、「中華人民共和国」についてレポートにまとめて下さい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1500字程度） 

実施時期：第 6回の小テストの後に実施します。 

提出期限：第 8回の授業開始時に提出して下さい。 

     第 10回の小テストの後に添削したレポートを返却し、みんなで意見交換をします。 

事後学習：レポート作成と添削指導、意見交換したことを各自まとめて下さい。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 7回～10回の講義内容を踏まえ、「中国と日本の文化の違い」についてレポートにまとめて下さい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1500字程度） 

実施時期：第 10回の小テストの後に実施します。 

提出期限：第 11回の授業開始時に提出して下さい。 

     第 13回の授業終了後に添削したレポートを返却し、みんなで意見交換をします。 

事後学習：レポート作成と添削指導、意見交換したことを各自まとめて下さい。 

 



        

 

１．科目名（単位数） 日本の文化と言語Ⅰ （2単位） 

３．科目番号 GECM1717 

２．授業担当教員 新井 美也子 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

この授業は、本学で学ぼうとする留学生の日本語運用能力のレベルアップと日本の文化や言語についての
理解をより一層深めることを目的としています。日本の文化や言語についての理解を深めるため、日本で暮
らす様々な人々、文化や社会的な問題に関する資料と読み物を教材として用い、身近な問題を通して、段階

的に日本の文化や言語の多様な側面について学んでいきます。本講義は、資料の読解、発表とディスカッシ
ョン、作文、そして語彙・文法に関する小テスト等で構成されます。 

８．学習目標 

１．日本語の運用能力を一段階上へあげ、日本文化・言語に関する理解を深める。 

２．日本語で書かれた身近な問題を扱う資料を正確に理解し、自分の言葉で要約できるようになる。 
３．身近な問題について、議論を進めるために適切な質問ができるようになる。 
４．身近な問題について、日本語での口頭発表を行う能力を養う。 

５．身近な問題について、自分とは異なる文化背景を持つ人たちと協働して作業ができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．日本の文化や言語についての理解度を確認するため、教科書pp．154-158の内容確認問題を行う。 

２．日本の文化や言語について、自分の立場から説明できるようになるために、授業内容に指示したタスク
を実施する。 

３．各回のタスクで取り組んだテーマのなかから一つを選び、期末レポートを作成する。 

10．教科書・参考書・ 

教材 
佐々木瑞枝『クローズアップ日本事情 日本語で学ぶ社会と文化』ジャパンタイムズ、2017。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．日本語の運用能力を一段階上へあげ、日本文化・言語に関する理解を深めることができたか。 

２．日本語で書かれた身近な問題を扱う資料を正確に理解し、自分の言葉で要約できるようになったか。 

３．身近な問題について、議論を進めるために適切な質問ができるようになったか。 

４．身近な問題について、日本語での口頭発表を行う能力を養うことができたか。 

５．身近な問題について、自分とは異なる文化背景を持つ人たちと協働して作業ができるようになったか。 

○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・期末試験、口頭発表による試験等） 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 

この授業を通して、身近な日本の文化や言語に目を向けるきっかけを提供したい。アサイメント及びレポー

トについては、受講生の関心や状況に応じて、扱うテーマや分量などの調整を行う場合があるが、授業担当

教員の指示に従って取り組んでほしい。 

なお、受講に際して、特に以下の点には注意すること。 

１．欠席、遅刻、早退など（不必要な退出も含む）せず、積極的に参加すること。 

２．提出物、宿題は必ず提出すること。 

３．授業での配布物はなくさないこと。 

４．教科書は毎回必ず持参すること。 

５．分からないことは、担当教員に必ず質問、確認をすること。 

６．授業に関係のない私語はしないこと。 

13．オフィスアワー 授業内で周知する。 

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 授業概要の説明、自己紹介（自分の目標など） 
事前学習 教科書の目次を読んでおく。 

事後学習 自分の目標を文章にまとめてみる。 

第２回 Unit1 日本ってどんな国 １日本の面積と人口 
事前学習 日本の面積や人口の特徴を調べてみる。 

事後学習 教科書 p.15 タスク Aに取り組む。 

第３回 Unit1 日本ってどんな国 ２四季の変化と天気予報 

事前学習 
教科書 pp.15-17 を読み、日本の四季につい

て説明してみる。 

事後学習 
教科書 pp.15-17 を踏まえ、自国と日本の気

候の違いを整理してみる。 

第４回 
Unit1 日本ってどんな国 タスク C  

日本の花見との比較から気づいたことを話し合う 

事前学習 
教科書 p.18 タスク C に取り組み、発表原

稿を準備しておく。 

事後学習 
クラスメートの出身国の花についてまとめ

てみる 

第５回 Unit1 日本ってどんな国 内容確認問題  

事前学習 

教科書 pp.13-20を読み直し、p.154の内容確

認問題を答えることが出来るようにしてお

く。 

事後学習 

教科書 pp.13-20 で身につけた語彙をまとめ

てみる。 

 

 



        

 

第６回 Unit2 都市の暮らし・地方の暮らし １日本の都市 

事前学習 
教科書 pp.21-23 を読み、日本の都市につい

て説明できるようにしておく。 

事後学習 
教科書 p.21 を参考にして、囲炉裏について

説明してみる。 

第７回 
Unit2 都市の暮らし・地方の暮らし ２「地方の暮ら

しにくさ」から「地方創生」へ 

事前学習 
教科書 pp.23-25 を読み、日本の地方の特徴

について、整理してみる。 

事後学習 
教科書 pp.23-25を踏まえ、「地方創生」の事

例について情報を集めてみる。 

第８回 Unit2 都市の暮らし・地方の暮らし 内容確認問題 

事前学習 

教科書 pp.21-28を読み直し、p.155の内容確

認問題を答えることが出来るようにしてお

く。 

事後学習 
教科書 pp.21-28 で身につけた語彙をまとめ

てみる。 

第９回 Unit3 日本の旅を楽しもう １安全で正確な新幹線 
事前学習 

教科書 pp.30-31 を読み、新幹線について説

明できるようにしておく。 

事後学習 教科書 p.31のタスク Aに取り組んでおく。 

第１０回 
Unit3 日本の旅を楽しもう ２長距離移動に便利な飛

行機 

事前学習 
教科書 p.32 を読み、日本の空港の特徴につ

いて考えてみる。 

事後学習 教科書 p.32のタスク Bに取り組んでおく。 

第１１回 
Unit3 日本の旅を楽しもう ３都市部で発達する地下

鉄網 

事前学習 
教科書 p.33 を読み、日本の地下鉄の特徴に

ついて整理しておく。 

事後学習 教科書 p.33のタスク Cに取り組んでおく。 

第１２回 
Unit3 日本の旅を楽しもう 4 分刻みで運行する鉄道

ダイヤ ５目的地までのルート選び 

事前学習 
教科書 pp.34-35 を読み、日本の電車に乗る

際のマナーについて考えてみる。 

事後学習 教科書 p.35 タスク Dに取り組んでおく。 

第１３回 Unit3 日本の旅を楽しもう ５ICカード乗車券 
事前学習 

教科書 p.36 を読み、IC カード乗車券につい

て、説明できるようにしておく。 

事後学習 教科書 p.36のタスク Fに取り組んでおく。 

第１４回 Unit3 日本の旅を楽しもう 内容確認問題 

事前学習 

教科書 pp.29-40を読み直し、p.156の内容確

認問題を答えることが出来るようにしてお

く。 

事後学習 
教科書 pp.29-40 で身につけた語彙をまとめ

てみる。 

第１５回 Unit4 いただきます１日本の食糧自給率と食品輸出入 
事前学習 

教科書 p.42 を読み、日本の食糧事情につい

て説明できるようにしておく。 

事後学習 教科書 p.43のタスク Aに取り組んでおく。 

第１６回 Unit4 いただきます ２地産地消が進む学校給食 
事前学習 

教科書 p.43 を読み、給食について説明でき

るようにしておく。 

事後学習 教科書 p.43のタスク Bに取り組んでおく。 

第１７回 Unit4 いただきます ３和食文化の普及 
事前学習 

教科書 p.44 を読み、和食文化について説明

できるようにしておく。 

事後学習 教科書 p.45のタスク Cに取り組んでおく。 

第１８回 Unit4 いただきます ４道の駅 
事前学習 

教科書 p.46 を読み、道の駅について説明で

きるようにしておく。 

事後学習 教科書 p.46のタスク Dに取り組んでおく。 

第１９回 Unit４ いただきます ５日本のおいしい水 
事前学習 

教科書 p.47 を読み、日本の水について説明

してみる。 

事後学習 教科書 p.47のタスク Eに取り組んでおく。 

第２０回 Unit４ いただきます ６B級グルメとご当地グルメ 
事前学習 

教科書 p.48を読み、B級グルメとご当地グル

メについて説明してみる。 

事後学習 教科書 p.48のタスク Fに取り組んでおく。 

第２１回 Unit４ いただきます ７日本で旅した世界の料理 
事前学習 

教科書 p.49 を読み、日本で楽しめる世界の

料理について調べてみる。 

事後学習 教科書 p.49のタスク Gに取り組んでおく。 

第２２回 Unit４ いただきます 内容確認問題 

事前学習 

教科書 pp.39-51を読み直し、p.157の内容確

認問題を答えることが出来るようにしてお

く。 

事後学習 
教科書 pp.39-51 で身につけた語彙をまとめ

てみる。 

第２３回 
Unit５ 季節を楽しむ年中行事 タスク A お正月に

ついて 

事前学習 
教科書 pp.54-55 を読み、お正月について説

明できるようにしておく。 

事後学習 

教科書 p.55 タスク Aに取り組んでおく。 

 

 



        

 

第２４回 
Unit５ 季節を楽しむ年中行事 タスク B 卒業式・

入学式について 

事前学習 
教科書 pp.54-55 を読み、卒業式・入学式に

ついて説明できるようにしておく。 

事後学習 教科書 p.57 タスク Bに取り組んでおく。 

第２５回 
Unit５ 季節を楽しむ年中行事   タスク D日本の

お祭り 

事前学習 
教科書 p.59 を読み、日本のお祭りについて

説明できるようにしておく。 

事後学習 教科書 p.59 タスク Dに取り組んでおく。 

第２６回 
身近な日本文化・言語のまとめ：確認テストと日本語到

達度チェック 

事前学習 

教科書の Unit1 から Unit5 を読み直し、

pp.155-158 の内容確認問題を答えることが

出来るようにしておく。 

事後学習 

この授業を通して理解を深めることが出来

た日本の文化や言語について紹介文を作成

してみる。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第２回・第３回で学習した「日本の気候的な特徴」を踏まえて、あなたの国の気候の特徴について、

レポートにまとめなさい。 

レポート形式：A４用紙 １枚 １０００字程度 

実施時期：第３回の授業後に実施する。 

提出期限：第６回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第８回授業終了後に教室で行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合は、その後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：質疑応答・意見交換を踏まえて、クラスメートの出身国の気候と自分の国、日本の気候の違いについてまと

めてみる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第６回・第７回で学習した「日本の都市と地方」という視点から、あなたの「住みたい地域」につい

て、レポートにまとめなさい。 

レポート形式：A４用紙 １枚 １０００字程度 

実施時期：第７回の授業後に実施する。 

提出期限：第９回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第１４回授業終了後に教室で行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合は、その後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：質疑応答・意見交換を踏まえて、都市と地方の違いについてまとめてみる。 

課題研究

３ 

課題研究テーマ：第９回から第１３回で学習した「日本の旅」という視点から、「観光プラン」を考え、レポートにま

とめなさい。 

レポート形式：A４用紙 １枚 １０００字程度 

実施時期：第１３回の授業後に実施する。 

提出期限：第１８回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第２２回授業終了後に教室で行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合は、その後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：質疑応答・意見交換を踏まえて、日本の観光の特徴についてまとめてみる。 

課題研究

４ 

課題研究テーマ：第１５回から第２１回で学習した「日本の食生活」という視点から、「日本における自国料理のレス

トラン」について調べ、レポートにまとめなさい。 

レポート形式：A４用紙 １枚 １０００字程度 

実施時期：第２１回の授業後に実施する。 

提出期限：第２５回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第２６回授業終了後に教室で行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合は、その後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：質疑応答・意見交換を踏まえて、日本の外国料理店の特徴についてまとめてみる。 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 乳児保育Ⅰ （2単位） 

３．科目番号 JNNT1107 

２．授業担当教員 山口 惠美子 

４．授業形態 講義および演習等 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 
他科目との関係 

 

７．講義概要 

 わが国における乳児保育の発展の経緯と現状を確認し、保育所や乳児院の役割を理解する。また乳児の発

達・発育を留意した、乳児保育の担当者として求められる役割および理論や知識・技術の基本を理解し、保

育現場での課題解決方法を身につける。 

８．学習目標 

1. 乳児保育がたどってきた歴史を学び、その意義を考え自らの言葉で表現できる。 

2. 0歳児から2歳児の心身の発達について知るとともに、保育者の役割について説明できる。 

3. 乳児の健康と安全について学び、望ましい保育環境について考えることができる。 

4. 乳児の遊びの意義を知るとともに、遊びを体験する。 

９．アサイメント 
（宿題）及びレポ
ート課題 

・授業内容で感じたこと、気づいたこと、疑問に思ったことをまとめ、提出すること。 
・講義の中で乳児の遊びや生活の映像から、子どもの姿を読み取った記録を提出すること。 

レポート課題設題 

１）「乳児の心身の発達と保育者の役割について」 
２）「乳児の健康と安全及び、望ましい保育環境について」 

10．教科書・参考書・
教材 

【教科書】小山朝子編著『講義で学ぶ乳児保育』わかば社 
【参考書】厚生労働省『保育所保育指針解説書』フレーベル館 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

期末試験では、乳児保育の基本的な考え方について、授業で学んだことや経験したことを踏まえて理解して

いることを最も評価します。 

○評定の方法 

授業態度（発言等）20％、提出物(課題等)30％、レポート 50％ 

12．受講生への 
メッセージ 

女性の社会進出が進むとともに、乳児保育の需要が高まってきました。そして当然保育内容への関心も高
まってきました。保育者の責任も重大です。一人ひとりの子どもの心と体の発達を支えつつ、保護者との連
携、同僚との協調等学ぶことが多々あります。周囲の乳児や母親へ優しい視線で関心を持ってください。 

13．オフィスアワー 授業前後の休憩時間 
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 
乳児保育の授業方法などについて説明 

事前学習 乳児の特徴について調べる。 
事後学習 乳児の特徴について整理する。 

第２回 乳児保育の目的と役割 
事前学習 教科書 pp.10～16を読んでおく。 
事後学習 乳児保育の目的と役割の重要性を整理する。 

第３回 保育の基本 
事前学習 教科書 pp.18～27を読んでおく。 
事後学習 子育て支援、地域や家庭とのつながりについてまとめる。 

第４回 0・1・2歳児の発達 
事前学習 教科書 pp.28～35を読んでおく。 

事後学習 
3 歳未満児の発達を踏まえた保育士等による援助やかかわ
りについてまとめる。 

第５回 0歳児の保育内容 
事前学習 教科書 pp.36～47を読んでおく。 
事後学習 0歳児の発達の特徴や保育内容を整理する。 

第６回 1歳以上 3歳未満児の保育内容 
事前学習 教科書 pp.48～63を読んでおく。 
事後学習 1歳以上 3歳未満児の発達の特徴や保育内容を整理する。 

第７回 
乳児の生活と遊びの基本的事項（ふれあい
遊び） 

事前学習 教科書 pp.64～81を読んでおく。 
事後学習 乳児の生活と遊びの基本的事項について整理する。 

第８回 乳児の生活の基本 
事前学習 教科書 pp.82～101を読んでおく。 
事後学習 保育者の援助と配慮を項目ごとに整理する。 

第９回 乳児の遊び（いないいないばあ遊び・製作） 
事前学習 

いないいないばあ遊びのデザインを考えておき、クーピー
色鉛筆を用意する。 

事後学習 保育者の遊びへのかかわりについて整理する。 

第１０回 乳児の環境構成 
事前学習 教科書 pp.116～123を読んでおく。 
事後学習 保育室の環境について整理する。 

第１１回 乳児保育における全体的な計画 
事前学習 教科書 pp.124～133を読んでおく。 

事後学習 
乳児保育における計画の必要性についてまとめ、指導計画
に基づく保育実践について整理する。 

第１２回 
乳幼児期の読み聞かせ（簡易ミニ絵本） 
言葉 

事前学習 
乳児が喜ぶお話を考え、クーピー色鉛筆を使用して簡易ミ
ニ絵本を作製しておく。 

事後学習 
乳幼児期子どもが喜ぶ絵本と読み聞かせのポイントをまと
める。 

第１３回 乳児保育における子育て支援 
事前学習 教科書 pp.134～143を読んでおく。 
事後学習 住んでいる地域の子育て支援について調べ、整理する。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 2回～第 6回の講義内容を踏まえて、「乳児の心身の発達と保育者の役割について」レポートにま

とめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第 6 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 7 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 9 回授業終了後に教室で行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる 

課題研究 課題研究テーマ：乳児の発達に適した手作り玩具を作成する。 



 

 

２ 実施時期：第 12 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 14 回の授業開始時に提出する。 

提出後、指導・質疑応答・意見交換を第 14 回授業終了後に教室で行う。 

内容等について引き続き質問がある場合はその後の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
ヒューマンライフとサービス （2 単位） 

３．科目番号 GELA1391 

２．授業担当教員 チームティーチング 

４．授業形態 講義、演習、グループワーク、ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
特になし 

７．講義概要 

他者のために役立つ人材を養成する大学教育の前提となる教養教育の一環として、ライフステージに応じた

社会的支援について、社会福祉、教育、心理、保育の視座から学び、共に生きる姿勢の基礎を身に付ける。ま

た、多様な生き方について、現代社会の現状とそれに携わる専門職の意義や役割を理解する。 

８．学習目標 

①社会福祉、教育、心理、保育の実状に触れ、専門的能力習得の重要性についての認識を深める。 

②対人援助の専門性の基礎を培う演習において、主体的な態度や意欲を養う。 

③アクティブラーニングを通して、ライフステージに応じた人間のあり方を考え、共に生きる姿勢を身に付

ける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

○グループワーク、ディスカッションのテーマについて、事前学習の自分の考えを整理しておく。その際、授

業毎に設定された事前学習のテーマについて、考えを整理するための資料を作成し、その上で自身の考え

も合わせて記述しておく。また、事後学習においても、授業の振り返りとして、授業の内容を加味した内容

で、授業毎に設定された事後学習課題についての意見をまとめ、自身で振り返りを行う。 

○授業に際してのレポート課題 

「人間のライフステージに応じた生き方を支援するために、あなたはどのような努力をするか、社会福祉、

教育、心理、保育の分野の一つに焦点を当てて論じなさい。」 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】なし 

【参考書】『新・社会福祉要説』『保育児童福祉要説』 

『教職科目要説 初等教育編』『教職科目要説 中等教育編』 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

①社会福祉、教育、心理、保育の実状に触れ、専門的能力習得の重要性についての認識を深められたか。 

②対人援助の専門性の基礎を培う演習において、主体的な態度や意欲を養えたか。 

③アクティブラーニングを通して、ライフステージに応じた人間のあり方を考え、共に生きる姿勢を身に

付けられたか。 

○評定の方法 

日常の授業態度  総合点の 40%  

レポート  総合点の 30%  

アサイメントの実行度 総合点の 30% 

12．受講生への 

メッセージ 

本学の建学の理念を総合教育科目の修得を通じて、他者のために役立つ人材になるための基礎基本を身に付

けてほしい。 

13．オフィスアワー 各担当教員による 

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 
ヒューマンライフとサービス 

現代社会生活における人間関係とコミュニケーション 

事前学習 IT 社会の暮らしの特徴 

事後学習 支え合う人間関係の重要性 

第２回 
ライフステージと自分を考える① 

守られ、育てられるインフォーマルエデュケーション 

事前学習 育てられた自分の振り返り 

事後学習 人との繋がることの基本、やさしさなど 

第３回 
ライフステージと自分を考える② 

自立と集団参加、社会における役割 

事前学習 認められた時、やり遂げた時の体験 

事後学習 集団の中の多様な役割や関係 

第４回 
ライフステージと自分を考える③ 

働くということ、社会への責任とキャリアプランニング 

事前学習 自分の特徴や生活の目標 

事後学習 自分らしさを生かした社会人になるには 

第５回 
ライフステージと自分を考える④ 

社会貢献のためのコンピテンシー、キャリア・スキル 

事前学習 社会の一員としての自分 

事後学習 現代社会における専門性習得の重要性 

第６回 
ヒューマンサービスの分野 

福祉、保育、教育、心理 

事前学習 社会における様々な仕事の分野 

事後学習 社会が専門家と認める免許、資格 

第７回 
ヒューマンサービス① 

 育児に対するソーシャルサポート 

事前学習 現代社会の子育ての難しさ 

事後学習 子どもにも保護者にもよい支援とは 

第８回 
ヒューマンサービス② 

 乳幼児に関わる専門性 

事前学習 保育に携わる人の特質や能力 

事後学習 保育職の基本 

第９回 
ヒューマンサービス③ 

文化の伝承、学校教育、社会教育 

事前学習 学校はなぜ必要か 

事後学習 子どものニーズと社会の期待に応える教育 

第１０回 
ヒューマンサービス④ 

教育に携わる専門性 

事前学習 教育に携わる人の特質や能力 

事後学習 教育職の基本 

第１１回 
ヒューマンサービス⑤ 

社会における心の健康とケア 

事前学習 現代社会の暮らしと心の健康、心の病 

事後学習 受容、理解、寄り添うなどの理解 

第１２回 
ヒューマンサービス⑥ 

企業における人間関係 

事前学習 心理の専門性を企業で生かす 

事後学習 リーダーシップ、チームワーク、組織 

事後学習 その人らしい暮しを支えるには 

第１３回 
ヒューマンサービス⑦ 

福祉職の専門性 

事前学習 福祉の仕事に携わる人の資質や能力 

事後学習 福祉職の基本 



 

 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 1回から第 5回までの講義内容を踏まえて、自分自身の「ライフステージ」を振り返り考察をまと
めなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,440字程度） 

実施時期：第 5回の講義後に実施する。 

提出期限：第 6回の講義時に担当教員へ提出すること。 

事後学習：これまでの自身の生活を振り返り考察を行うことで、今後の生活の在り方、ライフステージの設計に役立て

る。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：共生社会とはどのような社会を示すのか、あなたの考えをまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,440字程度） 

実施時期：第 12回の講義後に実施する。 

提出期限：第 13回の講義時までに提出すること。 

事後学習：調べた内容を踏まえて 13回の講義に臨むともに、最終的なレポート作成に結び付ける。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 文章表現Ⅱ（アカデミック・ライティング） （4 単位） 

３．科目番号 GELA2307 

２．授業担当教員 望月 之美 

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 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
文章表現をすでに受講していることが望ましい。 

７．講義概要 

この授業は、大学生として求められるアカデミック・ライティングの実践的なスキルをトレーニングして

いくことを目的としています。 

具体的には、「問題設定」、「調査」、「文章作成」についての課題に取り組む中で、アカデミック・ライティ

ングのルールを確認していきます。その上で、受講生それぞれ（個人あるいはグループ）が、「問題設定」、

「調査、情報収集」を行ったうえで、レポートなどの適切な形にまとめていきます。 

さらに、受講生のレベルに応じて、レポート作成の基礎となる文字表記、語彙力の向上のための小テスト

も行います。 

８．学習目標 

1) 大学で必要とされるアカデミック・ライティングの知識とルールを身につける。 

2) 自分の考えたことから、レポートなどの問題設定をすることができるようになる。  

3) 自分の調査課題について、必要な情報収集、文献検索の技術を身につける。  

4） 調査課題について調べたことを、レポートなどの適切な文章にまとめることが出来る。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

○事前・事後学習課題は各回の事前学習に指定された課題を指す。 

○授業後の提出物は、事前課題の提出や授業中使用したワークシートの提出等を指す。 
○自己PRスピーチ、ポスター発表、スライドを使用したプレゼンテーション等の発表原稿（もしくはポスタ
ー、スライド等）も評価対象とし、発表終了後に提出する。 

○ポスター発表は４人程度のグループ発表を指す。 

10．教科書・参考

書・教材 

教科書：野田春美・岡村裕美・米田真理子・辻野あらと・藤本真理子・稲葉小由紀著『グループワークで日本

語表現力アップ』ひつじ書房、2016。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1) 大学で必要とされるアカデミック・ライティングの知識とルールを身につけることができたか。 

2) 自分の考えたことから、レポートなどの問題設定をすることができるようになったか。  

3) 自分の調査課題について、必要な情報収集、文献検索の技術を身につけることができたか。  

4） 調査課題について調べたことを、レポートなどの適切な文章にまとめることが出来たか。 

○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 授業内課題 総合点の 40％ 

３ 提出物（レポート等） 総合点の 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

1）授業は事前学習を前提に行うため、必ず事前学習課題に取り組むこと。 

2）授業で扱ったすべてのプリントは無くさないようにし、ファイルにまとめておくこと。 

3）携帯電話は電源から切り、かばんの中にしまうこと。 

4）わからないことはどのようなことでも教員に質問するよう心がけること。 

5）どのようなことでもよいので積極的に意見を述べること。 

6）受講者や授業の進行状況によりシラバスの進行が変更する場合がある。 

13．オフィスアワー 初回の授業時に指示する。 

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 授業概要の説明 
事前学習 

教科書の目次とはじめに（pp.ⅳ-ⅷ）を読み、

大切だと思うところと疑問に思うところに

線を引いておく。 

事後学習 シラバスの内容をよく確認しておく。 

第２回 
第 11 課「アカデミックな文章を書く」 

課題 1・課題 2(pp.74-77) 

事前学習 
pp.74-77 を読み、大切だと思うところと疑問

に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 1・

課題 2 をまとめておく。 

第３回 
第 11 課「アカデミックな文章を書く」 

課題 3・課題 4(pp.77-79) 

事前学習 
pp.77-79 を読み、大切だと思うところと疑問

に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 3・

課題 4 をまとめておく。 

第４回 
第 14 課「レポートとは何かを知る」 

課題 1・課題 2・課題 3(pp.100-102) 

事前学習 
pp.100-102 を読み、大切だと思うところと疑

問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 1・

課題 2・課題 3 をまとめておく。 

第５回 
第 14 課「レポートとは何かを知る」 

課題 4・表現例と書式(pp.102-105) 

事前学習 
pp.102-105 を読み、大切だと思うところと疑

問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 4・

表現例と書式をまとめておく。 



 

 

第６回 
第 15 課「テーマを絞り込み、資料を探す」 

課題 1・課題 2 (pp.106-108) 

事前学習 
pp.106-108 を読み、大切だと思うところと疑

問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 1・

課題 2 をまとめておく。 

第７回 
第 15 課「テーマを絞り込み、資料を探す」 

課題 3・課題 4・課題 5 (pp.108-113) 

事前学習 

pp.108-113 を読み、大切だと思うところと疑

問に思うところに線を引きまとめる。課題 4

の資料を探し、第 8 回授業に持参する。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 3・

課題 4・課題 5 をまとめておく。 

第８回 
第 16 課「論拠を示す」 

課題 1 (pp.114-115) 

事前学習 
pp.114-115 を読み、大切だと思うところと疑

問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 1 

をまとめておく。 

第９回 
第 16 課「論拠を示す」 

課題 2・ (pp.115-117) 

事前学習 
pp.115-117 を読み、大切だと思うところと疑

問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 2

をまとめておく。 

第１０回 
第 17 課「文献から引用する」 

課題 1・課題 2 (pp.118-120) 

事前学習 
pp.118-120 を読み、大切だと思うところと疑

問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 1・

課題 2 をまとめておく。 

第１１回 
第 17 課「文献から引用する」 

課題 3・課題 4 (pp.120-122) 

事前学習 
pp.120-122 を読み、大切だと思うところと疑

問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 3・

課題 4 をまとめておく。 

第１２回 
第 17 課「文献から引用する」 

課題 5 (p.123) 

事前学習 

p.123 を読み、大切だと思うところと疑問に

思うところに線を引きまとめる。課題 5 の資

料を探し、第 14 回授業に持参する。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 5

をまとめておく。 

第１３回 
第 18 課「アンケート調査をする」 

課題 1・課題 2 (pp.124-126) 

事前学習 
pp.124-126 を読み、大切だと思うところと疑

問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 1・

課題 2 をまとめておく。 

第１４回 
第 18 課「アンケート調査をする」 

課題 3・課題 4 (pp.126-127) 

事前学習 
pp.126-127 を読み、大切だと思うところと疑
問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 3・

課題 4 をまとめておく。 

第１５回 
第 18 課「アンケート調査をする」 

課題 5・課題 6 (pp.127-129) 

事前学習 
pp.127-129 を読み、大切だと思うところと疑

問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 

教員が強調した点に気をつけながら、課題 5・
課題 6 をまとめておく。アンケート調査を実

施する。 

第１６回 
第 19 課「図表を利用する」 

課題 1(pp.130-132) 

事前学習 
pp.130-132 を読み、大切だと思うところと疑

問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 1

をまとめておく。 

第１７回 
第 19 課「図表を利用する」 

課題 2・課題 3(pp.133-134) 

事前学習 
pp.133-134 を読み、大切だと思うところと疑
問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 2・
課題 3 をまとめておく。 

第１８回 
第 19 課「図表を利用する」 

課題 4・課題 5(pp.134-135) 

事前学習 
pp.134-135 を読み、大切だと思うところと疑
問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 4・

課題 5 をまとめておく。 

第１９回 
第 17 課・第 18 課・第 19 課で学んだことを活かして
レポートを書く 

事前学習 pp.118-135 を復習しておく。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、

pp.118-135 をよく復習する。 

第２０回 
第 20 課「プレゼンテーションで内容を見直す」 

課題 1(pp.136-137) 

事前学習 
pp.136-137 を読み、大切だと思うところと疑

問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 1

を完成させる。 

第２１回 
第 20 課「プレゼンテーションで内容を見直す」 

課題 1(pp.136-137) 

事前学習 
pp.136-137 を読み、大切だと思うところと疑
問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 1

を完成させる。 

  



 

 

第２２回 
第 20 課「プレゼンテーションで内容を見直す」 

課題 3(p.139) 

事前学習 
p.139 を読み、大切だと思うところと疑問に
思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 3

を完成させる。 

第２３回 
第 20 課「プレゼンテーションで内容を見直す」 

課題 3(p.139) 

事前学習 
p.139 を読み、大切だと思うところと疑問に

思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 3

を完成させる。 

第２４回 
第 20 課「プレゼンテーションで内容を見直す」 

課題 2 (p.138) 

事前学習 
p.138 を読み、大切だと思うところと疑問に
思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 2

をまとめておく。 

第２５回 
第 20 課「プレゼンテーションで内容を見直す」 

課題 2 (p.138) 

事前学習 
p.138 を読み、大切だと思うところと疑問に
思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 2

をまとめておく。 

第２６回 
第 21 課「レポートを仕上げる－タイトル・推敲－」 

課題 1・課題 2 (pp.140-142) 

事前学習 
pp.140-142 を読み、大切だと思うところと疑

問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 1・
課題 2 をまとめておく。 

第２７回 
第 21 課「レポートを仕上げる－タイトル・推敲－」 

課題 3・課題 4 (pp.142-143) 

事前学習 
pp.142-143 を読み、大切だと思うところと疑
問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 3・
課題 4 をまとめておく。 

第２８回 レポート執筆のまとめ(pp.144-145)、授業の振り返り 

事前学習 
pp.144-145 を読み、大切だと思うところと疑
問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、レポー

ト執筆のまとめをまとめておく。 

課題研究

１ 

課題：第 1 回～第 5 回の授業で学んだ第 11 課・第 14 課（pp.74-79,100-105）を復習し、「序論」「本論」「結論」の 3

部構成で課題レポートを書く。 

レポート形式：pp.105 の形式に合わせ、A4 用紙 1 枚（1000 字程度） 

提出期限：第 6 回授業の開始時に提出する。 

事後学習：pp.104-105 の表現例と書式を復習しておく。レポートのフィードバックを受けたら、次回のレポート作成
のために学んだことをまとめておく。 

課題研究

２ 

課題：第 6 回～第 9 回の授業で学んだ第 15 課・第 16 課（pp.106-117）を復習し、データ（論拠）を引用して意見を

述べるレポートを書く。 

レポート形式：pp.105 の形式に合わせ、A4 用紙 1 枚（1000 字程度） 

提出期限：第 10 回授業の開始時に提出する。 

事後学習：レポートのフィードバックを受けたら、次回のレポート作成のために学んだことをまとめておく。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
文章表現 （2単位） 

３．科目番号 
GELA1107 

JNGL1108 
２．授業担当教員 新井 美也子 

４．授業形態 講義、グループワーク、演習（論作文）、発表 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

大学での講義及び演習（ゼミ）では、レポートを書いたり発表したりという表現力が要求される。この授業

では、大学での学習や研究に必要な「書く」技術の基礎訓練行うことをねらいとしている。 

したがって、目標とされるのは、文学的表現や美文調の修辞等ではなく、むしろ簡潔で明快な文章の表現法

である。文法・文字表記の正しさ、語彙選択の適切さ、表現の的確さ、わかりやすさ、文章構成の明確さ、論

理の一貫性などに重点をおいて学習する。 

本科目の授業を通じて表現力やコミュニケーション能力を養うことは、大学段階にとどまらず、今後の社会

でますます重要となってくるものであることを認識する必要がある。 

８．学習目標 

以下について学習・理解し、レポート・論文が書けるようになることを学習目標とします。 

１ 文章表現の基礎、レポート・論文の書き方の基礎的・基本的事項について理解する。 

２ わかりやすい言葉（表現方法）で、明瞭で論理的な文章を書く技術を習得する。 

３ 実践的な訓練を通して、自分の考えや意見を論理的に述べる文章表現力を身に付ける。 

４ 定評のあるオピニオン誌の論文や新聞の社説などに触れ、現実の捉え方やものの見方を学ぶ。 

５ 文章の読解力と文章の構成力を養い、文章表現に対する苦手意識を払拭する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１，レポート課題 

（１） 要約型（文学作品の批評）レポート 

（２） 説明型（定評のあるオピニオン誌の論文や新聞の社説の比較）レポート 

（３） 論証型（少子高齢化社会の課題と解決の方策等各自が設定したテーマ）レポート 

（４） 口頭発表会の資料（パワーポイント） 

＊ それぞれのレポート作成に関する本や資料などの収集 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

大島弥生共著『ピアで学ぶ大学生の日本語表現（第２版）』ひつじ書房、2014年。 

【参考書】 

 三省堂編集所編『新しい国語表記ハンドブック第６版』三省堂、2018年。 

＊必要に応じてプリント資料を配付する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．レポートや論文の書き方に関する基礎的、基本的事項を理解しているか。    

２．分かりやすい表現方法や明瞭かつ論理的な文章を作成する力がついたか。 

○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 積極的態度（発言、討議、取り組み等）  総合点の３０％ 

２ レポート（小課題を含む）        総合点の７０％ 

 上記の他に、本学の規定に定められている３／４以上の出席が単位の取得条件であることも配慮する。 

12．受講生への 

メッセージ 

国語や作文は苦手と考える人も大丈夫。大学生として必要なレポート作成を初めて体験する大学生を対象

にした授業です。｢レポートの書き方・発表の仕方｣を習得してもらいます。 

学習方法は、仲間同士がお互いの文章をよりよくするために話し合い、そこで議論されたことを参考に、書

き手が文章の構想を練り直し、推敲を重ねていくピア・レスポンス活動で進めます。こうした共同学習から、

内容を深め、文章表現を洗練し、レポートの質を高めていきます。ピア・レスポンス活動の成否は、個々の努

力にかかっています。協力し合い、クラス全体で、社会が必要としているコミュニケーション能力のレベルア

ップを図りましょう。 

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 

科目のガイダンス（授業の進め方・グループ編成等） 

レポート作成の基礎・基本 

・作文・レポート・小論文の違い 

・レポートの種類 

・レポート作成のプロセス 

事前学習 

「要約型レポート作成」で使用する文学作品

「形」を音読し、主題に関連する文章を記録

しておく。 

事後学習 
レポートの種類・作成のプロセスについてま

とめる。 

第２回 
レポート作成１ 

・要約型（文学作品の批評）レポートの作成 

事前学習 教科書Ｐ５からＰ２２まで熟読しておく。 

事後学習 要約型レポートを完成する。 

第３回 

レポート作成２ 

・説明型（定評のあるオピニオン誌の論文や新聞の社

説の比較）レポートの作成 

事前学習 
少子高齢化社会の課題と解決の方策等に関す

る新聞記事を収集しておく。 

事後学習 説明型レポートを完成する。 

第４回 
レポート作成２ 

・説明型レポートの完成（話し合い・推敲・清書） 

事前学習 
各自のテーマに関する本や資料を収集してお

く。 

事後学習 教科書Ｐ５５からＰ８４まで熟読する。 

第５回 
レポート作成３ 

・論証型レポートの作成 
事前学習 

各自のテーマに関する本や資料を収集してお

く。 



 

 

① 構想を練り、情報を調べる。 

② テーマを絞り込み目標を規定する。 
事後学習 各自のテーマに関する本を補足する。 

第６回 

レポート作成３ 

・論証型レポートの作成 

① 文章を組み立てる 

② 組み立てを再検討する 

③ 中心部を書く。 

事前学習 
各自のテーマに関する本や資料を補足してお

く。 

事後学習 
レポートの組み立てを完成させる。 

序論を完成させる。 

第７回 

レポート作成３ 

・論証型レポートの作成 

① 本文を書きこんでいく。 

② 数値データと図表を根拠部分に使う。 

事前学習 組み立てと序論の見直しをしておく。 

事後学習 本論を完成させる 

第８回 

レポート作成３ 

・論証型レポートの作成 

① 引用しながら書く。 

事前学習 本論の見直しをしておく。 

事後学習 結論と引用を完成させる。 

第９回 

レポート作成３ 

・論証型レポートの作成 

① 文章・表現・形式を点検する。 

事前学習 レポートを見直しておく。 

事後学習 話し合いを活かして加筆・削除など修正する。 

第１０回 

レポート作成３ 

・論証型レポートの作成 

① 口頭発表の準備（発表資料作成） 

事前学習 レポート全体を見直しておく。 

事後学習 パワーポイントなどで発表資料を完成する。 

第１１回 
レポート作成３ 

レポート発表会のリハーサル・最終確認 

事前学習 
パワーポイントなど発表資料を修正してお

く。 

事後学習 口頭発表会の確認をする。 

第１２回 レポートの口頭発表会１・評価・交流 
事前学習 口頭発表練習をしておく。 

事後学習 相互評価を見直す。 

第１３回 
レポートの口頭発表会２・評価・交流 

文章表現の成果と課題 

事前学習 口頭発表練習をしておく。 

事後学習 これまでの学習を振り返る。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：要約型レポートの作成方法を知り、レポートを作成する。 

        記入する内容については教科書を参照するとともに、記入の仕方についてプリントを配布する。 

レポート形式 ：Ａ４記入用紙 1枚。 

実施時期   ：第 2回授業終了後、記入用紙を配布する 

提出期限   ：第 3回授業開始時に提出する。 

提出後、第 3回授業終了後、添削指導・質疑応答・意見交換を実施する。添削内容については毎回の

授業で受け付け、適宜指導する。 

事後指導   ：添削指導・質疑応答を通して学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：「私の好きな宮沢賢治の童話」宮沢賢治の童話集を一冊貸し出す。その中で、最も心に残った作品を

一つ選びレポートにまとめる。原稿用紙 1枚目にその作品を選んだ理由を書き、2枚目にその作品を

読んだ感想をまとめる。3枚目に自分が好きな児童文学作品について書く。 

レポート形式 ：原稿用紙 3枚（1200字） 

実施時期   ：夏季休講前、原稿用紙を配布する。 

提出期限   ：夏季休講後、最初の授業で提出する。 

提出後、授業終了後、添削指導・質疑応答・意見交換を実施する。添削内容については毎回の授業で

受け付け、適宜指導する。 

事後指導   ：添削指導・質疑応答を通して学んだことをまとめる。 

    

 



 

 

１．科目名（単位数） 文章表現Ⅱ（ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ）（4単位） 

３．科目番号 GELA2307 

２．授業担当教員 望月 之美 

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 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
文章表現を履修してあること 

７．講義概要 

この授業は、大学生として求められるアカデミック・ライティングの実践的なスキルをトレーニングして

いくことを目的としています。 

具体的には、「問題設定」、「調査」、「文章作成」についての課題に取り組む中で、アカデミック・ライティ

ングのルールを確認していきます。その上で、受講生それぞれ（個人あるいはグループ）が、「問題設定」、

「調査、情報収集」を行ったうえで、レポートなどの適切な形にまとめていきます。 

さらに、受講生のレベルに応じて、レポート作成の基礎となる文字表記、語彙力の向上のための小テスト

も行います。 

８．学習目標 

1) 大学で必要とされるアカデミック・ライティングの知識とルールを身につける。 

2) 自分の考えたことから、レポートなどの問題設定をすることができるようになる。  

3) 自分の調査課題について、必要な情報収集、文献検索の技術を身につける。  

4） 調査課題について調べたことを、レポートなどの適切な文章にまとめることが出来る。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１）学習課題に指示した事前学習・事後学習を必ず行った上で授業に参加すること。 

２）課題などを記録したノート（指定の教科書についているワークブックを使用）を提出する。 

３）授業を通して、自ら設定したテーマについてレポートを作成する。詳しい作成方法などについては、授

業中に説明する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

福嶋健伸、橋本修、安部朋世編『大学生のための日本語表現トレーニング ドリル編』三省堂、2010年 

【参考書】 

福嶋健伸、橋本修、安部朋世編『大学生のための日本語表現トレーニング 実践編』三省堂、2009年 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1) 大学で必要とされるアカデミック・ライティングの知識とルールを身につけることができたか。 

2) 自分の考えたことから、レポートなどの問題設定をすることができるようになったか。  

3) 自分の調査課題について、必要な情報収集、文献検索の技術を身につけることができたか。  

4） 調査課題について調べたことを、レポートなどの適切な文章にまとめることが出来たか。 

○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 授業内課題 総合点の 40％ 

３ 提出物（レポート等） 総合点の 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

この授業では、アカデミック・ライティングの知識とルールを「実践」しようとする受講生それぞれの継

続的な取り組みを重視します。日頃のレポート作成や資格試験や就職試験の際に記述する活動が断然進歩す

るはずです。大学生としてのリテラシーを磨き、自分が思ったり感じたりしたことを表現することができる

のは、きっと未来の自分づくりになるはずです。 

13．オフィスアワー 初回の授業時に指示します。 

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 
アカデミックワードと日常語・仮名遣い・

送り仮名 

事前学習 
教科書の目次・テキスト第１章・第２章を読み、この授業
を通して、何が出来るようになりたいのかを考えておく。 

事後学習 この授業での目標をノートにまとめてみる。 

第２回 レポート作成などにおける句読点 
事前学習 

テキスト第３章を読んだ上で、トレーニングシートの課題
に記入しておく。 

事後学習 今回、学んだ表現や気づいたことをノートに記入しておく。 

第３回 
四文字熟語・ことわざ・慣用句を使用した
文章 

事前学習 
テキスト第４章を読んだ上で、トレーニングシートの課題

に記入しておく。 

事後学習 
トレーニングシートの課題３をノートに記入し、第４回の
授業で提出する。 

第４回 
論文記述などにおける漢字の使い分け 
見やすい表 

事前学習 テキスト第５章・第６章を読んでおく 

事後学習 
トレーニングシートの課題に記入した議事録を見直してお

く。 

第５回 敬語の使用 
事前学習 

テキスト第７章と配付プリントを読んだ上で、トレーニン

グシートの課題１（p.15）に記入しておく。 

事後学習 トレーニングシートの課題３をノートに記入しておく。 

第６回 手紙・依頼文章の書き方・実習先礼状など 

事前学習 テキスト第８章を読んでおく。 

事後学習 
トレーニングシートの課題に取り組み第８回の授業で提出
する。 

第７回 
 インターネットを用いて調査する  
e-mailの作成とネチケット 

 

事前学習 
配付プリントの課題についての検索を行っておくこと。ま
たテキスト第８章を読んでおく。 

事後学習 課題の補足をしてプリントに記入しておく。 

第８回 あいまいな文章の修正 

事前学習 
テキスト第１０章を読んだ上で、トレーニングシートの課

題に記入しておく。 

事後学習 
トレーニングシートの課題に取り組み、ノートに記入して
おく。 



 

 

第９回 分かりやすい語順と説明の論理 

事前学習 
テキスト第１１章を読んだ上で、トレーニングシートの課
題に記入しておく。 

事後学習 
トレーニングシートの課題に取り組み、ノートに記入して

おく。 

第１０回 長い文章を分ける・長文読解の方法 

事前学習 
テキスト第１２章を読んで、長い文章を分けるということ

を学習してくる。 

事後学習 
自分の「問題設定」を、ノートに記入しておく。第１３回
の授業で提出する。 

第１１回 
文章のねじれを考える 堅実なレポート
の書き方を学ぶ 

ノート提出（２回目） 

事前学習 
テキスト第１３章を読んだ上で、トレーニングシートの課
題に記入しておく。 

事後学習 レポートの体裁の注意点を確認しておく。 

第１２回 接続表現の使い方・説明行為の進行 
事前学習 テキスト第１４章を読んでくる。 

事後学習 接続表演を適切に入れた文章に書き替えてくる。 

第１３回 結論を先に述べる 小論文を作成する 

事前学習 
テキスト第１５章についてしっかり読み、組み立てプラン

をノートに記入しておく。 

事後学習 
結論を先に記述した堅実なレポートの作成をして（文字数
１２００字越え）提出できるようにする。 

第１４回 事実と意見の違いをはっきりさせた文章 
事前学習 

第１６章をしっかり読んでくる。しようとするレポートに
ついての見直しを行う。 

事後学習 第１６章を踏まえて、課題レポートの再考を行う。 

第１５回 データの解釈を行う 
事前学習 

テキスト第１７章を読み、課題データの分析ができるよう

にしてくる。 

事後学習 今回の授業で学んだデータ解釈の方法を復習する。 

第１６回 レポートの内容と執筆スケジュール 

事前学習 
第１８章を読み、レポートの執筆スケジュールを、自分の
課題として考えてくる。 

事後学習 
手書きの書式とパソコンを使用した書式の違いなどを自分

で復習する。 

第１７回 文献の検索・図書館・インターネット 

事前学習 

第１９章をしっかり読み、文献の検索や図書館やインター

ネットを使った検索方法とそれを使っての記述のルールを
つかむ。 

事後学習 
文献の検索や図書館やインターネットを使った検索方法と

それを使っての記述のルールをつかむ。 

第１８回 
調査課題の設定・アンケート依頼文・フェ
イズシート・設問 

事前学習 第２０章を読み、調査課題の設定の仕方を考えてくる。 

事後学習 
グループで、依頼文フェイスシート・設問を考えて調査を
実施する。 

第１９回 レポートの構成・注・参考文献の記述 
事前学習 第２１章２２章・２３章を読んでくる。 

事後学習 注・参考文献の記述方法など完全にマスターする。 

第２０回 体裁・書式 
事前学習 第２４章を読んで参加する。 

事後学習 直近に書いたレポートの下書きなどを見て直してみる。 

第２１回 レポート課題とレポートを書く順序 
事前学習 第２５勝を読んでくる。 

事後学習 適切なレポートの書き方を完全にマスターする。 

第２２回 先行研究の活用の仕方 

事前学習 第２６章を読んで参加する。 

事後学習 
先行研究を引用したり、内容を確認に使ったりする方法を
学ぶ。 

第２３回 調査の概要・調査結果と考察の記述 
事前学習 

グループで実施したアンケート調査を分析・集約してくる
第２０回の資料を使用。 

事後学習 グループで行った調査結果を学んだ方法でまとめる。 

第２４回 結論と今後の課題・そして「はじめに」へ 
事前学習 テキスト第２９章・３０章を読んで参加する。 

事後学習 トレーニングシートの課題に記入しておく。 

第２５回 ディベート根拠のある立論 
事前学習 

配付資料に基づいて何をテーマにディベートをするかを考

えてくる。 

事後学習 グループごとにディベートのシナリオを完成させてくる。 

第２６回 ディベート根拠のある反駁 
事前学習 反駁の方法について配付資料を読んでくる。 

事後学習 グループごとに反駁の入っているシナリオを書く。 

第２７回 エントリーシートの書き方 

事前学習 
配付資料を参考に、自分自身の興味関心でのエントリー先
を考えてくる。 

事後学習 
エントリーシートを完成させて提出できるようにしてく

る。 

第２８回 
これまでの内容の振り返り、最終レポート
提出 

事前学習 
この授業の内容を振り返り、出来るようになったことを考

えておく。 

事後学習 これからの目標をノートに記入しておく。 

課題研究

１ 

課題研究第１回・２回の講義内容を踏まえて、「学術論文」の特徴をつかみ、アカデミックワードにすべてアンダーラ

インを引き、日常の文章などとの違いについてレポートを作成する。 

レポートの形式  指定用紙を配布する（１０００文字程度） 

レポートの提出期限第３回の講義の開始時 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換などを講義の中で行う 

事後指導 その後の作成文章の中で生かすことができるように添削指導の内容などを復習する。 

課題研究

２ 

課題研究第１０回から第１２回までに学習したことについての応用的な設問をプリントして渡すので、解いて提出す

る。 

実施時期 第１２回の講義終了時 

提出期限 第１３回の講義開始時 

返却については通年授業であるので、秋期の開始時に返却する。 



 

 

事後指導 その後の作成文章の中で生かすことができるように添削指導内容などを復習する。 

削除ではあるが、内容は組み替えて実施する。 



 

 

１．科目名（単位

数） 
文章表現Ⅲ（口頭発表表現） （4 単位） 

３．科目番号 GELA3307 

２．授業担当教員 望月 之美 

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 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
文章表現Ⅱをすでに受講していることが望ましい。 

７．講義概要 

この授業では、自己紹介、自分の身近な問題から受講生がまとめたレポートなどの成果に至るまで、効果

的にスピーチやプレゼンテーションをするための口頭表現を学び、実践的な情報発信力、コミュニケーショ

ン能力を養うためのトレーニングを進めていきます。 

具体的には、自分の発表を聞き手に伝えるためには、どのような発表の「型」を取ることが適切なのか、

発表資料や原稿の準備と発表を通して、実践的に訓練していきます。作成した発表資料などについては、ペ

アワーク、グループディスカッションを通して、受講生同士で検討していきます。その中で、発表に対する

適切なコメントの仕方も練習していきます。 

また、受講生のレベルに応じて、口頭表現の基礎となる日本語運用能力向上のための小テストも行います。 

８．学習目標 

1) 大学の学びの場で求められるさまざまな口頭表現の形式を理解し、自ら実践できるようになる。 

2) 発表内容を適切な日本語の表現で伝えることができるようになる。  

3) 発表内容に適した資料の作成ができるようになる。 

4） 発表に対して、適切なコメントをできるようにする。  

5） 適切な速さや大きさで、発表をすることが出来るようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

○事前・事後学習課題は各回の事前学習に指定された課題を指す。 

○授業後の提出物は、事前課題の提出や授業中使用したワークシートの提出等を指す。 

○自己PRスピーチ、ポスター発表、スライドを使用したプレゼンテーション等の発表原稿（もしくはポスタ

ー、スライド等）も評価対象とし、発表終了後に提出する。 

○ポスター発表は４人程度のグループ発表を指す。 

10．教科書・参考

書・教材 

教科書：野田春美・岡村裕美・米田真理子・辻野あらと・藤本真理子・稲葉小由紀著『グループワークで日本

語表現力アップ』ひつじ書房、2016。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1) 大学の学びの場で求められるさまざまな口頭表現の形式を理解し、自ら実践できるようになったか。 

2) 発表内容を適切な日本語の表現で伝えることができるようになったか。  

3) 発表内容に適した資料の作成ができるようになったか。 

4） 発表に対して、適切なコメントをできるようになったか。  

5） 適切な速さや大きさで、発表をすることができるようになったか。 

○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、口頭発表試験等) 総合点の 40％ 

３ 提出課題 総合点の 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

1) 授業は事前学習を前提に行うため、必ず事前学習課題に取り組むこと。 
2) 授業で扱ったすべてのプリントは無くさないようにし、ファイルにまとめておくこと。 

3) 携帯電話は電源から切り、かばんの中にしまうこと。 
4) わからないことはどのようなことでも教員に質問するよう心がけること。 
5) どのようなことでもよいので積極的に意見を述べること。 

6) 受講者や授業の進行状況によりシラバスの進行を変更する場合がある。 

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 授業概要の説明 
事前学習 

教科書の目次とはじめに（pp.ⅳ-ⅷ）を読み、

大切だと思うところと疑問に思うところに

線を引いておく。 

事後学習 シラバスの内容をよく確認しておく。 

第２回 
第 1 課「イントロダクション」 

課題 1・課題 2・課題 3・課題 4・課題 5 (pp.2-5) 

事前学習 
pp.2-5 を読み、大切だと思うところと疑問に

思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 1・

～課題 5 をまとめておく。 

第３回 
第 2 課「表現の基礎（1）－表記と言葉づかい－」 

課題 1・課題 2・課題 3（pp.10-14） 

事前学習 
pp.10-14 を読み、大切だと思うところと疑問

に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 1・

課題 2・課題 3 をまとめておく。 

第４回 
第 2 課「表現の基礎（1）－表記と言葉づかい－」 

課題 4・課題 5（pp.14-17） 

事前学習 
pp.14-17 を読み、大切だと思うところと疑問

に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 4・

課題 5 をまとめておく。 

第５回 
第 3 課「情報を整理して示す－メモやメニュー－」 

課題 1・課題 2・課題 3・課題 4（pp.18-21） 

事前学習 
pp.18-21 を読み、大切だと思うところと疑問

に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 1・

課題 2・課題 3・課題 4 をまとめておく。 



 

 

第６回 
第 3 課「情報を整理して示す－メモやメニュー－」 

課題 5・課題 6・課題 7（pp.22-25） 

事前学習 
pp.22-25 を読み、大切だと思うところと疑問

に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 5・

課題 6・課題 7 をまとめておく。 

第７回 
第 4 課「情報を確実に伝える－注意書き－」 

課題 1・課題 2・課題 3（pp.26-28） 

事前学習 
pp.26-28 を読み、大切だと思うところと疑問

に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 1・

課題 2・課題 3 をまとめておく。 

第８回 
第 4 課「情報を確実に伝える－注意書き－」 

課題 4・課題 5・課題 6（pp.29-31） 

事前学習 
pp.29-31 を読み、大切だと思うところと疑問

に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 4・

課題 5・課題 6 をまとめておく。 

第９回 

第 5 課「情報を正確に伝える－連絡・案内のメールな

ど－」 

課題 1・課題 2・課題 3・課題 4（pp.32-35） 

事前学習 
pp.32-35 を読み、大切だと思うところと疑問

に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 1・

課題 2・課題 3・課題 4 をまとめておく。 

第１０回 

第 5 課「情報を正確に伝える－連絡・案内のメールな

ど－」 

課題 5・課題 6・課題 7（pp.36-37） 

事前学習 
pp.36-37 を読み、大切だと思うところと疑問

に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 5・

課題 6・課題 7 をまとめておく。 

第１１回 
第 6 章「表現の基礎（2）－読みやすい文を書く－」 

課題 1・課題 2・課題 3（pp.40-42） 

事前学習 
pp.40-42 を読み、大切だと思うところと疑問

に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 1・

課題 2・課題 3 をまとめておく。 

第１２回 
第 6 章「表現の基礎（2）－読みやすい文を書く－」 

課題 4・課題 5（pp.42-45） 

事前学習 
pp.42-45 を読み、大切だと思うところと疑問

に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 4・

課題 5 をまとめておく。 

第１３回 
第 7 章「相手に合わせて表現する」 

課題 1・課題 2・課題 3・課題 4・課題 5（pp.46-49） 

事前学習 
pp.46-49 を読み、大切だと思うところと疑問

に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 1・

～課題 5 をまとめておく。 

第１４回 
第 8 章「配慮して伝える」 

課題 1・課題 2・課題 3（pp.52-54） 

事前学習 
pp.52-54 を読み、大切だと思うところと疑問
に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 1・
課題 2・課題 3 をまとめておく。 

第１５回 
第 8 章「配慮して伝える」 

課題 4・課題 5・課題 6（pp.55-57） 

事前学習 
pp.55-57 を読み、大切だと思うところと疑問
に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 4・

課題 5・課題 6 をまとめておく。 

第１６回 
第 8 章「配慮して伝える」 

課題 7・課題 8（pp.58-59） 

事前学習 
pp.58-59 を読み、大切だと思うところと疑問

に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 7・
課題 8 をまとめておく。 

第１７回 
第 9 章「丁寧に伝える－手紙の書き方－」 

課題 1・課題 2（pp.60-63） 

事前学習 
pp.60-63 を読み、大切だと思うところと疑問
に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 1・
課題 2 をまとめておく。 

第１８回 
第 9 章「丁寧に伝える－手紙の書き方－」 

課題 3・課題 4（pp.63-66） 

事前学習 
pp.63-66 を読み、大切だと思うところと疑問
に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 3・

課題 4 をまとめておく。 

第１９回 

第 10 章「表現の基礎（3）－わかりやすい文章を書く
－」 

課題 1・課題 2（pp.70-71） 

事前学習 
pp.70-71 を読み、大切だと思うところと疑問

に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 1・
課題 2 をまとめておく。 

第２０回 

第 10 章「表現の基礎（3）－わかりやすい文章を書く
－」 

課題 3・課題 4（pp.72-73） 

事前学習 
pp.72-73 を読み、大切だと思うところと疑問
に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 3・
課題 4 をまとめておく。 

第２１回 
第 12 課「企画をアピールする」 

課題 1・課題 2・課題 3（pp.80-85） 

事前学習 
pp.80-85 を読み、大切だと思うところと疑問
に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 1・

課題 2・課題 3 をまとめておく。 

第２２回 
第 12 課「企画をアピールする」 

課題 4・課題 5・課題 6（pp.86-89） 

事前学習 
pp.86-89 を読み、大切だと思うところと疑問

に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 4・
課題 5・課題 6 をまとめておく。 

  



 

 

第２３回 
第 13 課「自分を表現する－自己 PR 基礎編－」 

課題 1・課題 2（pp.90-94） 

事前学習 
pp.90-94 を読み、大切だと思うところと疑問
に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 1・

課題 2 をまとめておく。 

第２４回 
第 13 課「自分を表現する－自己 PR 基礎編－」 

課題 3・課題 4（pp.95-97） 

事前学習 
pp.95-97 を読み、大切だと思うところと疑問

に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 3・
課題 4 をまとめておく。 

第２５回 
第 22 課「自分を表現する－自己 PR 発展編－」 

課題 1・課題 2 ・課題 3 (pp.146-150) 

事前学習 
pp. 146-150 を読み、大切だと思うところと
疑問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 1・
課題 2・課題 3 をまとめておく。 

第２６回 
第 22 課「自分を表現する－自己 PR 発展編－」 

課題 4 ・課題 5 (p.151) 

事前学習 
p. 151 を読み、大切だと思うところと疑問に
思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 4・

課題 5 をまとめておく。 

第２７回 自己 PR の発表① 

事前学習 発表準備を行う。 

事後学習 
フィードバックを受けて自己 PR を再考す

る。 

第２８回 自己 PR の発表②、授業のまとめ 

事前学習 発表準備を行う。 

事後学習 
フィードバックを受けて自己 PR を再考す

る。 

課題研究

１ 

課題：第 2 回授業で学んだことを復習し、「自己紹介のための自己分析」(pp.6-8)の 6 つの問いを含めた 1 分程度の自

己紹介文を作成する。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（p.6 の 6 つの問いの答えをすべて含める。） 

提出期限：第 3 回授業の開始時に提出する。 

事後学習：レポートのフィードバックを受けたら、次回のレポート作成のために学んだことをまとめておく。 

課題研究

２ 

課題：第 7 章「相手に合わせて表現する」（pp.46-51）を熟読し、pp.50-51 の課題 6・課題 7 に関するレポートを作成

する。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（課題 6・課題 7 合わせて 1000 字程度） 

提出期限：第 14 回授業の開始時に提出する。 

事後学習：レポートのフィードバックを受けたら、次回のレポート作成のために学んだことをまとめておく。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 文章表現Ⅲ（口頭発表表現） （4単位） 

３．科目番号 GELA3307 

２．授業担当教員 藤原 寿幸 

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 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

この授業では、自己紹介、自分の身近な問題から受講生がまとめたレポートなどの成果に至るまで、効果

的にスピーチやプレゼンテーションをするための口頭表現を学び、実践的な情報発信力、コミュニケーショ

ン能力を養うためのトレーニングを進めていきます。 

具体的には、自分の発表を聞き手に伝えるためには、どのような発表の「型」を取ることが適切なのか、

発表資料や原稿の準備と発表を通して、実践的に訓練していきます。作成した発表資料などについては、ペ

アワーク、グループディスカッションを通して、受講生同士で検討していきます。その中で、発表に対する

適切なコメントの仕方も練習していきます。 

また、受講生のレベルに応じて、口頭表現の基礎となる日本語運用能力向上のための小テストも行います。 

８．学習目標 

1) 大学の学びの場で求められるさまざまな口頭表現の形式を理解し、自ら実践できるようになる。 

2) 発表内容を適切な日本語の表現で伝えることができるようになる。  

3) 発表内容に適した資料の作成ができるようになる。 

4） 発表に対して、適切なコメントをできるようにする。  

5） 適切な速さや大きさで、発表をすることが出来るようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

○事前・事後学習課題は各回の事前学習に指定された課題です。 

○授業後の提出物は、事前課題の提出や授業中使用したワークシートです。 

○自己PRスピーチ、ポスター発表、スライドを使用したプレゼンテーション１，２は発表原稿（もしくはス

ポスター、スライド等）も評価対象とし、発表終了後に提出します。 

○自己PRスピーチの詳細は教科書１のp.18を参照すること。 

○ポスター発表は４人程度のグループ発表をします。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

１．大島弥生、大場理恵子、岩田夏穂、池田玲子著 

『ピアで学ぶ大学生・留学生の日本語コミュニケーション』ひつじ書房、2012年。 

２．三浦香苗、岡澤孝雄、深澤のぞみ、ヒルマン小林恭子著 

『アカデミックプレゼンテーション入門』ひつじ書房、2006年。 

【参考書】 

中野美香著『大学生からのプレゼンテーション入門』ナカニシヤ出版、2012年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1) 大学の学びの場で求められるさまざまな口頭表現の形式を理解し、自ら実践できるようになったか。 

2) 発表内容を適切な日本語の表現で伝えることができるようになったか。  

3) 発表内容に適した資料の作成ができるようになったか。 

4） 発表に対して、適切なコメントをできるようになったか。  

5） 適切な速さや大きさで、発表をすることができるようになったか。 

○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、口頭発表試験等) 総合点の 40％ 

３ 提出課題 総合点の 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

1．授業は事前学習を前提に行うため、必ず事前学習課題は行うこと。 

2．授業で扱ったすべてのプリントはなくさないようにファイルにまとめておくこと。 

3. 携帯電話は電源から切り、かばんの中にしまうこと。 

4. 私語は授業中は決してしないこと。 

5. わからないことはどのようなことでも教員に質問するよう心がけること。 

6. どのようなことでもよいので積極的に意見を述べること。 

7. 授業内容におけるページ番号は第１回から１５回までは教科書１、１６回以降は教科書２に該当する。 

8. 授業の進行状況によりシラバスの進行が変更する場合がある。 

13．オフィスアワー 初回授業で周知する。 

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 シラバスの説明 

事前学習 
教科書の目次と ii～x までを読み大切だと思うと

ころと疑問に思うところに線を引いておく 

事後学習 
教員が強調した点に気を付けながらシラバスの重

要点をノートにまとめる 

第２回 オリエンテーション(pp.2-７) 

事前学習 

教科書の pp.2-7を読み教科書のワークシート１課

のプレタスク、タスク１・２を完了する。また p.7

の日本語エクササイズの答えも教科書に記入して

おく。 

事後学習 
教員が強調した点に気を付けながら pp.2-7の重要

点をまとめておく 

第３回 自己 PR①自分を伝える(pp.8-13) 事前学習 
pp.8-13を読み教科書の重要点に線を引き、ワーク

シート 2 課のプレタスク、タスク１を完了する。



 

 

また日本語エクササイズ提出用シート２課を完了

しておく 

事後学習 
教員が強調した点に気を付けながら pp.8-13 の重

要点、特に役に立つ口頭発表表現をまとめておく 

第４回 自己 PR②情報を整理する(pp.14-19) 

事前学習 

pp.14-19 を読み教科書の重要点に線を引き、ワー

クシート 3課のプレタスク、タスク１を完了する。

また日本語エクササイズ提出用シート 3 課を完了

しておく 

事後学習 
教員が強調した点に気を付けながら pp.14-19の重

要点、特に役に立つ口頭発表表現をまとめておく 

第５回 自己 PR③スピーチの準備をする(pp.20-25) 

事前学習 

pp.20-25 を読み教科書の重要点に線を引き、ワー

クシート 4 課のプレタスクを完了する。また日本

語エクササイズ提出用シート 4課を完了しておく 

事後学習 

教員が強調した点に気を付けながら pp.20-25の重

要点、特に自己 PRスピーチに関する口頭表現をま

とめておく 

第６回 
自己 PR④スピーチをする(pp.26-29)：自己 PRスピ

ーチ 

事前学習 自己 PRスピーチを何も見ずに話せるまで練習する 

事後学習 

pp.26-29 を読み重要点に線を引く。またワークシ

ート５課を使用しながら自己 PRスピーチを振り返

り、良かったところと今後の改善点をノートにま

とめておく 

第７回 
自己 PR⑤志望動機書・学習（研究）計画書を読み

合う(pp.30-37) 

事前学習 

pp.30-37 を読み教科書の重要点に線を引き、ワー

クシート 6課のプレタスクとタスク１を完了する。

また日本語エクササイズ提出用シート 6 課を完了

しておく 

事後学習 
教員が強調した点に気を付けながら pp.30-37の重

要点、特に役に立つ口頭発表表現をまとめておく。 

第８回 ブック・トーク ①情報を探す(pp.40-45) 

事前学習 

pp.40-45 を読み教科書の重要点に線を引き、ワー

クシート 7課のプレタスクとタスク１を完了する。

また日本語エクササイズ提出用シート 7 課を完了

しておく 

事後学習 
教員が強調した点に気を付けながら pp.40-45の重

要点、特に役に立つ口頭発表表現をまとめておく 

第９回 
ブ ッ ク・ トー ク  ② 情報 を読 ん で伝 え る

(pp.46-51) 

事前学習 

pp.46-51 を読み教科書の重要点に線を引き、ワー

クシート 8 課①のプレタスクを完了する。また日

本語エクササイズ提出用シート 8 課を完了してお

く 

事後学習 
教員が強調した点に気を付けながら pp.46-51の重

要点、特に役に立つ口頭発表表現をまとめておく 

第１０回 
ブック・トーク③詳しいブック・トークをもとに

アウトラインを書く(pp.52-59) 

事前学習 

pp.52-59 を読み教科書の重要点に線を引き、ワー

クシート 9 課のプレタスクとタスク１・２を完了

する。また日本語エクササイズ提出用シート 9 課

を完了しておく 

事後学習 
教員が強調した点に気を付けながら pp.52-59の重

要点、特に役に立つ口頭発表表現をまとめておく 

第１１回 
ブック・トーク④ポスター発表を準備する

(pp.60-65) 

事前学習 

pp.60-65 を読み教科書の重要点に線を引き、ワー

クシート 10課のプレタスクを完了し発表用ポスタ

ーのレイアウトを考えてくる。また日本語エクサ

サイズ提出用シート 10課を完了しておく 

事後学習 

教員が強調した点に気を付けながら pp.52-59の重

要点、特に次週のポスター発表をするうえで役に

立つ口頭発表表現をまとめておく 

第１２回 
ブック・トーク⑤発表する：ポスター発表

(pp.66-71) 

事前学習 

ポスター発表での自分のパートについて何も見ず

に話せるまで練習する。pp.66-71 を読み重要点に

線を引き、グループ全体での時間管理や役割分担

を p.66のプレタスクで確認しておく。可能であれ

ばグループで事前練習を実施する 

事後学習 
ワークシート１１課を完了し、自分のグループ発

表と他のグループ発表について振り返る 

第１３回 今までの口頭発表表現のまとめ、小テスト１ 

事前学習 
今まで学んだ口頭発表表現一覧を作成し、小テス

トに備える。 

事後学習 

自分の作成した口頭発表表現一覧を必要に応じ加

筆しまとめ直す。特に小テストでできなかった口

頭発表表現はマークし何度も繰り返し覚える 



 

 

第１４回 
スライドを使ったプレゼンテーションの概要説明

(pp.2-11) 

事前学習 

教科書２の概要とプレゼンテーションの概要につ

いて pp.2-11 を読み、重要点に線を引く。スライ

ドを使用したプレゼンテーションの特徴について

自分なりに考えてくる 

事後学習 
教員が強調した点に気を付けながら pp.2-11 の重
要点をまとめ直す 

第１５回 プレゼンテーションに必要な表現①(pp.12-31) 

事前学習 

pp.12-31 を読み重要点に線を引き教科書の練習問

題を完了する。プレゼンテーションの流れと関連

の表現と数字や図表の説明に必要な表現をノート

にまとめておく 

事後学習 

教員が強調した点に気を付けながら pp.12-31の重

要点をまとめ直す。学習した口頭発表表現を覚え
る 

第１６回 プレゼンテーションに必要な表現②(pp.32-45) 

事前学習 

pp.32-45 を読み重要点に線を引き教科書の練習問

題を完了する。比較、引用、接続の表現と指示の

ことばをノートにまとめておく 

事後学習 

教員が強調した点に気を付けながら pp.32-45の重

要点をまとめ直す。学習した口頭発表表現を覚え
る 

第１７回 スライドの作成法(pp.47-54) 

事前学習 
pp.47-54 を読み重要点に線を引きスライドの作成

法をノートにまとめる 

事後学習 
教員が強調した点に気を付けながら pp.47-54の重

要点をまとめ直す 

第１８回 
プレゼンテーションにおける話し方と態度

(pp.212-218) 

事前学習 
pp.212-218 を読み重要点に線を引き「発音練習

１・２・３」を行う 

事後学習 
プレゼンテーションにおける話し方と態度で実践

する上で難しいと思う点をノートにまとめる 

第１９回 プレゼンテーション１の準備(pp.56-63) 

事前学習 

pp.56-63 を読み重要点に線を引き、教科書の練習

問題と p.63を完了しプレゼンテーション１の準備

をする 

事後学習 
教員が強調した点に気を付けながら学習した口頭
表現をノートにまとめる。プレゼンテーション１
のスライド作成をはじめる 

第２０回 
プレゼンテーション１の実例検討会(pp.64-70)、

発表のリハーサル(pp.219-222) 

事前学習 

pp.64-70 を読みプレゼンテーション１の実例から

参考になる点をノートにまとめておく。p.221を見

ながら発表の注意点を確認する 

事後学習 
プレゼンテーション１の実例検討会ででたプレゼ
ンテーションの注意点についてノートにまとめ直

す。参考になった口頭表現もノートに書いておく 

第２１回 プレゼンテーション１:私の国や町 

事前学習 
プレゼンテーション１がスムーズにできるよう準

備する。p.221を参考に発表の最終確認をする 

事後学習 
プレゼンテーション１の良かった点と改善点を自
分なりに考えノートに書いておく 

第２２回 プレゼンテーション１の振り返り 

事前学習 
上手なプレゼンテーションの話し方とスライドの

使用法の特徴を考えノートに書いておく 

事後学習 
先生や友達からもらったコメント(p.222)からわ
かった自分の話し方とスライドの使い方の良いと
ころと改善点をノートにまとめる 

第２３回 プレゼンテーション２の準備(pp.71-80) 

事前学習 

pp.71-80 を読み重要点に線を引き、教科書の練習

問題と p.80を完了しプレゼンテーション 2の準備

をする。 

事後学習 
教員が強調した点に気を付けながら学習した口頭
表現をノートにまとめる。プレゼンテーション 2

のスライド作成をはじめる。 

第２４回 
プレゼンテーション２の実例検討会(pp.81-89)、

発表のリハーサル 

事前学習 

pp.81-89 を読みプレゼンテーション 2 の実例から

参考になる点をノートにまとめておく。p.221とプ

レゼンテーション１の振り返りから発表の注意点

と自分の課題を再確認する 

事後学習 

プレゼンテーション２の実例検討会で出たプレゼ
ンテーションの注意点についてノートにまとめ
る。発表のリハーサルで気づいた点もノートに書

いておく 

第２５回 プレゼンテーション２:私の専門 

事前学習 

プレゼンテーション 2 がスムーズにできるよう準

備する。p.221とプレゼンテーション１の振り返り

を参考に発表の最終確認をする 

事後学習 
プレゼンテーション 2 の良かった点と改善点を自

分なりに考えノートに書いておく 



 

 

第２６回 プレゼンテーション２の振り返り 

事前学習 
上手なプレゼンテーションの話し方とスライドの

使用法の特徴を考えノートに書いておく。 

事後学習 

先生や友達からもらったコメント(p.222)からわ

かった自分の話し方とスライドの使い方で改善で
きた点と今後の更なる改善点をノートにまとめ
る。 

第２７回 
スライドを使用した口頭発表表現のまとめ、小テ

スト２ 

事前学習 
スライドを使用した口頭表現一覧を作成し、小テ

ストに備える。 

事後学習 
自分の作成した口頭発表表現一覧を必要に応じ加
筆しまとめ直す。特に小テストでできなかった口
頭発表表現はマークし何度も繰り返し覚える 

第２８回 
今まで学んだ口頭発表表現の確認と口頭発表表現

の向上に向けた総まとめ 

事前学習 

今まで学んだ口頭発表表現一覧を見直す。４回の

口頭発表で学んだ上手な口頭発表の特徴をまとめ

る。 

事後学習 
クラス討論から出てきた重要な口頭発表表現と上
手な口頭発表のための留意点の総まとめをする。 

課題研究

１ 

自己 PRスピーチの振り返りをする。（効果的なスピーチについて） 

レポート形式：A4用紙 1枚（1100字程度） 

実施時期：第 6回の授業後に実施する。 

提出期限：第 7回の授業開始時に提出する。 

     提出後、レポートの内容を交流する。詳細については第 6回の講義において説明する。 

事後学習：レポート作成と交流を通して学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

ポスター発表の振り返りをする。（効果的なポスター発表について） 

レポート形式：A4用紙 1枚（1100字程度） 

実施時期：第 13回の授業後に実施する。 

提出期限：第 14回の授業開始時に提出する。 

     提出後、レポートの内容を交流する。詳細については第 14回の講義において説明する。 

事後学習：レポート作成と交流を通して学んだことをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 保育原理 （2 単位） 

３．科目番号 
JNGM1103 

 
２．授業担当教員 坂本 真理子 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 乳幼児期における保育・教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培うきわめて重要なものである。そのこ

とを踏まえて本科目では、なぜ重要な意味をもつのかについて､様々な観点から理解できるようにする。 

保育の意義とその思想、保育の歴史的変遷､子どもの発達特性、保育理論と実践との関連などについて概説

し、「幼稚園教育要領」「保育所保育指針」「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」を基本的資料として､

保育の原理、目的、目標、内容、方法、計画、評価について理解する。さらに、現代的保育ニ－ズや子育て

支援に関する基本を習得する。 

８．学習目標 

１．保育の目的、目標、内容、方法を理解し、説明することができる。 

２．保育の歴史的変遷、その思想についての知識を身に付ける。 

３．保育実践の土台となる子ども観、保育観、発達観について理解し、説明することができる。 

４．子ども理解の重要性、個の特性に応じた望ましい援助について習得する。 

５．環境を通して行う保育について理解し、具体的な実践方法を習得する。 

６．保育の現状を知り、現代社会における保育ニ－ズや子育て支援について理解し､説明することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート 

保育における遊びの重要性について授業で学んだことを踏まえまとめる。１０００字程度 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】佐藤康富編[新版]『新しい保育原理』大学図書出版 

【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 

〇成績評価の規準 

１．保育の目的、目標、内容、方法を理解し、説明することができるか。 

２．保育の歴史的変遷、その思想についての知識を身に付け、説明できるか。 

〇評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポ－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２０％ 

２ 期末試験（または期末レポ－ト） 総合点の５０％ 

３ 課題レポ－ト          総合点の１０％ 

４ 日常の学習状況         総合点の２０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

人格形成の基礎となる乳幼児期の子どもに専門家としてかかわる保育者は、子どもに対して多大な影響を及

ぼす存在であることをしっかりと自覚して下さい。自分の将来像と関わらせて、授業に真剣に臨んで下さい。 

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 

授業概要、授業計画 

事前学習 
幼稚園教育要領、保育所保育指針、認定こど

も園教育・保育要領第１章を読んでくる。 

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 保育とは 

事前学習 教科書該当箇所を読んでおく。 

事後学習 
保育とは何か、子どもを理解するとは何かを

学ぶ。 

第３回 幼児期の発達特徴 
事前学習 発達の定義について調べておく。 

事後学習 発達の過程と特徴について理解する。 

第４回 子ども観、保育観について 
事前学習 子ども観、保育観の意味を調べておく。 

事後学習 自分の子ども観、保育観についてまとめる。 

第５回 保育の歴史的変遷① 
事前学習 諸外国の保育の歴史について調べておく。 

事後学習 フレーベルの思想についてまとめる。 

第６回 保育の歴史的変遷② 
事前学習 日本の保育の歴史について調べておく。 

事後学習 倉橋惣三の思想についまとめる。 

第７回 保育における養護と教育 
事前学習 保育とは何か教科書該当箇所を読んでおく。 

事後学習 「養護と教育の一体化」の意味を理解する。 

第８回 ５領域について 

事前学習 

「幼稚園教育要領」「保育所保育指針」の５

領域の箇所を読み、「ねらい」と「内容」の

関連について考える。 

事後学習 
５領域をふまえたうえで、総合的な指導・援

助の意味を理解する。 

第９回 遊びの意味と重要性 
事前学習 

身近な幼児の遊びを観察し、気づいた点や特

徴を文章化する。 

事後学習 遊びと学びの関係を理解する。 



 

 

第１０回 保育内容・方法について 
事前学習 

保育の内容・方法について教科書の該当箇所

を読んでおく。 

事後学習 「保育環境」について理解する。 

第１１回 保育所と幼稚園の共通する保育のあり方 

事前学習 
「幼稚園」と「保育所」の役割について調べ

ておく。 

事後学習 
「保育所」と「幼稚園」の社会的役割の違い

と共通する保育のあり方を理解する。 

第１２回 現代の子どもをとりまく状況と保育の現状 

事前学習 
現代の子どもをとりまく状況について考え、

気づいた点をまとめる。 

事後学習 

現代の子どもをとりまく状況について整理

し、保育者としての課題について自分の考え

をまとめる。 

第１３回 現代の保育ニーズと子育て支援 

事前学習 
政府が発表している子育て支援策について

調べておく。 

事後学習 
子育て支援策の移り変わりのポイントにつ

いて整理する。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第５回、６回の講義内容を踏まえて、保育の歴史的変遷について諸外国と日本との相違点と共通点 

についてまとめなさい。 

レポート形式：１０００～１２００字程度 

実施時期：第６回の授業後に実施する。 

提出時期：第７回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第９回授業終了後に教室で行う。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第７回～９回の講義内容を踏まえて、保育における養護と教育についてまとめなさい。 

レポート形式：１０００～１２００字程度 

実施時期：第９回の授業後に実施する。 

提出時期：第１０回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第１２回授業終了後に教室で行う。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。   

 



 

 

１．科目名（単位数） 保育実習指導Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号 JNPR2515 

２．授業担当教員 山本 健志郎 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

保育実習指導Ⅰで学んだ実習現場の知識及び保育実習への基本的姿勢・基礎知識を基盤として、「保育実

習Ⅱ」に必要な専門知識・保育技術及び関連知識を身につけることをねらいとする。現場での実習の充実を

図るため、実習の目的や内容を明確にし、言語化、文章化ができるよう事前準備を行う。具体的な取り組み

としては、保育実習Ⅰ（保育所）の総括・評価を行い、自己の新たな学習目標・課題を明確化する。また、

責任実習に向けて指導計画の立案とその相互批評を行い、計画を基にした模擬保育などにより実践力を身

につける。実習後には振り返りを行い、保育の担い手としての心構えを今一度明らかにする。 

８．学習目標 

「保育実習指導Ⅱ（保育所）」が終了した時点で、下記目標の達成が期待される。 

１．保育実習の意義と目的を理解し、説明できる。 

２．保育実習Ⅰや他教科の内容との関連性を理解し、説明できる。 

３．保育実習Ⅰの総括・評価を通じて保育実習Ⅱに向けた自己の新たな学習目標・課題が明確化される。 

４．実習に直結する具体的な知識・技能を体得し、保育の実際への理解を深め、実践することができる。 

５．責任実習に向けて指導計画の立案演習と模擬保育により、実習への実践的能力が高まる。 

６．実習の事後指導を通して、実習の総括と自己評価を行い、保育を総合的に省察する能力が身につく。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

アサイメント 

１）事前学習部分に示された事柄に取り組んだ上で授業に臨む。 

２）授業内で配布するワークシートを仕上げて提出する。 

レポート課題設題 

１）「保育実習Ⅱに向けた自己の学習目標と課題」について 

２）「保育士に求められる専門性と役割について、さらに自己の目指す保育士像について。 

またどんな保育実践をしたいのか、なぜそのように考えるのか」について 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

『保育実習の手引き』 

『学びをいかす保育実習ハンドブック』関口はつ江編 大学図書出版、2018年 

【参考書】 

 厚生労働省編『保育所保育指針解説書』 

【教 材】 

保育実習Ⅰ（保育所）の実習記録（毎回必ず持参すること） 

※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．授業に対する参加態度（出席状況、授業に臨む姿勢、個別学習・グループ学習における課題への取り組

み）は意欲的であったか。 

２．提出物の期日は順守できたか、取り組みの内容は十分なものであったか。 

３．テーマに沿って分かりやすい表現・明瞭かつ論理的なレポートを作成できたか。 

○評定の方法 

１．授業態度（欠席、遅刻、途中退出含む） 50% 

２．提出物（提出期限厳守）とその内容 20% 

３．期末レポート 30% 

 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。 

 以上の結果を総合して評価をする。 

12．受講生への 

メッセージ 

保育実習Ⅱでは、保育者の卵として現場に見られています。つまり、保育者として保育を行える人材である

かということについて、保育実習Ⅰのとき以上に人間性や積極性に加え保育力が身についているかどうか

が試される場となります。今後保育者になるときの自信に繋がるようしっかり準備しましょう。 

13．オフィスアワー 別途通知 

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（授業概要と進め方、望ましい学習

態度について）、学習グループの編成。 

保育実習Ⅰの省察（実習記録をもとに、グループディス

カッションし、実習での問題点を探り、考察をする） 

福祉専門職支援室より、配属発表と実習生個人調書配

付・説明。 

事前学習 

自己の実習記録を読み直して問題点をリフ

レクションシートにまとめる。各自、「保育

実習指導Ⅱ」のノートを用意する。 

事後学習 

保育実習Ⅰの反省から、次の実習目標と課

題を明確にする。 

実習生個人調書の下書きをする。 

第２回 

実習評価項目からの振り返り。 

保育実習Ⅰの省察のグループ発表（問題提起を含む）。各

自の必要とする学習課題と内容について討議を行いグ

ループ内でまとめる。 

事前学習 

第 1 回授業の週末（4/11）までに実習生個

人調書の下書きを教員まで提出する。 

自身の実習記録の評価内容を振り返り、今

後の実習において、特に注意を向けて取り

組むことについてまとめてくる。 

事後学習 

実習生個人調書の清書をする。 

プリントにある、実習評価項目を踏まえ、自

己の問題点について再確認し、今後の学習



 

 

課題を明確にする。 

第３回 

「保育現場における一日の流れ」を振り返る。気づきの

視点をグループごとに発表し、保育現場への理解と、実

習での動きについて考える。 

事前学習 

保育現場における一日の流れについて、子

どもの視点、保護者の視点、保育者の視点か

ら振り返る。 

事後学習 

新たな気づきの視点が保育実習Ⅱでどのよ

うに活かされるかを考え、自身の動きと実

習記録内容をイメージする。 

第４回 
保育現場での子どもの生活、発達を振り返る。 

部分・責任実習への構想と考察（グループ学習） 

事前学習 

年齢別の子どもたちの姿を振り返り、ふさ

わしい主活動や「朝の会」「帰りの会」につ

いて具体的内容を考え、資料を入手する。 

事後学習 
グループ発表に向け、指導案の作成をすす

める。 

第５回 

部分・責任実習への構想と考察。 

保責任実習のための指導案作成練習を行う。（グループ

学習）責任実習指導案発表と考察 

事前学習 
保育実習Ⅰの記録を振り返り、保育実習Ⅱ

で取り組む具体的内容を明確にする。 

事後学習 
他のグループからの学びも含め、この授業

で得られた学びについて明らかにする。 

第６回 

グループごと、責任実習指導案発表と考察。 

福祉専門職支援室より、実習記録簿及び必要書類の配

布。 

事前学習 
指導案の保育の流れ、環境構成、準備する内

容について確認する。 

事後学習 

指導案の修正をする。 

新たに配られた実習記録簿について、事前

に記入すべき箇所を確認し、記入する。 

第７回 
グループごと、責任実習指導案発表と考察。 

 

事前学習 

実習に関わる必要書類の記入と諸手続き、

提出日を確認する。 

指導案の保育の流れ、環境構成、準備する内

容について確認する。指導案を週末前に教

員に提出する。 

事後学習 

指導案の修正をする。 

実習に関わる必要書類の記入と諸手続き、

提出日を確認する。 

第８回 
責任実習模擬保育の実践と考察。 

登園から降園までの各場面を想定し、模擬保育を行う。 

事前学習 
各グループ、責任実習模擬保育の準備と発

表のための練習をする。分担を考えておく。 

事後学習 

記録では読み取れない部分、足りない箇所、

必要な動き等について、発表とグループ討

議から明らかにする。 

第９回 
責任実習模擬保育の実践と考察。 

登園から降園までの各場面を想定し、模擬保育を行う。 

事前学習 

各グループ、責任実習模擬保育の準備と発

表のための練習をする。分担を考えておく。 

どのような理由で修正が必要だったのかを

説明できるようにする。 

事後学習 

模擬保育をとおして明らかになった、足り

ない箇所、必要な動き等について、指導案を

修正する。 

どのような理由で修正が必要だったのかを

説明できるようにする。 

第１０回 

保育実習Ⅱにむけての学びを振り返る。 

指導案の修正部分についての考察を深める。 

実習日誌の書き方を再検討する。 

実習記録の記述とは何か、グループ内で検討し合い、 

考察する。 

事前学習 

保育実習Ⅱに求められる心得、学んだ知識、

実技、記録内容について振り返り実践に向

けた準備をする。第２回に配布した実習評

価項目のプリントを持参する。 

事後学習 
保育実習Ⅱにむけ、必要な事項についてグ

ループ内で共有し、再確認する。 

第１１回 

保育実習Ⅱの省察。仲間との振り返り ①  

グループごとに話し合った内容の発表、質疑応答、考察

による体験の共有化。 

事前学習 
保育実習Ⅱの自己の省察を行い、具体的に

あげてみる。 

事後学習 
グループ内で共有し、場面ごと、対象ごとに

整理しみる。グループ発表準備。 

第１２回 

保育実習Ⅱの省察。仲間との振り返り ②  

グループごとに話し合った内容の発表、質疑応答、考察

による体験の共有化。 

事前学習 
前回のグループ記録に目を通し復習してお

く。 

事後学習 
自分たちのグループが伝えたいことを明確

化し、整理する。 

第１３回 

保育士に求められる専門性と役割について、さらに自己

の目指す保育士像について。またどんな保育実践をした

いのか、なぜそのように考えるのかを考察し、授業のな

かでレポートを作成する。 

事前学習 
１～１４回の授業を通しての学びを踏ま

え、保育実習全体を振りかえっておくこと。 

事後学習 
保育士を目指す者としての心構えをもう一

度明らかにする。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：実習の振り返りからの学びと実習Ⅱに向けた取り組みについてレポート課題を出す。 

レポート形式：A4用紙 1枚、1200字程度 

実施時期：第 2回の授業後に課し、第 3回の授業開始時に回収する。 

事後指導：第 10回の保育実習Ⅱに向けた学びの振り返りの際、意見交換などを行い、学びの共有を行う。 



 

 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：保育実習および第 11回と第 12回の授業から学んだことについてレポート課題を出す。 

レポート形式：A4用紙 1枚、1200字程度 

実施時期：第 12回の授業後に課し、第 13回授業開始時に回収する。 

事後指導：第 13回の授業の際に意見交換を行い学びの共有をする。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 保育実習指導Ⅱ （2単位） 

３．科目番号 
JEPR3515 

JNPR2515 
２．授業担当教員 山口 惠美子 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

保育実習指導Ⅰで学んだ実習現場の知識及び保育実習への基本的姿勢・基礎知識を基盤として、「保育実習

Ⅱ」に必要な専門知識・保育技術及び関連知識を身につけることをねらいとする。現場での実習の充実を図

るため、実習の目的や内容を明確にし、言語化、文章化ができるよう事前準備を行う。具体的な取り組みと

しては、保育実習Ⅰ（保育所）の総括・評価を行い、自己の新たな学習目標・課題を明確化する。また、責

任実習に向けて指導計画の立案とその相互批評を行い、計画を基にした模擬保育などにより実践力を身につ

ける。実習後には振り返りを行い、保育の担い手としての心構えを今一度明らかにする。 

８．学習目標 

「保育実習指導Ⅱ（保育所）」が終了した時点で、下記目標の達成が期待される。 

１．保育実習の意義と目的を理解し、説明できる。 

２．保育実習Ⅰや他教科の内容との関連性を理解し、説明できる。 

３．保育実習Ⅰの総括・評価を通じて保育実習Ⅱに向けた自己の新たな学習目標・課題が明確化される。 

４．実習に直結する具体的な知識・技能を体得し、保育の実際への理解を深め、実践することができる。 

５．責任実習に向けて指導計画の立案演習と模擬保育により、実習への実践的能力が高まる。 

６．実習の事後指導を通して、実習の総括と自己評価を行い、保育を総合的に省察する能力が身につく。 

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） 

１）事前学習部分に示された事柄に取り組んだ上で授業に臨む。 

２）授業内で配布するワークシートを仕上げて提出する。 

レポート課題設題 

１）「保育実習Ⅱに向けた自己の学習目標と課題」について 

２）「保育士に求められる専門性と役割・自己の目指す保育士像」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『実習日誌・実習指導案 パーフェクトガイド』わかば社、2019年 

【参考書】 

 厚生労働省編『保育所保育指針解説書』 

【教 材】 

保育実習Ⅰ（保育所）の実習記録（毎回必ず持参すること） 

※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．授業に対する参加態度（出席状況、授業に臨む姿勢、個別学習・グループ学習における課題への取り組

み）は意欲的であったか。 

２．提出物の期日は順守できたか、取り組みの内容は十分なものであったか。 

３．テーマに沿って分かりやすい表現・明瞭かつ論理的なレポートを作成できたか。 

○評定の方法 

１．授業態度（欠席、遅刻、途中退出含む） 50% 

２．提出物（提出期限厳守）とその内容 20% 

３．期末レポート 30% 

 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。 

 以上の結果を総合して評価をする。 

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 

支援室より配属先発表、調書配布。 

オリエンテーション（授業概要と進め方、望ましい学習

態度について）、学習グループの編成 

保育実習Ⅰの省察（実習記録をもとに、グループディス

カッションし、実習での問題点を探り、考察をする） 

事前学習 

「保育実習指導Ⅱ」の学習ノートを準備して講

義に臨むこと。自己の実習記録を読み直して問

題点を学習ノートにまとめる。 

事後学習 
反省から次の実習目標を立てる。 

第２回 

保育実習Ⅰの省察のグループ発表（問題提起を含む）。

質疑応答と考察により問題を共有化する。グループごと

に各自の必要とする学習課題と内容について討議を行

い発表に向けて、自主学習し発表準備をする。 

事前学習 
前回講義の際に行ったディスカッション内容

を復習し、質疑に備える。 

事後学習 
自己の問題点に向き合い今後の学習課題を明

確に整理する。 

第３回 

部分・責任実習への構想と考察 

保責任実習のための指導案作成練習を行う。（グループ

学習） 

事前学習 
主活動や「朝の会」「帰りの会」について構想

を立てておく。 

事後学習 指導案の役割や求められる内容について整理



 

 

する。 

第４回 責任実習指導案発表と考察 

事前学習 発表内容を復習し、質疑に備える。 

事後学習 
他のグループからの学びも含め、この授業で得

られた学びについて明らかにする。 

第５回 

実習日誌の書き方を再検討する。最終実習にふさわしい

実習記録の記述とは何か、グループ内で検討し合い、考

察する。 

事前学習 
自己の実習記録を読み直し記録上の問題点を

探しておく。 

事後学習 
新たに配られた実習記録簿について、事前に記

入すべき箇所を確認し、記入する。 

第６回 

保育実践上の事例研究① 

保育事例をＤＶＤ視聴し、実習生として望まれる態度を

理解する。 

事前学習 
保育所保育指針第１章総則を読み、要点を学習

ノートにまとめる。 

事後学習 
ＤＶＤ視聴やグループ討議からこの授業で得

られた学びについて明らかにする。 

第７回 

保育実践上の事例研究② 

保育事例をＤＶＤ視聴し、実習生として望まれる態度を

理解する。 

事前学習 前回講義の際に学んだことを復習しておく。 

事後学習 
ＤＶＤ視聴やグループ討議からこの授業で得

られた学びについて明らかにする。 

第８回 

模擬保育 

「朝の会」「帰りの会」等、責任実習中の場面を想定し、

模擬保育を行う。 

事前学習 
第６回講義の際に作成した指導案を復習して

おくこと。 

事後学習 
発表に備え、授業中だけでなく、授業後もグル

ープ内で、練習を繰り返しおこなうこと。 

第９回 保育実習Ⅱの振り返り 

事前学習 
実習Ⅱでの反省点などの確認を行っておくこ

と。 

事後学習 
自身の実習において考察からの学びについて

整理する。 

第１０回 
保育実習Ⅱの省察①  

・グループディスカッション。 

事前学習 
自己の保育実習Ⅱの体験振り返りを事前に行

っておくこと。 

事後学習 
グループ内での話し合いから学んだことを整

理する。 

第１１回 
保育実習Ⅱの省察②  

・前回のグループディスカッションの続きと発表準備。 

事前学習 前回のグループ記録に目を通し復習しておく。 

事後学習 
自分たちのグループが伝えたいことを明確化

し、整理する。 

第１２回 

保育実習Ⅱの省察③  

・グループごとに話し合った内容の発表、質疑応答、考

察による体験の共有化 

事前学習 前回のグループ記録に目を通し復習しておく。 

事後学習 
他のグループからの学びも含め、この授業で得

られた学びについて明らかにする。 

第１３回 

「保育実習指導Ⅱ」のまとめ 

保育士に求められる専門性と役割について、さらに自己

の目指す保育士像について考察し、授業のなかでレポー

トを作成する。 

事前学習 
１～１２回の授業を通しての学びを踏まえ、保

育実習全体を振りかえっておくこと。 

事後学習 
保育士を目指す者としての心構えをもう一度

明らかにする。 

課題研究

１ 

 

課題研究テーマ：第 1 回～第 3 回の講義内容を踏まえて、「保育実習Ⅱに向けた自己の学習目標と課題」について 

レポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第 3 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 4 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 6 回授業終了後に教室で行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：保育所実習に適した手作り児童文化財を作成する。 

実施時期：第 4 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 7 回の授業開始時に提出する。 

提出後、指導・質疑応答・意見交換を第 8 回授業終了後に教室で行う。 

内容等について引き続き質問がある場合はその後の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
保育実習指導Ⅲ （2単位） 

３．科目番号 

SSOT4483 

SCOT4483 

SJMP4253 

JEPR3517 

JNPR2517 

２．授業担当教員 中嶋 一郎 

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

保育実習Ⅲの意義･目的・内容・方法を理解する。児童福祉施設の種類及び機能と保育士の役割を理解する。

さらに実習課題の明確化、実習記録の意義・方法の理解、実習施設の理解を図る。指導計画を立案し、実践

に必要な準備を行う。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.児童福祉施設の種類及び機能と保育士の役割を明確にする。 

2.実習に臨む際の目標を明確化し、それを達成するための具体的方策を考えることができる。 

3.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。 

4.演習と議論を繰り返すことにより、理論と実践の統合とは何かを理解し、説明することができる。 

5.保育者を目指す者として望ましい態度を身につけられるよう、自身の日常生活態度、言葉遣い、服装、実習

に臨む心構え等を自己評価・点検できる力を習得する。 

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.児童福祉施設の種類及び機能と保育士の役割を明確に出来たか。 

2.実習に臨む際の目標を明確化し、それを達成するための具体的方策を考えることが出来たか。 

3.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出来たか。 

4.演習と議論を繰り返すことにより、理論と実践の統合とは何かを理解し、説明することが出来たか。 

5.保育者を目指す者として望ましい態度を身につけられるよう、自身の日常生活態度、言葉遣い、服装、実習

に臨む心構え等を自己評価・点検できる力を習得出来たか。 

○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 授業への出席・レポート  総合点の４５％ 

２ 実習後指導のレポート  総合点の４０％ 

３ 日常の学習状況      総合点の１５％ 

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授業の準備をする。 

事後学習 
保育実習Ⅲ（施設）授業の目的の確認・整理

をノートにする。 

第２回 
保育実習Ⅲの目的 

福祉施設実習の意義について 

事前学習 施設実習の目的を再確認しておく。 

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 
福祉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 

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 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 
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１０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 
福祉施設の問題点・課題の発表資料作成準備

を行う。 

事後学習 
福祉施設の問題点・課題について再度チェッ

クしてみる。 

第１１回 各福祉施設実習での指導計画（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１２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１３回 施設別の実習の内容と今日的課題（各自・発表）まとめ 

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。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第１回～第 4 回の講義内容を踏まえて、「実習で学びたい内容(目的)とその理由」についてレポート

にまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,200 字程度） 

実施時期：第４回の授業後に実施する。 

提出期限：第５回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第８回授業終了後に教室で行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第９回～第１１回の講義内容を踏まえて、「実習において自身が気を付けることとその理由」について

レポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,200 字程度） 

実施時期：第１１回の授業後に実施する。 

提出期限：第１２回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第１３回授業終了後に教室で行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる 

期末試験 
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１．科目名（単位数） 保育者能力開発演習Ⅱ（K3・H2 年） （2 単位）    

３．科目番号 

 

 

 ２．授業担当教員 ティームティーチング 

４．授業形態 講義および演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
１年次に保育者能力開発演習Ⅰ（専門）を修得していること。 

７．講義概要 

保育者能力開発演習Ⅰで学習した内容を踏まえて、保育者として必要な専門知識の定着を図り、保育士採

用試験に対応する力を身に付ける。また、保育・教育に携わる者としての基本的知識を習得し、保育士・幼

稚園教諭・保育教諭等の採用試験（専門試験）に十分対応できる学力を身に付ける。 

８．学習目標 

1. 保育者として必要な専門知識を習得することができる。 

2. 専門知識に基づいた意見や考えを文章で表現する能力を高め、作文・小論文試験に対応する力を身に付け

ることができる。 

3. 応用問題に対応する力を身に付け、採用試験に役立てることができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

各授業担当者が講義中に指示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【参考書】 

保育士採用試験情報研究会『スイスイわかる保育士採用専門試験』一ツ橋書店 

『保育士幼稚園教諭論作文・面接対策ブック』実務教育出版 

文部科学省「幼稚園教育要領」「保育所保育指針」「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」 

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. 保育者として必要な専門知識を習得することができたか。 

2. 専門知識に基づいた意見や考えを文章で表現する能力を高め、作文・小論文試験に対応する力を身に付け

ることができたか。 

3. 応用問題に対応する力を身に付け、採用試験に役立てることができるようになったか。 

○評定の方法 

1. 授業への参加態度            20% 

2. 小テスト等             40% 

3. 課題提出状況とその成果           40% 

12．受講生への 

メッセージ 

キャリア形成の最終章として、これまでの学びを振り返りながら身に付けてきた知識と技能を確かなものと

し、自分が志す道に進めるよう、努力を重ねてください。 

13．オフィスアワー 後日通知する。 

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 就職活動の方法と留意点 
事前学習 自分の将来の進路について考える。 

事後学習 就職活動の方法と留意点を復習する。 

第２回 就職対策①（履歴書・ ES） 
事前学習 

履歴書・エントリーシートの見本に目を通し、注意点を把握す

る。 

事後学習 履歴書・エントリーソートの書き方を復習する。 

第３回 就職対策②（面接） 
事前学習 配付資料を読み、予習する。 

事後学習 面接のポイントを復習する。 

第４回 保育原理 
事前学習 配付資料を読み、予習する。 

事後学習 本時で学んだ内容を復習する。 

第５回 社会的養護、社会福祉 
事前学習 配付資料を読み、予習する。 

事後学習 本時で学んだ内容を復習する。 

第６回 子ども家庭福祉、子ども家庭支援論 
事前学習 配付資料を読み、予習する。 

事後学習 本時で学んだ内容を復習する。 

第７回 保育の心理学 
事前学習 配付資料を読み、予習する。 

事後学習 本時で学んだ内容を復習する。 

第８回 子どもの保健 
事前学習 配付資料を読み、予習する。 

事後学習 本時で学んだ内容を復習する。 

第９回 子どもの食と栄養 
事前学習 配付資料を読み、予習する。 

事後学習 本時で学んだ内容を復習する。 



伊勢崎キャンパス 

 

第１０回 保育内容 
事前学習 配付資料を読み、予習する。 

事後学習 本時で学んだ内容を復習する。 

第１１回 乳児保育 
事前学習 配付資料を読み、予習する。 

事後学習 本時で学んだ内容を復習する。 

第１２回 障害児保育 
事前学習 配付資料を読み、予習する。 

事後学習 本時で学んだ内容を復習する。 

第１３回 保育実習理論 
事前学習 配付資料を読み、予習する。 

事後学習 本時で学んだ内容を復習する。 

課題研究 1 

課題研究テーマ：配布された小論文の書き方についての資料を参照しながら、「これからの保育士の役割で重要なこと

は何か」について、あなたの考えをまとめなさい。 

小論文の形式：A4用紙 1枚（1,000字程度） 

実施時期：第 3回の授業後に実施する。 

提出期限：第 4回の授業開始時に提出する。 

事後学習：添削された小論文をよく振り返り、次回に活かす 

課題研究 2 

課題研究テーマ：配布された小論文の書き方についての資料を参照しながら、「失敗や苦労から学んだこと」について、

あなたの考えをまとめなさい。 

小論文の形式：A4用紙 1枚（1,000字程度） 

実施時期：第 6回の授業後に実施する。 

提出期限：第 7回の授業開始時に提出する。 

事後学習：添削された小論文をよく振り返り、今後に活かす 

 



 

 

１．科目名（単位数） 保育内容（健康） （2単位） 

３．科目番号 

SSOT2412 

SCOT2412 

SJMP1131 

SJMP2131 

JNNT1106 

２．授業担当教員 中村 裕 

４．授業形態 
配布資料による質疑応答形式およびグループディスカッショ

ンを主とした授業を行う。 
５．開講学期 春期・秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「子どもの保健」との関連性がもて、理解が深まる。 

７．講義概要 

保育内容を構成する領域「健康」について理解し、乳幼児の健康な心身の発達に及ぼす保育の可能性につい

て学ぶ。健康な生活および健康への関心について幼児に理解させる保育活動になるための支援の仕方、安全

教育や積極的な身体活動への援助について理解する。保育の全体構造における保育内容「健康」に関して総

合的に指導や援助が行えるよう、具体的な実践例を通して健康の内容やその他領域を総合的な展開の仕方に

ついて修得する。 

８．学習目標 

1. 幼児期の発育・発達を理解し、認識や思考を学び、自ら考え、問題解決できる力を身につける指導を、

保育活動で実践できるようにする。 
2. 幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育･保育要領における健康領域の「ねらい」「内容」につ

いて理解、習得して実践的な保育活動ができるようにする。  

3.  指導案の構成を理解出来、具体的な保育を想定した指導案を作成する。 
4.  自ら作成した指導案の基、模擬保育を行い、保育を改善する視点を身につける。   

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

子どもの健康に関する資料（各テーマ：発達、外遊び、健康増進、安全指導等）を配布し、保育者としての

立場から自分の考えについて述べる（発表およびレポート） 

発表後、またはレポート提出後、「課題」とし、グループごとにディスカッションをする。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
新保育ライブラリ『保育内容 健康』「新版」北大路書房 

【参考書】 
『平成 29 年告示 幼稚園教育要領 保育所保育指針 幼保連携型認定こども園教育・保育要領＜原本＞』チャ
イルド社 

文部科学省『幼稚園教育要領』フレーベル館 
文部科学省『幼保連携型認定こども園・保育要領』フレーベル館 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. スモールテストや課題レポートを通じて乳幼児の健康や発達について理解出来たかを評価基準とする。 
2. 外あそびの重要性をテーマに指導案を作成し、積極的なディスカッションを行い発表できたか。 
3. レポートならびに期末試験に於いて、自分の意志や考え方を論理的に記述できたか。 

○評定の方法 
1. 課題レポート 30％ 
2. テーマ発表  20％ 

3. スモールテスト（毎時間）20％ 
4. 期末試験   30％       計 100％ 

尚、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は認めない。  

12．受講生への 

メッセージ 

 健康は生活、活動の基本である。幼児期に健康的な生活習慣を身につけることは、将来の幸福な生活に向

けての基礎づくりともいえる。それにはまず、からだに対する興味や関心を持たせ、健康の意義を指導する

ことが大切である。また、乳幼児期は自分のからだを管理することは不可能に近いため、保育者の指導・援

助方法を学ぶことも不可欠である。本講義は子どもが健康な生活を送るために、必要なものは何か。何を身

につけるべきか。を学ぶことはもとより、保育者にとっての健康にも着目し、自らの生活習慣も振り返り、

保育者自身も健康であってほしいと願っている。 

 

 本講義は主にディスカッション形式で進める為、意見や考えを積極的に述べる授業参加を期待する。 

13．オフィスアワー 授業内で周知する 

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 
（領域健康のめざすもの及びねらいと内容の解説） 

事前学習 
領域健康の学習ノートを準備し講義に臨むこと 
領域健康のねらいと内容を確認する 

事後学習 領域健康のねらいと内容をまとめる 

第２回 
幼児の健康（健康の定義、健康状態の把握）など WHO
の健康の定義を踏まえた上で領域「健康」のねらい
や捉え方を考察する 

事前学習 「幼児にとって健康とは何か」についてまとめる 

事後学習 幼児の健康と健康の状態を復習する 

第３回 
幼児の発達理解（乳幼児の形態面の発達）と生理機
能の発達 

事前学習 教科書から発育発達、生理機能についてまとめる 

事後学習 形態面の発育、生理機能の発達についてまとめる 

第４回 
運動機能の発達（運動の発達、運動能力の発達）と
幼児の体格・運動能力の測定法 

事前学習 
資料から乳幼児の運動面の発達についてまとめ
る 

事後学習 
幼児の体格・運動能力の測定方法について実践し

てみる 

第５回 
幼児の遊びの発達と健康について（遊びの意義と遊
びの発達過程が人間関係や社会性の発達との関連
性が学童期に影響することを学ぶ） 

事前学習 
幼児の遊びの重要性を活動の総合性と自発性と
の関連でまとめる。自分の遊び体験を含める 

事後学習 
乳幼児にとっての遊びの重要性についての考え

方をまとめる 



 

 

第６回 
幼児の遊びの発達と健康（発達過程における幼児の
遊びの意味と変化がこれからの子どもの成長に与
える影響について） 

事前学習 伝承遊びの種類を調べる 

事後学習 
様々な運動遊びの方法とそこに含まれる多様な

ねらいをまとめる 

第７回 

幼児の生活スタイルの現状と問題点（運動習慣、睡
眠、排泄、衣服の着脱、清潔、食育）1 日の園の生
活を踏まえて基本的生活習慣を身につけさせるた
めの学習指導案を作成し発表する 

事前学習 基本的生活習慣の問題点を調べる 

事後学習 
問題点について、どのような方法で改善できるか

まとめる 

第８回 

幼児の安全管理と安全教育（必要性、事故・障害の
発生状況）幼児の事故の原因と特徴 
最近起こりえた事故や事件のニュースを教材とし
て研究する 

事前学習 安全管理と安全教育を調べる 

事後学習 
幼児が事故に遭わないようにするためには保育

者のどのような配慮が必要かまとめる 

第９回 
幼児がかかりやすい病気や感染症について資料や
文献からまとめ、現場での予防、対処、処置を考察
する 

事前学習 幼児のかかりやすい病気を調べる 

事後学習 
感染経路、予防、罹患したときの対処法をまとめ

る 

第１０回 
園の生活で頻度が高いケガの知識を習得し、現場で
必要な応急処置法を映像や実践で学ぶ 

事前学習 ケガの応急処置法を調べる 

事後学習 応急処置法で重要な点をまとめる 

第１１回 
重篤な応急処置として心肺蘇生法についてダミー
を使用して演習を行う。大人と幼児のやり方の違い
を把握する 

事前学習 心肺蘇生法について調べる 

事後学習 心肺蘇生法のやり方をまとめる 

第１２回 

模擬保育① 
3・4歳児の運動遊びの指導法の指導案を作成し模擬
保育を行う 
また、現場において情報機器や教材の効果的な活用
について考察する 

事前学習 3・4歳児の運動発達を理解して指導案を作成 

事後学習 当日の反省と次への発展の仕方をまとめる 

第１３回 

模擬保育② 
5 歳児の運動遊び指導法の指導案を作成し模擬保育
を行う 
また、現場において情報機器や教材の効果的な活用
について考察する 

事前学習 5歳児の運動発達を理解して指導案を作成 

事後学習 当日の反省と次への発展の仕方をまとめる 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第２回〜第６回の講義内容を踏まえて「子どもの体力および運動能力低下」についてレポートにまと

める。 

レポート形式：A4用紙１〜２枚（1、000〜１、400字程度） 

実施期間：第６回の授業後に実施する。 

提出期間：第７回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第９回授業終了後に教室で行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第７回〜第１０回の講義内容を踏まえて「園児が安全かつ健康に園生活を送るために保育者はどのよ

うな援助が必要か」各自現場に立ったことを想定してレポートにまとめる。 

レポート形式：A4用紙１〜２枚（1、000〜１、400字程度） 

実施期間：第１０回の授業後に実施する。 

提出期間：第１１回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第１２回授業終了後に教室で行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換で学んだことをまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 保育内容（言葉） （2単位） 

３．科目番号 
JNNT1102 

SJMP2134 
２．授業担当教員 瑞穂 優 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期・秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本科目では、領域「言葉」の指導の基盤となる、幼児が豊かな言葉や表現を身につけ、想像する楽しさを
広げるために必要な基本的知識を身につける。乳幼児期の言葉の発達と言語環境の理論的理解を通して、
乳幼児期の豊かな心身の育ちを培うための保育者の役割を考察する。また、豊かな想像性と言語表現を促

す児童文化財について、理論と実践を通してその意義と価値を理解し、言葉に対する感覚を豊かにする教
材や実践に関する知識を身に付ける。 

８．学習目標 

1.領域「言葉」の内容と意味を理解する 
2.乳幼児期の言葉の発達を捉える視点と言葉の発達の様相を理解する。 
3.乳幼児期の言葉を育む環境と保育者の援助を理解する。 

4.領域「言葉」の指導方法を実践的活動場面から学び、子どもの言葉を育てる保育実践の力を身につけ
る。 

5.言葉をめぐる現代社会の現状と課題を理解し、保育者の役割の理解を深める。 

6.児童文化財（絵本や紙芝居、パネルシアターなど）の基本的な技術を習得し、保育の展開や環境設定を 
考察し、実践力を高める。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポート

課題 

乳幼児の発達に適した絵本を調べ、「絵本ノート」を作成する。 

エプロンシアター・パネルシアター・パペット等の児童文化財の教材を作成し、発表する。 

言葉の発達とその遅れに関する知識を獲得する。 

10．教科書・参考書・教

材 

【教科書】 
内藤知美・新井美保子（編著）『コンパス保育内容言葉 第２版』2017年 建帛社  
【参考書】 

保育所保育指針／幼稚園教育要領／幼保連携型認定こども園教育・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.領域「言葉」の内容と意味を理解し、説明することができる。 

2.乳幼児期の言葉の発達を捉える視点と言葉の発達の様相を理解し、説明することができる。 
3.乳幼児期の言葉を育む環境と保育者の役割を理解し、説明することができる。 
4.領域「言葉」の指導方法を実践的活動場面から学び、授業発表等で実践することができた。 

5.人間にとっての言葉の意義や機能を理解し、言葉をめぐる現代社会の現状と課題を踏まえ、保育者の役
割の説明することができる。 
6.児童文化財（絵本や紙芝居、パネルシアターなど）の基本的な技術を習得し、保育の展開や環境設定を

保育実践にむけて考察、立案することができる。 
○評定の方法 
１．授業態度と学習目標への到達度 

（積極的参加、課題への取り組みと提出、授業後の記述内容により加点） 40％  
２．提出課題 （絵本やわらべうた等の収集と教材ノートの作成）30％ 

３．期末試験 （言語発達や保育者の役割に関する筆記試験）30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

人間にとって言葉はとても大きな役割を果たしています。子どもにとってもそれは同じですが、小さな子
どもは０から言葉を学習し、うまく言葉にすることができない経験をたくさん積んで発達しています。子
どもの発達を支える者として、子どもの言葉についてしっかり学習してほしいと思います。 

１．授業にきちんと出席する ２．私語は慎む ３．スマートフォンや携帯電話は鞄の中にしまう 

この３つは守ってください。 

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 授業の概要とすすめ方 
事前学習 教科書の目次を読んでくる。 

事後学習 児童文化財について調べてくる。 

第２回 子どもにとっての言葉 

事前学習 教科書 第１章を読んでくる。 

事後学習 
言葉をめぐるワークショップを振り返り、まとめて
くる。 

第３回 領域「言葉」のねらいと内容 
事前学習 幼稚園教育要領の領域「言葉」を読んでくる。 

事後学習 領域「言葉」についての内容を確認しておく。 

第４回 ０歳児の言葉の発達と養育者との愛着 

事前学習 教科書 第２、３章を読んでくる。 

事後学習 
養育者との関係と言葉の結びつきについて理解し
ておく。 

第５回 １、２歳児の言葉の発達と園での生活 

事前学習 教科書 第４、５章を読んでくる。 

事後学習 
３歳までの言葉の発達に関するワークシートを仕
上げてくる。 

第６回 ３歳以降の言葉の発達と仲間との関係 

事前学習 教科書 第６、７章、第８章１，２を読んでくる。 

事後学習 
３歳以降の言葉の発達に関するワークシートを仕
上げてくる。 



 

 

第７回 言葉の発達と小学校教育との連携 

事前学習 
教科書第８章３－５を読み、言葉と小学校の国語と
のつながりについて考えてくる。 

事後学習 
幼児期の言葉の発達への援助について振り返り、自
分の考えをまとめる。 

第８回 言葉の発達が気にかかる子どもたち 
事前学習 教科書 第１０章を読んでくる。 

事後学習 言葉の遅れに関するワークシートを仕上げてくる。 

第９回 児童文化財とは 
事前学習 教科書 第１２章、１３章を読んでくる。 

事後学習 製作したい児童文化財の題材を収集してくる。 

第１０回 言葉を育てる遊び 
事前学習 教科書 第１２章２，３、６，７を読んでくる。 

事後学習 わらべうたや手遊びをおさらいして習得する。 

第１１回 言葉を育てる絵本 
事前学習 教科書第１２章５、第１３章１を読んでくる。 

事後学習 絵本ノートを製作する。 

第１２回 児童文化財を使った模擬保育 
事前学習 発表に向けて準備をする。 

事後学習 発表の振り返りシートを記入する。 

第１３回 まとめ 
事前学習 授業を振り返ってくる。 

事後学習 期末テストの準備 

課題研究

１ 

課題テーマ：児童文化財（ペープサート、パネルシアター、パペット、エプロンシアター等のいずれか）の製作 

内容：保育実習、教育実習等で子どもたちの前で演じることを想定し、作品を制作する。 

提出期限：第 10回の授業の際に持参する。第 1２回の授業で制作した作品を用いて、発表（模擬保育）を行う。 

事後学習：発表のふりかえりをふまえて、作品を修正する。 

課題研究

２ 

課題テーマ：児童文化財を用いた模擬保育の指導案の作成 

内容：第 12回の授業で模擬保育の指導案を作成する。 

提出期限：第 11回の授業に持参する。第 12回の授業で模擬保育を行う。 

事後学習：発表のふりかえりをふまえて、指導案に修正を加える。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 保育内容（人間関係） （2単位） 

３．科目番号 JNNT2104 

２．授業担当教員 長谷川 有香 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
特になし 

７．講義概要 

幼児期において育みたい力のうち人間関係について，そのねらいと内容について学ぶ。子どもの人間関係の

発達過程の理解と共に，子どもたちの生活場面での人間関係がどのように広がり、深まっていくのか、子ど

も、子ども集団，保育者、家庭、地域等を含めた人との関わりについて理解する。保育の全体構造のなかで、

子どもの人間関係の力を育む援助について，子どもの実際をみとる力，そこからねらいを見定め，指導・援

助の構想ができるようになること目指す。 

８．学習目標 

1. 幼稚園教育要領（幼保連携型認定子ども園教育・保育要領）に示されたねらい及び内容を理解し，説明で
きる。 

2. 幼児期の人間関係の発達過程を理解し，説明できる。 

3. 子どもの人間関係の実態を見取り，実態からねらいを見出し，実践的な保育内容・活動の構想ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業内で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】なし 
【参考書】無藤隆(監修)『事例で学ぶ保育内容 領域 人間関係』萌文書林 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 幼稚園教育要領（幼保連携型認定こども園教育・保育要領）に示されたねらい及び内容について説明でき
るか。 

2. 幼児期の人間関係の発達過程について説明できるか。 

3. 子どもの人間関係の実態を見取り，実態からねらいを見出し，実践的な保育内容・活動の構想ができるか。 

○評定の方法 

1. レポート  総合点の 40％ 

2. 授業への参加態度（模擬保育を含む）  総合点の 30％ 

3. 試験（小テスト等）  総合点の 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

子どもたちが人とかかわる力をつけるために，保育者としてどのようなことができるのかを学びます。常に

子どもや親御さんの立場に立ち，その気持ちを想像しながら受講してください。 

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 保育内容「人間関係」とは 
事前学習 要領の人間関係のねらいと内容を読む 

事後学習 レジュメを見直して内容を理解する 

第２回 幼児期の発達の特徴 
事前学習 

幼児期の発達についてこれまで他の授業で
学んだことを見直す 

事後学習 レジュメを見直して内容を理解する 

第３回 幼児期の他者理解 
事前学習 幼児の他者理解の発達について調べる 

事後学習 レジュメを見直して内容を理解する 

第４回 幼児期の自己制御 
事前学習 幼児の自己制御の発達について調べる 

事後学習 レジュメを見直して内容を理解する 

第５回 気持ち・行動のコントロールが苦手な子ども 
事前学習 予習課題① 

事後学習 レジュメを見直して内容を理解する 

第６回 事例検討：気持ち・行動のコントロールが苦手な子ども 
事前学習 予習課題② 

事後学習 レジュメを見直して内容を理解する 

第７回 人とのかかわりが苦手な子ども 
事前学習 予習課題③ 

事後学習 レジュメを見直して内容を理解する 

第８回 事例検討：人とのかかわりが苦手な子ども 
事前学習 予習課題④ 

事後学習 レジュメを見直して内容を理解する 

第９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１０回 発表会① 
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１１回 発表会② 
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１２回 発表会③ 
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 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 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 2 回～第 8 回の講義内容で取り扱ったトピックの中から自分の関心のある内容を一つ選び，自分

なりにそのトピックについて調べてまとめる。詳細は授業内で説明する。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1000字程度）  

実施時期：第 8回の授業後に実施する。  

提出期限：第 9回の授業開始時に提出する。  

事後学習：レポート作成と添削指導，質疑応答を通し学んだことをまとめる 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：授業内での発表内容について，学生からの質疑応答の内容を反映させた上で，レポートとしてまとめ

る。詳細は授業内で説明する。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1000字程度）  

実施時期：第 13回の授業後に実施する。  

提出期限：第 13回の授業後 2週間以内に提出する。  

事後学習：レポート作成と添削指導，質疑応答を通し学んだことをまとめる 

 



 

 

１．科目名（単位数） 保育内容（表現）（2単位） 

３．科目番号 JNNT2105 

２．授業担当教員 林 麻由美 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

乳幼児は日常生活や遊びの中で、イメージを自由に膨らませながら豊かな表現を見せてくれる。保育者には、

そのような乳幼児一人ひとりのあるがままの姿を捉え、意志のある「表」と無意識のうちに現れる内的変化

である「現」をそれぞれ大切に受け止めるための理解力を身につけることが必要である。 

本講義では、講義と演習を通して、乳幼児における表現の意味を理解し、表現の萌芽に気づき、その表現に

対し、適切に対応できる応答力を身につける。 

８．学習目標 

1．保育内容「表現」のねらいと内容について理解し、説明することができる。 
2．乳幼児の発達段階による「表現」の違いを理解し、説明することができる。 
3．自ら表現することにより、自己発見、自己認識を経て、保育者自身が豊かな表現者となるよう、自己表現
力を高める。 

4．乳幼児の「表現」を支える保育者の役割について理解し、説明することができる。 
5．乳幼児の「表現」を援助するための方法を身につける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１. 授業内容に即して活動の準備 
２．教科書の読みとりとまとめ 

３．発表の準備と内容に関するレポートの提出 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
小林紀子・砂上史子・刑部育子編著新しい保育講座 11『保育内容「表現」』ミネルヴァ書房 2019。 
【参考書】 
無藤隆 監修『事例で学ぶ保育内容 領域表現』萌文書林。 
東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 
幼稚園教育要領、幼稚園教育要領（平成29年3月告示 文部科学省） 

幼保連携型認定こども園教育・保育要領（平成 29年 3月告示 内閣府・文部科学省・厚生労働省） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 
1．保育内容「表現」が設定された背景及びねらい、内容について理解することができたか。 
2．自ら表現することにより、自己発見、自己認識を経て、自己表現力を高めることができたか。 
3．乳幼児の発達段階による「表現」の違いを理解し、説明することができるか。 
4．乳幼児の「表現」を支える保育者の役割について理解し、説明することができるか。 
5．乳幼児の「表現」を援助するための方法を身につけ、実践することができるか。 
○評定の方法 
①授業への取り組み・発表内容  総合評価の 40％ 
②提出物（レポートを含む）   総合評価の 30％ 
③筆記試験           総合評価の 30％ 
①から③までを総合的に評価する。 

12．受講生への 

メッセージ 

学習目標が達成できるよう努力しましょう。 
幼児理解を深め，未分化な幼児の表現活動を捉え，的確に援助できるようになりましょう。 
自らの表現力をみがきましょう。自然の美しさや日々の変化に気づく感受性を育てましょう。 

色々な文化的経験を積みましょう。 

13．オフィスアワー 授業内にて周知する。 

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（シラバス説明・授業概要） 
 

事前学習 教科書第 1章を読んでおく。 

事後学習 授業で学んだことの復習。 

第２回 領域「表現」の誕生とそれ以前の保育内容について 
事前学習 教科書 pp.93～99を読んでおく。 

事後学習 授業で学んだことの復習。 

第３回 領域「表現」のねらいと内容について① 
事前学習 教科書 pp.100～106を読んでおく。 

事後学習 授業で学んだことの復習。 

第４回 領域「表現」のねらいと内容について② 
事前学習 教科書 pp.100～106を読んでおく。 

事後学習 授業で学んだことの復習。 

第５回 乳幼児の発達と表現 
事前学習 教科書 pp.21～28を読んでおく。 

事後学習 授業で学んだことの復習。 

第６回 季節を意識した平面制作とお話の発表と振り返り 

事前学習 発表の準備。 

事後学習 
制作とお話作り、発表に関する振り返りを行

う。 

第７回 諸感覚を通しての感性と表現 
事前学習 教科書 pp.37～40を読んでおく。 

事後学習 授業で学んだことの復習。 

第８回 音楽表現、身体表現（歌唱、リズム遊びなど） 
事前学習 歌唱に慣れておく。 

事後学習 授業で学んだことの復習。 

第９回 音楽表現、身体表現（音楽に合わせて身体を動かすなど） 
事前学習 ストレッチをしておく。 

事後学習 授業で学んだことの復習。 

第１０回 子どもの表現を支える保育者の役割を考える。 
事前学習 教科書第 8章を読んでおく。 

事後学習 授業で学んだことの復習。 

第１１回 造形表現の教材と指導法 
事前学習 教科書第 11章を読んでおく。 

事後学習 授業で学んだことの復習。 

第１２回 音楽表現の教材と指導法 
事前学習 教科書第 12章を読んでおく。 

事後学習 授業で学んだことの復習。 



 

 

第１３回 まとめ（保育内容「表現」における今後の課題 
事前学習 教科書第 13章を読んでおく。 

事後学習 授業で学んだことの復習。 

課題研究

１ 

課題「季節をテーマにした平面制作」 

事前に行うこと：折り紙を折ることに慣れておく。季節を感じさせるテーマを見つけ、構想を練る。下書き。 

折り紙、新聞紙、お菓子の包み紙、その他の素材を使用して白画用紙に制作する。その際、折り紙での制作物を２種類

以上取り入れること。 

形式：白画用紙（8つ切３８×２７cm）に制作する。作品は写真を撮りメールに添付して送る。または、作品自体を郵

送する。 

実施時期：第４回の授業後。 

提出期限：第５回の授業後。 

事後学習：作品を制作する段階で感じたこと、考えたことをまとめる。 

課題研究

２ 

課題「季節をテーマにした平面制作に基づくお話作り」 

１、課題研究１で制作した制作物のタイトルとその制作物に関連づけた子どもに向けたお話を考えまとめる。 

２、今回の表現活動全体を通しての感想をまとめる。 

レポート形式：課題研究１の作品と一緒にメールまたは郵便で送る。(1,2とも 500〜600字程度) 

実施時期：第 4回の授業後 

提出期限：第 5回の授業後 

事後学習：保育現場を想定し、子どもたちの前で自身の作品のお話をする練習をする。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
保育内容総論 （2 単位） 

３．科目番号 JNNT1101 

２．授業担当教員 山本 健志郎 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

保育者として保育内容を考える際、保育内容の５領域や子どもの活動に対する理解は重要である。しかし、

子どもの実態に応じて保育を構想するためにはこれらの理解のみでは十分条件とはならない。これらに加え

て、養護と教育が一体的に展開する保育、環境を通して行う保育、遊びによる総合的な保育といった一連の

保育内容の展開に関する考え方への理解が深まることで、はじめて目の前の子どもの姿から具体的に保育を

構想することが可能となる。本講義の目的はここにあり、子どもの姿から保育を構想していく際に必要な考

え方を身につけることを目指す。 

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．保育所保育指針、幼稚園教育要領、認定こども園保育・教育要領に基づいた現代の保育の全体的な構造

を理解し、説明できる。 

２．保育の歴史的変遷について学び、保育の基本及び保育内容について「保育の目標」、「子どもの発達」、

「保育の内容」を関連付けて説明できる。 

３．子どもの生活や遊びの総合性を理解し、保育内容を領域別に指導するのでは無く、相互関連性等を踏ま

えた総合的な指導の在り方を理解する。特に、各領域が発達を捉える視点であることを具体的に説明する

ことができる。 

４．子どもの発達の特性や発達過程を踏まえた観察や記録の観点を習得し、子ども理解を深める姿勢を身に

付ける。 

５．多様な保育展開について学び、子どもの育ちに相応しい保育を構想することができる。 

６．現代社会における様々な保育課題を知り、常に保育者としての資質と専門性の向上に努める姿勢を身に

付ける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

各提出物の課題及び小テストを実施します。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

関口はつ江『実践理解のための保育内容総論』大学図書出版 

【参考資料】 

保育所保育指針（平成 29 年 3 月告示 厚生労働省） 

幼稚園教育要領（平成 29 年 3 月告示 文部科学省） 

幼保連携型認定こども園教育・保育要領（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 

○成績評価の基準 

１．授業に対する参加態度（授業に臨む姿勢、個別学習・グループ学習における課題への取り組み）は意欲

的であったか。 

２．提出物の期日は順守できたか、取り組みの内容は十分なものであったか。 

３．（試験）授業を踏まえて学習目標に示された内容が定着していたか。 

(レポート）テーマに沿って分かりやすい表現・明瞭かつ論理的なレポートを作成できたか。 

○評定の方法 

１．授業態度 50% 

２．提出物とその内容 20% 

３．期末試験もしくは期末レポート 30%  

12．受講生への 

メッセージ 

子どもの発達は各領域が複雑に影響し合いながら総合的に進んでいきます。一つの保育から様々な保育効果

が得られ、子どもと保育者と遊びの関係から無限に広がります。保育とはどのようなものかを総合的に理解

できるよう一緒に学びましょう。 

13．オフィスアワー 別途通知 

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 
幼稚園教育要領、保育所保育指針に示された教育
の基本をふまえた「保育内容総論」の意義 

事前学習 
学校教育の教育内容と保育所・幼稚園の保育内容の
自分のイメージを整理しておく。 

事後学習 保育内容総論の意義をまとめる。 

第２回 
子どもの発達と保育内容―幼稚園教育要領、保育
所保育指針における各領域のねらい、内容、指導
上の留意点をふまえて― 

事前学習 幼稚園教育要領の第２章の前文を読んでおく。 

事後学習 子どもの経験と学習の関係を復習する。 

第３回 
子ども理解・保育理解と保育内容（１） 

 －子ども観と保育観の理解－ 

事前学習 子ども理解の意味を考える。 

事後学習 子ども観と保育観の意味を復習する。 

第４回 
子ども理解・保育理解と保育内容（２） 

 －子ども観・保育観と保育内容－ 

事前学習 子ども観と保育観の関係を考察する。 

事後学習 子ども理解と保育内容の関係についてまとめる。 



 

 

第５回 

保育所保育指針・幼稚園教育要領・幼保連携型認

定こども園教育・保育要領について（１） 

 －保育所保育指針の理解、及び保育所における
乳幼児の経験と発達に即した保育と、小学校の教
科とのつながりを考える－ 

事前学習 保育所保育指針の第１章を読んでおく。 

事後学習 保育所保育指針を読み、保育内容の理解を深める。 

第６回 

保育所保育指針・幼稚園教育要領・幼保連携型認

定こども園教育・保育要領について（２） 

 －幼稚園教育要領の理解、及び幼稚園における
幼児の経験と発達に即した保育と、小学校の教科
とのつながりを考える－ 

事前学習 幼稚園教育要領の第１章を読んでおく。 

事後学習 幼稚園教育要領を読み、保育内容の理解を深める。 

第７回 
教育課程・保育の全体計画と指導計画、及び指導
案の作成 

事前学習 
幼稚園教育要領・保育所保育指針に示されている教
育課程・保育の全体計画の箇所を読んでおく。 

事後学習 
指導案を立てる意味と実践するうえでの留意点を
復習する。 

第８回 模擬保育（乳児対象）と保育の評価 

事前学習 
乳児の発達について調べておく。模擬保育のシミュ
レーションをする。 

事後学習 
模擬保育で学習した事柄をふまえて乳児対象の保
育内容での留意点をまとめる。 

第９回 
模擬保育（幼児対象）と保育の評価（１） 
―保育者の子どもへの関わりを中心として― 

事前学習 
幼児の発達について調べておく。模擬保育のシミュ
レーションをする。 

事後学習 
模擬保育で学習した事柄をふまえて幼児対象の保
育内容での留意点をまとめる。 

第１０回 
模擬保育（幼児対象）と保育の評価（２） 
―保育実践における環境の再構成を中心として、
適切な教材を研究する－ 

事前学習 
指導案作成上のポイントをまとめる。模擬保育のシ
ミュレーションをする。 

事後学習 
模擬保育で学習した事柄をふまえて、幼児対象の指
導案作成と保育実践における環境の再構成につい
てまとめる。 

第１１回 保育内容の歴史的変遷 

事前学習 明治以降の日本の歴史について調べてくる。 

事後学習 保育内容の歴史的変遷についてまとめる。 

第１２回 保育実践の動向と保育の多様な構想と展開 

事前学習 教科書のコラムの箇所を読んでおく。 

事後学習 現代社会と多様な保育についてまとめる。 

第１３回 授業内容のまとめとポイントの検証 

事前学習 授業で学んだことを振り返る。 

事後学習 授業で学んだことをもう一度振り返る。 

課題研究

１ 

研究課題：保育における 5領域の理解するためのワークシートを課す。 

実施時期：第 2回の授業後に課し、第 3回の授業開始時に回収する。 

事後指導：第 3回と第 4回での子どもの理解にワークシートを活用し、理解を深める。 

課題研究

２ 

研究課題：模擬保育の指導案を作成する。 

実施時期：第 7回の授業終了後に課し、第 8回の授業開始時に回収する。 

事後指導：模擬保育を行った後、意見交換を行い、省察し学びを共有する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 保育表現技術演習 （2単位） 

３．科目番号 
JENT3419 

JNNT2419 
２．授業担当教員 林 麻由美 

４．授業形態 演習・グループ活動等 ５．開講学期 春期・秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 保育表現技術演習教科は保育における表現技術を学習し、保育に関する基礎理論、保育内容、保育技能

等、学習した知識・技能をこの保育表現技術の中で活かし、それらの体験を通して、保育における表現技

術をスキルアップし、総合的に深めていくことを目的としている。同時に保育者にもとめられる人間性の

醸成をはかっていくものである。 

８．学習目標 

1. 保育者には総合的な表現力（身体表現・言語表現・音楽表現・造形表現）を身につける。 

2. 子どもにとって「保育者は良いモデルになること」になるためにはどうすればよいかを習得する。 

3. 保育者は受容が大切であることを理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポート

課題 

１．授業内容に即しての活動準備 

２．発表の準備 

10．教科書・参考書・教

材 

【教科書】特になし。必要な資料は配布する。 

【参考書】改訂 幼稚園教諭・保育士養成課程『幼児のための音楽教育』教育芸術社 2018 

11．成績評価の規準と評

定の方法 

○成績評価の規準 

1．総合的な表現力を身につけたか 

2．保育者として必要な表現力について理解し，自身の表現技術を高めることができたか 

○評定の方法 

保育教材制作・実施計画書の作成 20％ 

保育教材実践プレゼンテーション 60％、 

振り返りシートの作成・授業への取り組み 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

学習目標が達成できるよう努力しましょう。保育者として必要な知識と表現技術を身につけましょう。 

13．オフィスアワー 授業内で周知する。 

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（シラバス説明・授業概要） 
事前学習 シラバスを確認しておく。 

事後学習 保育者表現技術の理解を深める。 

第２回 歌唱に基づいた表現技術ドレミ唱と手遊び等 
事前学習 手遊びの練習 

事後学習 手遊びの復習 

第３回 「子どもの歌」の弾き歌い技術演習「アイアイ」 
事前学習 課題曲の片手練習、歌の練習をしておく。 

事後学習 授業の復習 

第４回 
「子どもの歌」の弾き歌い技術演習「おもちゃのチ

ャチャチャ」 

事前学習 課題曲の片手練習、歌の練習をしておく。 

事後学習 授業の復習。 

第５回 
「子どもの歌」の弾き歌い技術演習 リズム楽器を

取り入れた弾き歌いアンサンブル 

事前学習 課題曲のパート練習をしておく。 

事後学習 授業の復習。 

第６回 「子どもの歌」の弾き歌い技術演習まとめ 
事前学習 課題曲のパート練習をしておく。 

事後学習 授業の復習。振り返りシートの作成 

第７回 エプロンシアターの演習① 台本を読む 
事前学習 台詞を読んでおく。 

事後学習 演じ方を復習する。挿入歌を覚える。 

第８回 エプロンシアターの演習② 人形を使って演じる 
事前学習 台詞を読んでおく。 

事後学習 演じ方を復習する。挿入歌に振り付けをする。 

第９回 エプロンシアターの演習③ 演じる練習 

事前学習 台詞を覚える。 

事後学習 
演じ方を復習するとともに挿入歌、振り付けを覚

える。 

第１０回 エプロンシアターの演習④ 台詞を覚えて演じる 
事前学習 

台詞、挿入歌、振り付けを覚え、演じ方の反復練

習をする。 

事後学習 演じ方を復習する。 

第１１回 エプロンシアター試演会 
事前学習 発表の準備 

事後学習 振り返りシートの作成 

第１２回 エプロンシアター試演会 
事前学習 発表の準備 

事後学習 振り返りシートの作成 

第１３回 保育表現技術演習のまとめ 
事前学習 保育表現技術の授業全体を通してのまとめ 

事後学習 保育表現技術の授業全体を通してのまとめ 

課題研究

１ 

課題「子どもの歌をイメージした平面制作」 

制作にあたっての条件：〇、△、□の形を入れた表現とする。（折り紙、色画用紙などを使い白画用紙に制作する。） 

事前学習：様々な子どものうたを歌ったり、弾いたりして、自身の思いが子ども達に伝えられるような曲選びをする。 

構想を練る。下書き。 

形式：白画用紙（8つ切３８×２７cm）に制作する。作品は写真を撮りメールに添付して送る。または、作品自体を郵

送する。 



 

 

実施時期：第６回授業後 

提出期限：第８回授業後 

事後学習：作品を制作する段階で感じたこと、考えたことをまとめる。 

課題研究

２ 

課題「子どもの歌をイメージした平面制作に基づくお話作り」 

１、課題１で制作した自身の作品のタイトルとその作品に関連づけた子どもに向けたお話を考えてまとめる。 

２、なぜこの子どもの歌を選んだのか、また、自身の作品で子どもにどんなことを伝えたいのかをまとめる。 

レポート形式：課題研究１の作品と一緒にメールまたは郵便で送る。(1,2とも 500〜600字程度) 

実施時期：第６回授業後 

提出期限：第８回授業後 

事後学習；保育現場を想定し、子どもたちの前で歌えるように、また自身の作品のお話をする練習をする。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 幼児体育 （2単位） 

３．科目番号 JNNT1109 

２．授業担当教員 佐藤 友樹 

４．授業形態 講義、実技と演習およびディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 幼児の体力低下は現代社会の大きな問題となっている。多くの時間を幼稚園や保育園で過ごす幼児にとっ

て、園生活の中に「運動遊び」を取り入れることは、体力向上の大きな要因となる。本講義では保育者自身

が、「楽しく」「安全に」「より効果的な」運動遊びを体験すると同時に、その指導法を修得することを目的と

する。 

８．学習目標 

・子どもの運動発達の順序を理解し、年齢にあった適切な運動遊びの指導が実践できるようにする。 

・幼児に対して多種多様な運動遊びを提供するだけではなく、保育者自身が正確にその手本を示すことがで

きる技術を習得する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

実技試験：なわあそび、マットあそび、鉄棒あそび。 

課題レポート：運動会の評価。 

10．教科書・参考書・

教材 

必要に応じて適宜資料を配布します。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．授業で学んだ運動指導法がしっかりと習得されると同時に、実践できるかを実技試験で評価する。 

２．授業内で行った実技内容が、分かりやすい文章と図によって示され、現場で使える資料ノートとして作

成されているか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、実技試験、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５０％ 

２ 実技試験        総合点の３０％       

３ 課題レポート      総合点の２０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

第 1回の授業は、教室でオリエンテーションとする。 
第 2回から第 12回までは、体育館で実技となるので運動ができる服装を準備すること。原則、ジャージで参
加すること。また、体育館シューズを準備すること。 

第 13回の授業は、教室で授業の振り返りを行う。 

13．オフィスアワー 授業内で周知する。 

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 
事前学習 

シラバスに目を通して本授業内容を確認す

る。 

事後学習 今後の学習計画を立てる。 

第２回 伝承あそび 
事前学習 伝承あそびがどのようなあそびか調べる。 

事後学習 伝承あそびの指導法を検討する。 

第３回 ボールあそび 
事前学習 ボールあそびがどのようなあそびか調べる。 

事後学習 ボールあそびの指導法を検討する。 

第４回 なわあそび 
事前学習 なわあそびがどのようなあそびか調べる。 

事後学習 なわあそびの指導法を検討する。 

第５回 マットあそび 
事前学習 マットあそびがどのようなあそびか調べる。 

事後学習 マットあそびの指導法を検討する。 

第６回 鉄棒あそび 
事前学習 鉄棒あそびがどのようなあそびか調べる。 

事後学習 鉄棒あそびの指導法を検討する。 

第７回 跳び箱あそび・平均台あそび 

事前学習 
跳び箱あそび・平均台あそびがどのようなあ

そびか調べる。 

事後学習 
跳び箱あそび・平均台あそびの指導法を検討

する。 

第８回 実技試験 
事前学習 実技試験の準備をする。 

事後学習 実技試験の結果を振り返る。 

第９回 
創作ダンス① 

 創作 

事前学習 ダンスを創作する準備をする。 

事後学習 創作したダンスの確認をする。 

第１０回 
創作ダンス② 

 発表会 

事前学習 発表会の準備をする。 

事後学習 発表会を振り返る。 

第１１回 運動会を企画 
事前学習 運動会の計画を立てる。 

事後学習 運動会の計画の最終チェックをする。 

第１２回 運動会 
事前学習 運動会の準備をする。 

事後学習 競技を振り返る。 

第１３回 まとめ(授業の振り返り) 
事前学習 これまでの授業内容を振り返る。 

事後学習 これまでの授業内容を整理する。 



 

 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：幼児に対し表現あそび・リズムあそびを指導する際の留意事項（例：安全面の配慮、学習のねらい等）

についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A４用紙 1枚（１０００字程度） 

       指定のレポート用紙を授業内で配布します 

実施時期：第３回の授業後に実施 

提出期限：第４回の授業終了時までに提出 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第５回授業終了後に実施教室（体育館）で行う。 

     添削内容等について引き続き質問がある場合はその後の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：表現あそび・リズムあそびの指導法について整理する。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：幼児に対し運動会を企画する際の留意事項（例：安全面の配慮、学習のねらい等）についてレポート

にまとめなさい。 

レポート形式：A４用紙 1枚（１０００字程度） 

       指定のレポート用紙を授業内で配布します 

実施時期：第１０回の授業後に実施 

提出期限：第１１回の授業終了時までに提出 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第１２回授業終了後に実施教室（体育館）で行う。 

     添削内容等について引き続き質問がある場合はその後の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：幼児に対し運動会を企画する際のポイントについて整理する。 

 

T_OTSUKA
テキスト ボックス
　15.実務経験を有する教　　員特記事項

T_OTSUKA
テキスト ボックス
　　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の知見を活かし、「7」に示す講義概要に則した講義を行う。



 

 

１．科目名（単位数） 幼児体育 （2単位） 

３．科目番号 JNNT1109 

２．授業担当教員 相原 豊 

４．授業形態 講義、実技と演習およびディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 幼児の体力低下は現代社会の大きな問題となっている。多くの時間を幼稚園や保育園で過ごす幼児にとっ

て、園生活の中に「運動遊び」を取り入れることは、体力向上の大きな要因となる。本講義では保育者自身

が、「楽しく」「安全に」「より効果的な」運動遊びを体験すると同時に、その指導法を修得することを目的と

する。 

８．学習目標 

・子どもの運動発達の順序を理解し、年齢にあった適切な運動遊びの指導が実践できるようにする。 

・幼児に対して多種多様な運動遊びを提供するだけではなく、保育者自身が正確にその手本を示すことがで

きる技術を習得する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題１ 実技試験（マット・跳び箱・鉄棒・縄跳び・竹馬） 

課題２ 使用した教材を使用した準備体操の発表とレポート 

10．教科書・参考書・

教材 

必要に応じて適宜資料を配布します 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．授業で学んだ運動指導法がしっかりと習得されると同時に、実践できるかを実技試験で評価する。 

２．授業内で行った実技内容が、分かりやすい文章と図によって示され、現場で使える資料ノートとして作

成されているか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、実技試験、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５０％ 

２ 実技試験        総合点の３０％       

３ 課題レポート      総合点の２０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

教員であり指導者・保育者としての心構えで受講してください。 

実技等を行う場合はジャージで参加すること（ジーンズ、スウェット等は禁止） 

室内では体育館シューズが必要です。 

13．オフィスアワー 講義内で周知します 

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 

幼児体育の目標とねらい－保育指針・幼稚園教育要領－ 

事前学習 保育指針と幼稚園教育要領に目を通す。 

事後学習 幼児体育の目標とねらいをまとめる。 

第２回 集団遊び（ジャンケン・鬼あそび） 
事前学習 ジャンケン・鬼あそびの種類を調べる。 

事後学習 集団遊びを実施できるようにする。 

第３回 集団遊び（ボールあそび） 
事前学習 ボールあそびの種類を調べる。 

事後学習 集団遊びを実施できるようにする。 

第４回 集団遊び（竹馬など伝承あそび） 
事前学習 

伝承あそびの種類を調べる。－各項目レポー

ト課題 

事後学習 集団遊びを実施できるようにする。 

第５回 器械運動（マット運動あそび） 
事前学習 マット運動の種類を調べる。 

事後学習 マット運動を実施できるようにする。 

第６回 器械運動（跳び箱運動あそび） 
事前学習 跳び箱運動の種類を調べる。 

事後学習 運動を実施できるようにする。 

第７回 器械運動（鉄棒運動あそび） 

事前学習 鉄棒運動の種類を調べる。 

事後学習 
鉄棒運動を実施できるようにする。－各項目

レポート課題 

第８回 リズムジャンプあそび 
事前学習 ジャンプの種類を調べる。 

事後学習 リズムジャンプを実施できるようにする。 

第９回 創作リズムあそび（グルーピング＋プログラミング） 

事前学習 リズム運動を調べる。 

事後学習 
リズム運動を実施できるようにする。－各項

目レポート課題 

第１０回 創作リズムあそび②（リハーサル＋発表会 
事前学習 準備体操の種類を調べる。 

事後学習 創作リズム体操を実施できるようにする。 

第１１回 縄跳びあそび（短縄） 
事前学習 短縄の種類を調べる。 

事後学習 短縄あそびを実施できるようにする。 

第１２回 縄跳びあそび（長縄） 
事前学習 長縄の種類を調べる。 

事後学習 長縄あそびを実施できるようにする。－各項 

第１３回 講義：総合まとめ 
事前学習 子どもの運動について調べる。 

事後学習 幼児体育について考察する。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：器械運動の実施と補助について 

レポート形式：A4用紙 3枚、1種目 1枚＝3種目（１０００字程度）指定のレポート用紙を授業内で配布します 



 

 

添削内容等について引き続き質問がある場合はその後の授業で随時受け付け適宜指導する。  

事後学習：器械運動の補助方法を整理する 

実施時期：第 7回の授業後に実施する。 

提出期限：第 8回の授業前に提出する。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：全運動遊びを考慮した運動会開催案について 

レポート形式：A4用紙 1枚に指導案形式。（１０００字程度）指定のレポート用紙を授業内で配布します 

添削内容等について引き続き質問がある場合はその後の授業で随時受け付け適宜指導する。  

事後学習：集団遊び、器械運動、リズムあそび、縄あそびの実施方法を整理する 

実施時期：第 12回の授業後に実施する。 

提出期限：第 13回の授業前に提出する。 

 

T_OTSUKA
テキスト ボックス
　　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知見を活かし、「7」に示す講義概要に則した講義を行う。
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　15.実務経験を有する教　　員特記事項



 

 

１．科目名（単位数） 幼児理解 （2 単位）H 

３．科目番号 

SJMP2312 

SSOT2408 

SCOT2408 

JNCS1405 
２．授業担当教員 鈴木 美子 

４．授業形態 講義 ５．開講学期 春期・秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

幼児期の保育は、幼児一人ひとりの発達の特性に応じ、発達の課題に即した指導を行うことが重要です。 

本科目では、幼児一人ひとりの行動や内面の理解、発達を適切に把握できるよう、実践事例（文献、映像）

等を用いて、幼児の生活の実際とその理解、具体的な指導のとらえと意味、幼児期の保育における環境のと

らえ方、評価の在り方、幼小の連携、並びに行事について学びます。 

８．学習目標 

・保育は環境を通して行うものであることが理解できるようになる。 

・保育者の役割をあげ、説明することができるようになる。 

・幼児期の保育における評価について説明することができるようになる。 

・幼小の学びの関連性が分かるようになる。 

・行事の意味が分かり、日常の保育との関係を説明することができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ
ート課題 

宿題：必要に応じて次回の授業に関するプリントを渡します。記入箇所に記載し、自分の考えをまとめ、文
章化した上で各回の授業（ディスカッション）に臨んで下さい。ディスカッションを充実させること

につながります。 

レポート：課題を授業中に提示します。 

10．教科書・参考書・
教材 

【教科書】小田豊編著『幼児教育の方法』北大路書房。 

【参考書】幼稚園教育要領解説、保育所保育指針解説書、幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説 

11．成績評価の規準
と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．保育及び幼児理解の基本を理解しているか。 

２．幼児期の発達が理解できたか。 

３. 保育者の役割を理解し、保育者の姿勢を意識して捉えてようとしているか。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、グループワークで協働する態度、提出物、理解度を総合して評価

する。 

１ 受講態度        30％ 

２ 小テストによる理解度  40％ 

３ 提出物         30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

大人になってきている自分を、もう一度振り返って、幼児期の自分の心や眼差しを思い起こしながら、子
どもの目線になって幼児理解を試みてみましょう。 

実践事例を通して、具体的に捉え考えることの積み重ねによって幼児理解を確かなものへと構築していき
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 授業概要、授業計画、保育とは 
事前学習 幼稚園教育要領解説とポイントを読んでおく。 

事後学習 幼児期の発達の特徴をまとめる。 

第２回 
環境を通して行う保育（その１） 

―子どもにとっての環境の意味― 

事前学習 プリントを読み必要箇所に記入しておく。 

事後学習 環境の意味をまとめる。 

第３回 
環境を通して行う保育（その２） 

―保育者の役割― 

事前学習 プリントを読み必要箇所に記入しておく。 

事後学習 保育者の役割をまとめる。 

第４回 
環境を通して行う保育（その３） 

―友だちという存在― 

事前学習 プリントを読み必要箇所に記入しておく。 

事後学習 友だちの存在についてまとめる。 

第５回 

実践事例の映像から 

―環境に関わって遊びを展開する子ども

の姿を具体的に捉える― 

事前学習 プリントを読んで課題を考えてまとめておく。 

事後学習 
事例をもとに環境の意味を具体的にまとめる 

第６回 
実践事例の映像から 

―保育者の援助を具体的に捉える― 

事前学習 プリントを読んでおく。 

事後学習 
事例をもとに、保育者の援助を具体的に捉えその意味を文
章化する 

第７回 ３歳児の保育 

事前学習 プリントを読んでおく。 

事後学習 
3 歳児の発達と保育についてワークシートを仕上げ理解す
る。 

第８回 保育の評価 
事前学習 プリントを読んで空欄に適当な文章を記入しておく。 

事後学習 反省評価についてまとめる 

第９回 
連携を生かした保育 

―保育における連携とは― 

事前学習 プリントの必要箇所に記入しておく。 

事後学習 保育における連携についてまとめる。 

第１０回 

連携を生かした保育 

―保育場面と小学校以降の学びの関連性
を捉える― 

事前学習 プリントの必要箇所に記入しておく。 

事後学習 
幼児期における学びの芽生えとそれ以降の学習との関連を

まとめる 

第１１回 
行事を生かした保育 

―保育における行事の意味― 

事前学習 プリントを読んでおく。 

事後学習 
幼稚園教育要領解説とポイントの該当箇所を読み、行事の
意味をまとめる 

第１２回 
行事を生かした保育 

―運動会の実践事例から― 

事前学習 運動会について、幼児期の体験をまとめておく。 

事後学習 
映像の中の、幼児の具体的な姿を文章化し、日常の保育と
のつながりを捉える。 

第１３回 まとめ 事前学習 本授業の要点や課題を整理しておく。 



 

 

事後学習 
本授業を通して学んだことを振り返り、各課題に関するポ
イントを文章化する 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第７回の講義内容を踏まえ、「４歳児の発達と保育者の援助」についてレポートを作成する。 

レポート形式：A4用紙１枚（1,200字程度） 

実施時期：第７回後に実施する。 

提出期限：第８回授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 13回授業で教室にて行う。 

     質問等は随時受け付ける。オフィスアワー等研究室にて（事前に申し出てください。） 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第７回の講義内容を踏まえ、「５歳児の発達と保育者の援助」についてレポートを作成する。 

レポート形式：A4用紙１枚（1,200字程度） 

実施時期：第７回後に実施する。 

提出期限：第８回授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 13回授業で教室にて行う。 

     質問等は随時受け付ける。オフィスアワー等研究室にて（事前に申し出てください。） 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 幼稚園教育実習指導Ⅱ （1 単位） 

３．科目番号 JNEL2433 

２．授業担当教員 山本 健志郎 

４．授業形態 

講義や演習（実習Ⅰの反省、遊び・一斉活動による保育等）一日の

保育についてグループで討議し、計画と実践、反省を具体的に体験

して実践的に学び合うことを重視します。 

５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

幼稚園教育実習Ⅰの反省・省察をもとに、保育の実際から、幼児の理解を深めるとともに、幼児の育ちに

応じた指導の在り方をビデオや演習による学習を加えながら学びます。 

保育の 1日実習の模擬保育体験を中心に、幼児の主体性を育む「環境による教育」を具体的に学びます。 

（保育過程の理解、教材研究、一日の指導案の作成、指導方法、計画・実践・反省の関係等） 

８．学習目標 

・実習Ⅰの反省をもとに、1 日の流れに沿って、具体的な保育場面の子ども理解と指導のポイントをとら

え、説明できるようになる。 

・幼稚園における保育内容、ねらい、指導の関係を具体的に理解し、説明できるようになる。 

・子どもの生活を理解し、日々のつながりを踏まえた１日の保育計画を立てられるようになる。 

・子どもの活動を総合的に把握し、教師の役割や専門性について理解を深め、実習Ⅱの課題設定につなげ

て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 

実習日誌の書き方や実習生の在り方などの理解度を確認する課題を課す。 

模擬保育、指導計画の作成を課題をとして課す。 

幼稚園教育実習Ⅱに向け、保育者としての責任と専門性の自覚及び課題をレポートとして課す。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

玉置哲淳・島田ミチコ監修『幼稚園教育実習』建帛社 

東京福祉大学編『幼稚園教育実習の手引き』 

文部科学省『幼稚園教育要領解説』フレーベル館 2018年 

内閣府・文部科学省・厚生労働省『幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説』2018年 

演習等の資料としてプリントを配付する。保育場面を取り上げた教材ビデオ等を視聴する予定。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

〇成績評価の規準 

 １ 授業の中での模擬保育や幼稚園教育実習Ⅰを通して、保育者としての課題や目標を考えられる・ 

 ２ 幼児のよりよい発達を促す保育の内容や方法（各年齢の生活や発達の特徴、環境の構成、保育者の援

助）などについて理解を深め、一日の指導計画を作成できる。 

〇評定の方法・・・授業への取り組み姿勢、課題提出、期末レポート等を総合して評価する。 

授業態度（総合点の 30％）  提出物（総合点の 20%） レポート（総合点の 50%） 

12．受講生への 

メッセージ 

 幼稚園実習は保育者養成課程で重要な科目です。特に幼稚園実習Ⅰは観察・参加が主な実習であったが、

幼稚園実習Ⅱでは実践、責任実習が主な目的となるため、保育者として働いていく皆さんには貴重な経験と

なるでしょう。そのことを自覚し、授業に臨んでください。 

13．オフィスアワー 別途通知 

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、幼稚園教育実習Ⅱの目的と内容 

幼稚園教育実習指導Ⅰの振り返り 

事前学習 

既に配付されている『幼稚園教育実習の手

引き』を通読し、重要事項にマークをしてお

く。 

教育実習Ⅱの目的や内容を調べておく。 

事後学習 
幼稚園教育実習指導Ⅰの感想や課題を発表

できるように用意しておく。 

第２回 

幼稚園教育実習指導Ⅰ、保育実習の省察と課題の抽出 

実習生の心構えと実習生としての在り方 

子ども理解と保育者の関わり方 

（実習園の保育者との関係、子どもへの関わり方） 

事前学習 
保育所実習や幼稚園教育実習指導Ⅰの感想

や課題を発表できるようにしておく。 

事後学習 
幼稚園の一日についてシートに整理してま

とめる。 

第３回 
実習日誌の書き方 

模擬保育のグループ作成 

事前学習 
実習日誌についての疑問や課題などを整理

しておく。 

事後学習 
模擬保育の年齢‣時期、保育内容を構想す

る。 

第４回 

全日実習（責任実習）の目的と内容 

・「一斉保育」の意義と保育のポイント 

・一日の反省、評価を翌日の指導（保育）へ 

事前学習 教科書の該当するページを読んでおく。 

事後学習 

ＨＰ等で自分が行く実習園の概要を調べて

おく。模擬保育で対象にする年齢の一般的

な姿を調べておく。 

第５回 

全日実習（責任実習）の指導案の作成の仕方① 

・部分実習の指導計画の立て方 

・部分実習の積み重ね型の一日の指導計画 

事前学習 

『幼稚園教育要領解説』（pp.96～123）を読

み直し、指導計画の基本的事項について理

解しておく。 

事後学習 
グループの話し合いを基に模擬保育のねら

いや内容を指導案用紙に記入する。 

第６回 
全日実習（責任実習）の指導案の作成の仕方② 

実習日誌を基にした一日の指導計画 

事前学習 保育実習の実習日誌を振り返る。 

事後学習 
指導案の作成の仕方を振り返り、指導案用

紙に下書きを作成しておく。 



 

 

第７回 
幼稚園教育実習Ⅰの目標や内容、心構え等の確認 

幼稚園教育実習Ⅰの諸準備・話し合い 

事前学習 
幼稚園教育実習指導Ⅰの期末レポートを読

み直し、目標や課題を確認しておく。 

事後学習 幼稚園教育実習Ⅰへの準備をする。 

第８回 
模擬保育⑴の実施と観察 

模擬保育⑴についての協議、記録の整理 

事前学習 

模擬保育（１）の提案者は、指導案を前日ま

でに提出し、授業前までに教材・用具等を準

備しておく 

事後学習 
模擬保育（１）の記録と考察を作成し、次回

に提出できるようにしておく。 

第９回 
模擬保育⑵の実施と観察 

模擬保育⑵についての協議、記録の整理 

事前学習 

模擬保育（2）の提案者は、指導案を前日ま

でに提出し、授業前までに教材・用具等を準

備しておく 

事後学習 
模擬保育（2）の記録と考察を作成し、次回

に提出できるようにしておく。 

第１０回 
模擬保育⑶の実施と観察 

模擬保育⑶についての協議、記録の整理 

事前学習 

模擬保育（3）の提案者は、指導案を前日ま

でに提出し、授業前までに教材・用具等を準

備しておく 

事後学習 
模擬保育（3）の記録と考察を作成し、次回

に提出できるようにしておく。 

第１１回 
模擬保育⑷の実施と観察 

模擬保育⑷についての協議、記録の整理 

事前学習 

模擬保育（4）の提案者は、指導案を前日ま

でに提出し、授業前までに教材・用具等を準

備しておく 

事後学習 
模擬保育（4）の記録と考察を作成し、次回

に提出できるようにしておく。 

第１２回 

模擬保育を通しての学びや課題についての協議 

（自身の反正評価、子どもの役割の記録と考察、観察者

の記録と考察から） 

事前学習 
模擬保育において気づいた課題や学びなど

についてまとめておく。 

事後学習 
幼稚園教育実習Ⅱの目標や課題などの案を

作成しておく。 

第１３回 

期末レポートについて 

幼稚園教育実習Ⅱに向けての疑問や課題 

幼稚園教育実習Ⅱの諸準備・事後指導について 

事前学習 

他の科目の学習、模擬保育からの学びなど

を資料に期末レポートの構想をねってお

く。 

事後学習 

模擬保育から学んだこと、幼稚園教育実習

Ⅱの課題や目標を記入し、期末レポートを

完成し、提出する。（レポート） 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：実習で育むべき保育者としての専門性、及び実習の態度についてレポート課題を課す。 

レポート形式：A4用紙 1枚、1200字程度 

実施時期：第 3回の授業後に課し、第 4回の授業開始時に回収する。 

事後指導：第 7回の授業内で課題内容に対し、意見交換等を通し、学びを共有する。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 4回～第 6回の授業内容を踏まえ、指導案を作成し、提出する。 

実施時期：第 6回の授業後に実施する。 

提出期限：第 7回の授業開始時に回収する。 

事後指導：模擬保育を通し、指導案について添削指導、質疑応答や意見交換をして学んだことをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
幼稚園教育実習指導Ⅱ （1 単位） 

３．科目番号 JNEL2433 

２．授業担当教員 荒木 由紀子 

４．授業形態 

講義や演習（実習Ⅰの反省、遊び・一斉活動による保育等）一日の

保育についてグループで討議し、計画と実践、反省を具体的に体験

して実践的に学び合うことを重視します。 

５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

幼稚園教育実習Ⅰの反省・省察をもとに、保育の実際から、幼児の理解を深めるとともに、幼児の育ちに

応じた指導の在り方をビデオや演習による学習を加えながら学びます。 

保育の 1日実習の模擬保育体験を中心に、幼児の主体性を育む「環境による教育」を具体的に学びます。 

（保育過程の理解、教材研究、一日の指導案の作成、指導方法、計画・実践・反省の関係等） 

８．学習目標 

・実習Ⅰの反省をもとに、1日の流れに沿って、具体的な保育場面の子ども理解と指導のポイントをとら

え、説明できるようになる。 

・幼稚園における保育内容、ねらい、指導の関係を具体的に理解し、説明できるようになる。 

・子どもの生活を理解し、日々のつながりを踏まえた１日の保育計画を立てられるようになる。 

・子どもの活動を総合的に把握し、教師の役割や専門性について理解を深め、実習Ⅱの課題設定につなげて

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 

一日保育の指導（保育）計画の作成し提出する。 

模擬保育の体験などを通しての学びを発表し合う際の発表原稿や製作物等をレポートにまとめる。 

10．教科書・参考

書・教材 

玉置哲淳・島田ミチコ監修『幼稚園教育実習』建帛社 

東京福祉大学編『幼稚園教育実習の手引き』 

文部科学省『幼稚園教育要領解説』フレーベル館 2018年 

内閣府・文部科学省・厚生労働省『幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説』2018年 

演習等の資料としてプリントを配付する。保育場面を取り上げた教材ビデオ等を視聴する予定。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

〇成績評価の規準 

 １ 授業の中での模擬保育や幼稚園教育実習Ⅰを通して、保育者としての課題や目標を考えられる・ 

 ２ 幼児のよりよい発達を促す保育の内容や方法（各年齢の生活や発達の特徴、環境の構成、保育者の援

助）などについて理解を深め、一日の指導計画を作成できる。 

〇評定の方法・・・授業への取り組み姿勢、課題提出、期末レポート等を総合して評価する。 

授業態度（総合点の 30％）  提出物（総合点の 20%） レポート（総合点の 50%） 

12．受講生への 

メッセージ 

幼稚園教育実習Ⅰの実習成果や課題などを基盤にし、本科目での学習を通してさらに子ども理解を深め、子

どもたちのよりよい発達を促す保育計画の作成や指導の実践ができるようにしていきましょう。そのために

は常に自己課題を明確にしておくことです。今までの科目学習をフル活用して頑張って下さい。 

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 

授業内容と授業計画 

幼稚園教育実習Ⅱの目的と内容 

幼稚園教育実習指導Ⅰの感想及び課題等をまとめる。 

事前学習 

既に配付されている『幼稚園教育実習の手引

き』を通読し、重要事項にマークをしておく。 

教育実習Ⅱの目的や内容を調べておく。 

事後学習 
幼稚園教育実習指導Ⅰの感想や課題を発表

できるように用意しておく。 

第２回 

幼稚園教育実習指導Ⅰ、幼稚園、保育所実習等の感想及

び課題について 

実習生の心構え、実習生としての在り方、子ども理解

と保育者のかかわり方（実習園の保育者との関係、子ど

もへのかかわり）発表 

事前学習 
保育所実習や幼稚園教育実習指導Ⅰの感想

や課題を発表できるようにしておく。 

事後学習 

幼稚園の一日についてシートに整理してま

とめる。 

第 3回 

保育実践上の事例研究① 

保育事例を DVD で視聴し、実習生として望まれる態度

を理解する 

事前学習 
実習生を受け入れる園側の思いについてま

とめておく。 

事後学習 
DVD 視聴やグループ討論で得られた学びを

まとめておく。 

第 4回 

保育実践上の事例研究② 

保育事例を DVD で視聴し、子どもの育ちを理解する。 

模擬保育のグループ決め 

事前学習 
保育者の援助・留意点等についてまとめてお

く。 

事後学習 
DVD 視聴やグループ討論で得られた学びを

まとめておく。 

第 5回 

全日実習（責任実習）の目的と内容 

・「一斉活動」の意義と保育のポイント 

・一日の反省評価を翌日の指導（保育）へ 

模擬保育で取り上げる活動の選定、教材研究（グループ

活動） 

事前学習 教科書の該当するページを読んでおく。 

事後学習 

ＨＰ等で自分が行く実習園の概要を調べて

おく。模擬保育で対象にする年齢の一般的な

姿を調べておく。 

第 6回 

一日の指導（保育）計画の作成の仕方 

①幼児の姿（様々な時期の生活や発達の特徴） ②一日

のねらいと内容      

模擬保育のねらいや内容（グループ活動） 

事前学習 

『幼稚園教育要領解説』（指導計画の作成に

当たっての留意事項）を読み直し、指導計画

の基本的事項について理解しておく。 

事後学習 グループの話し合いを基に模擬保育のねら



 

 

いや内容を指導案用紙に記入する。 

第 7回 

一日の指導（保育）計画の作成の仕方 

③環境の構成 

④予想される幼児の活動と保育者の援助（環境の再構

成） 

模擬保育の計画を作成する。（グループ活動） 

事前学習 

模擬保育におけるねらいや内容を踏まえて

環境の構成を考え、指導案用紙に鉛筆で記入

しておく。 

事後学習 

グループの話し合いを生かして、幼児の姿、

ねらいと内容、環境の構成を指導案用紙に鉛

筆で記入する。 

第 8回 
模擬保育（１）の実施と観察 

模擬保育（１）について協議、記録の整理 

事前学習 

模擬保育(１)の提案者は、指導案を前日まで

に提出し、授業前までに教材・用具等を準備

しておく 

事後学習 
模擬保育(１)の記録と考察を作成し、次回に

提出できるようにしておく。 

第 9回 
模擬保育（２）の実施と観察 

模擬保育（２）について協議、記録の整理 

事前学習 

模擬保育(２)の提案者は、指導案を前日まで

に提出し、授業前までに教材・用具等を準備

しておく 

事後学習 
模擬保育（２）の記録と考察を作成し、次回

に提出できるようにしておく。 

第 10回 
模擬保育（３）の実施と観察 

模擬保育（３）について協議、記録の整理 

事前学習 

模擬保育（３）の提案者は、指導案を前日ま

でに提出し、授業前までに教材・用具等を準

備しておく 

事後学習 
模擬保育（３）の記録と考察を作成し、次回

に提出できるようにしておく。 

第 11回 
模擬保育（４）の実施と観察 

模擬保育（４）について協議、記録の整理 

事前学習 

模擬保育（４）の提案者は、指導案を前日ま

でに提出し、授業前までに教材・用具等を準

備しておく 

事後学習 
模擬保育（４）の記録と考察を作成し、次回

に提出できるようにしておく。 

第 12回 

模擬保育を通しての学びや課題についての協議 

（自身の反省評価、子ども役の記録と考察、観察者の記

録と考察から） 

事前学習 
模擬保育において気づいた課題や学びなど

についてまとめておく。 

事後学習 
幼稚園教育実習Ⅱの目標や課題などの案を

作成しておく。 

第 13回 

期末レポートについて 

幼稚園教育実習Ⅱに向けて疑問や課題 

幼稚園教育実習Ⅱの諸準備・事後指導等について 

事前学習 
他の科目の学習、模擬保育からの学びなどを

資料に期末レポートの構想をねっておく。 

事後学習 
保育教諭を目指す者としての心構えを再度

明らかにする。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 1 回～第 2 回の講義内容および幼稚園教育実習指導Ⅰを踏まえて、「実習日誌の作成についての課

題、実習日誌の書き方」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1枚 文字サイズ 10.5ポイント 明朝体 1000字程度 図などがあるとよい。また、実習日誌

をレポートに添付してもよい。 

実施時期：第 2回授業後に実施する。 

提出期限：第 3回授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 4回授業終了後に行う。 

     添削内容等について引き続き質問がある場合は、その後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通して学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

研究課題テーマ：第 3回～第 7回「の講義内容を踏まえて、「幼稚園教育実習Ⅱの目標や内容、心構え等について」レポ

ートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1枚 文字サイズ 10.5ポイント 明朝体 1000字程度 図などがあるとよい。また、実習日誌

をレポートに添付してもよい。 

実施時期：第 7回授業後に実施する。 

提出期限：第 8回授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 9回授業終了後に行う。 

     添削内容等について引き続き質問がある場合は、その後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通して学んだことをまとめる。また指導案に環境の構成、

予想される幼児の松堂と保育者の援助及び環境の再構成などを記入し、清書しておくこと。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 臨床心理学 （2単位） 

３．科目番号 
JECC2505 

JNCC2505 
２．授業担当教員 長谷川 有香 

４．授業形態 講義、討議、発表、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
特になし 

７．講義概要 

臨床心理学として、不適応や障害、病、苦悩の発生原因や発生過程、回復の過程を探る科学的側面と、問

題を抱える人々に寄り添いながら、適応の調整や人格的成長を促進することで問題の解消や軽減を目指す実

践的側面との両面を学ぶ。そのために、心理的援助を必要とする人々の心理を理解するだけでなく、問題を

理解するアセスメントの視点から各発達段階に生じやすい心理的問題や障害を理解する。また、問題の解決

に向かう代表的な援助の理論や技法について理解を深める。 

８．学習目標 

１．精神疾患や発達障害を含めて、心理的問題を抱える人々の心理を理解し、説明できる。 

２．各発達段階における心理的課題や障害を理解し、説明できる。 

３．不登校・いじめ・虐待・自死・非行問題といった代表的な心理臨床の問題を理解し、説明できる。 

４．心理アセスメントの考え方と方法について理解し、説明できる。 

５．主要な心理的援助の理論と技法を理解し、説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー
ト課題 

授業中に小テスト・小レポートを実施します。 

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．臨床心理学の構造、面接、査定、地域援助について理解し、説明できる。 

２．臨床心理学の役割を理解し、学んだことを実践の場でどのように応用するかを考察できる。 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する。 

１ 授業態度と参加姿勢   総合点の２０％ 

２ 試験          総合点の４０％ 

３ 課題レポート      総合点の４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

現代において，心の問題を抱え困っている人は決して少なくありません。心理的問題を抱えた人に対して，

どのようにかかわっていったらよいかを学ぶとともに，自分自身の問題についても，より上手に解決できる

ようになるよう，学びを深めていきましょう。 

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 オリエンテーション 
事前学習 シラバスを確認する 

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 パーソナリティの理論 
事前学習 自分自身の性格を言語化する 

事後学習 レジュメを見直して内容を理解する 

第３回 うつ病 
事前学習 うつ病について調べる 

事後学習 レジュメを見直して内容を理解する 

第４回 不安症 
事前学習 不安症について調べる 

事後学習 レジュメを見直して内容を理解する 

第５回 統合失調症 
事前学習 統合失調症について調べる 

事後学習 レジュメを見直して内容を理解する 

第６回 心的外傷後ストレス障害 
事前学習 トラウマについて調べる 

事後学習 レジュメを見直して内容を理解する 

第７回 心理アセスメント 
事前学習 心理検査について調べる 

事後学習 レジュメを見直して内容を理解する 

第８回 カウンセリング①理論 
事前学習 カウンセリング技法について調べる 

事後学習 レジュメを見直して内容を理解する 

第９回 カウンセリング②ロールプレイ 
事前学習 ロールプレイの準備をする 

事後学習 レジュメを見直して内容を理解する 

第１０回 認知行動療法①理論 
事前学習 認知行動療法について調べる 

事後学習 レジュメを見直して内容を理解する 

第１１回 
認知行動療法②マインドフルネス・ストレ

ス低減法 

事前学習 体験ワークの準備をする 

事後学習 レジュメを見直して内容を理解する 

第１２回 アサーション 
事前学習 自分の自己主張のやり方について見直す 

事後学習 レジュメを見直して内容を理解する 

第１３回 まとめとテスト 

事前学習 これまでの資料を整理する 

事後学習 
これまでの授業で学んだことを，保育や教育の現場でどのよ

うに生かせるか考える 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 2 回～第 7回の講義内容で取り扱った精神疾患の中から一つ選び，その特徴や原因，治療法など

についてまとめる。詳細は授業内で説明する。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1000字程度）  

実施時期：第 7回の授業後に実施する。  

提出期限：第 8回の授業開始時に提出する。  



 

 

事後学習：レポート作成と添削指導，質疑応答を通し学んだことをまとめる 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：本授業で学んだことが，自分の生活や将来にどのように生かせるかまとめる。詳細は授業内で説明

する。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1000字程度）  

実施時期：第 13回の授業後に実施する。  

提出期限：第 13回の授業後 2週間以内に提出する。  

事後学習：レポート作成と添削指導，質疑応答を通し学んだことをまとめる 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
レクリエーションワーク （2単位） 

３．科目番号 

GEHL2302 

GEHL1102 

GEHL2313 

JNGL2407 
２．授業担当教員 飯田 昌男 

４．授業形態 実技を中心に実施し、適宜講義やディスカッションを行う。 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
健康スポーツやレクリエーション理論の履修を勧めます。 

７．講義概要 

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学習する。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。 

８．学習目標 

本講義を履修することによって以下の項目を達成することを目標とする。 

1,日本レクリエーション協会公認指導者資格レクリエーション・インストラクターを取得するために必要な

知識・技術を得る。 

2,コミュニケーション・ワークの楽しみ方を体験し、知ることができる。 

3,対象者に合わせたレクリエーション支援を企画し、実践することができる。 

4,レクリエーション支援を実践することによって、自分自身からまわりの人へレクリエーションを発信でき

るようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

【課題】 

日本レクリエーション協会による、各種レクリエーションのルールや特徴を体験します。この体験を基にグル

ープもしくは個人にて、対象者に合わせたルールや援助を企画し、実践します。 

 1,事業企画案の提出 2,実践発表 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】必要に応じて資料を配布する。 

【参考書】日本レクリエーション協会著『楽しさをとおした心の元気づくり～レクリエーション支援の理論と

方法～』。購入してほしい。 

日本レクリエーション協会ホームページ。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. レクリエーションの特質を捉えて、自己への挑戦・前向きな姿勢（出席状況含む）を評価規準とする。 

2. 実技発表への取り組み姿勢と分かりやすい表現・明瞭かつ論理的なレポートを作成できたか。 

3. 授業を振り返り、レクリエーションへの考え方や自己への課題を前向きに捉えることができたか。 

○評定の方法 

1. 授業への積極的参加態度 50％（出席状況や意見発表を含む） 

2. 実技発表・課題レポート 40％ 

3. 振り返りのレポート   10％ 

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。 

以上の結果を総合して評価をする。 

12．受講生への 

メッセージ 

 この授業はレクリエーションの意義や特性を理解し、対象者に合わせたレクリエーション・ワークについて

知ることをねらいとしています。まずは、レクリエーションを自分や友だちとで楽しんでください。楽しむこ

とからルールや指導について考えてください。そして、計画や援助についての視点を持ち実際に支援できる実

技を身に付けてほしいと考えています。有意義で楽しい授業にしていきましょう。 

 授業においては以下のような基本的ルールを守ってください。 

1,事前学習の相談や授業中の活発な意見、質問を期待します。 

2,欠席は学則に則り 3回までです。遅刻や欠席などしないようにしましょう。 

 また、無断で早退した場合は欠席とします。 

3,実技中心の授業なので運動にふさわしい服装、髪型をしてきてください。ふさわしくない服装、髪型の場合

は授業参加をお断りする場合があります。 

13．オフィスアワー 別途連絡します。 

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 

＊授業の内容や約束等確認し、全体像をつかむ。 

＊アイスブレーキングを体験する。 

事前学習 
テキスト内のゲーム一覧を熟読し、自分の興

味のあるゲームを練習する。 

事後学習 本時の内容を学習ノートにまとめる。 

第２回 
ジャンケン・ゲーム 

＊対象は幼児から高齢者までを体験する。 

事前学習 配布された資料を熟読する。 

事後学習 本時の内容を学習ノートにまとめる。 

第３回 

チャレンジ・ザ・ゲーム 

＊日本レクリエーション協会推奨のゲームを体験す

る。 

事前学習 配布された資料を熟読する。 

事後学習 本時の内容を学習ノートにまとめる。 

第４回 

グラウンド・ゴルフ 

＊地域のお年寄りから幼児まで楽しめるゴルフを体

験する。 

事前学習 配布された資料を熟読する。 

事後学習 本時の内容を学習ノートにまとめる。 

第５回 

フライング・ディスク 

＊11 種目の競技があるが基本的な技術や注意点を学

ぶ。 

事前学習 配布された資料を熟読する。 

事後学習 本時の内容を学習ノートにまとめる。 

第６回 身近なものを利用したゲーム 事前学習 ゲームをひとつ考えてくる。 



 

 

＊園児から大人まで使えるゲームを体験する。 事後学習 本時の内容を学習ノートにまとめる。 

第７回 

レクリエーション事業計画① 

＊対象、時間、種目、ルール、注意点や工夫すること

などをディスカッションし、計画案を作成する。 

事前学習 

参考書の第 3章レクリエーション支援の理論 

第 4 章レクリエーション支援の方法を熟読す

る。 

事後学習 事業計画を確認し、練習する。 

第８回 

レクリエーション事業計画② 

＊計画案の見直しや発表の練習を行う。計画案の提

出。 

事前学習 

参考書の第 3 章レクリエーション支援の理論

第 4 章レクリエーション支援の方法を熟読す

る。 

事後学習 事業計画を練習する。 

第９回 

レクリエーション大会① 

＊グループにて実践発表する。その後、発表者による

振り返りと参加者による評価をディスカッション

する。 

事前学習 事業計画を練習する。 

事後学習 本時の内容を学習ノートにまとめる。 

第１０回 

レクリエーション大会② 

＊グループにて実践発表する。その後、発表者による

振り返りと参加者による評価をディスカッション

する。 

事前学習 事業計画を練習する。 

事後学習 本時の内容を学習ノートにまとめる。 

第１１回 

レクリエーション大会③ 

＊グループにて実践発表する。その後、発表者による

振り返りと参加者による評価をディスカッション

する。 

事前学習 事業計画を練習する。 

事後学習 本時の内容を学習ノートにまとめる。 

第１２回 

レクリエーション大会④ 

＊グループにて実践発表する。その後、発表者による

振り返りと参加者による評価をディスカッション

する。 

事前学習 事業計画を練習する。 

事後学習 本時の内容を学習ノートにまとめる。 

第１３回 

レクリエーション大会⑤ 

＊グループにて実践発表する。その後、発表者による

振り返りと参加者による評価をディスカッション

する。 

事前学習 事業計画を練習する。 

事後学習 本時の内容を学習ノートにまとめる。 

課題研究

１ 

補講授業を実施する。 

授業内容：レクリエーション大会⑥＊グループにて実践発表する。その後、発表者による振り返りと参加者による評価

をディスカッションする。 

実施時期：第 8回の授業日以降の補講日等にて実施する。日程は授業開始後に決定する。 

事前学習：事業計画を練習する。 

事後学習：本時の内容を学習ノートにまとめる。 

課題研究

２ 

補講授業を実施する。 

授業内容：レクリエーション大会⑦＊グループにて実践発表する。その後、発表者による振り返りと参加者による評価

をディスカッションする。 

実施時期：第 8回の授業日以降の補講日等にて実施する。日程は授業開始後に決定する。 

事前学習：事業計画を練習する。 

事後学習：本時の内容を学習ノートにまとめる。 

 

T_OTSUKA
テキスト ボックス
　15.実務経験を有する教　　員特記事項

T_OTSUKA
テキスト ボックス
　　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知見を活かし、「7」に示す講義概要に則した講義を行う。


