
 

 

１．科目名（単位数） 発達心理学（2 単位） 

３．科目番号 

SSMP2342 

SCMP2342 

SBMP2342 

EDPS2304 
２．授業担当教員 酒井 博美 

４．授業形態 講義、ディスカッション、グループ討議・発表 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

今日の発達心理学は、人間の受精から死までを扱う「生涯発達心理学」を意味する。本講義では、最初に発
達の全体的なプロセスやメカニズムについて、概観する。そして、身体、認知、感情、言語、社会性など、

それぞれの機能がどのように発達していくか、考えたい。また、現代の少子高齢化社会や情報社会特有の問
題と発達との関係、幼児や児童、生徒の心身の発達を踏まえて、主体的な学びをさせる指導法、関わり方に
つても講義、ディスカッション等を行いながら、学習を進めていく。 

８．学習目標 

（１）発達の過程および特徴を理解ための基本的概念および代表的な理論を理解し、説明ができる。 

（２）発達の機能的側面から、そのメカニズムを理解することにより、幼児や児童・生徒の学習を支える指
導の基本的知識と視点を持ち、さまざまな発達的問題に対処できる。 

（３）学習内容を自分の発達問題として捉え、応用できるようにすることを通して、幼児や児童・生徒の主

体的な学びを保障するあり方を体得できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

各回の授業開始時に、事前学習の内容について発表してもらう。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小テストとまとめを行う。各回の講義内容の理解を定着させるように、毎回

の復習を確実に行うこと。また、これらの他にレポート課題を2回程度予定しており、内容と提出時期につい

ては授業内に指示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【参考書】 

松井豊・櫻井茂他編『スタンダード発達心理学 (ライブラリスタンダード心理学)』サイエンス社、2013。 

ハリス,M.・ウェスターマン,G.著『発達心理学ガイドブック―子どもの発達理解のために』明石書店、2019。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

（１）発達の過程および特徴を理解ための基本的概念および代表的な理論を理解し、説明ができる。 

（２）発達の機能的側面から、そのメカニズムを理解することにより、幼児や児童・生徒の学習を支える指

導の基本的知識と視点を持ち、さまざまな発達的問題に対処できる。 

（３）学習内容を自分の発達問題として捉え、応用できるようにすることを通して、幼児や児童・生徒の主
体的な学びを保障するあり方を体得できる。 

○評定の方法 

・試験・小テスト等 40％ 

・レポート等課題研究 20％ 

・平常点（授業態度、ディスカッションへの参加、発表、発言）40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

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

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

13．オフィスアワー 授業内に周知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション、発達心理学とは 
事前学習 生涯発達の概念について考える。 

事後学習 生涯発達のイメージをつくる。 

第２回 発達を規定する要因 

事前学習 発達に影響を与える要因について考える。 

事後学習 
発達の規定要因に関する主要な説について
理解する。 

第３回 発達の研究法 
事前学習 

提示された事例についての研究方法につい

て考える。 

事後学習 
発達心理学における主要な研究法について
理解する。 

第４回 発達の諸理論：E.H.エリクソン、S.フロイトの理論 

事前学習 
第 1回で触れたエリクソンの心理社会的発達

段階説を復習する。 

事後学習 心の漸成発達について理解する。 

第５回 胎児期と周生期の発達と運動発達 
事前学習 自身の運動発達について振り返っておく。 

事後学習 運動における定型発達について理解する。 

第６回 社会性の発達１ 母子関係、他児との関係 
事前学習 

自身の幼児期における他児とのかかわりを

振り返っておく。 

事後学習 愛着理論、社会的遊びについて理解する。 

第７回 社会性の発達２ コミュニケーション、言語発達 
事前学習 自身の言語発達について振り返っておく。 

事後学習 
コミュニケーションにおける言語の役割、言
語発達について理解する。 

  



 

 

第８回 中間まとめ小テスト 
事前学習 これまでの授業内容について理解を深める。 

事後学習 
これまでの授業内容についての知識や考え
方の定着を図る。 

第９回 認知の発達１ 知的能力とは、知能の構造と分類 
事前学習 認知とは何かについて復習しておく。 

事後学習 知能の意味と構造、分類について理解する。 

第１０回 認知の発達２ 知能の把握、発達の最近接領域 

事前学習 
現場で使われる知能検査にどのようなものがあ

るか調べておく。 

事後学習 
主要な知能検査の概要について理解する。ま
た、発達の現在の水準と最近接領域の意味を
理解する。 

第１１回 認知の発達３ J.ピアジェの理論 
事前学習 

J.ピアジェの発達の考え方における基本概

念について調べておく。 

事後学習 認知発達 4 段階について理解する。 

第１２回 児童期の発達 
事前学習 

児童期に生じやすいさまざまな課題につい

て調べておく。 

事後学習 
生涯発達における児童期の心性およびさま
ざまな課題に対するサポートを考える。 

第１３回 青年期の発達 
事前学習 

自身の思春期から現在までの心性について

さまざまな側面から振り返っておく。 

事後学習 
アイデンティティーとアイデンティティ
ー・ステイタスについて理解する。 

第１４回 発達障害の理解 
事前学習 

発達障害児・者とかかわった経験についてま

とめておく。 

事後学習 
発達障害児・者とのかかわり方について考え
る。 

第１５回 全体のまとめ・テスト 
事前学習 

これまでの授業内容を振り返り、生涯発達の視

点から主体的な学びとは何かを考える。 

事後学習 発達の本質について考察する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 発達相談 （2 単位） 

３．科目番号 EDPS3311 

２．授業担当教員 杉浦 貴代子 

４．授業形態 講義と演習、必要に応じてグループディスカッションを入れる ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 乳児期児童期における定型発達を振り返りながら、発達期にみられる種々の問題や障害（発達障害や精神

疾患）の問題について考察するとともに、育児に悩む親への相談技法についてカウンセリング技法をベース

に具体的事例を通して学習する。援助職としての技術を習得することもできる。 

８．学習目標 

発達相談の授業が終了した時点で以下のことが達成されていることを目標とする。 

１．乳児期児童期にみられる種々の問題や障害についてその現状を把握する。 

２．乳児期児童期の子供が抱える困難さを相談者の視点、親の視点・教師の視点から理解し、支援の方法を

仮説立て、検証する見通しを持つ。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート課題 

① 発達検査所見 

② 授業で扱った発達相談の諸問題のうち、自身が関心を持ったテーマについてまとめる 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】田中千穂子・栗原はるみ・市川奈緒子『発達障害の心理臨床』有斐閣アルマ。 

【参考文献】本田秀夫『自閉スペクトラム症の理解と支援』星和書店。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．幼児や児童の障害や抱える問題について理解し、説明できるか。 

２．相談者、親、教師の視点から発達支援について理解し、具体的に発達相談をすすめることができるか。 

○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（授業態度、発言、グループワークへの参加度）   総合点の３０％ 

２ 課題レポート（小テスト、研究課題を含む）              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 

乳幼児期には、発達の問題や育児に悩む保護者への対応など、さまざまな問題があり、それに対応する手段

として発達相談は近年一層重視されてきています。幼児教育の中で、また地域において、子どもの発達に関

わる問題にどのように対応していけばいいのか、解決を探っていくことのできる支援者を目指して学んでい

きましょう 

13．オフィスアワー 
初回の講義でアナウンスします。 

研究室：7号館別館 739号室 連絡先：kisugiura@ed.tokyo-fukushi.ac.jp 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

発達障害とは 

事前学習 シラバスを読んで、講義内容等を確認する 

事後学習 
今後の授業内容と進め方について理解し、教

科書や必要な教材を準備すること。 

第２回 発達障害へのまなざし 

事前学習 教科書ｐ８－２８を読み、理解してくる 

事後学習 授業を振り返り、まとめノートを作る 

第３回 発達障害の概念の歴史と展望 

事前学習 
赤ちゃんの発達に関する配布資料を読み、理

解してくる 

事後学習 授業を振り返り、まとめノートを作る 

第４回 

知的障害 

 

※レポートの指示 

事前学習 知的障害に関するページを読んてくる 

事後学習 授業を振り返り、まとめノートを作る 

第５回 ダウン症―学生発表 

事前学習 発表に備える 

事後学習 授業を振り返り、まとめノートを作る 

第６回 学習障害―学生発表 

事前学習 発表に備える 

事後学習 授業を振り返り、まとめノートを作る 

第７回 注意欠陥多動性障害―学生発表 

事前学習 発表に備える 

事後学習 授業を振り返り、まとめノートを作る 

第８回 広汎性発達障害１ 

事前学習 
広汎性発達障害のページを読み理解してく

る 

事後学習 授業を振り返り、まとめノートを作る 



 

 

第９回 広汎性発達障害２ 

事前学習 事前配布資料を読み、理解してくる 

事後学習 授業を振り返り、まとめノートを作る 

第１０回 広汎性発達障害３ 

事前学習 事前配布資料を読み、理解してくる 

事後学習 授業を振り返り、まとめノートを作る 

第１１回 広汎性発達障害４ 

事前学習 事前配布資料を読み、理解してくる 

事後学習 授業を振り返り、まとめノートを作る 

第１２回 広汎性発達障害 5 

事前学習 事前配布資料を読み、理解してくる 

事後学習 授業を振り返り、まとめノートを作る 

第１３回 家族への支援  

事前学習 
家族への支援に関するページを読み、理解し

てくる 

事後学習 授業を振り返り、まとめノートを作る 

第１４回 集団生活における配慮 

事前学習 事前配布資料を読み、理解してくる 

事後学習 授業を振り返り、まとめノートを作る 

第１５回 
授業のまとめ 

レポートの提出 

事前学習 これまでの授業の疑問点を整理する 

事後学習 授業を振り返り理解を深める 

 



 

 

１．科目名（単位数） 発達と老化の理解Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP2311 

SCMP2311 

SBMP2311 

SNMP2311 
２．授業担当教員 中里 克治 

４．授業形態 講義 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

介護福祉士は、高齢者の介護を行うことが多い。老年期では、正常な発達過程である正常老化だけではな

く、病的な老化についても同時に学ぶ必要がある。それは、中年期までの発達では、病的な発達の影響を受

ける人が少ないが、老年期、特に老年期後期では多くの人が病的な過程の影響を受けるからである。そこで、

Ⅰで学んだ乳児期から中年期までの発達を基礎として、Ⅱでは老年期について学ぶ。 

８．学習目標 

生涯発達の視点から、誕生から死に至るまでの過程を学ぶ。正常な発達と発達の障害を対比しながら理解

し、説明できるようになる。その中で、どのような支援が可能であり、また、求められているかについても

学んでゆく。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

随時、課題を出すが、最終のレポートを書いてもらう。 
最終レポート課題：高齢者の介護では、身体面の介護を中心に行う。しかし、特別養護老人ホームを見ると、
認知症やうつ病などの老年期特有の精神障害を持つ高齢者が大部分を占めている。そのほかにも、青年期や
中年期に発病した統合失調症などを抱えながら、高齢期に達した人々もまれではない。高齢者を介護で、心
のケアのためにケアワーカーとして何ができるかについて、2000字程度で述べなさい。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
下仲順子編『老年心理学（改訂版）』培風館。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1)生涯発達の中での高齢期までの正常発達と発達異常について理解できたか 

2)どのような発達支援ができるかについて理解できたか 

3)発達支援の具体的方法についても理解できたか 

○評定の方法 

学則で決められた単位取得の条件を満たしていること(3/4 以上の出席)を前提として、授業への積極的参加

に毎回提出する授業へのコメントを加味し(50％)、期末レポート(50％)の結果を総合的に判断する 

12．受講生への 

メッセージ 

ここで学ぶ事はこれから大分後に体験することである。心理学では問題を自分のこととして考える態度が大
切である。親や祖父母など身近な人々の体験からも多くを学ぶことができる。 

13．オフィスアワー 別途連絡する 

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 高齢者心理学研究の歴史 

事前学習 
高齢者心理学研究はいつ始まったか、老化の
概念にはどのようなものがあるかを調べて
まとめる。pp.1-12 

事後学習 
高齢者心理学研究でどのような研究法が使

われているか調べてまとめる。pp.9-11 

第２回 高齢社会の到来 

事前学習 
日本での高齢化の進行状況を調べてまとめ
る。pp.13-18 

事後学習 
人口の高齢化がもたらす社会の状況の変化

をまとめる。pp.19-22 

第３回 高齢期の健康，身体疾患 
事前学習 

年を取るとはどのようなことか考察する。
pp.24-32 

事後学習 体と心の老化 pp.24-36 

第４回 高齢期の精神疾患 

事前学習 
高齢期特有の精神疾患には何があるか調べ
る。pp.38-44 

事後学習 
高齢期特有の疾患と疾患もっての老化をま

とめる。pp.38-44, pp.48-50 

第５回 
高齢期の感覚， 
知覚機能の加齢変化 

事前学習 
「年を取るとはどのようなことか」につい
て、自分の考えをまとめる。pp.52-55 

事後学習 体と心の老化 pp.52-62 

第６回 高齢者の記憶 

事前学習 
「年を取ると物忘れするようになるのか」に
ついて自分の考えをまとめる。pp.64-67 

事後学習 
記憶の種類と加齢の関係性についてまとめ

る。pp.64-71 プリントの参照のこと 

第７回 知能と加齢 

事前学習 
「年を取ると“ぼける”のか」について自分
の考えをまとめる。pp.38-43 第 3 回のプリ
ントも参照 

事後学習 
知能の加齢と関係する要因を調べてまとめ

る。pp.79-81 

第８回 人格と加齢 

事前学習 
パーソナリティの老化について調べる。
pp.89-106 

事後学習 
「パーソナリティは老化で変わるのか」につ

いて自分の考えをまとめる。pp.98-106 

第９回 高齢期の適応 

事前学習 高齢期の適応の問題点を調べる。pp.109-112 

事後学習 
ライフスタイルとパーソナリティについて

調べる。pp.109-116 プリントも参照 



 

 

第１０回 高齢期の家族 

事前学習 
少子高齢化と家族の関係について調べる。
pp.122-129 

事後学習 
「高齢者にとって家族の持つ意味」について

自分の考えをまとめる。pp.16-132 

第１１回 高齢期の対人関係と社会生活 

事前学習 
高齢者の人間関係はどのようなものかにつ
いて調べる。pp.134-145 

事後学習 
高齢者の社会参加とソーシャルサポートの

重要性をまとめる。pp.134-145 

第１２回 死と死にゆく過程 

事前学習 
「自分の死に対する考え方」を確かめ、まと
めてみる。pp.147-149 

事後学習 
「死に向かう人に何ができるか」について自

分の考えをまとめる。pp.149-158 

第１３回 
高齢者の認知， 
知能・記憶機能の測定 

事前学習 
知能・記憶機能の測定方法について調べる。
pp.160-170 

事後学習 
神 経 心理 学 的検 査に つ いて調 べ る 。

pp.168-170 

第１４回 
高齢者の人格，精神健康の測定,  
心理療法 

事前学習 
高 齢 者の 心 理療 法に つ いて調 べ る 。
pp.185-198 

事後学習 
対象別の心理査定と心理療法について調べ

てみる。pp.172-198 

第１５回 まとめ 

事前学習 
「人生の意味」について自分の考えをまとめ
る。第 8回、第 9回を参考に 

事後学習 

「死の意味」について自分の考えをまとめ

る。死によって人生が完結する。死に積極的

な意味付けができるでしょうか。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 比較日本文化論 （2 単位） 

３．科目番号 EIJP2382 

２．授業担当教員 古田 高史 

４．授業形態 講義、ディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

世界には多くの文化が存在し、文化間で共通性もあれば、固有性や多様性もある。国際化が進む日本文化

の多様性を理解するためにも、他文化との比較を通して、その特徴を捉えることが必要になる。また、文化

の内外から日本文化を捉えなおす視点も、日本文化を理解するためには重要になる。 

本講義では、受講生自身の出身やその他の国や地域の現状と比較しながら、日本文化の特質や日本人のアイ

デンティティについて、考えていきたい。 

８．学習目標 
１．日本文化について、客観的に考えることができるようになる。 

２．日本人のアイデンティティの形成について理解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】：各回の事前学習・事後学習を実施すること。 

【課題レポート】： 第13回、第14回の講義を踏まえ、「観光スポット」、「東京の自然」をテーマとする紹

介文（各８００字）を作成する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】内田宗治『外国人が見た日本 「誤解」と「再発見」の観光 150年史』中公新書、2018。 

【参考書】山本七平編『比較文化論の試み』講談社、1976。 

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.日本文化について、客観的に考えることができたか。 

2.日本人のアイデンティティの形成について理解することができたか。 

○評定の方法 

1.授業態度 20％：積極的な参加。私語、居眠り、飲食、携帯電話などの使用は厳禁。 

2.小レポート 40％：授業の感想、随時課す課題の内容と提出期限の遵守により評価。 

3.試験 40％：基礎知識などの習得の程度により評価。 

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は原則として認められない。 

12．受講生への 

メッセージ 

欠席しないこと。積極的に授業に参加することが必要で、毎回の課題に対してきちんと取り組み、教科書の

内容を理解しようとする姿勢を持ち続けること。授業中の態度、参加度が成績評価の主な対象となる。 

13．オフィスアワー 授業についての質問は、授業中あるいは授業終了後に教室にて受付ける。 

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・はじめに 

事前学習 教科書ｐｐ．ⅰ～ⅲを読んでおくこと。 

事後学習 
教科書ｐｐ．ⅰ～ⅲを踏まえて、「おもてなし」につ

いてあなたの考えをまとめること。 

第２回 第１章第１節 外国人を魅了した光景と人々 

事前学習 教科書ｐｐ．１～１０を読んでおくこと。 

事後学習 

教科書ｐｐ．１～１０を踏まえて、「古き良き日本」

についての外国人と日本人の認識の違いをまとめる

こと。 

第３回 第１章第２節 旅行案内書の誕生  

事前学習 教科書ｐｐ．１１～１９を読んでおくこと。 

事後学習 
教科書ｐｐ．１１～１９を踏まえて、「旅行案内書」

と「旅行ガイドブック」の違いをまとめること。 

第４回 
第１章第３節 明治の外国人による日本の旅先ラ

ンキング 

事前学習 教科書ｐｐ．１９～３６を読んでおくこと。 

事後学習 
教科書ｐｐ．１９～３６の内容を踏まえて、「旅先ラ

ンキング」の特徴を整理すること。 

第５回 第３章第１節 日光 

事前学習 教科書ｐｐ．７５～８８を読んでおくこと。 

事後学習 
教科書ｐｐ．７５～８８を踏まえて、日光と外国人

のかかわりを整理すること。 

第６回 第３章第２節 箱根 

事前学習 教科書ｐｐ．８８～９８を読んでおくこと。 

事後学習 
教科書ｐｐ．８８～９８を踏まえて、箱根と外国人

のかかわりを整理すること。 

第７回 
第３章第３節 日光東照宮のブルーノ・タウト・

ショック、美的評価の激変 

事前学習 教科書ｐｐ．９９～１０４を読んでおくこと。 

事後学習 
教科書ｐｐ．９９～１０４を踏まえて、日光東照宮

についての「美的評価」について、整理すること。 

第８回 
第５章第１節 『公認東亜案内』と『テリーの日

本帝国案内』 

事前学習 教科書ｐｐ．１２７～１５１を読んでおくこと。 

事後学習 

教科書ｐｐ．１２７～１５１を踏まえて、日本人が

外国人に「見せたい」ものの特徴をまとめてみるこ

と。 

第９回 第６章 昭和戦前、「観光立国」を目指した時代 

事前学習 教科書ｐｐ．１６３～１９５を読んでおくこと。 

事後学習 
教科書ｐｐ．１６３～１９５を読んで、昭和戦前の

観光宣伝についてまとめてみること。 

第１０回 第７章第１節 原爆ドームを外国人はどう見たか 

事前学習 教科書ｐｐ．１９７～２１０を読んでおくこと。 

事後学習 
教科書ｐｐ．１９７～２１０を踏まえて、外国人の

原爆ドームに対する見方をまとめること。 

  



 

 

第１１回 第７章第２節 バックパッカーが見た日本  

事前学習 教科書ｐｐ．２１１～２２２を読んでおくこと。 

事後学習 
教科書ｐｐ．２１１～２２２を踏まえて、バックパ

ッカーの日本観光について整理すること。 

第１２回 
第８章第１節 突然激しく増加しはじめた外国人

旅行者 

事前学習 教科書ｐｐ．２２３～２３２を読んでおくこと。 

事後学習 
教科書ｐｐ．２２３～２３２を踏まえて、外国人旅

行者数の推移について整理すること。 

第１３回 
第８章第２節 「なぜそこが？」－外国人により

「発見」される現代の観光地 

事前学習 教科書ｐｐ．２３３～２３７を読んでおくこと。 

事後学習 
教科書ｐ．２３４の表８－１から、観光スポットを

一つ選び、８００字程度の紹介文を作成する。 

第１４回 第８章第３節 東京の自然が外国人に魅力的！？ 

事前学習 教科書ｐｐ．２３７～２５７を読んでおくこと。 

事後学習 
教科書ｐｐ．２３７～２５７を踏まえて、東京の自

然について、８００字程度の紹介文を作成する。 

第１５回 
第８章第４節 観光産業のリスクを踏まえての将

来設計 

事前学習 教科書ｐｐ．２５７～２７１を読んでおくこと。 

事後学習 

教科書ｐｐ．２５７～２７１を踏まえて、「外国人が

見た日本」が観光に果たす役割について、まとめて

みること。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 比較文化学演習 （2 単位） 

３．科目番号 EIJP3382 

２．授業担当教員 古田 高史 

４．授業形態 講義、ディスカッション、プレゼンテーション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

比較文化とは、他文化を通して自文化を客観的にみつめ、それぞれの文化がもつ固有性や共通性をみていく

学問領域である。文化を比較するといっても各文化のもつ背景は一様ではないため単純に比較することはで

きないが、比較は物事の本質や性質を認識するための方法の一つである。 

本講義では、比較文化の入門書をテキストとして使用する。「比較日本文化論」のテキストでも扱った文献を

はじめ、複数の文献が取り上げられている。テキストで扱う内容については、履修者の意見も取り入れなが

ら、調整して進めていきたい。 

８．学習目標 
１．表面的な差異だけでなく、文化間の交差や文化受容などについて理解することができる。 

２．異文化の事象を通時的・共時的に考察することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1．レポートのアウトライン作成：第4回授業、第6回授業、第9回授業、第11回授業、第14回授業において、

各章の分析方法を参考にして、自らの関心を持つテーマについて、研究の計画を作成する。 

２．比較文化の視点からのレポートの作成：レポートのアウトラインを踏まえ、第15回授業において、口頭

発表を行い、最終レポートを執筆する。 

10．教科書・参考書・

教材 

成蹊大学文学部学会編『データで読む日本文化 高校生からの文学・社会学・メディア研究入門』風間書房、

2015。 

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.表面的な差異だけでなく、文化間の交差や文化受容などについて理解することができたか。 

2.異文化の事象を通時的・共時的に考察し、説明することができたか。 

○評定の方法 

1.授業態度 20％：積極的な参加。私語、居眠り、飲食、携帯電話などの使用は厳禁。 

2.グループ・ディスカッション 40％：ディスカッションの結果発表、Work Sheetの提出により評価。 

3.レポート 40％：レポート内容、提出期限の遵守により評価。 

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は原則として認められない。 

12．受講生への 

メッセージ 

この授業を通して、受講生が身の回りの文化に関心を持つきっかけを提供したい。そのため、受講生の関心

や状況に応じて、扱うトピックなどの調整を行う場合がある。 

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 はじめに 

事前学習 
はじめに pp.1-5 を読み、教科書の中で興味が

あるテーマについて考えてみる。 

事後学習 
目次 pp.7-8 を読み、日本文化について知って

いることを書き出してみる。 

第２回 第 1 章 源氏物語 １イントロダクション 

事前学習 
本文 pp.1-8 の引用文について、分らない語句

を調べておく。 

事後学習 
本文 pp.1-8 を踏まえ、源氏物語の特徴を考え

てみる。 

第３回 第 1 章 源氏物語 ２十七世紀の二図の比較 

事前学習 
本文 pp.8-15 の図について、教科書での説明

をまとめてみる。 

事後学習 
本文 pp.8-15 を踏まえ、図 2～図４について

紹介文を作成する。 

第４回 第 1 章 源氏物語 ３あさきゆめみしと原作の比較 

事前学習 
本文 pp.15-20 を読み、あさきゆめみしの特

徴について整理しておく。 

事後学習 
本文 pp.21-25 を読み、源氏物語についての

研究アプローチを考えてみる。 

第５回 第 2 章 和食 １イントロダクション 

事前学習 
本文 pp.27-30 を読み、和食について説明で

きるようにしておく。 

事後学習 
本文 pp.27-30 を読み直し、和食について情

報を集めてみる。 

第６回 第 2 章 和食 ２データ 

事前学習 
本文 pp.30-39 を読み、和食のデータについ

て説明できるようにしておく。 

事後学習 
本文 pp.39-41 を読み、和食についての研究

アプローチを考えてみる。 



 

 

第７回 第 3 章 おみくじ １イントロダクション 

事前学習 
本文 pp.43-48 を読み、おみくじについて説

明してみる。 

事後学習 
本文 pp.43-48 を踏まえ、おみくじについて

知っていることをまとめてみる。 

第８回 第 3 章 おみくじ ２日本の神と和歌 

事前学習 
本文 pp.49-57 を読み、日本の和歌の特徴を

考えてみる。 

事後学習 
本文 pp.49-57 を読み直し、おみくじと和歌

の関係について考えてみる。 

第９回 第 3 章 おみくじ ３和歌みくじの近代 

事前学習 
本文 pp.57-61 を読み、明治時代以降のおみ

くじについて整理してみる。 

事後学習 
本文 pp.61-66 を読み、おみくじについての

研究アプローチを考えてみる。 

第１０回 第 4 章 スター １イントロダクション 

事前学習 
本文 pp.67-73 を読み、メディアが生み出す

スター像について考えてみる。 

事後学習 
本文 pp.67-73 を踏まえ、関心のあるスター

について紹介してみる。 

第１１回 
第 4 章 スター ２理想像 ３ひまわりブランドのス

ター 

事前学習 
本文 pp.73-91 を読み、理想像とはどういう

ものかをまとめておく 

事後学習 
本文 pp.91-93 を読み、スターについての研

究アプローチを考えてみる。 

第１２回 第 5 章 敬老の日 １イントロダクション 

事前学習 
本文 pp.95-99 を読み、教科書の高齢者につ

いてのデータを説明できるようにしておく 

事後学習 
本文 pp.95-99 を踏まえ、日本の高齢者につ

いての情報を集めてみる。 

第１３回 第 5 章 敬老の日 ２尊ばれ、保護される高齢の人 

事前学習 
本文 pp.99-106 を読み、「敬老の文化」につ

いて考えてみる。 

事後学習 
本文 pp.95-106 を踏まえ、「敬老の日」につ

いて説明してみる。 

第１４回 第 5章 敬老の日 ３忌避すべき老い 

事前学習 
本文 pp.107-113 を読み、老いに対する考え

方を整理してみる。 

事後学習 
本文 pp.113-116 を読み、高齢者についての

研究アプローチを考えてみる。 

第１５回 データにもとづく比較文化についての発表 
事前学習 

教科書の研究アプローチを参考に、対象を決

め、データ（文学・絵画・統計・雑誌など）

を集め、発表原稿を作成する、 

事後学習 質疑応答を踏まえ、発表原稿を清書する。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
病原微生物学 （2 単位） 

３．科目番号 
EDHE2311 

EDHE2312 
２．授業担当教員 根岸 祥子 

４．授業形態 講義、ワークシート提出、発表 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

細菌やウイルスなどの微生物の中には、ヒトや動植物に病気を起こすものがある。病原微生物学はこれら

病原性のある微生物を対象とする。人類はその歴史が始まって以来、数々の微生物感染症と闘ってきたが、

自然科学の進歩とともに抗生物質やワクチンが開発され、公衆衛生や栄養状態の改善等とあいまって、先進

諸国では感染症はほぼ制圧できたと思われた。しかし、近年の新興・再興感染症の広がりや薬剤耐性菌によ

る院内感染、高齢者や免疫力の低下している人々の日和見感染など、病原微生物との戦いには終わりがない

ことが明らかとなった。また、開発途上国の人々にとっては感染症は依然として脅威である。 

本科目ではこのような状況を踏まえたうえで、微生物とは何かという基礎から、ヒトにおける生体防御シ

ステム、感染症の予防対策まで幅広く理解する。 

８．学習目標 

１） 微生物感染症の歴史と現状について説明することができるようになる。 

２） 微生物の種類（細菌・ウイルス・真菌・原虫）とその基本構造について説明することができるようにな

る。 

３） 感染症の成立要因（①感染源、②感染経路、③宿主の感受性）について説明することができるようにな

る。 

４） 感染源・感染経路への対策について説明することができるようになる。 

５） 感受性対策について説明することができるようになる。 

６） 生体防御システムについてその概略を説明することができるようになる。 

７） 主な微生物感染症について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 

１．その日に学習したことを整理するために、毎回ワークシートを提出する。 

２．グループで主な微生物感染症に関してテーマを決め、発表する。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】吉田真一著『疾病のなりたちと回復の促進 4 微生物学 第１３版』医学書院。 

【参考書】 

福岡 伸一著『生物と無生物のあいだ』講談社現代新書。  

吉川 昌之介著『細菌の逆襲』中公新書。  

北元憲利著『休み時間の微生物学』講談社。 

東京福祉大学編『教職科目要説（中等教育編）』ミネルヴァ書房。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．病原微生物の種類、感染症の成立要因、感染症対策などについて説明できるようになったか。 

２．主な微生物感染症と生体防御についてその概略を説明することができるようになったか。 

○評定方法 

[日常の授業態度、提出物等を総合して評価する] 

１．日常の授業態度（参加、実践、発表、態度） 総合点の 5０％ 

２．課題レポート・期末試験など        総合点の 5０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

日本人の死亡原因の第１位はがんであるが、がん患者の直接的死亡原因の約 50％は、微生物感染症による

ものである。人と病気の歴史は、人と微生物の闘いで始まり、現在も続いているのである。先人たちの病気

との闘いの中で生まれた知恵をしっかり学び、これからの保健・医療・福祉の中で役立てよう。 

[受講生に期待される学習態度] 

１．授業は常に高い緊張感と集中力をもって受講すること。学生の積極的な態度が望まれる。 

２．授業中、授業外に進んで教師に質問すること。理解できないことをそのまま放っておかないこと。 

３．レポートの提出期限は厳守すること。事情によって提出日に間に合わない場合は講師にそのことを文書

で伝え許可をとるようにする。 

４．授業中の私語、携帯電話の使用は絶対にしないこと。守れない場合は退室のこと。 

[講師は次のことを実行する] 

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大きさの声で話をするとともに専門用語はわかりやすく説明する。 

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 病原微生物学の概要、感染症の歴史的変遷 

事前学習 教科書 pp. 4～12を読んでくる 

事後学習 
病原微生物とは何かを復習し、ワークシート

を提出する 

第２回 
細菌の性質（構造と特徴、細菌の培養と増殖、細菌の遺

伝、細菌の分類、常在細菌と常在細菌叢） 

事前学習 教科書 pp.14～38 を読んでくる 

事後学習 
細菌の性質についてまとめ、ワークシートを

提出する 

第３回 真菌の性質、原虫の性質 

事前学習 教科書 pp. 40～53 を読んでくる 

事後学習 
真菌および原虫の性質に関するワークシー

トの作成と提出 

  



 

 

 

第４回 ウイルスの性質 

事前学習 教科書 pp. 55～66 を読んでくる 

事後学習 
ウイルスの基本構造についてまとめ、ワーク

シートを提出する 

第５回 
感染症の成立要因（病原体、感染経路、感受性者の存在

が同時に存在すること） 

事前学習 教科書 pp. 70～94、134～141 でくる 

事後学習 
感染症の成立要因についてまとめワークシ

ートを提出する 

第６回 
感染症の現状、予防接種（定期接種と任意接種、ワクチ

ンの種類）感染症への対策（感染症法） 

事前学習 教科書 pp. 198～211 を読んでくる 

事後学習 
感染症の現状と対策、予防接種に関するワー

クシートの作成と提出 

第７回 
感受性者対策：免疫のしくみ①（自然免疫と獲得免疫、

免疫担当細胞、体液性免疫と細胞性免疫、抗原抗体反応） 

事前学習 教科書 pp. 98～122 を読んでくる 

事後学習 
免疫のしくみ①についてまとめ、ワークシー

トを提出する 

第８回 感受性者対策：免疫のしくみ②粘膜免疫、徴候と症状 

事前学習 教科書 pp. 124～132 を読んでくる 

事後学習 
免疫のしくみ②についてまとめ、ワークシー

トを提出する 

第９回 

感染経路対策：滅菌と消毒（滅菌と消毒の違い、滅菌法、

消毒法、消毒薬の種類と効果、標準予防策（スタンダー

ドプリコーション）、手洗い方法） 

事前学習 教科書 pp144～154 を読んでくる 

事後学習 
滅菌と消毒についてまとめ、ワークシートを

提出する 

第１０回 

病原体対策：感染症の治療（化学療法剤の作用メカニズ

ム、抗生物質、抗菌スペクトル、薬剤感受性試験、最小

発育阻止濃度（MIC）、薬剤耐性） 

事前学習 教科書 pp.177～196を読んでくる 

事後学習 
感染症の治療についてまとめ、ワークシート

を提出する 

第１１回 

主な微生物感染症①（学生発表） 

感染症法で規定している感染症の中からグループでテ

ーマを選び、その原因病原体、症状、致死率、治療法、

予防法などをまとめ、わかりやすく発表する 

事前学習 教科書の該当ページを読んでくる 

事後学習 
感染症法 1 類感染症、2 類感染症、3 類感染

症についてまとめ、ワークシートを提出する 

第１２回 

主な微生物感染症②（学生発表） 

感染症法で規定している感染症の中からグループでテ

ーマを選び、その原因病原体、症状、致死率、治療法、

予防法などをまとめ、わかりやすく発表する 

事前学習 教科書の該当ページを読んでくる 

事後学習 
感染症法 4 類感染症および HIV 感染症につ

いてまとめ、ワークシートを提出する 

第１３回 

主な微生物感染症③（学生発表） 

感染症法で規定している感染症の中からグループでテ

ーマを選び、その原因病原体、症状、致死率、治療法、

予防法などをまとめ、わかりやすく発表する 

事前学習 教科書の該当ページを読んでくる 

事後学習 
性感染症、食中毒を起こす微生物についてま

とめ、ワークシートを提出する 

第１４回 

主な微生物感染症④（学生発表） 

感染症法で規定している感染症の中からグループでテ

ーマを選び、その原因病原体、症状、致死率、治療法、

予防法などをまとめ、わかりやすく発表する 

事前学習 教科書の該当ページを読んでくる 

事後学習 
ウイルス性かぜ症候群やウイルス性肝炎に

ついてまとめ、ワークシートを提出する 

第１５回 まとめ 

事前学習 
病原微生物学で作成し返却されたワークシ

ートを見直す 

事後学習 

学習したことを振り返り、養護教諭や保健科

教諭としての病原微生物に対する基本的考

え方や感染制御方法をまとめる 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 病弱教育Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP3451 

SCMP3451 

SBMP3451 ２．授業担当教員 須藤 典征 

４．授業形態 病弱教育Ⅰを踏まえた講義・演習・模擬授業 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

近年、小児医療においては 6 ヶ月以上の長期入院は少なくなり、入院と退院を繰り返しながら家庭や地域

で過ごす治療形態がとられるようになっている。病弱教育の対象は、小児がんや腎疾患など小児慢性特定疾

患のみならず、心因性の障害から不登校となり入院加療を必要とする児童生徒、また、病院や重症心身障害

児施設に併設される特別支援学校では、呼吸障害、摂食障害等、生命にかかわる重篤な障害を合併し、医療

的ケアが不可欠な児童生徒も教育が受けられるようになっている。本科目では、多様化重症化する病弱教育

における実践を念頭に、個々の状態を思いやり、適切な配慮ができる倫理観や実践力を身につける。 

８．学習目標 

【期待される効果】以下に関して基礎的知識が身につき、初歩的な実践ができる。 

①多様な病虚弱児の病態。 

②生涯を見通し、その心理と生活実態を踏まえた教育的支援。 

③授業に向けた、実態把握、学習指導案や教材教具の作成。 

④適切な配慮事項を含んだ個別の指導計画・教育支援計画の作成。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ
ート課題 

小児慢性特定疾患のうち、一つを選択してレポート課題を提出する。（1,200字程度） 

10．教科書・参考書・
教材 

【教科書】 

竹田一則『肢体不自由児・病弱児教育のためのやさしい医学・生理学』ジアース教育新社、2010。 
【参考書】 
①『特別支援学校教育要領・学習指導要領』文部科学省。 

②『特別支援学校学習指導要領解説 総則等編（幼稚部・小学部・中学部）』文部科学省。 
③『特別支援学校学習指導要領解説 自立活動編』 文部科学省。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

〇成績評価の規準 

 病気の状態をふまえた授業実践に興味関心をもち、教材や指導案の準備に真剣に取り組んだか。 

 医療や福祉の関係者との連携の上に学校の取組みが成り立つことが理解できたか。 

〇評定の方法 

実際に教壇に立ったときに、教師としての計画性と柔軟性をもって実践できるかを念頭において評価する。 

1.模擬授業の準備（教材作り、指導案作成など）、実践    総合点の３０% 

2.その他の授業態度                   総合点の２０％ 

3.期末試験                       総合点の５０％ 

＊なお、本学規定の「３/４以上の出席」が単位修得の条件であることも判断規準となる。 

12．受講生への 

メッセージ 

学生の積極的な受講態度を期待しています。 
また私語や携帯電話の作動は他の受講生の迷惑にもなりますので、厳に慎んでください。 

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 
講義進行上の遵守事項について 
アレルギー疾患について（全般） 

事前学習 受講に際し「シラバスの 12」を理解しておく。 

事後学習 アレルギー疾患について（全般）確認する。 

第２回 アレルギー疾患について（１）気管支喘息 
事前学習 気管支喘息について調べる。 

事後学習 気管支喘息について確認しておく。 

第３回 
アレルギー疾患について（２）アトピー性皮膚炎・食物
アレルギーなど 

事前学習 アトピー性皮膚炎について調べておく。 

事後学習 第 3回の講義内容についてまとめる。 

第４回 悪性新生物について（１）白血病 
事前学習 白血病について調べておく。 

事後学習 第４回の講義内容についてまとめる。 

第５回 悪性新生物について（２）脳腫瘍 
事前学習 脳腫瘍について調べておく。 

事後学習 第５回の講義内容についてまとめる。 

第６回 膠原病・糖尿病について 
事前学習 膠原病・糖尿病について調べておく。 

事後学習 第６回の講義内容についてまとめる。 

第７回 先天性代謝異常について フェニールケトン尿症 
事前学習 フェニールケトン尿症について調べておく。 

事後学習 第７回の講義内容についてまとめる。 

第８回 学習指導案作成の準備など（チーム編成） 
事前学習 自分のテーマを決定しておく。 

事後学習 第８回の内容についてまとめる。 

第９回 学習指導案の作成①－１ 
事前学習 役割分担を明確にしておく。 

事後学習 第９回の内容についてまとめる。 

第１０回 学習指導案の作成①－２ 
事前学習 役割分担を明確にしておく。 

事後学習 第 10回の内容についてまとめる。 

第１１回 学習指導案の作成②－１ 
事前学習 役割分担を明確にしておく。 

事後学習 第 11回の内容についてまとめる。 

第１２回 学習指導案の作成②－２ 
事前学習 役割分担を明確にしておく。 

事後学習 第 12回の内容についてまとめる。 

第１３回 学習指導案の作成②－３ 
事前学習 役割分担を明確にしておく。 

事後学習 第 13回の内容についてまとめる。 

第１４回 模擬授業・学習指導案の発表① 
事前学習 発表の準備を確実にする。 

事後学習 第 14回の講義内容についてまとめる。 



 

 

第１５回 模擬授業・学習指導案の発表② 
事前学習 発表の準備を確実にする。 

事後学習 他チームからの質問について後日回答する 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 福祉科指導法 （4 単位） 

３．科目番号 

SSMP3441 

SCMP3441 

SBMP3441 ２．授業担当教員 大門 俊樹 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

高等学校福祉科の主旨、目標、科目構成と内容についての理解を図る。また、問題演習などを通して、福祉

科の授業を行う上で必要な社会福祉の基礎的・専門的知識や技術についても整理する。さらに、受講生全員
が模擬授業をつくりあげることにより、福祉科教員としての基礎を確立することを目指す。 

８．学習目標 

１．高校福祉科の設置経緯と位置づけについて理解し説明できるようになる。 

２．福祉科の教育目標と教育内容について理解し説明できるようになる。 
３．各科目（新教育課程９科目）に関して理解し説明できるようになる。 
４．教材研究と指導案作成について理解し、模擬授業の計画に備え発表できるようになる。 

５．授業展開例と授業評価について理解し説明できるようになる。 
６．模擬授業を計画し、実際に全員が授業を行い、福祉科教育実習の準備の第一歩とする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

教育実習に備えるために、1時間分の学習指導案を作成し提出するとともに、全員が模擬授業を体験する。
その後、一人ひとりの授業についての振り返りを行った後、添削をした学習指導案を返却し、教育実習に生
かしていく。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

村川浩一他『（H25新課程）社会福祉基礎』実教出版。 
【参考書】 

文部科学省『高等学校学習指導要領解説 福祉編』海文堂出版。 
東京福祉大学編『教職科目要説』ミネルヴァ書房。 
【参考資料】 

高等学校学習指導要領（平成 29年 3月告示 文部科学省） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．高校福祉科の設置経緯と位置づけについて理解し説明できるようになる。 
２．福祉科の教育目標と教育内容について理解し説明できるようになる。 
３．各科目（新教育課程９科目）に関して理解し説明できるようになる。 

４．教材研究と指導案作成について理解し、模擬授業の計画に備え発表できるようになる。 
５．授業展開例と授業評価について理解し説明できるようになる。 
６．模擬授業を計画し、実際に全員が授業を行い、福祉科教育実習の準備の第一歩とする。 

○評定の方法 

学習指導案              ５０％ 
授業内で行う模擬授業準備・発表活動等 ３０％ 

授業態度・レポート等の提出物     ２０％ 
学校での授業補助・行事参加等の教育ボランティア活動を行った場合は、評価し加算する。 

12．受講生への 

メッセージ 

１．欠席・遅刻・早退をしないこと。 

２．授業中は携帯電話や PHS等の電源は切り、私語・居眠りは慎み、常に緊張感と集中力を保つこと。 
３．授業態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行う。指導後も改善が見られないときは、Ｆ評価とす

る。 

４．授業での積極的な取り組みを評価するので、グループディスカッションや意見の発表時には間違いを恐
れず、恥ずかしがらずに前へ出ること。 

５．授業中に指示された課題の提出期限は守ること。 

６．この授業では、全員が福祉科の模擬授業を行う。受講生の中には福祉科で教育実習を行わない学生もい
ると考えられるが、福祉科指導法の履修には必須といえるため、積極的に取り組むこと。 

13．オフィスアワー 最初の授業で発表する。 

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、基礎力診断テスト、高校福祉科
の設置経緯とねらい１ 

事前学習 
自分がなぜ福祉科教員免許を取得するのか、よく考え
て授業に臨む。 

事後学習 福祉教育の類型をまとめ、理解する。 

第２回 高校福祉科の設置経緯とねらい２ 

事前学習 高校福祉科の教育目標をチェックし、理解する。 

事後学習 
教科「福祉」が登場した時代背景について理解し、ま
とめる。 

第３回 高校福祉科の教育目標と科目編成 
事前学習 高校福祉科の科目編成をチェックし、理解する。 

事後学習 高等学校の教育目標を確認し、理解する。 

第４回 
学習指導要領総説、教育評価（福祉科の学習評価
の考え方を理解する） 

事前学習 学習指導要領を読んだうえで授業に臨む。 

事後学習 
学習指導要領と福祉科について整理するとともに、福
祉科の教育目標を再確認する。 

第５回 

福祉科の各科目１（社会福祉基礎１） 

 社会福祉の理念と意義、人間関係とコミュニケ
ーション 

事前学習 
学習指導要領の社会福祉基礎の内容を読んだうえで
授業に臨む。 

事後学習 社会福祉基礎の予習用教材を作成する。 

第６回 

福祉科の各科目１（社会福祉基礎２） 

 社会福祉思想の流れと福祉社会への展望、生活
を支える社会保障制度 

事前学習 
学習指導要領の社会福祉基礎の内容を読んだうえで
授業に臨む。 

事後学習 社会福祉基礎の授業用教材を作成する。 



 

 

 

第７回 
福祉科の各科目２（介護福祉基礎１） 

 介護の意義と役割、介護福祉の担い手 

事前学習 
学習指導要領における介護福祉基礎の内容を読んだ
うえで授業に臨む。 

事後学習 介護福祉基礎の授業用教材を作成する。 

第８回 

福祉科の各科目２（社会福祉基礎２） 

 介護を必要とする人の理解と介護、介護におけ
る安全確保と危機管理 

事前学習 
学習指導要領における介護福祉基礎の内容を読んだ
うえで授業に臨む。 

事後学習 介護福祉基礎の復習用教材を作成する。 

第９回 
福祉科の各科目３（コミュニケーション技術１） 

 介護におけるコミュニケーション 

事前学習 
学習指導要領におけるコミュニケーション技術の内
容を読んだうえで授業に臨む。 

事後学習 コミュニケーション技術の予習用教材を作成する。 

第１０回 

福祉科の各科目３（コミュニケーション技術２） 

 サービス利用者や家族とのコミュニケーショ
ン、介護におけるチームのコミュニケーション 

事前学習 
学習指導要領におけるコミュニケーション技術の内
容を読んだうえで授業に臨む。 

事後学習 コミュニケーション技術の授業用教材を作成する。 

第１１回 福祉科の各科目４（生活支援技術） 

事前学習 
学習指導要領における生活支援技術の内容を読んだ
うえで授業に臨む。 

事後学習 コミュニケーション技術の復習用教材を作成する。 

第１２回 福祉科の各科目５（介護過程） 

事前学習 
学習指導要領における介護過程の内容を読んだうえ
で授業に臨む。 

事後学習 介護過程の授業用教材を作成する。 

第１３回 福祉科の各科目６（介護総合演習） 

事前学習 
学習指導要領における介護総合演習の内容を読んだ
うえで授業に臨む。 

事後学習 介護総合演習の授業用教材を作成する。 

第１４回 福祉科の各科目７（介護実習） 

事前学習 
学習指導要領における介護実習の内容を読んだうえ
で授業に臨む。 

事後学習 介護実習の授業用教材を作成する。 

第１５回 福祉科の各科目８（こころとからだの理解） 

事前学習 
学習指導要領におけるこころとからだの理解を読ん
だうえで授業に臨む。 

事後学習 こころとからだの理解の授業用教材を作成する。 

第１６回 

福祉科の各科目９（福祉情報活用） 

 福祉科授業における情報機器活用についても考
える。 

事前学習 
学習指導要領における福祉情報活用を読んだうえで
授業に臨む。 

事後学習 福祉情報活用の授業用教材を作成する。 

第１７回 指導計画の作成（外部講師） 

事前学習 
学習指導計画とは何なのかについて理解し、授業に臨
む。 

事後学習 学習指導案の項目をまとめる。 

第１８回 模擬授業で扱う単元の決定 

事前学習 模擬授業で扱う単元を決定する。 

事後学習 模擬授業の指導案のテーマ・目標を設定する 

第１９回 

模擬授業準備 

 過去の模擬授業映像を視聴し、分析しながら、
自分の授業に生かしていく。 

事前学習 模擬授業の指導案を作成する（１）。 

事後学習 模擬授業の指導案を作成する（２）。 

第２０回 

模擬授業準備 

 単元名、単元の目標、設定の理由について考え
る。 

事前学習 模擬授業の指導案を作成する（３）。 

事後学習 模擬授業の指導案を作成する（４）。 

第２１回 

模擬授業準備 

 本時の指導（主題・目標・指導過程）について
考える。学習評価の考え方を理解し、本時の評価
について考える。 

事前学習 模擬授業用の教材を作成する（５）。 

事後学習 模擬授業用の教材を作成する（６）。 



 

 

第２２回 

模擬授業準備 

 プリント教材（予習用教材、授業用教材。復習
用教材など）を作成する。情報機器を活用した授
業設計についても検討する。 

事前学習 模擬授業用の教材を作成する（１）。 

事後学習 模擬授業用の教材を作成する（２）。 

第２３回 

模擬授業準備 

 授業の進め方、発問の仕方などについて練習す
る。 

事前学習 模擬授業の指導案に基づき練習する（１）。 

事後学習 模擬授業の指導案に基づき練習する（２）。 

第２４回 

模擬授業準備 

 板書の仕方、映像教材導入・操作の仕方などに
ついて練習する。  

事前学習 模擬授業の指導案に基づき練習する（３）。 

事後学習 模擬授業の指導案に基づき練習する（４）。 

第２５回 
模擬授業 

 授業時の声量、姿勢、視線などに着目して、 

事前学習 模擬授業の指導案に基づき練習する（５）。 

事後学習 
模擬授業チェック表を見て、自分の授業の反省点を明
らかにする（１）。 

第２６回 

模擬授業 

 授業時の発問、グループディスカッションなど
に着目して 

事前学習 模擬授業の指導案に基づき練習する（６）。 

事後学習 
模擬授業チェック表を見て、自分の授業の反省点を明
らかにする（２）。 

第２７回 

模擬授業 

 授業時の板書内容、プリント教材、映像教材の
内容などに着目して 

事前学習 模擬授業の指導案に基づき練習する（７）。 

事後学習 
模擬授業チェック表を見て、自分の授業の反省点を明
らかにする（３）。 

第２８回 
模擬授業 

 授業の全体内容に着目して 

事前学習 模擬授業の指導案に基づき練習する（８）。 

事後学習 
模擬授業チェック表を見て、自分の授業の反省点を明
らかにする（４）。 

第２９回 

まとめ１（全員の模擬授業に対する講評） 

 模擬授業の映像を見ながら、授業時の声量、姿
勢、視線など、授業全体について授業者が振り返
った後、担当教員が好評をする。 

事前学習 
自分の模擬授業について、反省点を再度明らかにする
（１）。 

事後学習 
模擬授業に対する講評を聞いて、自分に取り入れるべ
きところを明らかにする（１）。 

第３０回 

まとめ２（全員の模擬授業に対する講評） 
 提出された学習指導案、プリント教材などを見
ながら、授業内容の詳細について、受講生と担当
教員で詳細な検討を行い、教育実習に生かしてい
く。 

事前学習 
自分の模擬授業について、反省点を再度明らかにする
（２）。 

事後学習 
模擬授業に対する講評を聞いて、自分に取り入れるべ
きところを明らかにする（２）。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 福祉行財政と福祉計画 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP3103 

SBMP3103 

PSMP3403 ２．授業担当教員 宮崎 栄二 

４．授業形態 講義、グループ討議等 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

市場の失敗が問われている現在、これからは福祉分野においても、行政の役割が市場機能より重要にな

ると考えられる。こうした問題意識から本講義は福祉と関連し、パブリック（行政）が行っている事につ

いて以下の点を中心に学習する。 

・福祉の行財政の実施体制（国・都道府県・市町村の役割、国と地方の関係、財源、組織及び団体、専門

職の役割を含む。）について理解する。 

・福祉行財政の実際について理解する。 

・福祉計画の意義や目的、主体、方法、留意点について理解する。 

８．学習目標 

１．福祉分野において市場の失敗と行政の機能の変化について理解し、説明することができる。 

２．福祉サービスの担い手として行政組織の役割について学習し、理解を深める。 

３．福祉予算と福祉サービスの関係について学び、説明できるようになる。 

４．福祉計画の理論と技法について、また、福祉計画がなぜ重要になってきたのかについて学び、説明で

きるようになる。 

５．福祉行政の過程すなわち、plan→do→see→feed back について学び、理解を深める。 

６．福祉計画の策定のとき、なぜ住民参加が重要なのかについて理解し、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 

・学生が住んでいる市町村へ出向き、それぞれの市町村の「総合振興計画」「地域福祉計画」「高齢者保

健福祉・介護保険事業計画」「障害者計画」「エンゼルプラン」等を収集し、その基本理念等をまとめる。

（中間レポート課題） 

・その他の課題は、授業の際に提示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

社会福祉士養成講座編集委員会 『福祉行財政と福祉計画』中央法規。 

【参考書】 

坂田周一『社会福祉計画』有斐閣。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

1．社会福祉構造改革以後、変わった福祉行政のやり方について理解できたか 

2．福祉財政についてその内容と課題について理解できたか 

3．地域福祉と福祉計画地に関連し、それぞれの福祉計画について理解できたか 

4．発表や討議を通して発表力の向上ができたか 

○評定の方法 

1．授業への積極的な参加度（討議や発表など）：４０％ 

2．課題レポート及び予習ノート：３０％ 

3．総括テスト：３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

社会保障・社会福祉の制度、 法律、 財政、 現状や課題などについて、 自主的に学ぶこと。また、日頃

から主体的に資料やニュース、 参考文献、 各省庁インターネット情報などに目を通しておいてください。 

（特に社会保障・社会福祉制度の法律・制度の矛盾・現状・動向について、 日頃から関心を持って資料収

集してください。） 

履修にあたっては次の事を最低限守ってください。 

①指定の教科書は授業の際、必ず持参すること。 

②別途配布する資料は正しく整理して必ず保管しておくこと。 

③授業中の私語や携帯電話の使用は禁止します。 

13．オフィスアワー 授業時間内に提示します。 

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 

オリエンテーション（講義の狙いと概要）、 

教科書『福祉行財政と福祉計画』第 1章第 1節 

福祉と制度について学ぶ 

事前学習 
教科書第 1 章第 1 節を読み、社会福祉の概要を調

べ、確認する。 

事後学習 
旧・社会福祉事業法と現・社会福祉法の差異をまと

める。（目的・基本理念・地域福祉関係） 

第２回 
教科書『福祉行財政と福祉計画』第 1章第 2・3節 

福祉法制度の歴史と福祉計画の概要について学ぶ 

事前学習 
教科書第 1章第 2・3節を読み、社会福祉六法を中

心に社会福祉法制度の発展過程について調べる。 

事後学習 
福祉計画と予算制度・財源配分についての概要を

まとめる。（練習問題） 

第３回 

教科書『福祉行財政と福祉計画』第 2 章第 1・2・3

節福祉行政①（行政の骨格、国の役割、都道府県の

役割、市町村の役割）について学ぶ 

事前学習 
教科書第 2章第 1・2・3節を読み、三権分立と政府

の役割を調べる。 

事後学習 

国と自治体との関係をまとめる。 

法定受託事務・自治事務について福祉行政事務の

変化をまとめる。（練習問題） 

第４回 

教科書『福祉行財政と福祉計画』第 2章第 4節 

福祉行政②（社会福祉基礎構造改革と福祉サービス

利用方法）について学ぶ 

事前学習 
教科書第 2章第 4節を読み、社会福祉基礎構造（改

革）を調べる。 

事後学習 
措置から契約など、福祉サービス利用方法の変化

をまとめる。（練習問題） 



 

 

第５回 
教科書『福祉行財政と福祉計画』第 3章第 1～5節 

福祉財政（福祉の財源）について学ぶ 

事前学習 

教科書第 3章第 1～5節を読み、財政・財源とはな

にかを調べる。一般会計予算と特別会計予算の違

いを調べる。 

事後学習 

地方自治体の財政と民生費の動向をまとめる。 

応益負担と応能負担の違いをまとめる。（練習問

題） 

第６回 
教科書『福祉行財政と福祉計画』第 4章第 1～4節 

福祉行政の組織・団体と専門職の役割について学ぶ 

事前学習 
教科書第 4章第 1～4節を読み、社会福祉法により

福祉事務所の設置規定等について調べる。 

事後学習 

社会福祉専門機関の組織体制（児童相談所・身体障

害者更生相談所・知的障害者更生相談所・婦人相談

所）をまとめる。（練習問題） 

第７回 

教科書『福祉行財政と福祉計画』第 4章第 5・6節 

地域の相談システム（地域包括支援センター・子育

て支援センター等）について学ぶ 

事前学習 
教科書第 4章第 5・6節を読み、地域包括支援セン

ターについて、機能や役割を調べる。 

事後学習 

社会福祉専門機関の専門職（社会福祉主事・児童福

祉司・身体障害者福祉司・知的障害者福祉司）につ

いてまとめる。（練習問題） 

第８回 
教科書『福祉行財政と福祉計画』第 5章第 1～3節 

福祉計画の目的と意義について学ぶ 

事前学習 
教科書第 5章第 1～3節を読み、福祉計画の目的・

意義を調べる。 

事後学習 
福祉行政における市町村主義及びケアプランの登

場と計画の連続性についてまとめる。（練習問題） 

第９回 
教科書『福祉行財政と福祉計画』第 6章第 1～3節 

福祉計画の理論と技法について学ぶ 

事前学習 
教科書第 6章第 1～3節を読み、日常性と非日常性

について調べる。 

事後学習 
テクノクラート官僚とストリートレベル官僚につ

いてまとめる。（練習問題） 

第１０回 
教科書『福祉行財政と福祉計画』第 6章第 4・5節 

福祉計画の評価と住民参加について学ぶ 

事前学習 
教科書第 6章第 4・5節を読み、福祉計画事後評価

のポイントについて調べる。 

事後学習 
社会福祉サービスのプログラム評価についてまと

める。（練習問題） 

第１１回 

教科書『福祉行財政と福祉計画』第 7章第 1・2節 

福祉計画の実際①（老人福祉計画・介護保険事業計

画）について学ぶ 

事前学習 

教科書第 7章第 1・2節を読み、福祉計画の分析的

枠組みとは何かについて調べる。地域特性・福祉特

性について調べる。 

事後学習 
ゴールドプラン、老人福祉計画、介護保険事業計画

について概要をまとめる。（練習問題） 

第１２回 
教科書『福祉行財政と福祉計画』第 7章第 3節 

福祉計画の実際②（障害者福祉計画）について学ぶ 

事前学習 
教科書第 7章第 3節を読み、新「障害者基本計画」

及び「障害者総合支援法」について調べる。 

事後学習 
「障害者プラン～ノーマライゼーション 7 か年戦

略～」についてまとめる。（練習問題） 

第１３回 

教科書『福祉行財政と福祉計画』第 7章第 4節 

福祉計画の実際③（次世代育成支援行動計画）につ

いて学ぶ 

事前学習 
教科書第 7 章第 4 節を読み、次世代育成支援対策

推進法について調べる。 

事後学習 
次世代育成支援行動計画の種類についてまとめ

る。（練習問題） 

第１４回 
教科書『福祉行財政と福祉計画』第 7章第 5節 

福祉計画の実際④（地域福祉計画）について学ぶ 

事前学習 

教科書第 7 章第 5 節を読み、社会福祉法第 4 条・

107 条を中心に、地域福祉計画関係の条文を調べ

る。 

事後学習 
地域福祉計画の基本的骨格をまとめる。学生の住

む自治体の地域福祉計画を確認する。 

（練習問題） 

第１５回 最近の福祉行政の話題 全体のまとめ 

事前学習 
福祉行政実施体制・生活保護支給事務など実際の

話題に目を向け調べる。 

事後学習 

福祉行財政と福計計画の全体を振り返り、国家試

験問題についても対応できるようにする。（練習問

題） 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 福祉行財政と福祉計画 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP3103 

２．授業担当教員 姜 壽男 

４．授業形態 講義、グループ討議等 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

市場の失敗が問われている現在、これからは福祉分野においても、行政の役割が市場機能より重要になる

と考えられる。こうした問題意識から本講義は福祉と関連し、パブリック（行政）が行っている事について

以下の点を中心に学習する。 

・福祉の行財政の実施体制（国・都道府県・市町村の役割、国と地方の関係、財源、組織及び団体、専門職

の役割を含む。）について理解する。 

・福祉行財政の実際について理解する。 

・福祉計画の意義や目的、主体、方法、留意点について理解する。 

８．学習目標 

１．福祉分野において市場の失敗と行政の機能の変化について理解し、説明することができる。 

２．福祉サービスの担い手として行政組織の役割について学習し、理解を深める。 

３．福祉予算と福祉サービスの関係について学び、説明できるようになる。 

４．福祉計画の理論と技法について、また、福祉計画がなぜ重要になってきたのかについて学び、説明でき

るようになる。 

５．福祉行政の過程すなわち、plan→do→see→feed back について学び、理解を深める。 

６．福祉計画の策定のとき、なぜ住民参加が重要なのかについて理解し、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 

課題１：福祉計画の概要について述べなさい(A4サイズ2枚) 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

社会福祉士養成講座編集委員会 『福祉行財政と福祉計画』中央法規。 

【参考書】 

坂田周一『社会福祉計画』有斐閣。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1．社会福祉構造改革以後、変わった福祉行政のやり方について理解できたか 

2．福祉財政についてその内容と課題について理解できたか 

3．地域福祉と福祉計画地に関連し、それぞれの福祉計画について理解できたか 

4．発表や討議を通して発表力の向上ができたか 

○評定の方法 

1．授業への積極的な参加度（討議や発表など）：４０％ 

2．課題レポート及び予習ノート：３０％ 

3．総括テスト：３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

本学の基本方針として学生個人の思考力、創造力、問題解決能力を育成することを目的としている。 

 受講生は上記の目的達成のため、下記の事を守ることが期待されている。 

１）授業中は常に緊張感と集中力を保ち、積極的な態度で授業に参加すること。 

２）席は前から男女混合で座ること。 

３）授業中に理解できなかったことをそのまま放っておかず、質問をすること。 

４）授業中は私語、居眠り、また途中入出をしないこと(正当な理由以外は減点の対象になる)。 

５）宿題及びレポートの提出期間を厳守すること。 

６）グループ討議にはメンバー全員が積極的に参加することと他人が発表するときはきちんと傾聴すること。 

13．オフィスアワー 授業中に通知する(時間割表掲載のオフィスアワー欄参照) 

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 

第１セクター( 民間と行政)の相違点 

事前学習 
学習用ノートを準備し、シラバス・教科書に目

を通し、講義に臨むこと。 

事後学習 行政と民間の相違点についてまとめる。 

第２回 

福祉と制度 

福祉を実現する主体と機能、社会福祉の捉え方、 

社会福祉と社会保障の違いについて 

事前学習 pp.2～10 を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 社会福祉の概念の変遷についてまとめる。 

第３回 

福祉の法制度の展開 

時代によってどのような制度ができ、特徴があるのか、 

社会福祉における市場と行政の機能変化について 

事前学習 pp.11～23 を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 
社会福祉における市場と行政の機能変化につ

いてまとめる。 

第４回 
福祉計画の概要 

社会福祉と計画の関係、福祉行政と福祉計画について 

事前学習 pp.24～31 を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 福祉行政と福祉計画についてまとめる。 

第５回 

行政の骨格と社会福祉の法制度 

政府の役割と地方自治体の関係、社会福祉の法令を読む

ポイント 

事前学習 pp.34～43 を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 社会福祉関連法令の専門用語をまとめる。 

第６回 福祉行政の組織(中央及び地方政府を中心に) 
事前学習 pp.44～51 を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 厚生労働省の機能についてまとめる。 

  



 

 

第７回 
社会福祉基礎構造改革と福祉サービスの利用方式の分

化について 

事前学習 pp.54～60 を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 福祉サービスの利用方式についてまとめる。 

第８回 

財政と社会福祉 

社会保障給付費とは、社会保障給付費の推移、社会保障

関係費の動向について 

事前学習 pp.62～68 を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 
日本の社会保障給付費の動向の特徴について

まとめる。 

第９回 地方自治体の財政と民生費の動向、民間と利用者負担 
事前学習 

pp.69～75 を参考に自分が住んでいる地方自

治体の民生費を調べてまとめる。 

事後学習 日本の民生費の動向の特徴についてまとめる。 

第１０回 

福祉行政の専門機関と専門職 

福祉関連専門機関と専門職にはどのようなものがある

のか 

事前学習 pp.86～100 を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 講義で理解した内容をまとめる。 

第１１回 福祉計画の主体と方法 
事前学習 pp.116～133 を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 福祉計画のプロセスについてまとめる。 

第１２回 福祉計画におけるニーズ把握と評価について 

事前学習 pp.134～148 を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 
客観的ニーズと主観的ニーズの関係、評価技法

についてまとめる。 

第１３回 福祉計画の実際①老人福祉・介護保険事業計画 
事前学習 pp.142～148 を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 についてまとめる。 

第１４回 
福祉計画の実際②障害者福祉計画・子ども子育て支援事

業計画 

事前学習 pp.158～163 を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 講義で理解した内容をまとめる。 

第１５回 
福祉計画の実際③地域福祉計画（住民参加の方法を中心

に 

事前学習 pp.149～155 を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 住民参加の方法及び重要性についてまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
福祉行財政と福祉計画 （2 単位） 

３．科目番号 
SCMP3103 

SSMP3103 
２．授業担当教員 三田 真外 

４．授業形態 講義、グループ討議等 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関

係 

 

７．講義概要 

市場の失敗が問われている現在、これからは福祉分野においても、行政の役割が市場機能より重要になると

考えられる。こうした問題意識から本講義は福祉と関連し、パブリック（行政）が行っている事について以下

の点を中心に学習する。 

・福祉の行財政の実施体制（国・都道府県・市町村の役割、国と地方の関係、財源、組織及び団体、専門職の

役割を含む。）について理解する。 

・福祉行財政の実際について理解する。 

・福祉計画の意義や目的、主体、方法、留意点について理解する。 

８．学習目標 

１．福祉分野において市場の失敗と行政の機能の変化について理解し、説明することができる。 

２．福祉サービスの担い手として行政組織の役割について学習し、理解を深める。 

３．福祉予算と福祉サービスの関係について学び、説明できるようになる。 

４．福祉計画の理論と技法について、また、福祉計画がなぜ重要になってきたのかについて学び、説明できる

ようになる。 

５．福祉行政の過程すなわち、plan→do→see→feed back について学び、理解を深める。 

６．福祉計画の策定のとき、なぜ住民参加が重要なのかについて理解し、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 

学習の理解度をみるレポート課題（1500字以上）を数回実施する。レポートの作成方法・構成等の詳細につい

ては授業にて説明する。その他、授業の進行状況に応じて指示する。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

社会福祉士養成講座編集委員会 『福祉行財政と福祉計画』中央法規。 

【参考書】 

坂田周一『社会福祉計画』有斐閣。 

11．成績評価の規

準と評定の方

法 

○成績評価の規準 

1．社会福祉構造改革以後、変わった福祉行政のやり方について理解できたか 

2．福祉財政についてその内容と課題について理解できたか 

3．地域福祉と福祉計画地に関連し、それぞれの福祉計画について理解できたか 

4．発表や討議を通して発表力の向上ができたか 

○評定の方法 

1．授業への積極的な参加度（討議や発表など）：４０％ 

2．課題レポート及び予習ノート：３０％ 

3．総括テスト：３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

この授業は、福祉分野と行政分野との関連を学び、地域福祉の理論と技術を身に着けることを目的としてい

ます。 

１. 遅刻、欠席の無いようにすること。やむを得ず欠席する（した）場合は書面で教員に届け出ること。 

２. レポートの提出期限を遵守すること。提出期限後の提出は減点の対象となる。 

３. 私語や居眠り、学習テーマ以外の作業、携帯電話の使用、その他授業を妨げる行為を禁止する。違反者

は受講態度で減点の対象となる。 

13．オフィスアワ

ー 

初回の講義において発表する。 

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 

第１セクター(民間)と第２セクター(行政)の相違点 

事前学習 
シラバスを持参する。事前に講義概要、シラ

バスについて目を通しておく。 

事後学習 
行政と民間の相違点について講義の要点を

ノートにまとめる 

第２回 

福祉と制度 

福祉を実現する主体と機能、社会福祉の捉え方、社会

福祉と社会保障の違い 

事前学習 pp.2～10 を読んでくること。 

事後学習 
社会福祉の概念の変遷について、講義の要点

をノートにまとめる。 

第３回 

福祉の法制度の展開 

時代によってどのような制度ができ、特徴があるの

か、社会福祉における市場と行政の機能変化 

事前学習 pp.11～24 を読んでくること。 

事後学習 
社会福祉における市場と行政の機能変化に

ついて、講義の要点をノートにまとめる。 

第４回 
福祉計画の概要 

社会福祉と計画の関係、福祉行政と福祉計画 

事前学習 pp.25～32を読んでくること。 

事後学習 
福祉行政と福祉計画について、講義の要点を

ノートにまとめる。 

第５回 

行政の骨格と社会福祉の法制度 

政府の役割と地方自治体の関係、社会福祉の法令のポ

イント 

事前学習 pp.34～43 を読んでくること。 

事後学習 
社会福祉関連法令の専門用語をノートにま

とめる 

  



 

 

第６回 福祉行政の組織(中央及び地方政府) 

事前学習 pp.44～52 を読んでくること。 

事後学習 
厚生労働省の機能について、講義の要点をノ

ートにまとめる。 

第７回 
中間まとめ 

確認テスト・グループディスカッション 

事前学習 
第 1回から第 6回まのでの講義要点の再確認

をしておくこと 

事後学習 
ここまでの講義内容を整理し、理解を深める

こと。 

第８回 
社会福祉基礎構造改革と福祉サービスの利用方式の分

化 

事前学習 pp.53～61 を読んでくること。 

事後学習 
福祉サービスの利用方式について、講義の要

点をノートにまとめる。 

第９回 

財政と社会福祉 

社会保障給付費とは、社会保障給付費の推移、社会保障

関係費の動向 

事前学習 pp.64～70 を読んでくること。 

事後学習 
日本の社会保障給付費の動向の特徴につい

て、講義の要点をノートにまとめる。 

第１０回 地方自治体の財政と民生費の動向、民間と利用者負担 

事前学習 pp.71～77 を読んでくること。 

事後学習 
日本の民生費の動向の特徴について、講義の

要点をノートにまとめる。 

第１１回 
福祉行政の専門機関と専門職 

福祉関連専門機関と専門職の役割と機能 

事前学習 pp.80～102 を読んでくること。 

事後学習 
福祉関連専門機関について、講義の要点をノ

ートにまとめる。 

第１２回 

福祉計画の基本的視点 

計画と計画化、目標と目的の違いや PDCA サイクル、

福祉計画の概念や主体、類型 

事前学習 pp.104～135 を読んでくること。 

事後学習 
福祉計画のプロセスについて、講義の要点を

ノートにまとめる。 

第１３回 福祉計画におけるニーズ把握と評価 

事前学習 pp.136～150 を読んでくること。 

事後学習 

客観的ニーズと主観的ニーズの関係や福祉

計画評価技法について、講義の要点をノート

にまとめる。 

第１４回 福祉計画における住民参加の方法 

事前学習 pp.151～157 を読んでくること。 

事後学習 
住民参加の方法及び重要性について、講義の

要点をノートにまとめる。 

第１５回 まとめ 

事前学習 
これまでの講義内容について復讐してくる

こと。 

事後学習 
これまでの講義内容を整理し、理解を深める

こと。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 福祉行財政と福祉計画 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP3103 

２．授業担当教員 尹 文九 

４．授業形態 講義、グループ討議等 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

市場の失敗が問われている現在、これからは福祉分野においても、行政の役割が市場機能より重要になる

と考えられる。こうした問題意識から本講義は福祉と関連し、パブリック（行政）が行っている事について

以下の点を中心に学習する。 

・福祉の行財政の実施体制（国・都道府県・市町村の役割、国と地方の関係、財源、組織及び団体、専門職

の役割を含む。）について理解する。 

・福祉行財政の実際について理解する。 

・福祉計画の意義や目的、主体、方法、留意点について理解する。 

８．学習目標 

１．福祉分野において市場の失敗と行政の機能の変化について理解し、説明することができる。 

２．福祉サービスの担い手として行政組織の役割について学習し、理解を深める。 

３．福祉予算と福祉サービスの関係について学び、説明できるようになる。 

４．福祉計画の理論と技法について、また、福祉計画がなぜ重要になってきたのかについて学び、説明でき

るようになる。 

５．福祉行政の過程すなわち、plan→do→see→feed back について学び、理解を深める。 

６．福祉計画の策定のとき、なぜ住民参加が重要なのかについて理解し、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 

課題１：福祉計画の中で一つを選び、その内容や分かったことについて1500字程度でまとめる。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

社会福祉士養成講座編集委員会 『福祉行財政と福祉計画』中央法規。 

【参考書】 

坂田周一『社会福祉計画』有斐閣。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1．社会福祉構造改革以後、変わった福祉行政のやり方について理解されているのか 

2．福祉財政についてその内容と課題について理解されているのか 

3．地域福祉と福祉計画地に関連し、それぞれの福祉計画について理解されているのか 

4．発表や討議を通して発表力の向上できたのか 

○評定の方法 

1．授業への積極的な参加度（討議や発表など）：４０％ 

2．課題レポート及び予習ノート：３０％ 

3．総括テスト：３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

本学の基本方針として学生個人の思考力、創造力、問題解決能力を育成することを目的としている。 

 受講生は上記の目的達成のため、下記の事を守ることが期待されている。 

１）授業中は常に緊張感と集中力を保ち、積極的な態度で授業に参加すること。 

２）席は前から男女混合で座ること。 

３）授業中に理解できなかったことをそのまま放っておかず、質問をすること。 

４）授業中は私語、居眠り、また途中入出をしないこと(正当な理由以外は減点の対象になる)。 

５）宿題及びレポートの提出期間を厳守すること。 

６）グループ討議にはメンバー全員が積極的に参加することと他人が発表するときはきちんと傾聴すること。 

13．オフィスアワー 授業中に通知する(時間割表掲載のオフィスアワー欄参照) 

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 

第１セクター(民間)と第２セクター(行政)の相違点 

事前学習 
学習用ノートを準備し、シラバス・教科書に目

を通し、講義に臨むこと 

事後学習 行政と民間の相違点についてまとめる 

第２回 

福祉と制度 

福祉を実現する主体と機能、社会福祉の捉え方、 

社会福祉と社会保障の違いについて 

事前学習 pp.2～10を熟読し、要点をまとめる 

事後学習 社会福祉の概念の変遷についてまとめる 

第３回 

福祉の法制度の展開 

時代によってどのような制度ができ、特徴があるのか、 

社会福祉における市場と行政の機能変化について 

事前学習 pp.11～23を熟読し、要点をまとめる 

事後学習 
社会福祉における市場と行政の機能変化につ

いてまとめる 

第４回 
福祉計画の概要 

社会福祉と計画の関係、福祉行政と福祉計画について 

事前学習 pp.24～31を熟読し、要点をまとめる 

事後学習 福祉行政と福祉計画についてまとめる 

第５回 

行政の骨格と社会福祉の法制度 

政府の役割と地方自治体の関係、社会福祉の法令を読む

ポイント 

事前学習 pp.34～43を熟読し、要点をまとめる 

事後学習 社会福祉関連法令の専門用語をまとめる 

第６回 福祉行政の組織(中央及び地方政府を中心に) 
事前学習 pp.44～51を熟読し、要点をまとめる 

事後学習 厚生労働省の機能についてまとめる 



 

 

第７回 
社会福祉基礎構造改革と福祉サービスの利用方式の分

化について 

事前学習 pp.54～60を熟読し、要点をまとめる 

事後学習 福祉サービスの利用方式についてまとめる 

第８回 

財政と社会福祉 

社会保障給付費とは、社会保障給付費の推移、社会保障

関係費の動向について 

事前学習 pp.62～68を熟読し、要点をまとめる 

事後学習 
日本の社会保障給付費の動向の特徴について

まとめる 

第９回 地方自治体の財政と民生費の動向、民間と利用者負担 
事前学習 

pp.69～75を参考に自分が住んでいる地方自治

体の民生費を調べてまとめる 

事後学習 日本の民生費の動向の特徴についてまとめる 

第１０回 

福祉行政の専門機関と専門職 

福祉関連専門機関と専門職にはどのようなものがある

のか 

事前学習 pp.86～100を熟読し、要点をまとめる 

事後学習 講義で理解した内容をまとめる 

第１１回 

福祉計画の基本的視点 

計画と計画化、目標と目的の違いや PDCA サイクル、福

祉計画の概念や主体そして類型について 

事前学習 pp.116～133を熟読し、要点をまとめる 

事後学習 福祉計画のプロセスについてまとめる 

第１２回 福祉計画におけるニーズ把握について 

事前学習 pp.134～141を熟読し、要点をまとめる 

事後学習 
客観的ニーズと主観的ニーズの関係について

まとめる 

第１３回 福祉計画における評価について 
事前学習 pp.142～148を熟読し、要点をまとめる 

事後学習 評価技法についてまとめる 

第１４回 福祉計画の事例研究の視点と種類について 
事前学習 pp.158～163を熟読し、要点をまとめる 

事後学習 講義で理解した内容をまとめる 

第１５回 
福祉計画における住民参加の方法となぜそれが重要な

のか 

事前学習 pp.149～155を熟読し、要点をまとめる 

事後学習 住民参加の方法及び重要性についてまとめる 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 福祉と教育 （2 単位） 

３．科目番号 
GELA1329 

GELA1349 
２．授業担当教員 篠 大輔 

４．授業形態 
講義（学習参考例）、演習（ワークシート）、ディスカッション、レ

ポート課題、発表 
５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

福祉や教育の現場では、突然生じる問題を的確に発見して捉え、福祉や教育を必要とする各人のニーズに

応えられるように解決していかなければならない。そのためには、これまで我が国で主流とされてきた一方

的な知識注入型の授業法を改め、学生が主体となって学習に取り組めるような双方向対話型の授業法に切り

替えていかなければならない。本授業では、主に「新聞記事」「視覚教材」「学習参考例」などをもとにして、

日本の福祉と教育のあり方について考え、真に必要な能力は何かを分析しながら、現代社会で求められる福

祉従事者や教育者のあり方について考察する。 

８．学習目標 

本講義では、①ディスカッションでは、他人の意見を受け入れつつ、柔軟な思考力や問題解決能力を養う

こと、②発表では、聞き手に理解されやすい表現力を身に付けること、③レポート課題では、論理的でわか

りやすく簡潔な文章が書けるような文章作成能力を身に付けること、を学習目標にしている。また、①～③

に記した能力を兼ね備え、福祉や教育の現場で役立つ実践力を身に付けることを究極の目標としている。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．ワークシート（各回の講義内容に沿った課題を提示する。） 

２．期末レポート 

「授業の内容を踏まえた上で、今後の福祉や教育の現場で行うべき対人援助のあり方について自らの考

えを述べなさい。」 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

特定の教科書は使用しない。必要に応じて資料を配布する。 

【参考文献】 

参考文献については、テーマごとに紹介する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・福祉や教育に関する現代的な課題について理解することができたか。 

・ディスカッションにおいて、他の人の意見を受けとめ、自分の意見を分かりやすい表現で伝えることがで

きたか。 

○評定の方法 

・平常点（積極的参加度・授業態度・発言等）               20％ 

・理解度（ディスカッション記録、レポート、発表内容、資料等の作成など） 20％ 

・期末評価（レポート・試験等）                     60％ 

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 

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 初回講義で連絡する。 

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（授業の進め方等を

説明） 

事前学習 福祉と教育に関して興味のあることを整理しておく。 

事後学習 
「福祉と教育」を学ぶ意義について自分なりの考えをまとめて

おく。 

第２回 
いじめ問題① 

‐現代における「いじめ」の現状‐ 

事前学習 いじめの問題について知っていることを整理しておく。 

事後学習 
ＤＶＤの視聴やディスカッションを通して、いじめ問題につい

て自分なりに考えをワークシートにまとめておく。 

第３回 
いじめ問題② 

‐「いじめ」の解決にむけて‐ 

事前学習 前回に取り上げたいじめの問題について復習しておく。 

事後学習 
ＤＶＤの視聴やディスカッションを通して、いじめ問題につい

て自分なりに考えをワークシートにまとめておく。 

第４回 不登校 

事前学習 不登校の問題について知っていることを整理しておく。 

事後学習 
ＤＶＤの視聴やディスカッションを通して、不登校の問題につ

いて自分なりに考えをワークシートにまとめておく。 

第５回 フリースクール 

事前学習 フリースクールについて知っていることを整理しておく。 

事後学習 
ＤＶＤの視聴やディスカッションを通して、フリースクールに

ついて自分なりに考えをワークシートにまとめておく。 

第６回 子どもの発達障害 

事前学習 発達障害について知っていることを整理しておく。 

事後学習 
ＤＶＤの視聴やディスカッションを通して、発達障害について

自分なりに考えをワークシートにまとめておく。 

第７回 大人の発達障害 

事前学習 前回に取り上げた発達障害について復習しておく。 

事後学習 
ＤＶＤの視聴やディスカッションを通して、発達障害について

自分なりに考えをワークシートにまとめておく。 



 

 

第８回 子どもの虐待 

事前学習 子どもの虐待の問題について知っていることを整理しておく。 

事後学習 
ＤＶＤの視聴やディスカッションを通して、子どもの虐待問題

について自分なりに考えをワークシートにまとめておく。 

第９回 
子どもの貧困① 

‐現状の課題‐ 

事前学習 子どもの貧困の問題について知っていることを整理しておく。 

事後学習 
ＤＶＤの視聴やディスカッションを通して、子どもの貧困問題

について自分なりに考えをワークシートにまとめておく。 

第１０回 
子どもの貧困② 

‐課題の解決にむけて‐ 

事前学習 前回、取り上げた子どもの貧困問題について復習しておく。 

事後学習 
ＤＶＤの視聴やディスカッションを通して、トラウマ治療につ

いて自分なりに考えをワークシートにまとめておく。 

第１１回 ハンセン病問題について 

事前学習 ハンセン病問題について知っていることを整理しておく。 

事後学習 
ＤＶＤの視聴やディスカッションを通して、ハンセン病の問題

について自分なりに考えをワークシートにまとめておく。 

第１２回 障害者差別解消法について 

事前学習 障害者差別解消法について知っていることを整理しておく。 

事後学習 
ＤＶＤの視聴やディスカッションを通して、障害者差別解消法

について自分なりに考えをワークシートにまとめておく。 

第１３回 若年介護問題について 

事前学習 若年介護問題について知っていることを整理しておく。 

事後学習 
ＤＶＤの視聴やディスカッションを通して、介護離職問題につ

いて自分なりに考えをワークシートにまとめておく。 

第１４回 

レポート作成（今後の福祉や教育の現場

で行うべき対人援助のあり方について

考察する。） 

事前学習 レポートの課題について自分の考えをまとめておく。 

事後学習 レポートでは書ききれなかったことについて整理しておく。 

第１５回 
まとめ 

-「福祉と教育」の授業を振り返って 

事前学習 
これまでの授業で使用したワークシートを見直し、ふり返って

おく。 

事後学習 返却されたレポートの見直しをして、今後の授業に活用する。 
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１．科目名（単位数） 福祉事業所経営管理論Ⅱ （2 単位） 
３．科目番号 

SSMP3313 

SCNP3313 

SBMP3120 ２．授業担当教員 平 仁 

４．授業形態 講義、グループディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 
他科目との関係 

  

７．講義概要 

現在、わが国では介護保険事業、障害者総合支援事業において、福祉サービスの利用者による事業所選択
および事業者と利用者の利用計画の仕組みが実施され、必要経費は利用者の負担金と行政による利用料補助
額によって賄われている。また、社会福祉法人、営利法人（株式会社等）及びＮＰＯ法人等の多様な民間組
織も参入が認められ、福祉サービスの提供主体が多元化し、主体的管理運営がもとめられている。そのため、
経営組織のガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上、福祉サービスの供給体制の整備および充実を図る
ことが必要とされる。すなわち、社会福祉事業の公共性と事業主体のあり方が問われる状態にある。 
そのために、適正、効果的な事業所経営のためには、施設長をはじめとする管理者、相談援助活動に専門

的に従事する社会福祉士等は、福祉事業所やサービス提供に関する経営管理の組織構造、効率的なサービス
供給と運営の実際等経営論についての基礎知識も身に着けることが必要である。 
本講座では、春期に開講した「福祉事業所経営管理論Ⅰ」で学習した知識を前提として、演習等を踏まえ

て福祉事業所の経営・管理の実務的側面に焦点を当て実践的問題を扱う。 

８．学習目標 

演習として、特に以下の福祉事業所の経営・管理の実務的側面に焦点を当て実践的問題を扱う。 
１．福祉事業所の経営で日常的に遭遇する諸問題事例分析 
２．適正、効率的経営事例および問題事例の具体的検討 
３．利用者のニーズへの対応における事業所内職種間連携、情報管理の方法 
４、福祉事業所と外部専門機関との連携の方法 

９．アサイメント 
（宿題）及びレポ
ート課題 

 アサインメントは課さない。 
 期末レポート課題は追って授業内で指示する。 

10．教科書・参考書・
教材 

【教科書】 
浦野正男編『社会福祉施設経営管理論 2020』全国社会福祉協議会 2020年（改訂 11版） 
（ただし、シラバスの事前学習については同 2019年版（改訂 10版）を利用している。） 
【参考書】 
(社)日本介護福祉経営人材教育協会監修、馬場博編『はじめて学ぶ介護福祉のマネジメント』日本医療企画
2015年 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１ 社会福祉事業の経営学的な思考が身についたか。 

２ 多くの実践事例を踏まえて、今後の経営課題の解決に向けて、その方向性を見い出すことができたか。 

○評定の方法 
授業への積極的参加度    40％ 

レポート          60％ 

12．受講生への 
メッセージ 

この講座は、春期に開講した「福祉事業所経営管理論Ⅰ」で学習した知識を前提として、同テキストに掲
載されているケーススタディー等を通じて、社会福祉事業所が抱える経営課題について具体的に考え、解決
策を考えられるようになることを目的としている。そのため、かなり実践的な議論を行うことになるので、
予習・復習をしっかり行い、積極的にディスカッションに参加することを期待したい。 

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 福祉事業所経営管理論Ⅰの総復習 
事前学習 福祉事業所経営管理論Ⅰで学んだことを復習する。 

事後学習 福祉事業所経営管理論Ⅰで学んだことの理解を深める。 

第２回 ＳＷＯＴ分析の枠組み 
事前学習 テキスト事例１をよく読んでくること。 

事後学習 ＳＷＯＴ分析について理解する。 

第３回 
事例 ＳＷＯＴ分析に基づく環境特性分
析と中期経営計画策定＜グループディス
カッション＞ 

事前学習 インターネット等を活用して類似事例を調べておく 

事後学習 
グループディスカッションを踏まえて事例の取り組みを理
解する。 

第４回 ＩＳＯ認証の意味 

事前学習 テキスト事例２をよく読んでくること。 

事後学習 
品質管理の質を保障するＩＳＯの認証を福祉事業所が受け

る意味を理解する。 

第５回 
事例 ＩＳＯの取り組み＜グループディ
スカッション＞ 

事前学習 インターネット等を活用して類似事例を調べておく 

事後学習 
グループディスカッションを踏まえて事例の取り組みを理
解する。 

第６回 苦情対応・事故、ヒヤリハットへの対応 
事前学習 テキスト事例３，４をよく読んでくること。 

事後学習 リスクマネジメントについてより深く理解する。 

第７回 
事例 リスクマネジメントの取り組み＜

グループディスカッション＞ 

事前学習 インターネット等を活用して類似事例を調べておく 

事後学習 
グループディスカッションを踏まえて事例の取り組みを理
解する。 

第８回 
事例 苦情解決の取り組み～第三者委員
と介護オンブズマン＜グループディスカ

ッション＞ 

事前学習 インターネット等を活用して類似事例を調べておく 

事後学習 
グループディスカッションを踏まえて事例の取り組みを理

解する。 

第９回 トータル人事管理システムの構築 
事前学習 テキスト事例５をよく読んでくること。 

事後学習 人事管理・労務管理についてより深く理解する。 

第１０回 
事例 人事管理・人材育成の取り組み＜グ
ループディスカッション＞ 

事前学習 インターネット等を活用して類似事例を調べておく 

事後学習 
グループディスカッションを踏まえて事例の取り組みを理
解する。 

第１１回 
事例 管理会計と財務分析の事例＜グル
ープディスカッション＞ 

事前学習 テキスト事例６をよく読んでくること。 

事後学習 事例を通じて管理会計手法を理解する。 



 

 

 

第１２回 
個人情報とプライバシーの保護、公益通報
者保護 

事前学習 テキスト事例７，８をよく読んでくること。 

事後学習 情報管理についてより深く理解する。 

第１３回 
事例 社会福祉法人の公益通報制度の取

り組み＜グループディスカッション＞ 

事前学習 インターネット等を活用して類似事例を調べておく 

事後学習 
グループディスカッションを踏まえて事例の取り組みを理

解する。 

第１４回 
事例 広報活動の実際＜グループディス
カッション＞ 

事前学習 インターネット等を活用して類似事例を調べておく 

事後学習 
グループディスカッションを踏まえて事例の取り組みを理
解する。 

第１５回 最終まとめ 
事前学習 ここまでの議論を復習しておくこと。 

事後学習 ここまで学んだことを整理し、自分の考えをまとめる。 

  



 

 

１．科目名（単位数） 福祉と経営Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号 SBMP1131 

２．授業担当教員 中野 隆之 

４．授業形態 
テキストの内容を基にして、ケーススタディーについて受講生に
よるディスカッションを行う。 

５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
福祉と経営Ⅰを受講していることを前提として授業を行う 

７．講義概要 

春期の「福祉と経営１」ではテキストに基づいて基礎知識を学んだ。本講義では、この基礎知識を前提と
して、福祉(介護)業界における経営課題をいかにして解決するかについて、ケーススタディーを中心にグル
ープディスカッションを通じて全員で考えていく。グループディスカッションを踏まえて考えたことにつ
いては必ず次週までにレポートとして提出すること。 

８．学習目標 
・福祉(介護)業界における経営課題の解決策を具体的に考えることができるようになる。 
・自分の考えを自分の言葉で発表し、他人が理解できるように伝え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 

アサインメントは課さないが、グループディスカッションを行う 4 つのテーマについてディスカッション

の次週までにレポートを提出すること（書式自由・字数自由）（ディスカッションを欠席した場合は、クラ

スメイトから話を聞いて作成すること）テーマの詳細は授業当日説明する。 

①あなたが社会福祉サービス組織の経営者だとしたら、人材確保・人材定着のために何をすべきだと考えま

すか、グループディスカッションで考えたことを踏まえてレポートしなさい。 

②あなたはある介護福祉施設（特養）の施設長です。当施設で介護福祉士と利用者の間で以下のような出来

事が起こりました（詳細は後日授業で提示）。このような場合、あなたは施設長としてどのような行動に

出ますか。グループディスカッションで考えたことを踏まえてレポートしなさい。 

③あなたはある介護福祉施設（特養）に着任したばかりの施設長です。あなたは当施設の経営管理について

改革が必要だと感じていました。そんな中、以下のような出来事が起きました（詳細は後日授業で提示）。

このような場合、あなたは施設長としてどのような行動に出ますか。グループディスカッションで考えた

ことを踏まえてレポートしなさい。 

④あなたはある販売会社に就職し５年が経過し、ある地域の営業主任（部下５人）を任されました。ビジネ

スを発展させるために行うべき営業活動について、グループディスカッションで考えたことを踏まえて

レポートしなさい。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

馬場博監修、介護経営の未来を考える委員会『現場リーダーのための介護経営のしくみ〔改訂版〕』日本医

療企画、2014。 

【参考書】 

社会福祉士養成講座編集委員会編『福祉サービスの組織と経営（第５版）』中央法規。 

野中郁次郎著『経営管理』日経文庫、日本経済新聞社。 

 (社)日本介護福祉経営人材教育協会監修、馬場博編『はじめて学ぶ介護福祉のマネジメント』日本医療企

画、2015（介護福祉経営士入門研修テキスト）。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．ケーススタディーやグループディスカッションにおいて、積極的に発言し、議論に参加していたか 

２．４つのレポート課題につき、それぞれのテーマに対して、経営課題の解決策を具体的に考えることがで

きるか 

○評定の方法 

授業への積極的参加度  ２０％ 

レポート        ８０％（４つのレポートについてそれぞれ２０％） 

12．受講生への 

メッセージ 

１．第１回目の授業の冒頭に班編成を行い、全ての受講、演習をとおして班別に着席してください。班別
にリーダーを決め、リーダーは授業進行・管理の補助をおこなってもらいます。なお授業中にスマホ、

私語、居眠りの多い学生は教壇最前列に位置する班に所属させ、担当教員による監督下におきます。 

２．本講義は、春期の「福祉と経営１」を学習していることを前提としてディスカッション形式によるグ

ループワークを頻繁に行っていきます。基礎知識がない状況でディスカッションをしても表面的な議論

しかできませんので、「福祉と経営１」での学習内容をよく復習しておいて下さい。 

３．グループディスカッションに当たっては、他人の意見を否定するのではなく肯定的にとらえ、建設的
な議論を全員で作り上げていくようにしてください。 

４．将来福祉や様々なサービス業務でチームリーダーや管理職に携わる際に役立つ有効なセンスを磨く、
という意気込みで講義や演習に臨んでください。 

５．授業中、積極的に自分の考えを持ち発言すること。講義・演習を単に学課を学ぶ場としてではなく、

自分の考えをまとめ、発言する、文書化する、といった今後の学生生活や社会生活に必要なトレーニング
の場と考えてください。 

６．理解が不十分な点については放置せず授業中やオフィスアワーを利用して積極的に質問して下さい。 

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 福祉と経営１の総復習 
事前学習 福祉と経営１で学んだことを復習する。 

事後学習 福祉と経営１で学んだことを再確認する。 

第２回 少子高齢化の進展 

事前学習 
テキスト p.11 のコラム 1、p.12 のコラム 2、p.15 のコラム 4 及び

をよく読む。 

事後学習 
少子高齢化が進展する日本の将来を考える。また、自国の将来につ

いても考える。 

  



 

 

第３回 高齢者の住まい 

事前学習 
テキスト pp.33～46（特にテキスト p.39のコラム 9、p.41のコラム

10、p.43のコラム 11、p.44のコラム 12）をよく読む。 

事後学習 
授業の中で出た議論や疑問点を整理し、自分の考えをまとめてみ

る。 

第４回 事例研究：ガバナンス 

事前学習 テキスト p.55のコラム 14をよく読む。 

事後学習 
授業の中で出た議論や疑問点を整理し、自分の考えをまとめてみ

る。 

第５回 
福祉事業者が行うことができる介

護保険外サービス 

事前学習 
テキスト pp.56～67（特にテキスト pp.62～63のコラム 16）をよく

読む。 

事後学習 福祉業界が行うことができるビジネス領域を整理する。 

第６回 アジア諸国の介護事情 

事前学習 テキスト p.68のコラム 17をよく読む。 

事後学習 
自国の介護事情を理解し、自国における社会福祉ビジネスの進展の

可能性を考える。 

第７回 
事例 人材定着率の向上を目指し 

て（グループディスカッション） 

事前学習 テキスト pp.83～85をよく読む。 

事後学習 
グループディスカッションの結果を踏まえて、考えたことをレポー

トとして提出する。 

第８回 
外国人看護師・介護福祉士の受け

入れ 

事前学習 テキスト p.73のコラム 18をよく読む。 

事後学習 
日本で就職するために必要な労働ビザの取得できる職種を理解し、

福祉業界への就職の可能性を考える。 

第９回 リーダーシップを高めるために 

事前学習 テキスト pp.86～92をよく読む。 

事後学習 
授業で作成したテキスト p.89 の演習シートを振り返り、自己が成

長する際のヒントとする。 

第１０回 
事例 リーダーシップを高めるた

めに（グループディスカッション） 

事前学習 テキスト pp.86～92および前回配布した資料をよく読む。 

事後学習 
ディスカッションの中で出た議論や疑問点を整理し、自分の考えを

まとめてみる。 

第１１回 リーダーシップを高めるために 

事前学習 前回配布した資料を振り返る。 

事後学習 
授業の中で出た議論や疑問点を整理し、自分の考えをまとめてみ

る。 

第１２回 
事例 リーダーシップを高めるた

めに（グループディスカッション） 

事前学習 第９～１１回に配布した資料をよく読む。 

事後学習 
グループディスカッションの結果を踏まえて、考えたことをレポー

トとして提出する。 

第１３回 
コスト削減に関するケーススタデ

ィー 

事前学習 テキスト pp.109～116をよく読む。 

事後学習 

テキスト pp.109～116を復習し、授業で行ったケーススタディーの

意味を理解する。 

授業の中で出た議論や疑問点を整理し、自分の考えをまとめてみ

る。 

第１４回 

事例 全職員で組織的に行ったオ

ープン前の営業活動（グループデ

ィスカッション） 

事前学習 テキスト pp.129～132をよく読む。 

事後学習 
グループディスカッションの結果を踏まえて、考えたことをレポー

トとして提出する。 

第１５回 最終まとめ 

事前学習 ここまで未消化であった事項を整理する。 

事後学習 
ここまで学んだことを整理し、福祉と経営の関係について自分の考

えをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 福祉と経営Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号 SBMP1131 

２．授業担当教員 李 青雅 

４．授業形態 
テキストの内容を基にして、ケーススタディーについて受講生によ
るディスカッションを行う。 

５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
福祉と経営Ⅰを受講していることを前提として授業を行う 

７．講義概要 

春期の「福祉と経営１」ではテキストに基づいて基礎知識を学んだ。本講義では、この基礎知識を前提と
して、福祉(介護)業界における経営課題をいかにして解決するかについて、ケーススタディーを中心にグル
ープディスカッションを通じて全員で考えていく。グループディスカッションを踏まえて考えたことについ
ては必ず次週までにレポートとして提出すること。 
 

８．学習目標 
・福祉(介護)業界における経営課題の解決策を具体的に考えることができるようになる。 
・自分の考えを自分の言葉で発表し、他人が理解できるように伝え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 

アサインメントは課さないが、グループディスカッションを行う 4 つのテーマについてディスカッションの

次週までにレポートを提出すること（書式自由・字数自由）（ディスカッションを欠席した場合は、クラス

メイトから話を聞いて作成すること）テーマの詳細は授業当日説明する。 

①あなたが社会福祉サービス組織の経営者だとしたら、人材確保・人材定着のために何をすべきだと考えま

すか、グループディスカッションで考えたことを踏まえてレポートしなさい。 

②あなたはある介護福祉施設（特養）の施設長です。当施設で介護福祉士と利用者の間で以下のような出来

事が起こりました（詳細は後日授業で提示）。このような場合、あなたは施設長としてどのような行動に

出ますか。グループディスカッションで考えたことを踏まえてレポートしなさい。 

③あなたはある介護福祉施設（特養）に着任したばかりの施設長です。あなたは当施設の経営管理について

改革が必要だと感じていました。そんな中、以下のような出来事が起きました（詳細は後日授業で提示）。

このような場合、あなたは施設長としてどのような行動に出ますか。グループディスカッションで考えた

ことを踏まえてレポートしなさい。 

④あなたはある販売会社に就職し５年が経過し、ある地域の営業主任（部下５人）を任されました。ビジネ

スを発展させるために行うべき営業活動について、グループディスカッションで考えたことを踏まえてレ

ポートしなさい。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

馬場博監修、介護経営の未来を考える委員会『現場リーダーのための介護経営のしくみ〔改訂版〕』日本医療

企画 2014 年。 

【参考書】 

社会福祉士養成講座編集委員会編『福祉サービスの組織と経営（第５版）』中央法規。 

野中郁次郎著『経営管理』日経文庫、日本経済新聞社。 

 (社)日本介護福祉経営人材教育協会監修、馬場博編『はじめて学ぶ介護福祉のマネジメント』日本医療企画

2015 年（介護福祉経営士入門研修テキスト）。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．ケーススタディーやグループディスカッションにおいて、積極的に発言し、議論に参加していたか 

２．４つのレポート課題につき、それぞれのテーマに対して、経営課題の解決策を具体的に考えることがで

きるか 

○評定の方法 

授業への積極的参加度  ２０％ 

レポート        ８０％（４つのレポートについてそれぞれ２０％） 

12．受講生への 

メッセージ 

１．第１回目の授業の冒頭に班編成を行い、全ての受講、演習をとおして班別に着席してください。班別に

リーダーを決め、リーダーは授業進行・管理の補助をおこなってもらいます。なお授業中にスマホ、私語、
居眠りの多い学生は教壇最前列に位置する班に所属させ、担当教員による監督下におきます。 

２．本講義は、春期の「福祉と経営１」を学習していることを前提としてディスカッション形式によるグル

ープワークを頻繁に行っていきます。基礎知識がない状況でディスカッションをしても表面的な議論しか

できませんので、「福祉と経営１」での学習内容をよく復習しておいて下さい。 

３．グループディスカッションに当たっては、他人の意見を否定するのではなく肯定的にとらえ、建設的な

議論を全員で作り上げていくようにしてください。 
４．将来福祉や様々なサービス業務でチームリーダーや管理職に携わる際に役立つ有効なセンスを磨く、と
いう意気込みで講義や演習に臨んでください。 

５．授業中、積極的に自分の考えを持ち発言すること。講義・演習を単に学課を学ぶ場としてではなく、自
分の考えをまとめ、発言する、文書化する、といった今後の学生生活や社会生活に必要なトレーニングの
場と考えてください。 

６．理解が不十分な点については放置せず授業中やオフィスアワーを利用して積極的に質問して下さい。 

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 福祉と経営１の総復習 
事前学習 福祉と経営１で学んだことを復習する。 

事後学習 福祉と経営１で学んだことを再確認する。 

第２回 少子高齢化の進展 

事前学習 
テキスト p.11のコラム 1、p.12のコラム 2、

p.15のコラム 4及びをよく読む。 

事後学習 
少子高齢化が進展する日本の将来を考え

る。また、自国の将来についても考える。 

  



 

 

第３回 高齢者の住まい 

事前学習 

テキスト pp.33～46（特にテキスト p.39 の

コラム 9、p.41のコラム 10、p.43のコラム

11、p.44のコラム 12）をよく読む。 

事後学習 
授業の中で出た議論や疑問点を整理し、自

分の考えをまとめてみる。 

第４回 事例研究：ガバナンス 

事前学習 テキスト p.55のコラム 14をよく読む。 

事後学習 
授業の中で出た議論や疑問点を整理し、自

分の考えをまとめてみる。 

第５回 福祉事業者が行うことができる介護保険外サービス 

事前学習 
テキスト pp.56～67（特にテキスト pp.62～

63のコラム 16）をよく読む。 

事後学習 
福祉業界が行うことができるビジネス領域

を整理する。 

第６回 アジア諸国の介護事情 

事前学習 テキスト p.68のコラム 17をよく読む。 

事後学習 
自国の介護事情を理解し、自国における社

会福祉ビジネスの進展の可能性を考える。 

第７回 
事例 人材定着率の向上を目指し て（グループディス

カッション） 

事前学習 テキスト pp.83～85をよく読む。 

事後学習 
グループディスカッションの結果を踏まえ

て、考えたことをレポートとして提出する。 

第８回 外国人看護師・介護福祉士の受け入れ 

事前学習 テキスト p.73のコラム 18をよく読む。 

事後学習 

日本で就職するために必要な労働ビザの取

得できる職種を理解し、福祉業界への就職

の可能性を考える。 

第９回 リーダーシップを高めるために 

事前学習 テキスト pp.86～92をよく読む。 

事後学習 

授業で作成したテキスト p.89の演習シート

を振り返り、自己が成長する際のヒントと

する。 

第１０回 
事例 リーダーシップを高めるために（グループディス

カッション） 

事前学習 
テキスト pp.86～92 および前回配布した資

料をよく読む。 

事後学習 
ディスカッションの中で出た議論や疑問点

を整理し、自分の考えをまとめてみる。 

第１１回 リーダーシップを高めるために 

事前学習 前回配布した資料を振り返る。 

事後学習 
授業の中で出た議論や疑問点を整理し、自

分の考えをまとめてみる。 

第１２回 
事例 リーダーシップを高めるために（グループディス

カッション） 

事前学習 第９～１１回に配布した資料をよく読む。 

事後学習 
グループディスカッションの結果を踏まえ

て、考えたことをレポートとして提出する。 

第１３回 コスト削減に関するケーススタディー 

事前学習 テキスト pp.109～116をよく読む。 

事後学習 

テキスト pp.109～116 を復習し、授業で行

ったケーススタディーの意味を理解する。 

授業の中で出た議論や疑問点を整理し、自

分の考えをまとめてみる。 

第１４回 
事例 全職員で組織的に行ったオープン前の営業活動

（グループディスカッション） 

事前学習 テキスト pp.129～132をよく読む。 

事後学習 
グループディスカッションの結果を踏まえ

て、考えたことをレポートとして提出する。 

第１５回 
最終まとめ 

 

事前学習 
ここまで未消化であった事項を整理する。 

 

事後学習 
ここまで学んだことを整理し、福祉と経営

の関係について自分の考えをまとめる。  

 



 

 

１．科目名（単位数） 福祉と経営Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号 SBMP1131 

２．授業担当教員 松尾 仁 

４．授業形態 
テキストの内容を基にして、ケーススタディーについて受講生によ
るディスカッションを行う。 

５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
福祉と経営Ⅰを受講していることを前提として授業を行う。 

７．講義概要 

春期の「福祉と経営１」ではテキストに基づいて基礎知識を学んだ。本講義では、この基礎知識を前提と
して、福祉(介護)業界における経営課題をいかにして解決するかについて、ケーススタディーを中心にグル
ープディスカッションを通じて全員で考えていく。グループディスカッションを踏まえて考えたことについ
ては必ず次週までにレポートとして提出すること。 
 

８．学習目標 
・福祉(介護)業界における経営課題の解決策を具体的に考えることができるようになる。 
・自分の考えを自分の言葉で発表し、他人が理解できるように伝え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 

授業内容と関連したレポートを課す。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

馬場博監修・介護経営の未来を考える委員会『現場リーダーのための介護経営のしくみ〔改訂版〕』日本医療

企画 2012 年。 

【参考書】 
社会福祉士養成講座編集委員会編『新社会福祉士養成講座 11 福祉サービスの組織と経営 第 5 版』中央法
規、2017年。 

山縣文治・岡田忠克編『よくわかる社会福祉〔第 11版〕』ミネルヴァ書房、2016年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．ケーススタディーやグループディスカッションにおいて、積極的に発言し、議論に参加していたか 

２．４つのレポート課題につき、それぞれのテーマに対して、経営課題の解決策を具体的に考えることがで

きるか 

○評定の方法 

授業への積極的参加度  ２０％ 

レポート        ８０％（４つのレポートについてそれぞれ２０％） 

12．受講生への 

メッセージ 

福祉と経営 Iに引き続き、主体的に授業に参加し、福祉を経営の基礎的な理論と現状を学び、福祉と経営の

さまざまな問題について漠然とではなく論理的に考える力を身につけるよう心掛けていただきたい。 

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 ガイダンス/福祉と経営 I の復習 
事前学習 福祉と経営 Iで学んだことを復習する。 

事後学習 福祉と経営 Iで学んだことを再確認する。 

第２回 少子高齢化の進展 

事前学習 
テキスト p.11のコラム 1、p.12のコラム 2、

p.15のコラム 4及びをよく読む。 

事後学習 
少子高齢化が進展する日本の将来を考え

る。また、自国の将来についても考える。 

第３回 高齢者の住まい 

事前学習 

テキスト pp.33～46（特にテキスト p.39 の

コラム 9、p.41のコラム 10、p.43のコラム

11、p.44のコラム 12）をよく読む。 

事後学習 
授業の中で出た議論や疑問点を整理し、自

分の考えをまとめてみる。 

第４回 事例研究：ガバナンス 

事前学習 テキスト p.55のコラム 14をよく読む。 

事後学習 
授業の中で出た議論や疑問点を整理し、自

分の考えをまとめてみる。 

第５回 福祉事業者が行うことができる介護保険外サービス 

事前学習 
テキスト pp.56～67（特にテキスト pp.62～

63のコラム 16）をよく読む。 

事後学習 
福祉業界が行うことができるビジネス領域

を整理する。 

第６回 アジア諸国の介護事情 

事前学習 テキスト p.68のコラム 17をよく読む。 

事後学習 
自国の介護事情を理解し、自国における社

会福祉ビジネスの進展の可能性を考える。 

第７回 
事例 人材定着率の向上を目指して（グループディスカ

ッション） 

事前学習 テキスト pp.83～85をよく読む。 

事後学習 
グループディスカッションの結果を踏まえ

て、考えたことをレポートとして提出する。 

第８回 外国人看護師・介護福祉士の受け入れ 

事前学習 テキスト p.73のコラム 18をよく読む。 

事後学習 

日本で就職するために必要な労働ビザの取

得できる職種を理解し、福祉業界への就職

の可能性を考える。 

  



 

 

第９回 リーダーシップを高めるために 

事前学習 テキスト pp.86～92をよく読む。 

事後学習 

授業で作成したテキスト p.89の演習シート

を振り返り、自己が成長する際のヒントと

する。 

第１０回 
事例 リーダーシップを高めるために（グループディス

カッション） 

事前学習 
テキスト pp.86～92 および前回配布した資

料をよく読む。 

事後学習 
ディスカッションの中で出た議論や疑問点

を整理し、自分の考えをまとめてみる。 

第１１回 リーダーシップを高めるために 

事前学習 前回配布した資料を振り返る。 

事後学習 
授業の中で出た議論や疑問点を整理し、自

分の考えをまとめてみる。 

第１２回 
事例 リーダーシップを高めるために（グループディス

カッション） 

事前学習 第９～１１回に配布した資料をよく読む。 

事後学習 
グループディスカッションの結果を踏まえ

て、考えたことをレポートとして提出する。 

第１３回 コスト削減に関するケーススタディー 

事前学習 テキスト pp.109～116をよく読む。 

事後学習 

テキスト pp.109～116 を復習し、授業で行

ったケーススタディーの意味を理解する。 

授業の中で出た議論や疑問点を整理し、自

分の考えをまとめてみる。 

第１４回 
事例 全職員で組織的に行ったオープン前の営業活動

（グループディスカッション） 

事前学習 テキスト pp.129～132をよく読む。 

事後学習 
グループディスカッションの結果を踏まえ

て、考えたことをレポートとして提出する。 

第１５回 総括 

事前学習 これまでの授業内容を整理しておく。 

事後学習 
ここまで学んだことを整理し、福祉と経営

の関係について自分の考えをまとめる。  

 



 

 

１．科目名（単位数） 福祉と経営Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号 SBMP1131 

２．授業担当教員 若杉 英治 

４．授業形態 
テキストの内容を基にして、ケーススタディーについて受講生によ
るディスカッションを行う。 

５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
福祉と経営Ⅰを受講していることを前提として授業を行う 

７．講義概要 

春期の「福祉と経営１」ではテキストに基づいて基礎知識を学んだ。本講義では、この基礎知識を前提と
して、福祉(介護)業界における経営課題をいかにして解決するかについて、ケーススタディーを中心にグル
ープディスカッションを通じて全員で考えていく。グループディスカッションを踏まえて考えたことについ
ては必ず次週までにレポートとして提出すること。 
 

８．学習目標 
・福祉(介護)業界における経営課題の解決策を具体的に考えることができるようになる。 
・自分の考えを自分の言葉で発表し、他人が理解できるように伝え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 

アサインメントは課さないが、グループディスカッションを行う 4 つのテーマについてディスカッションの

次週までにレポートを提出すること（書式自由・字数自由）（ディスカッションを欠席した場合は、クラス

メイトから話を聞いて作成すること）テーマの詳細は授業当日説明する。 

①あなたが社会福祉サービス組織の経営者だとしたら、人材確保・人材定着のために何をすべきだと考えま

すか、グループディスカッションで考えたことを踏まえてレポートしなさい。 

②あなたはある介護福祉施設（特養）の施設長です。当施設で介護福祉士と利用者の間で以下のような出来

事が起こりました（詳細は後日授業で提示）。このような場合、あなたは施設長としてどのような行動に

出ますか。グループディスカッションで考えたことを踏まえてレポートしなさい。 

③あなたはある介護福祉施設（特養）に着任したばかりの施設長です。あなたは当施設の経営管理について

改革が必要だと感じていました。そんな中、以下のような出来事が起きました（詳細は後日授業で提示）。

このような場合、あなたは施設長としてどのような行動に出ますか。グループディスカッションで考えた

ことを踏まえてレポートしなさい。 

④あなたはある販売会社に就職し５年が経過し、ある地域の営業主任（部下５人）を任されました。ビジネ

スを発展させるために行うべき営業活動について、グループディスカッションで考えたことを踏まえてレ

ポートしなさい。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

馬場博監修、介護経営の未来を考える委員会『現場リーダーのための介護経営のしくみ〔改訂版〕』日本医療

企画 2014 年。 

【参考書】 

社会福祉士養成講座編集委員会編『福祉サービスの組織と経営（第５版）』中央法規。 

野中郁次郎著『経営管理』日経文庫、日本経済新聞社。 

 (社)日本介護福祉経営人材教育協会監修、馬場博編『はじめて学ぶ介護福祉のマネジメント』日本医療企画

2015 年（介護福祉経営士入門研修テキスト）。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．ケーススタディーやグループディスカッションにおいて、積極的に発言し、議論に参加していたか 

２．４つのレポート課題につき、それぞれのテーマに対して、経営課題の解決策を具体的に考えることがで

きるか 

○評定の方法 

授業への積極的参加度  ２０％ 

レポート        ８０％（４つのレポートについてそれぞれ２０％） 

12．受講生への 

メッセージ 

１．第１回目の授業の冒頭に班編成を行い、全ての受講、演習をとおして班別に着席してください。班別に

リーダーを決め、リーダーは授業進行・管理の補助をおこなってもらいます。なお授業中にスマホ、私語、
居眠りの多い学生は教壇最前列に位置する班に所属させ、担当教員による監督下におきます。 

２．本講義は、春期の「福祉と経営１」を学習していることを前提としてディスカッション形式によるグル

ープワークを頻繁に行っていきます。基礎知識がない状況でディスカッションをしても表面的な議論しか

できませんので、「福祉と経営１」での学習内容をよく復習しておいて下さい。 

３．グループディスカッションに当たっては、他人の意見を否定するのではなく肯定的にとらえ、建設的な

議論を全員で作り上げていくようにしてください。 
４．将来福祉や様々なサービス業務でチームリーダーや管理職に携わる際に役立つ有効なセンスを磨く、と
いう意気込みで講義や演習に臨んでください。 

５．授業中、積極的に自分の考えを持ち発言すること。講義・演習を単に学課を学ぶ場としてではなく、自
分の考えをまとめ、発言する、文書化する、といった今後の学生生活や社会生活に必要なトレーニングの
場と考えてください。 

６．理解が不十分な点については放置せず授業中やオフィスアワーを利用して積極的に質問して下さい。 

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 福祉と経営１の総復習 
事前学習 福祉と経営１で学んだことを復習する。 

事後学習 福祉と経営１で学んだことを再確認する。 

第２回 少子高齢化の進展 

事前学習 
テキスト p.11のコラム 1、p.12のコラム 2、

p.15のコラム 4及びをよく読む。 

事後学習 
少子高齢化が進展する日本の将来を考え

る。また、自国の将来についても考える。 

  



 

 

第３回 高齢者の住まい 

事前学習 

テキスト pp.33～46（特にテキスト p.39 の

コラム 9、p.41のコラム 10、p.43のコラム

11、p.44のコラム 12）をよく読む。 

事後学習 
授業の中で出た議論や疑問点を整理し、自

分の考えをまとめてみる。 

第４回 事例研究：ガバナンス 

事前学習 テキスト p.55のコラム 14をよく読む。 

事後学習 
授業の中で出た議論や疑問点を整理し、自

分の考えをまとめてみる。 

第５回 福祉事業者が行うことができる介護保険外サービス 

事前学習 
テキスト pp.56～67（特にテキスト pp.62～

63のコラム 16）をよく読む。 

事後学習 
福祉業界が行うことができるビジネス領域

を整理する。 

第６回 アジア諸国の介護事情 

事前学習 テキスト p.68のコラム 17をよく読む。 

事後学習 
自国の介護事情を理解し、自国における社

会福祉ビジネスの進展の可能性を考える。 

第７回 
事例 人材定着率の向上を目指し て（グループディス

カッション） 

事前学習 テキスト pp.83～85をよく読む。 

事後学習 
グループディスカッションの結果を踏まえ

て、考えたことをレポートとして提出する。 

第８回 外国人看護師・介護福祉士の受け入れ 

事前学習 テキスト p.73のコラム 18をよく読む。 

事後学習 

日本で就職するために必要な労働ビザの取

得できる職種を理解し、福祉業界への就職

の可能性を考える。 

第９回 リーダーシップを高めるために 

事前学習 テキスト pp.86～92をよく読む。 

事後学習 

授業で作成したテキスト p.89の演習シート

を振り返り、自己が成長する際のヒントと

する。 

第１０回 
事例 リーダーシップを高めるために（グループディス

カッション） 

事前学習 
テキスト pp.86～92 および前回配布した資

料をよく読む。 

事後学習 
ディスカッションの中で出た議論や疑問点

を整理し、自分の考えをまとめてみる。 

第１１回 リーダーシップを高めるために 

事前学習 前回配布した資料を振り返る。 

事後学習 
授業の中で出た議論や疑問点を整理し、自

分の考えをまとめてみる。 

第１２回 
事例 リーダーシップを高めるために（グループディス

カッション） 

事前学習 第９～１１回に配布した資料をよく読む。 

事後学習 
グループディスカッションの結果を踏まえ

て、考えたことをレポートとして提出する。 

第１３回 コスト削減に関するケーススタディー 

事前学習 テキスト pp.109～116をよく読む。 

事後学習 

テキスト pp.109～116 を復習し、授業で行

ったケーススタディーの意味を理解する。 

授業の中で出た議論や疑問点を整理し、自

分の考えをまとめてみる。 

第１４回 
事例 全職員で組織的に行ったオープン前の営業活動

（グループディスカッション） 

事前学習 テキスト pp.129～132をよく読む。 

事後学習 
グループディスカッションの結果を踏まえ

て、考えたことをレポートとして提出する。 

第１５回 
最終まとめ 

 

事前学習 
ここまで未消化であった事項を整理する。 

 

事後学習 
ここまで学んだことを整理し、福祉と経営

の関係について自分の考えをまとめる。 

期末試験 

※試験を実施しない場合→この欄の文字をすべて削除してください。（枠は教務課で削除） 

 ※試験を実施する場合→この欄の赤色の注意書きを削除してください。 

 



 

 

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 皆吉 淳延 

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）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】 
渡邊淳子『大学生のための論文・レポートの論理的な書き方』研究社、2015。 
【プリント教材】 

授業内でプリントを配付する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1) 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・ライティングやビジネスライティングを身につけ、実践しようとする受講
生の取り組みを期待します。以下の点には注意してください。 
１）欠席、遅刻、早退などせず、真面目に参加すること。 
２）提出物、宿題は必ず提出すること。 
３）ノートを一冊用意（表紙に氏名明記）すること。 
４）教科書、配付プリント、ノートは毎回必ず持参すること 

５）わからないことは、担当教員に必ず質問、確認をすること 

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 

科目のガイダンス（シラバス、授業の進め方） 

自己紹介文を作成し、発表する。長所・短所の伝え方を

学習する。 

事前学習 自分の長所・短所を書いてくる。 

事後学習 
とくに、悪い印象を与えない短所の伝え方の

復習をする。 

第２回 
他者理解。他者への助言や説得の仕方を学習する。批

判と助言を区別する。プリントを使用。 

事前学習 
自己中心的な考えをしたことによる失敗事

例をまとめておく。 

事後学習 
批判と助言の区別を明確にできるよう学習

内容を復習する。 

第３回 
報告文について学習する。プリントを使用。解説後、教

員が作成したプリントを修正し、報告文にする。 

事前学習 
事実と意見の違いについて身近な例から考

えてくる。 

事後学習 
プリントに示したポイントを中心に復習す

る。 

第４回 
プレゼンや講演を要約する。1 年生とは違いやや専門

的な内容にする。教員が模擬講演をする。 

事前学習 
他人の話を聴くことで得られると考えられ

るものについて、まとめてくる。 

事後学習 
聴くことと要約することを通して得たもの

をまとめる。 

第５回 

教科書『大学生のための論文・レポートの論理的な書

き方』pp.2~11 を解説する。レポートにおける論証・論

理・根拠・構造について学習する。 

事前学習 教科書 pp.2～11 を読んでおく。 

事後学習 教科書に下線を引いた箇所を復習する 

第６回 

教科書『大学生のための論文・レポートの論理的な書

き方』pp14.~20 を解説する。わかりやすい文①、一文

一義・主語と述語の関係について学習する。 

事前学習 

過去に書いたわかりづらい文章を探す。自分

が書いたのではなく、身近にある文章でも可

能。 

事後学習 
学習内容を復習し、文章を書くときに役立て

る。 



 

 

第７回 

教科書『大学生のための論文・レポートの論理的な書

き方』pp20.~29 を解説する。わかりやすい文➁、言葉

遣い、修飾語と被修飾語、読点の打ち方について学習

する。小テスト実施 

事前学習 
友達どうしで使う LINE 用語で、年齢が離れ

た人に内容が伝わるか考えてくる。 

事後学習 
学習内容を復習し、文章を書くときに役立て

る。 

第８回 アンケートを作成する。課題を設定し、調査する。 
事前学習 アンケートの依頼の仕方を考えてくる。 

事後学習 アンケート調査を実施する。 

第９回 

教科書『大学生のための論文・レポートの論理的な書

き方』pp32.~39 を解説する。テーマの絞り込みについ

て学習する。 

事前学習 教科書 pp.32～36 を読んでおく。 

事後学習 イメージ図を作成する。 

第１０回 

教科書『大学生のための論文・レポートの論理的な書

き方』pp42.~51 を解説する。アウトラインについて学

習する。 

事前学習 テキスト pp.42～44 を読んでおく。 

事後学習 アウトラインのつくり方を復習する。 

第１１回 

小論文を作成する。プリントを使用。説得力がある文

章の書き方について学習する。作成前にグループディ

スカッションをする。 

事前学習 
自分の主張を相手に理解してもらう方法を

考えてくる。 

事後学習 
自分の主張に説得力を持たせる書き方につ

いて復習する。 

第１２回 

教科書『大学生のための論文・レポートの論理的な書

き方』pp76.~89 を解説する。文献・資料の引用の仕方

を学習する。 

事前学習 
自分の文章と相手の文章をわけて書くよう

意識化しておく。 

事後学習 
学習内容を復習し、剽窃にならないように注

意して文章を書くようにする。 

第１３回 

中間レポート。教員がレポートのテーマを設定する。

そのテーマを学生が絞り込み、講義の内容をふまえて

レポートを作成する。 

事前学習 レポートの書き方を復習しておく。 

事後学習 レポートを読み返す。 

第１４回 
インターネットを使った説明文の学習をする。課題に
ついて検索し、説明文を作成する。 

事前学習 第 3 回の学習内容を復習しておく。 

事後学習 
正確に伝えることの重要性を意識して文章

を作成するようにする。 

第１５回 

敬語実践。複数の場面における敬語の学習をする。グ
ループで役割を決め、実践する。非言語の役割も学習

する。プリントを使用。 

事前学習 敬語の種類と機能を確認しておく。 

事後学習 日常生活でも敬語を使えるようにする。 

第１６回 

電話応対のマナーを学習する。二人一組で実践する。 

前回学習した敬語と非言語の役割を確認する。のプリ

ントを使用。 

事前学習 電話対応で大切なことは何かを考えてくる。 

事後学習 
電話対応における敬語と非言語の役割につ

いて復習しておく。 

第１７回 メールを書く①。プリントを使用。小テスト実施 
事前学習 

日常生活でメールの使い分けができている

か、確認する。 

事後学習 作成したメールを、見直しておく。 

第１８回 メールを書く②。プリントを使用。 

事前学習 第 19 回の学習内容を復習しておく。 

事後学習 
作成したメールをもとに、ビジネスメールを

書けるようにする。 

第１９回 手紙を書く①。プリントを使用。 
事前学習 

手紙とはがきとメールの違いについて調べ

ておく。 

事後学習 状況に応じた手紙を書く練習をする。 

第２０回 はがきを書く②。プリントを使用。 
事前学習 

手書きではがきを書く意味について考えて

くる。 

事後学習 状況に応じたはがきを書く練習をする。 

第２１回 企画書を書く。プリントを使用。 
事前学習 

相手に内容が伝わる企画書をイメージして

書いてみる 

事後学習 学習前と学習後の企画書を比較する。 

第２２回 
テーマを決め、グループで発表する①。下書き原稿を
作る。発表の準備をする。 

事前学習 
グループにおける希望する役割を決めてお

く。 

事後学習 
グループで話し合い、役割を決め、準備をす
る。 

第２３回 
テーマを決め、グループで発表する②。発表をおこな
う。発表内容を学生にも採点させる。 

事前学習 発表の準備を丁寧におこなう。 

事後学習 発表の結果を考察する。 

第２４回 文章読解。プリントを使用。小テスト実施 
事前学習 

難解な文章の内容が読みとれない原因を考

えておく。 

事後学習 難解な文章を多読する。 

第２５回 エントリーシートを作成する。プリントを使用。 
事前学習 エントリーシートの必要性を考えてくる。 

事後学習 作成したエントリーシートを見直す。 

第２６回 

教科書『大学生のための論文・レポートの論理的な書

き方』pp66.~73 を解説する。完成度を高めるレポート
作成について学習する。 

事前学習 
よりよいレポートにするためには、どこを工
夫すればよいか考える。 

事後学習 
学習内容を復習し、完成度の高いレポートを

書けるようにする。 

第２７回 

教科書『大学生のための論文・レポートの論理的な書
き方』pp92.~98 を解説する。文章の修正の仕方を学習

する。プリントを使用。 

事前学習 
文章を作成する上で、各自間違えやすい箇所

をまとめておく。 

事後学習 
注意点をふまえ、書き終えたレポートを修正
できるようにする。 

第２８回 
最終レポート。これまでの内容を振り返る。この授業
を受講した結果、文章力がどのように変化していった

事前学習 
この授業の成果について考えをまとめてお
く。 



 

 

か、その過程を文章で説明する。 事後学習 今後の目標を立てる。 

課題研究 

1 

 

課題研究テーマ：第８回の講義で学習したアンケート作成方法を活用し、レポートを作成する。 

興味のあるテーマについてアンケートをとり、分析し、その結果をまとめレポートを作成しなさい。 

レポート様式：A4用紙２枚以上（２０００字以上） 

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：第１０回の授業内で、各自のアンケートをもとに、ディスカッションする。 

     各自の提出レポートに教員がコメントをつけて返却する。 
 

課題研究 

2 

 

課題研究テーマ：今までの講義内容をふまえて、「学校でのいじめ問題の解決策」についてレポートにまとめなさい。 

レポート様式：A4用紙１枚（１０００字以上１２００字以内） 

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。 

事後学習：第１２回の授業内で、提出レポートをもとに、意見交流する。 

     各自の提出レポートに教員がコメントをつけて返却する。 
 

 



 

 

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 青木 優子・佐野 あゆみ・坂田 晶子・東條 和子 

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Ⅲ（口頭発表表現） （4 単位） 

３．科目番号 GELA3307 

２．授業担当教員 青木 優子・佐野 あゆみ・大川 たかね 

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。 
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１．科目名（単位

数） 
保育キャリア応用演習 （4単位） 

３．科目番号 
GECD2106 

GECD2416 
２．授業担当教員 チームティーチング 

４．授業形態 
オムニバス形式で内容ごとに担当の先生が入れ替わり、演習を中心

として行います。 
５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
保育キャリア基礎演習を受講していること。 

７．講義概要 

保育者として必要な専門科目を十分に理解し、効果的に学習を進めるための知識・技能の基礎力を身につ

けることを目的とする。第１に文章表現力を養う。第２にコミュニケーション能力を向上させる。第３に

基本学力を習得し次にあげる学習の習熟ができるようにする。１．実習に必要な文章力を身につける。 ２．

自分を表現する能力を身につける。 ３．専門科目の学習の準備としての論理的思考力を身につける。 ４．

保育に必要な教材制作ができる。５保育の実際を見学し子どもと保育者の生活を知る  

８．学習目標 

１、幼児教育の専門的基礎技能の習得をする。  

２、幼児教育に携わる人間として、専門性を醸成していく生活態度を身に着ける。 

３、実践的な活動の理解と習熟を図る。 

４、専門職者としての教養問題の理解と習熟を図る。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１実技指導の中の教材作成 

２現場見学レポート作成 

３保育実践学習の成果のレポート 

４教養問題の予習と復習（わからなかったものはわかるまで質問等する。） 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】保育士採用試験情報研究会『スイスイわかる保育士採用教養試験』一ツ橋書店 

     24回から 30回の実技についてはその都度配布物などで対応する。 

【参考書】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  

 ・教材を製作しその活用について考えられたか 

 ・保育の実際について理解ができたか 

 ・保育見学において乳幼児や保育の場に親しみをもち適切に学習ができたか 

 ・キャリア形成のために必要な一般的な知識及び思考力を身に付けられたか。 

○評価の方法 

"使用教科書のワーク編への記入やポートフォリオ 50％ 

授業への参加態度 20％ 

課題提出状況とその成果 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

大学で習得した知識や理論を教育の現実に適用する方法や意味を知ると共に、実践的な能力を磨くことが

できるように実技に関する力を身に着けることができます。加えて、保育職についての使命感を高 め、自

己の能力・適性について自覚するとともに、新しい課題を発見し、卒後の学びに反映させる態度等を養う

ことができるようにします。実習などの実践力を身に着けて、新たな課題を自主的に探究したいと思う契

機になると思います。 

13．オフィスアワー 各担当教員の研究室に掲示 

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 
教養基礎 判断推理１（論理の問題） 

教養試験 pp88～89 98 112～113 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 講義で扱った例題を解き、その解法などに習熟する 

第２回 
教養基礎 判断推理２（集合の問題）  

教養試験 pp107 118～119 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 講義で扱った例題を解き、その解法などに習熟する 

第３回 
教養基礎 判断推理３（暗号、道順の問題）  

教養試験 pp90 112～113 118～119 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 講義で扱った例題を解き、その解法などに習熟する 

第４回 
教養基礎 判断推理４（推論の問題）  

教養試験 pp91 103～104 114～115 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 講義で扱った例題を解き、その解法などに習熟する 

第５回 
教養基礎 判断推理５（位置の問題）  

教養試験 pp92～93 100 116～117 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 講義で扱った例題を解き、その解法などに習熟する 

第６回 教養基礎 判断推理６（順序の問題）  事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 
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教養試験 pp94 102～103 114～115 120～

121 
事後学習 講義で扱った例題を解き、その解法などに習熟する 

第７回 
教養基礎 判断推理７（平面の問題）  

教養試験 pp94～95 105 109 120～121 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 講義で扱った例題を解き、その解法などに習熟する 

第８回 
教養基礎 判断推理９（展開の問題）  

教養試験 pp96～97 110～111 122～123 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 講義で扱った例題を解き、その解法などに習熟する 

第９回 
教養基礎 判断推理１０（勝敗の問題）  

教養試験 pp98～99 101～102 116～117 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 講義で扱った例題を解き、その解法などに習熟する 

第１０回 
教養基礎 資料解釈１ （基本問題１～３）   

教養試験 pp124～127 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 講義で扱った例題を解き、その解法などに習熟する 

第１１回 
教養基礎 資料解釈２ （練習問題１～３） 

教養試験 pp128～132 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 講義で扱った例題を解き、その解法などに習熟する 

第１２回 

教養基礎 資料解釈３ （練習問題 4）（予

想問題１・２） 

教養試験 pp132～137 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 講義で扱った例題を解き、その解法などに習熟する 

第１３回 
教養基礎 資料解釈４  （予想問題３・４） 

教養試験 pp138～141） 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 講義で扱った例題を解き、その解法などに習熟する 

第１４回 
教養基礎 社会科学 政治 

教養試験 pp142～147 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 触れた内容について記憶し、復習をする。 

第１５回 
教養基礎 社会科学 政治 

教養試験 pp148～153 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 触れた内容について記憶し、復習をする。 

第１６回 
教養基礎 社会科学  経済 

教養試験 pp154～159 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 触れた内容について記憶し、復習をする。 

第１７回 
教養基礎  社会科学  経済 

教養試験 pp160～165 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 触れた内容について記憶し、復習をする。 

第１８回 
教養基礎 社会科学  社会 

教養試験 pp166～171 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 触れた内容について記憶し、復習をする。 

第１９回 
教養基礎 社会科学  社会 

教養試験 pp172～175 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 触れた内容について記憶し、復習をする。 

第２０回 
教養基礎 人文科学 思想 

教養試験 pp176～181 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 触れた内容について記憶し、復習をする。 

第２１回 
教養基礎 人文科学 日本史 

教養試験 pp182～187 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 触れた内容について記憶し、復習をする。 

第２２回 
実習などのマナー・準備などの対応 

見学実習への準備 

事前学習 １年次開講保育専門科目の概要を復習 

事後学習 実践に向けて必要な学びの理解 
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第２３回 実技習得 保育教材研究 

事前学習 保育現場からの学び方を予習する 

事後学習 見学も目的を自覚し、見学先を決める 

第２４回 実技習得 手作り遊具 

事前学習 子どもの生活と遊具の役割を考える 

事後学習 授業で学習したことを実習する（遊具） 

第２５回 
実技習得 パペット、エプロンシアター等

（外部講師） 

事前学習 色々なパペットを調べる 

事後学習 授業で学習したことを実習する（パペット） 

第２６回 実技習得 紙芝居、絵本等 

事前学習 保育の中の児童文材を調べる 

事後学習 授業で学習したことの実習（エプロンシアターなど） 

第２７回 乳幼児への対応の基礎 

事前学習 乳幼児と大人の関係を考える 

事後学習 保育における愛情、愛着の重要性を理解する 

第２８回 実習録などの語彙集と気づきの記録など 

事前学習 見学レポート作成発表の準備、 

事後学習 事後指導後の自己課題のまとめ 

課題研究

１ 

教養基礎 数的推理について別紙模擬試験問題を配布するので、配布用紙に思考プロセスもすべて記入して提出。 

実施時期  第１回の講義終了時 

提出時期  第２回の講義開始時 

添削指導の後返却 

事後指導  添削指導の結果をよく復習し、同類の問題への備えにできるように復習する。 

課題研究

２ 

教養基礎 判断推理について別紙模擬試験問題を配布するので、配布用紙に思考プロセスもすべて記入して提出。 

実施時期  第９回の講義終了時 

提出時期  第１０回の講義開始時 

添削指導の後返却 

事後指導  添削指導の結果をよく復習し、同類の問題への備えにできるように復習する。 
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１．科目名（単位数） 保育キャリア基礎演習 （2 単位） 
３．科目番

号 

GECD1106 

GECD1416 

 ２．授業担当教員 ティームティーチング 

４．授業形態 担当の先生が、演習を中心として行います 
５．開講学

期 
通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
保育児童学部への入学生は、全員履修すること 

７．講義概要 

大学で新たに学ぶ講義及び演習等の学習の意味を理解し、それらを自分自身のキャリア形成にど

のように結びつけるかを考えることができるようにし、併せて保育の教育の実際に触れ、子どもの

発育状況に応じたねらいの設定、保育内容の選択、保育方法の決定などの学習の基礎となることへ

の入門の学習をする。また、責任ある行動や適切なマナーを身に着けて自分の学習のフィールドを

広げることができるようにする。 

８．学習目標 

１、アカデミックスタディスキルを身に着ける。 

２、保育の専門性を概観し、キャリア形成のための個別学習計画を持つことができる。 

３、地域との連携や学外の施設などとの連携の取り方を身に着ける。 （見学学習、ボランティア） 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

アサインメント 指定された専門用語、保育施設等を調べる 

レポート ・保育見学記録、考察をレポートする 

     ・自己課題をレポートする 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】「Ｑ＆Ａで学ぶ保育・教育実習」関口はつ江監修サンウエイ出版 

     秋期から「スイスイわかる保育士採用教養試験」一ツ橋書店 

【参考書】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」「保育所保育指針」「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 

 ・課題をきちんと行ったか ・基礎知識を習得したか（小テスト） 

 ・子どもや保育現場に対する基本的マナーを身に付けたか 

○評価の方法 

使用教科書のワーク編への記入やポートフォリオ 50％ 

授業への参加態度 20％ 

課題提出状況とその成果 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

大学生活のスタート時に必要なコミュニケーション能力などのウオーミングアップと、大学で保

育を学ぶための、「保育の学びの基礎」を知る機会と、大学で学ぶ時にどのような姿勢を保つべき

かというスタディスキルを身に着ける学習を全 15 回で行います。さらに、大学生としての教養を

専門職としての「保育士」「幼稚園教諭」などを目指すことができるレベルに高める学習を行いま

す。 

13．オフィスアワー  

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション（科目目的、教科（保育児

童学概論、保育者論等）との関連） 

教科書 PP,５～７（幼稚園、保育園、認定こど

も園、）教科書 PP２３～２８ 

事前学習 
なぜ幼児教育を志したかについて考えて参

加する。 

事後学習 保育者の役割・資質についてまとめる 

第２回 

専門基礎知識 2 保育施設 

（小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育） 

教科書 PP２９～３４ 

事前学習 指定された教科書のページを予習する 

事後学習 指定された保育施設の概要を覚える 

第３回 

専門基礎知識 3 保育施設 及び保育制度と動

向（一般家庭訪問保育（ベビーシッター、病児・

病後児保育等）教科書 PP３５～３８ 

事前学習 指定された教科書のページを予習する 

事後学習 

指定された保育施設の概要を覚え、これま

で学習した保育施設とその背景にある保育

制度との関連について知る 

第４回 
専門基礎知識 4保育時事問題を考える（メディ

ア報道などに見る保育に関わる諸問題） 

事前学習 近年のニュースなどを調べてくる 

事後学習 子育て支援などについて考える 

第５回 

専門基礎知識５生活習慣 1 基本的生活習慣 

教科書 PP６３～６８社会的生活習慣 

教科書 PP１４３～１６０ 

 

事前学習 指定された教科書のページを予習する 

事後学習 
保育の中の基本的生活習慣・社会的生活習慣の重

要性を理解する 

第６回 

現場見学 1 事前指導① 目的、マナー・訪問

時挨拶や注意事項などの学習 

教科書 PP４３～５０ 

事前学習 指定された教科書のページを予習する 

事後学習 指定された保育施設の概要を覚える 

第７回 

現場見学 2 事前指導② 伝染病やアレルギー

対策・危機管理などについての学習 

教科書 PP１２～２１ 

事前学習 指定された教科書のページを予習する 

事後学習 
保育における伝染病や危機管理の重要性を

理解する 

第８回 現場見学 3事前指導③ 記録、園についての予 事前学習 指定された教科書のページを予習する 
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備知識年齢の発達に伴う観察観点の違いなど

の学習教科書 PP１１５～１３０ 
事後学習 幼児の発達と年齢の関係について復習する 

第９回 
現場見学 4 ④話し言葉・書き言葉・礼状など

の学習教科書 PP１３７～１３９ 

事前学習 記録物や質問事項などの言葉を考える 

事後学習 話し言葉・書き言葉の違いなどを復習する 

第１０回 
現場見学 5 ⑤訪問（1年ＡＡ・授業担当） 

 

事前学習 
園訪問の態度、観察内容、質問内容を予習

する 

事後学習 観察記録の作成 

第１１回 
現場見学 6 ⑥事後指導保育現場の実情と学習

に生かす視点教科書 PP１５８～１６５ 

事前学習 見学後の話し合いテーマをまとめる 

事後学習 園への礼状を書く 

第１２回 

専門知識 7  ⑦現場見学を行った園の資料をも

とに、保育現場の実情、及び実情に即した保育

内容について理解する。 

事前学習 
見学した園の保育内容について、園の資料

をもとにまとめる 

事後学習 
保育現場の実情と保育内容の関係について

まとめる 

第１３回 

専門基礎知識８ 

保育所保育指針・幼稚園教育要領・幼保連携型

認定子ども園教育・保育要領にみる保育者の姿 

事前学習 保育の基礎知識の確認をする 

事後学習 保育者への適性を見出す 

第１４回 
教養基礎 文章理解 内容理解・文章整序 

教養試験 PP22～25  pp28～32 

事前学習 
内容把握の文章について読み、手掛かりに

する語彙を考えて参加する 

事後学習 
出てきた文章中の難語句や漢字の復習を、

理解する。 

第１５回 
教養基礎 文章理解 内容理解・文章整序 

教養試験 pp28～32 

事前学習 
文章整序に関する部分を読み、接続表現に

ついて考えて参加する。 

事後学習 
文章整序に関する接続語の一覧表や指示語

の一覧表を完成させ理解を深める 

第１６回 
教養基礎 文章理解 内容理解・文章整序 

教養試験 PP38～45 

事前学習 
文章整序に関する部分を読み、接続表現に

ついて考えて参加する。 

事後学習 
文章整序に関する接続語の一覧表や指示語

の一覧表を完成させ理解を深める 

第１７回 
英語 文章の基礎 

教養試験 pp26～27 pp33～37 

事前学習 
簡単な英語の読解に関する予習をテキスト

で行う 

事後学習 学習した語句や表現について復習する 

第１８回 
英語 英語演習問題 

教養試験 pp46～49 

事前学習 英語の読解に関する予習をテキストで行う 

事後学習 頻出問題について復習し理解を深める 

第１９回 
英語 英語演習問題 

教養試験 pp50～53 

事前学習 英語の読解に関する予習をテキストで行う 

事後学習 頻出問題について復習し理解を深める 

第２０回 
教養基礎 数的推理 1（基本問題１～５） 

教養試験 pp54～57 

事前学習 
事前に配布指定された問題を読んで予習を

する 

事後学習 
講義で扱った例題を解き、その解法などに

習熟する 

第２１回 
教養基礎 数的推理２（基本問題６～１０） 

教養試験 pp57～61 

事前学習 
事前に配布指定された問題を読んで予習を

する 

事後学習 
講義で扱った例題を解き、その解法などに

習熟する 

第２２回 
教養基礎 数的推理３（基本問題１１～１４） 

教養試験 pp61～63 

事前学習 
事前に配布指定された問題を読んで予習を

する 

事後学習 
講義で扱った例題を解き、その解法などに

習熟する 

第２３回 
教養基礎 数的推理４（練習問題１～５） 

教養試験 pp64～68 

事前学習 
事前に配布指定された問題を読んで予習を

する 

事後学習 
講義で扱った例題を解き、その解法などに

習熟する 

第２４回 
教養基礎 数的推理５（練習問題６～１０） 

教養試験 pp68～72 

事前学習 
事前に配布指定された問題を読んで予習を

する 

事後学習 
講義で扱った例題を解き、その解法などに

習熟する 

第２５回 
教養基礎 数的推理６（練習問題１１～１５）  

教養試験 pp72～75 

事前学習 
事前に配布指定された問題を読んで予習を

する 

事後学習 
講義で扱った例題を解き、その解法などに

習熟する 
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第２６回 
教養基礎 数的推理７（予想問題１～５） 

教養試験 pp76～79 

事前学習 
事前に配布指定された問題を読んで予習を

する 

事後学習 
講義で扱った例題を解き、その解法などに

習熟する 

第２７回 
教養基礎 数的推理８（予想問題６～９）  

教養試験 pp78～81 

事前学習 
事前に配布指定された問題を読んで予習を

する 

事後学習 
講義で扱った例題を解き、その解法などに

習熟する 

第２８回 
教養基礎 数的推理９（予想問題１０～１３）  

教養試験 pp82～85 

事前学習 
事前に配布指定された問題を読んで予習を

する 

事後学習 
講義で扱った例題を解き、その解法などに

習熟する 

課題研究

１ 

保育現場で使用する特別な言葉を理解し、記述できるようにワークを作成し、配布します。 

実施時期：第１回目の講義の中で配布 

提出時期：第２回目の講義開始時に回収 

事後指導：常に携行して、専門用語を使えるようにすること、実習ノートなどに記入する時に正しい漢字で、

記述できるようにするための、学習です。返却後も何回も見直し、覚えたり活用したりする。 

 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：保育所保育指針と幼稚園教育要領の第一章を読み、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿と

して共通に１０項目があげられていますが、そのうち自分が特に育ってほしいと思う項目二点をあげ、その理

由を自分の経験もあげながら、記述する」ということのレポートに取り組んでもらいます。 

実施時期：第３回の講義終了時に詳細を伝えます。（指定原稿用紙なども配布  １０００文字程度） 

提出時期：第５回の講義開始時に提出 

事後指導：添削指導・グループディスカッションなどにより、自身の考えを深め、現場見学につなげることが

できるようにまとめる。 
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１．科目名（単位数） 保育キャリア展開演習 （4単位） 
３．科目番号 

GECD3116 

GECD3416 ２．授業担当教員 ティームティーチング 

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
保育キャリア基礎演習と保育キャリア応用演習を終了していることが基本です。 

７．講義概要 

保育者として必要な専門科目を十分に理解し、基礎的な知識の確認を行い、現場で生かすことのできる力を

習得することを目的とする。第１に保育・教育における基礎概念や法規などの十分な理解を図る。第２に現場

の実践状況を具体的に理解し、実践の場でのコミュニケーション能力を向上させる。第３に保育・教育に携わ

る者としての基本的な知識を復習し、保育士や幼稚園教諭、保育教諭などの採用試験に役立つ基礎学力を強化

する。 

８．学習目標 

１、現場理解と保育実践力を身に着ける。 

２、実践（実習）からの学習を解釈し、実践力を向上させることができる。 

３、実務に必要な態度や能力の習得をする。 

４、論理的問題解決力を身に着ける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

演習で触れた問題の復習に励み、記憶すべきことをしっかりと記憶するようにすること。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】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 

【参考書】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」 

 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

   １保育のかかる基本的な知識を習得しているか 

   ２保育の専門性獲得への意欲があるか 

○評定方法 

使用教科書のワーク編への記入やポートフォリオ 50％ 

授業への参加態度 20％ 

課題提出状況とその成果 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

保育者やその関係施設などにおける専門教養の確認と、実習などの充実を図るのに必要な基礎的な確認を問題

演習で行うので、予習や復習を行い確かな知識を持つことを目的として参加してください。 

13．オフィスアワー 各担当の先生方の研究室に提示 

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 
専門知識保育原理 ① 

専門試験 PP.20 ～43 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第２回 
専門知識保育原理 ② 

専門試験 PP.20～43 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第３回 
専門知識保育原理 ③ 

専門試験 PP.20 ～43 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第４回 
専門知識教育原理 ① 

専門試験 PP.44～57 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第５回 
専門知識教育原理② 

専門試験 PP.44～57 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第６回 
専門知識教育原理③ 

専門試験 PP.44～57 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第７回 
専門知識 社会的養護① 

専門試験 PP.58～75 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第８回 
専門知識 社会的養護② 

専門試験 PP.58～75 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第９回 
専門知識 社会的養護③ 

専門試験 PP.58～75 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第１０回 
専門知識 子どもと家庭福祉① 

専門試験 PP.76～99 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第１１回 
専門知識 子どもと家庭福祉② 

専門試験 PP.76～99 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 
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第１２回 
専門知識 子どもと家庭福祉③ 

専門試験 PP.76～99 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第１３回 
専門知識 社会福祉 ① 

専門試験 PP.100～125 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第１４回 
専門知識 社会福祉 ② 

専門試験 PP.100～125 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第１５回 
専門知識 社会福祉 ③ 

専門試験 PP.100～125 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第１６回 
専門知識 保育の心理学 ① 

専門試験 PP.126～143 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第１７回 
専門知識 保育の心理学 ② 

専門試験 PP.126～143 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第１８回 
専門知識 保育の心理学③ 

専門試験 PP.126～143 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第１９回 
専門知識 子どもの保健① 

専門試験 PP.144～181 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第２０回 
専門知識 子どもの保健② 

専門試験 PP.144～181 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第２１回 
専門知識 子どもの保健③ 

専門試験 PP.144～181 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第２２回 
専門知識 子どもの食と栄養① 

専門試験 PP.182～201 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第２３回 
専門知識 子どもの食と栄養② 

専門試験 PP.182～201 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第２４回 
専門知識 子育て家庭支援論① 

専門試験 PP.202～213 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第２５回 
専門知識 子育て家庭支援論② 

専門試験 PP.202～213 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第２６回 
専門知識 子育て家庭支援論③ 

専門試験 PP.202～213 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第２７回 
専門知識 保育内容① 

専門試験 PP.214～235 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第２８回 
専門知識 保育内容② 

専門試験 PP.214～235 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

課題研究 

１ 

スイスイ専門試験 PP.288~300 の模擬試験問題を指定の回答用紙に記入して提出 

実施時期：第６回の授業終了時（詳細は、授業終了時に説明 

提出期限：第８回の授業開始時 

事後指導：自身のキャリア形成に合わせて、学習事項を見直し、確実な力がつくように復習を行う 

課題研究 

２ 

論作文「私がめざす理想の保育士」ということについて専門教養を学習してみてどのように考えるか記述して提出する。 

実施時期第１２回の授業終了時 

提出期限第１３回の授業開始時 

事後指導：添削をして返却するので、保育士に求められている力や資質についての考えを深める 

 



 

 

１．科目名（単位数） 保育実習指導Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 SJMP3251 

２．授業担当教員 太田 節子 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

保育実習Ⅰ（保育所）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保育所の機能と保

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 

「保育実習指導Ⅰ（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．児童福祉施設の種類及び保育所の機能と保育士の役割を明確にする。 

２．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。 

３．指導案の立案とそれに基づく模擬保育演習を行い、実践力を身につける。 

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。  

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

実習への準備をする科目であるので、自己をふりかえり自己課題をみつけ（部分実習指導案、教材研究、

記録の書き方など）課題として提出する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
岡本幹彦他編『福祉施設実習ハンドブック』（株）みらい、2013。 
関口はつ江編『学びをいかす 保育実習ハンドブック（実習の手引き）』大学図書出版、2018。 

関口はつ江監修『Q&Aで学ぶ保育・教育実習』サンウェイ出版、2019。 
【参考書】 
東京福祉大学社会学部発刊『保育実習の手引き』 （授業中に配布予定） 

厚生労働省『保育所保育指針』 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

2.指導案の立案とそれに基づく模擬保育演習を行い、実践力を身につけるか。 

○評定の方法 

 個別の授業態度、グループ活動への取り組み、レポート等を総合して評価する。 

1.授業態度 ５０％ 

2.各提出物 ５０％ 

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。実際に子どもの目の前に立つ皆さんは、子どもにとって一人の大

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ち、実践力を身につけて下さい。さらに実習終了後は、現場での学習を保育理論と

統合し、今後履修する科目の学習の糧にしていってほしいと思います。 

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 
保育実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲそれぞれの目的と授業概要、実習

の流れを理解する。施設実習の基礎知識を学習する。 

事前学習 
教科書「保育実習ハンドブック」第 1章を熟

読してくること。 

事後学習 施設実習の実習目標を復習する。 

第２回 

保育所・施設実習におけるマナーとルールについて理

解し、実習に向けての基本姿勢の形成を図る。外部講

師によるレクチャーを受ける。 

事前学習 

『保育実習の手引き』の「実習に関する基本

的ルール」及び「留意事項」の箇所を読み、

理解する。 

事後学習 
基本姿勢を生活の中でも意識し実践する。外

部講師による講義内容をまとめる 

第３回 

保育実習の基礎知識を学び、施設・保育所の一日の流
れを把握する。 

乳幼児の発達の特徴と年齢別による保育の留意点を

理解する。 

事前学習 
『保育所保育指針』の第１章を読み、理解す

る。 

事後学習 
乳幼児の年齢に即した保育の重要性を復習

する。 

第４回 
保育所・施設実習における記録の意義を理解し、実習

記録の望ましい記述方法を身につける。 

事前学習 実習記録に目を通しておく。 

事後学習 
日常のなかで誤字・脱字のない文章を書くこ

とを意識する。 

第５回 

保育所実習における記録の意義を理解し、特に「実習

生の気づき・考察」の箇所の記述を保育現場の姿から

学ぶ。 

事前学習 「考察」の意味を調べておく。 

事後学習 
授業で視聴した現場のＶＴＲの記憶から、気

づき、考察の加筆をする。 



 

 

第６回 

施設実習における記録の意義を理解し、特に「実習生

の気づき・考察」の箇所の記述を施設現場の姿から学

ぶ。 

事前学習 
施設実習の種類を確認し、それぞれの施設の

役割・機能を調べておく。 

事後学習 
授業で視聴した現場のＶＴＲの記憶から、気

づき、考察の加筆をする。 

第７回 
部分・責任実習について理解し、指導計画の理解と立

案方法を習得する。 

事前学習 実習日誌から指導案の形式を確認しておく。 

事後学習 
保育の全体計画と指導計画の関係を復習す

る。 

第８回 
グルーワークを通して、模擬保育のための部分実習指

導案を作成する。 

事前学習 
模擬保育のための指導案の書き方を学んで

おく。 

事後学習 指導案に基づき、模擬保育の練習をする。 

第９回 
保育演習（１） 指導案作成に基づき模擬保育を実践

し、省察を行い、望ましい援助とは何かを理解する。 

事前学習 
模擬保育のための指導案の書き方を学んで

おく。 

事後学習 模擬保育実践の省察を行う。 

第１０回 
保育演習（２） 指導案作成に基づき模擬保育を実践

し、省察を行い、望ましい援助とは何かを理解する。 

事前学習 
模擬保育のための指導案の書き方を学んで

おく。 

事後学習 模擬保育実践の省察を行う。 

第１１回 
保育演習（３） 指導案作成に基づき模擬保育を実践

し、省察を行い、望ましい援助とは何かを理解する。 

事前学習 
模擬保育のための指導案の書き方を学んで

おく。 

事後学習 模擬保育実践の省察を行う。 

第１２回 
保育演習（４） 指導案作成に基づき模擬保育を実践

し、省察を行い、望ましい援助とは何かを理解する。 

事前学習 
模擬保育のための指導案の書き方を学んで

おく。 

事後学習 模擬保育実践の省察を行う。 

第１３回 

保育所実習オリエンテーションについての注意事項

を確認し、オリエンテーション～実習終了日までに行

う学習内容の総括、事務的事項を確認する。 

事前学習 
「保育実習の手引き」のオリエンテーション

の箇所を読んでおく。 

事後学習 オリエンテーションに向けての準備をする。 

第１４回 実習直前に向けて、今までの学習を振り返る。 
事前学習 

実習に向けて事務的事項の最終チェックを

しておく。 

事後学習 保育実習指導Ⅰで学んだ内容を確認する。 

第１５回 
実習の意義を再確認し、学習意欲を高める。（実習事

後指導、施設実習事前指導は補講にて行う。） 

事前学習 
「保育実習の手引き」のすべての事項を読み

直しておく。 

事後学習 
自身の実習課題を確認し、実習へのモチベー

ションを高める。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 保育実習指導Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 SJMP3251 

２．授業担当教員 石見 容子 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

保育実習Ⅰ（保育所）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保育所の機能と保育

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 

「保育実習指導Ⅰ（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．児童福祉施設の種類及び保育所の機能と保育士の役割を明確にする。 

２．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。 

３．指導案の立案とそれに基づく模擬保育演習を行い、実践力を身につける。 

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。  

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

実習への準備をする科目であるので、自己をふりかえり自己課題をみつけ（部分実習指導案、教材研究、記

録の書き方など）課題として提出する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
岡本幹彦他編『福祉施設実習ハンドブック』（株）みらい、2013。 
関口はつ江編『保育実習ハンドブック（実習の手引き）』大学図書出版、2018。 

厚生労働省『保育所保育指針』フレーベル館 
【参考書】 
東京福祉大学社会学部発刊『保育実習の手引き』 （授業中に配布予定） 

厚生労働省『保育所保育指針解説』フレーベル館 
原田留美著『保育学生のための実践国語表現』おうふう 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

2.指導案の立案とそれに基づく模擬保育演習を行い、実践力を身につけるか。 

○評定の方法 

 個別の授業態度、グループ活動への取り組み、レポート等を総合して評価する。 

1.授業態度 ５０％ 

2.各提出物 ５０％ 

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。実際に子どもの目の前に立つ皆さんは、子どもにとって一人の大人の

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

課題を明確にもち、実践力を身につけて下さい。さらに実習終了後は、現場での学習を保育理論と統合し、

今後履修する科目の学習の糧にしていってほしいと思います。 

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 
保育実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲそれぞれの目的と授業概要、実習

の流れを理解する。施設実習の基礎知識を学習する。 

事前学習 
教科書「保育実習ハンドブック」第 1章を熟読し

てくること。 

事後学習 施設実習の実習目標を復習する。 

第２回 
保育所・施設実習におけるマナーとルールについて理

解し、実習に向けての基本姿勢の形成を図る。 

事前学習 
『保育実習の手引き』の「実習に関する基本的ル

ール」及び「留意事項」の箇所を読み、理解する。 

事後学習 基本姿勢を生活の中でも意識し実践する 

第３回 

保育実習の基礎知識を学び、施設・保育所の一日の流
れを把握する。 

乳幼児の発達の特徴と年齢別による保育の留意点を理

解する。 

事前学習 『保育所保育指針』の第１章を読み、理解する。 

事後学習 乳幼児の年齢に即した保育の重要性を復習する。 

第４回 
保育所・施設実習における記録の意義を理解し、実習

記録の望ましい記述方法を身につける。 

事前学習 実習記録に目を通しておく。 

事後学習 
日常のなかで誤字・脱字のない文章を書くことを

意識する。 

第５回 

保育所実習における記録の意義を理解し、特に「実習

生の気づき・考察」の箇所の記述を保育現場の姿から

学ぶ。 

事前学習 「考察」の意味を調べておく。 

事後学習 
授業で視聴した現場のＶＴＲの記憶から、気づ

き、考察の加筆をする。 

第６回 

施設実習における記録の意義を理解し、特に「実習生

の気づき・考察」の箇所の記述を施設現場の姿から学

ぶ。 

事前学習 
施設実習の種類を確認し、それぞれの施設の役

割・機能を調べておく。 

事後学習 ピアチェックをもとに考察の加筆をする。 

第７回 
部分・責任実習について理解し、指導計画の理解と立

案方法を習得する。（導入―展開―まとめ） 

事前学習 実習日誌から指導案の形式を確認しておく。 

事後学習 保育の全体計画と指導計画の関係を復習する。 



 

 

第８回 
部分・責任実習について理解し、指導計画の理解と立

案方法を習得する。（静と動） 

事前学習 模擬保育のための指導案の書き方を学んでおく。 

事後学習 指導案に基づき、模擬保育の練習をする。 

第９回 
保育演習（１） 自身の計画する部分実習についての

指導案作成をする。 

事前学習 模擬保育のための指導案の書き方を学んでおく。 

事後学習 模擬保育実践の省察を行う。 

第１０回 
保育演習（２） 指導案作成に基づき模擬保育を実践

し、省察を行い、望ましい援助とは何かを理解する。 

事前学習 模擬保育のための指導案の書き方を学んでおく。 

事後学習 模擬保育実践の省察を行う。 

第１１回 
保育演習（３） 指導案作成に基づき模擬保育を実践

し、省察を行い、望ましい援助とは何かを理解する。 

事前学習 模擬保育のための指導案の書き方を学んでおく。 

事後学習 模擬保育実践の省察を行う。 

第１２回 
保育演習（４） 指導案作成に基づき模擬保育を実践

し、省察を行い、望ましい援助とは何かを理解する。 

事前学習 模擬保育のための指導案の書き方を学んでおく。 

事後学習 模擬保育実践の省察を行う。 

第１３回 

保育所実習オリエンテーションについての注意事項を

確認し、オリエンテーション～実習終了日までに行う

学習内容の総括、事務的事項を確認する。 

事前学習 
「保育実習の手引き」のオリエンテーションの箇

所を読んでおく。 

事後学習 オリエンテーションに向けての準備をする。 

第１４回 実習直前に向けて、今までの学習を振り返る。 
事前学習 

実習に向けて事務的事項の最終チェックをして

おく。 

事後学習 保育実習指導Ⅰで学んだ内容を確認する。 

第１５回 
実習の意義を再確認し、学習意欲を高める。（実習事後

指導、施設実習事前指導は補講にて行う。） 

事前学習 
「保育実習の手引き」のすべての事項を読み直し

ておく。 

事後学習 
自身の実習課題を確認し、実習へのモチベーショ

ンを高める。 

期末試験 

 



１．科目名（単位

数） 
保育実践演習 （2単位） 

３．科目番号 

SSOT4497  

SCOT4497 

SJMP4271 ２．授業担当教員 チームティーチング 

４．授業形態 
演習  

保育児童学科教員全員が分担して、ゼミ形式の授業をおこなう。 
５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
保育児童専門演習とつなげて、通年で修得すること 

７．講義概要 

保育児童専門演習に引き続き、保育の専門性を深めるため、グループまたは個人のテーマ、学習目的によ

って指導教員のもとで主体的に学習する。 

保育にかかわる理論的研究、実践的研究、実技研修等を、共同活動または、個人活動として行う。実技分

野においては、実践における得意分野を作る一助とする。方法は、①特定の研究テーマのもとでの調査、継

続観察、保育実践を行い研究結果をまとめる、②保育所・幼稚園・福祉施設などへの参加、保育補助活動を

通して、実践力を高める、③新しい保育実践法（音楽、造形、体育、児童文化等）の開拓、研究を行うなどが

想定される。最後に研究報告書、実践報告書の作成並びに発表会を行う。 

８．学習目標 

１ ４年制大学卒業生に求められる専門分野における、自己学習力、研究能力を身につける。 

２ 自分の得意分野、または不得意分野に対して自主的に研鑽を積み、保育者としての専門的能力を高める。 

３ 各指導教員のもとで、小人数による討論、共同作業、共同学習、役割行動等によって、人間関係を深め

たり、自己表現をするとともに、実践現場への適応力を養う。 

４ 保育関連の今日的課題、新しい情報への関心を高め、研究資料の検索や文献による研究になじむ。 

５ 個性を十分に発揮し、創造性を養う。 

６ 保育現場において十分活躍できるよう、社会人、専門的職業人としての自覚を養う。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

グループによって活動目的、経過が異なるので、担当教員に任される。 

調査研究結果報告、実践報告、実技習得成果発表等、多様な形式による課題やレポートが課せられる。 

10．教科書・参考

書・教材 
【教科書】各担当者によって提示されます。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１ ４年制大学卒業生に求められる専門分野における、自己学習力、研究能力を身につける。 

２ 自分の得意分野、または不得意分野に対して自主的に研鑽を積み、保育者としての専門的能力を高める。 

３ 各指導教員のもとで、小人数による討論、共同作業、共同学習、役割行動等によって、人間関係を深め

たり、自己表現をするとともに、実践現場への適応力を養う。 

４ 保育関連の今日的課題、新しい情報への関心を高め、研究資料の検索や文献による研究になじむ。 

５ 個性を十分に発揮し、創造性を養う。 

６ 保育現場において十分活躍できるよう、社会人、専門的職業人としての自覚を養う。 

○評定の方法 

成績評価の規準１～６についての達成度を以下の方法により評価する。 

・各受講生のゼミナールへの参加意欲・態度について、研究成果、ゼミでの発言・共同の実態等から総合的

に評価する。（50％） 

・各受講生のゼミナール参加による知識理解や思考の深まり、研究法の習熟、表現力・創造性の向上につい

て、ゼミで作成した成果(論文、レポートや実技など)とその発表から総合的に評価する。（50％） 

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

12．受講生への 

メッセージ 

学生生活最後の学期です。存分に自己発揮して、充実した活動をしてください。 

仲間や教員とのコミュニケーションを大事にしましょう。 

13．オフィスアワー 各担当者によって提示されます。 

15．授業展開及び授業内容 

01 幼児体育関連分野 

現場での体育指導の在り方についての調査、観察研究、実践を通しての指導法の学習をする。 

人間が心身共に健康であることについて考察する。 

02 造形、表現関連分野 

造形活動表現をグループで体験しながら保育現場での活用方法を考え、また、子どもを囲むより良い環境の構成についても造形

表現の立場から考える。 

03 音楽、表現分野 

音楽表現活動をグループで体験しながら、子どもの発達、保育現場で活用について考えていく。創作オペレッタ、ペープサート

による音楽劇、創作手遊び、曲集作りなどを行う。 

04 保育理論分野 

保育思想、保育制度、海外の保育等に関する文献研究や、現在の保育理論に基づく多様な保育実践法についてフィールドワーク

をする。 

05 保育実践分野 

保育の「目的」「目標」、「内容」、「方法」、「教材研究」等保育実践に関する具体的学習活動を行う。 

06 児童福祉分野 

児童福祉関係機関への訪問、現場職員との交流、社会地域調査等を通して、福祉の実態に関する学習をする。 

07 保育心理分野 

幼児、児童を中心とした人間の発達理解と発達に即した保育実践法や保育のあり方等、現場体験を加えて発達と保育の理解を深

める。 



08 障害児保育、特別支援分野 

障害のある子どもや「気になる子ども」。統合保育のみならず、病院内保育、施設内保育など障害児療育のさまざまな形態に触

れながら、実践的なスキルを学習する。 

09 小児保健分野 

小児保健、小児保健実習で学んだことの総復習、子どもたちの健康を守り、健全な発育を促す対策（感染症、事故防止、救急看

護、咀嚼力向上、歯科保健など）として、保育所、幼稚園、地方自治体などの取り組み等文献研究や実態調査を行う。 

10 保育にかかわる関連分野 

幼小連携、学童保育、子育て支援、保育者養成などの諸問題に関する文献研究及び現場での体験的学習。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

１．科目名（単位

数） 
保育者論 （2 単位） 

３．科目番号 

SSOT1401 

SCOT1401 

SJMP1106 ２．授業担当教員 西脇 二葉 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

現代の経済社会・生活環境の著しい変化の中で育つ子ども達の問題を見据えて、乳幼児を保育する専門家と

しての役割の重要性に気づき、保育者の資質を身に付けられるようにする。家庭保育や集団保育の実践と関
連して学び、どちらにおいても、子どもの気持ちを受容し、子どもと共に絶えず先の方向を洞察してふるま
える自分を育てることが必要になる。現代の子どもの育ちの危機を理解し、保育者の専門性について、子ど

も個々のかかわりから、保護者支援、専門職間・専門機関との連携など、様々な人間関係における協働を理
解する。 

８．学習目標 

１．保育者の役割と倫理について理解する。 

２．保育者の制度的な位置づけを理解する。 
３．保育者の専門性について考察し、理解する。 
４．保育者の協働について理解する。 

５．保育者の専門的成長について理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業の学習状況に応じ小課題を課す。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】使用しない（授業時資料配布） 

【参考書】『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』ひかりのくに。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 
1.保育者の役割と倫理について理解しているか。 
2.保育者の制度的な位置づけを理解しているか。 

3.保育者の専門性について考察し、理解しているか。 
○評定の方法 
授業への積極的参加態度、小課題への取り組み、レポート、小試験を適宜課し、それら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 各提出物        総合点の 30％ 
3 小試験        総合点の 40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

子どもをよく観察することにより、子どもは周囲の人とのかかわりのなかで育つことを感じ取る力を身に

つけて下さい。将来の保育者としての自分の姿を想像して、理想に向かって努力して下さい。 

１．授業のル－ルを守る（欠席、遅刻、早退は届け出ること）。 

２．私語は慎み、携帯電話の作動は厳禁とする。 

３．レポ－ト等の提出日時は厳守する。間に合わない場合は、必ず本人が申し出ること（原則として書面

にて）。 

13．オフィスアワー 別途通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション、保育者の資質とは 

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

事後学習 
保育者の資質について体験からの自覚と理論との関連を

考える 

第２回 
専門職とは何か、保育専門職の特質と他の
専門職との違い 

事前学習 専門職の定義を調べ、専門性について考える 

事後学習 乳幼児の教育・保育の専門家の特性を理解する 

第３回 保育者の在り方（保育者の心構え） 
事前学習 保育者としての心構えについてポイントをまとめておく 

事後学習 保育者の在り方を確認する 

第４回 現代における保育者の使命と役割 
事前学習 

現代の子どもの生活から特に必要な役割を参考書から調
べる 

事後学習 保育者役割の具体事例として理解する 

第５回 
保育専門職（幼稚園教諭、保育所保育士、認
定こども園保育教諭）の服務と身分保障 

事前学習 免許、資格要件を調べる 

事後学習 職務の意味を確認する 

第６回 
保育の制度（学校教育法、幼稚園教育要領、
幼稚園設置基準） 

事前学習 関連法律の予習 

事後学習 現在の学校制度の確認 

第７回 
保育の制度（児童福祉法、保育所保育指針、
認定こども園法、他） 

事前学習 関連法律の予習 

事後学習 現在の福祉関連制度の確認 

第８回 保育実践法（子どもへのかかわり） 
事前学習 事前配布資料から保育の実践事例について考えておく 

事後学習 実践事例の再検討、振り返り課題 

第９回 保育実践法（環境の考え方） 
事前学習 事前配布資料から保育の実践事例について考えておく 

事後学習 実践事例の振り返り、振り返り課題 

第１０回 保育実践法（保護者支援） 
事前学習 事前配布資料から保育の実践事例について考えておく 

事後学習 実践事例の振り返り、振り返り課題 

第１１回 保育の歴史と代表的な人物 世界 
事前学習 参考書から世界の保育の歴史の復習をする 

事後学習 代表人物の思想と実践、現代への影響理解の確認 

第１２回 保育の歴史と代表的な人物 日本 
事前学習 参考書から我が国の保育の歴史の復習をする 

事後学習 代表的人物の思想と実践、現在への影響の確認 



 

 

第１３回 
施設内職員の協力連携の方法、および他機
関の専門職との連携の重要性 

事前学習 園の組織や役割について予習をする 

事後学習 専門職間の連携の仕方についてまとめる 

第１４回 現代社会の生活と専門性の向上 
事前学習 資料から専門性の向上の予習 

事後学習 専門性向上のための方策のレポートを提出する 

第１５回 
自分の資質と教育・保育におけるチーム学
校運営としての専門職者としての専門性習
得課題 

事前学習 
保育者の専門性、チームとしての保育職についてまとめ
る。 

事後学習 今後の学習課題のまとめを提出する 

 



 

 

１．科目名（単位数） 保育内容（健康） （2 単位） 

３．科目番号 SJMP1131 

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 

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 
幼児の体格・運動能力の現状と課題（新生児から幼
児の体格の把握と体力・運動能力の低下についての
問題を課題として教材になる文献を研究する） 

事前学習 幼児の体格や運動能力について調べ把握する 

事後学習 
幼児の体力の低下、運動能力の低下についての原

因と要因をまとめる 

第８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９回 
幼児の体格・運動能力測定法と評価（幼児期運動指
針の資料をもとに身体活動と運動の意義について
考察する 

事前学習 測定法について調べる 

事後学習 乳幼児の測定の意義をまとめる 

第１０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１１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１２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１３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１４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１５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 

期末試験 

 



 

 

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 
２．授業担当教員 清水 信好 

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 
 

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 

「幼児の生活実態を把握しそのうえで運動遊びをどのように定着させていったらよいのか」「発育発達と伸

ばしたい能力」などの指定する設題に対しレポートを提出する。 

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 

1．自ら保育者、教諭になったとしての前提で授業に臨んでください。 

 2．講義だけでなくグループワークを行います。ディスカッションに真剣に臨んでください。 

 3．欠席、遅刻はしないこと。成績評価に大きく反映させます。 

 4．居眠り、私語、明らかに授業に臨む不適切な態度は厳格に対処します。 

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 
（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 
幼児の体格・運動能力の現状と課題（新生児から幼
児の体格の把握と体力・運動能力の低下についての
問題を課題として教材になる文献を研究する） 

事前学習 幼児の体格や運動能力について調べ把握する。 

事後学習 
幼児の体力の低下、運動能力の低下についての

原因と要因をまとめる。 

第８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９回 
幼児の体格・運動能力測定法と評価（幼児期運動指
針の資料をもとに身体活動と運動の意義について
考察する 

事前学習 測定法について調べる。 

事後学習 乳幼児の測定の意義をまとめる。 

第１０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１１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１２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１３回 
緊急事態の対応や、重篤な応急処置として心肺蘇生
法などについて完全に理解する 
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１４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１５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。 

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 SJMP2134 

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／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 

期末レポート課題：授業で学んだことを踏まえ、乳幼児期における言葉発達段階の特徴をあげ、その時期の

保育者の援助･役割についてまとめる。 

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』、2017 年 建帛社。 

必要に応じて授業内でプリントを配布する。 

【参考書】 

厚生労働省『保育所保育指針解説』フレーベル館。 

文部科学省『幼稚園教育要領解説』フレーベル館。 

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

東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 

文部科学省『小学校学習指導要領解説 国語編』東洋館出版。 

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）または期末課題  30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

子どもは大人との関係を基盤にして言葉の世界を広げていく。乳幼児期に言葉の美しさや楽しさに気づき、

言葉に対する感覚を豊かに育んでいくためには、保育者自身が言葉への豊かな感覚をもっていることが望ま

れる。授業では、実際の事例や映像等を使用し、ディスカッションを行いながら、子どもの姿を通して言葉

の面白さや役割について考え、言葉に対する感覚や想像力を育むための具体的な援助や指導について考えて

いく。予習、復習、質疑を含め、授業内での積極的な発言、グループワークの積極的な協働・参加を期待す

る。授業内でのリフレクションシートでは、気づきや疑問等を自身の言葉でまとめるよう努め、相手にわか

る文章を心がけること。レポート及び提出物の提出日は厳守すること。 

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 人間にとっての言葉の意義と機能 

事前学習 「言葉」からイメージすることを考えておく。 

事後学習 
本日の授業を踏まえ、人間にとっての言葉の意義に
ついて自身の考えをノートにまとめる。 

第２回 現代社会における言葉をめぐる課題 

事前学習 
現代社会における言葉をめぐる問題や課題につい
て、関心のあることの新聞記事を用意する。 

事後学習 
本日の授業を踏まえ、現代社会における言葉をめぐ
る課題を整理し、幼児教育の役割について自身の考
えをまとめる。 

第３回 領域「言葉」のねらいと内容と基本的理解 

事前学習 
領域「言葉」のねらいと内容を読み、関心のある箇所
を探す。 

事後学習 
本日の授業を踏まえ、指導上の留意点について理解
し、自己課題をノートにまとめる。 



 

 

第４回 子どもの言葉の発達過程①（乳児期） 
事前学習 

誕生から約 1 年間の言語獲得について、実習体験や
身近な子どもの観察等を通して関心のある事象を整
理しておく。 

事後学習 
本日の授業を踏まえ、乳児期の言葉獲得について、保
育者の役割をまとめる。 

第５回 子どもの言葉の発達過程②（幼児期） 
事前学習 

幼児期の言語獲得について、実習体験や身近な子ど
もの観察等を通して、関心のある事象を整理してお
く。 

事後学習 
本日の授業を踏まえ、幼児期の言葉獲得について、保
育者の役割をまとめる。 

第６回 
コミュニケーションとしての言葉と書き言葉
（文字）との出会い 

事前学習 
保育実践の中で、子ども同士がどのように言葉を使
用していたか、また、子どもが文字に関心をもってい
た事例や環境について、具体的に整理しておく。 

事後学習 

本日の授業を踏まえ、非言語コミュニケーションと
しての言葉及び、文字等への関心と書くことへの興
味について、保育における環境や保育者の援助につ
いて自身の考えをまとめる。 

第７回 
言葉に対する感覚とは何か 
言葉の美しさ、楽しさを感じる（演習） 

事前学習 子どものつぶやきや会話の事例を整理しておく。 

事後学習 
本日の授業を通して、乳幼児の言葉の世界観や想像
性について自身の考えをまとめる。 

第８回 

子どもにとっての児童文化財の歴史と意義（教

材研究）①絵本と紙芝居 

（情報機器及び教材の活用法について学ぶ） 

事前学習 
好きな絵本と紙芝居を用意し、ブックトークの準備
を行う。 

事後学習 
絵本と紙芝居の教材について、ブックリスト（課題）
の作成を行う。 

第９回 

言葉を育て想像する楽しさを広げる「児童文化

財」の実践と教材研究（演習） 

（情報機器及び教材の活用法について学ぶ） 

事前学習 
関心のある児童文化財について、教材研究を行い、指
導案の作成しておく。 

事後学習 
パネルシアター、パペット、ペープサートなどの特徴
を理解し、子どもが言語活動を実施する場合の過程
と計画を立案する。 

第１０回 指導案作成とグループ制作 
事前学習 

グループ毎に児童文化財を決め、指導案を作成し、模
擬保育の準備を行う。 

事後学習 
修正、改善を図り、模擬保育の発表にむけて準備を整
える。 

第１１回 
模擬保育の実施と評価 

保育における評価について考える 

事前学習 模擬保育の発表の準備を整える。 

事後学習 
模擬保育を踏まえ、保育における評価に基づいて振
り返り、気づいたことを整理する。 

第１２回 

模擬保育 

言葉に対する感覚を豊かにする環境構成と援助

①乳児期 

事前学習 わらべうたについて調べ、発表の準備をする。 

事後学習 
乳児期のことばと援助について、環境構成と援助の
留意点について自身の考えをまとめる。 

第１３回 

模擬保育 

言葉に対する感覚を豊かにする環境構成と援助

②幼児期 

事前学習 関心のある保育実践の記事を探し、準備する。 

事後学習 
言葉に対する感覚を豊かにする環境構成と援助につ
いて、自身の考えをまとめる。 

第１４回 特別な配慮を要する幼児の言葉の支援 
事前学習 言語障害の定義と種類について調べておく。 

事後学習 
保育の場での早期発見と具体的な援助、支援体制に
ついて、自身の考えをまとめる。 

第１５回 保幼小の接続と領域「言葉」 

事前学習 
領域「言葉」のねらいと内容を踏まえ、伝え合う言葉
について自身の考えをまとめておく。 

事後学習 
幼児教育の独自性を踏まえ、スタートカリキュラム
への接続にあたって求められる保育者の役割につい
て自身の考えをノートにまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 保育内容（言葉） （2 単位） 

３．科目番号 

SSOT2415 

SCOT2415 

SJMP2134 ２．授業担当教員 石見 容子 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 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 

ブックリストの作成及び提出（子どもや保育、養育に関する書をなるべくたくさん読み、ブックリストを完

成させる） 

その他、学生の進み具合に合わせて課題を提示する 

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』、2017年 建帛社 

必要に応じて授業内でプリントを配布する。 

【参考書】 

厚生労働省『保育所保育指針解説』フレーベル館 

文部科学省『幼稚園教育要領解説』フレーベル館 

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

東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規 

文部科学省『小学校学習指導要領解説 国語編』東洋館出版 

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）または期末課題  30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

子どもは大人との関係を基盤にして言葉の世界を広げていく。乳幼児期に言葉の美しさや楽しさに気づき、

言葉に対する感覚を豊かに育んでいくためには、保育者自身が言葉への豊かな感覚をもっていることが望ま

れる。授業では、実際の事例や映像等を使用し、ディスカッションを行いながら、子どもの姿を通して言葉

の面白さや役割について考え、言葉に対する感覚や想像力を育むための具体的な援助や指導について考えて

いく。予習、復習、質疑を含め、授業内での積極的な発言、グループワークの積極的な協働・参加を期待す

る。レポート及び提出物の提出日は厳守すること。 

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 人間にとっての言葉の意義と機能 
事前学習 「言葉」からイメージすることを考えておく。 

事後学習 
本日の授業を踏まえ、人間にとっての言葉の意義に
ついて自身の考えをノートにまとめる。 

第２回 子どもの言葉に傾聴することを知る 
事前学習 子どもの言葉に関しる観察記録をとる 

事後学習 
言葉の後ろにある背景について授業で考えたことを
まとめる。 

第３回 領域「言葉」のねらいと内容と基本的理解 
事前学習 

領域「言葉」のねらいと内容を読み、関心のある箇所
を探す。 

事後学習 
本日の授業を踏まえ、指導上の留意点について理解
し、自己課題をノートにまとめる。 

第４回 子どもの言葉の発達過程①（乳児期） 
事前学習 

誕生から約 1 年間の言語獲得について、実習体験や
身近な子どもの観察等を通して関心のある事象を整
理しておく。 

事後学習 
本日の授業を踏まえ、乳児期の言葉獲得について、保
育者の役割をまとめる。 



 

 

第５回 子どもの言葉の発達過程②（幼児期） 
事前学習 

幼児期の言語獲得について、実習体験や身近な子ど
もの観察等を通して、関心のある事象を整理してお
く。 

事後学習 
本日の授業を踏まえ、幼児期の言葉獲得について、保
育者の役割をまとめる。 

第６回 
コミュニケーションとしての言葉と書き言葉
（文字）との出会い 

事前学習 
保育実践の中で、子ども同士がどのように言葉を使
用していたか、また、子どもが文字に関心をもってい
た事例や環境について、具体的に整理しておく。 

事後学習 

本日の授業を踏まえ、非言語コミュニケーションと
しての言葉及び、文字等への関心と書くことへの興
味について、保育における環境や保育者の援助につ
いて自身の考えをまとめる。 

第７回 
言葉に対する感覚とは何か 
言葉の美しさ、楽しさを感じる（演習） 

事前学習 子どものつぶやきや会話の事例を整理しておく。 

事後学習 
本日の授業を通して、乳幼児の言葉の世界観や想像
性について自身の考えをまとめる。 

第８回 
子どもにとっての児童文化財の歴史と意義（教

材研究）言葉の成長と絵本の関係について 

事前学習 
好きな絵本と紙芝居を用意し、ブックトークの準備
を行う。 

事後学習 
絵本と紙芝居の教材について、ブックリスト（課題）
の作成を行う。 

第９回 
言葉を育て想像する楽しさを広げる「児童文化

財」の実践と教材研究 

事前学習 
関心のある児童文化財について、教材研究を行い、指
導案の作成しておく。 

事後学習 
パネルシアター、パペット、ペープサートなどの特徴
を理解し、子どもが言語活動を実施する場合の過程
と計画を立案する。 

第１０回 指導案作成とグループ制作 
事前学習 

グループ毎に児童文化財を決め、指導案を作成し、模
擬保育の準備を行う。 

事後学習 
修正、改善を図り、模擬保育の発表にむけて準備を整
える。 

第１１回 
模擬保育の実施と評価 

保育における評価について考える 

事前学習 模擬保育の発表の準備を整える。 

事後学習 
模擬保育を踏まえ、保育における評価に基づいて振
り返り、 
気づいたことを整理する。 

第１２回 

模擬保育 

言葉に対する感覚を豊かにする環境構成と援助

①乳児期 

事前学習 わらべうたについて調べ、発表の準備をする。 

事後学習 
乳児期のことばと援助について、環境構成と援助の
留意点について自身の考えをまとめる。 

第１３回 

模擬保育 

言葉に対する感覚を豊かにする環境構成と援助

②幼児期 

事前学習 関心のある保育実践の記事を探し、準備する。 

事後学習 
言葉に対する感覚を豊かにする環境構成と援助につ
いて、 
自身の考えをまとめる。 

第１４回 特別な配慮を要する幼児の言葉の支援 
事前学習 言語障害の定義と種類について調べておく。 

事後学習 
保育の場での早期発見と具体的な援助、支援体制に
ついて、自身の考えをまとめる。 

第１５回 保幼小の接続と領域「言葉」 

事前学習 
領域「言葉」のねらいと内容を踏まえ、伝え合う言葉
について自身の考えをまとめておく。 

事後学習 
幼児教育の独自性を踏まえ、スタートカリキュラム
への接続にあたって求められる保育者の役割につい
て自身の考えをノートにまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 保育内容（人間関係） （2 単位） 

３．科目番号 SJMP3132 

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 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

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 

期末レポート課題：授業で学んだことを踏まえ、子どもの対人関係能力を高める保育及び保育者の大切な役

割について理解し、整理し自分の考えをまとめる。（1000字程度） 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

無藤隆(監修)『事例で学ぶ保育内容 領域 人間関係』萌文書林。 

【参考書】 

文部科学省『幼稚園教育要領(平成 29 年 3 月告示)』フレーベル社。 

文部科学省『幼保連携型認定こども園・保育要領(平成 29 年 3 月告示)』フレーベル社。 

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 

・積極的で意欲的な授業への参加を期待する。 

・授業中の私語、居眠り、携帯電話の操作、飲食等は禁止する。 

・大学生として節度ある態度で授業に臨み、疑問が生じたら、積極的に質問するようにすること。 

・演習においては、各自が活動を十分に楽しみながら積極的に学習すること。 

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 

保育内容（人間関係）を学ぶ意義 

小学校入学までに育みたい姿と人間関係 

事前学習 シラバスを確認し，授業の準備をする 

事後学習 授業に必要な教材をそろえる 

第２回 「人間関係」のねらいと内容 
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 人間関係のねらいと内容を整理する 

第３回 乳幼児期の人間関係の発達の理解(1)0~3 歳 
事前学習 3 歳までの発達特徴を見直す 

事後学習 3 歳までの人間関係の発達特徴をまとめる 

第４回 乳幼児期の人間関係の発達の理解(2)3 歳以上 
事前学習 3～6 歳の発達特徴を見直す 

事後学習 3～6 歳の人間関係の発達特徴をまとめる 

第５回 
「人間関係」を育む保育者の関わり、ごっこ遊びやルー
ルのある遊び等人間関係を育てる活動の展開 

事前学習 教科書 第 3 章を読んでくる 

事後学習 
人間関係をねらいとする保育者の援助の在
り方について考察する 

第６回 
「人間関係」を育む保育者の関わり、けんかや集団行動、
共同作業、当番活動等人間関係を深める場面の保育者か
かわり 

事前学習 教科書 第 4 章を読んでくる 

事後学習 
子ども同士をつなぐ保育者の援助の在り方
について考察する 

第７回 関わりの難しい子どもへの対応 

事前学習 
身近な人に幼児期の自分の様子をインタビ
ューしてくる 

事後学習 
関わりの難しい子への関わりの視点をまと
める 

第８回 
小テスト 

保育内容（人間関係）の記録と評価 

事前学習 
第 2 回の人間関係のねらいと内容を復習す
る 

事後学習 
記録を評価・改善に活用する視点について
まとめる 



 

 

第９回 人間関係を育む保育実践、教材の動向を学び研究する 
事前学習 教科書 第 8 章を読んでくる 

事後学習 
人間関係における今日的課題について考察
する 

第１０回 情報機器・素材を活かした人間関係の展開 
事前学習 園内にある素材を考えてくる 

事後学習 
園内環境を使った人間関係の発展について
まとめる 

第１１回 子どもの人間関係を育む活動を考える：指導案の作成 
事前学習 指導案の作成方法について予習してくる 

事後学習 
人間関係を育む活動についてグループで考
える 

第１２回 子どもの人間関係を育む活動を考える：グループワーク 
事前学習 指導案の作成 

事後学習 グループ発表の準備 

第１３回 活動発表・模擬保育(1)未満・年少 
事前学習 グループ発表の準備 

事後学習 指導案の修正 

第１４回 活動発表・模擬保育(2)年中・年長 
事前学習 グループ発表の準備 

事後学習 指導案の修正 

第１５回 
小テスト 
まとめ 

事前学習 小テストの準備をする 

事後学習 
これまでの授業を振り返り，子どもの人間
関係を豊かにするための保育者の援助につ
いてレポートをまとめる 

 



 

 

１．科目名（単位数） 保育内容（人間関係） （2単位） 

３．科目番号 

SSOT3413 

SCOT3413 

SJMP3132 ２．授業担当教員 西脇 二葉 

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 

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 

・授業時にレポート課題を提示する。 

・小テストを2回実施する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

吉川晴美他『新訂人間関係―かかわりあい・育ちあい』不昧堂出版。 

【参考書】 

『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』ひかりのくに。 

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 

以下のルールに従って受講すること。 

1 毎時提示する事前課題と事後課題を必ずやること。課題の締め切りは時間厳守とし、いかなる理由も認め

ない。 

2.私語は慎み、携帯電話の作動は厳禁とする。 

3.資料の再配布はしないので、各自で管理すること。 

4.保育内容（人間関係）用のファイルを準備して初回授業に臨むこと。 

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 
保育内容（人間関係）を学ぶ意義 
小学校入学までに育みたい姿と人間関係 

事前学習 シラバスを確認し，授業の準備をする 

事後学習 授業に必要な教材をそろえる 

第２回 「人間関係」のねらいと内容 
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 人間関係のねらいと内容を整理する 

第３回 乳幼児期の人間関係の発達の理解(1)0~3歳 
事前学習 3歳までの発達特徴を見直す 

事後学習 3歳までの人間関係の発達特徴をまとめる 

第４回 乳幼児期の人間関係の発達の理解(2)3歳以上 
事前学習 3～6歳の発達特徴を見直す 

事後学習 3～6歳の人間関係の発達特徴をまとめる 

第５回 
「人間関係」を育む保育者の関わり、ごっこ遊びやルー
ルのある遊び等人間関係を育てる活動の展開 

事前学習 教科書 第 3章を読んでくる 

事後学習 
人間関係をねらいとする保育者の援助の在

り方について考察する 

第６回 
「人間関係」を育む保育者の関わり、けんかや集団行動、
共同作業、当番活動等人間関係を深める場面の保育者か
かわり 

事前学習 教科書 第 4章を読んでくる 

事後学習 
子ども同士をつなぐ保育者の援助の在り方

について考察する 

第７回 関わりの難しい子どもへの対応 

事前学習 
身近な人に幼児期の自分の様子をインタビ
ューしてくる 

事後学習 
関わりの難しい子への関わりの視点をまと

める 

第８回 
小テスト 
保育内容（人間関係）の記録と評価 

事前学習 第 2回の人間関係のねらいと内容を復習する 

事後学習 
記録を評価・改善に活用する視点についてま

とめる 

第９回 人間関係を育む保育実践、教材の動向を学び研究する 

事前学習 教科書 第 8章を読んでくる 

事後学習 
人間関係における今日的課題について考察

する 



 

 

第１０回 情報機器・素材を活かした人間関係の展開 

事前学習 園内にある素材を考えてくる 

事後学習 
園内環境を使った人間関係の発展について

まとめる 

第１１回 子どもの人間関係を育む活動を考える：指導案の作成 

事前学習 指導案の作成方法について予習してくる 

事後学習 
人間関係を育む活動についてグループで考

える 

第１２回 子どもの人間関係を育む活動を考える：グループワーク 
事前学習 指導案の作成 

事後学習 グループ発表の準備 

第１３回 活動発表・模擬保育(1)未満・年少 
事前学習 グループ発表の準備 

事後学習 指導案の修正 

第１４回 活動発表・模擬保育(2)年中・年長 
事前学習 グループ発表の準備 

事後学習 指導案の修正 

第１５回 
小テスト 
まとめ 

事前学習 小テストの準備をする 

事後学習 

これまでの授業を振り返り，子どもの人間関

係を豊かにするための保育者の援助につい

てレポートをまとめる 

 



 

 

１．科目名（単位数） 保育内容総論 （2単位） 

３．科目番号 
SSOT2411 

SCOT2411 

SJMP2130 ２．授業担当教員 西脇 二葉 

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 

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 

授業時に小テスト2回実施・期末課題を提示する 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

冨田久枝他『持続可能な社会をつくる日本の保育―乳幼児期におけるＥＳＤ』かもがわ出版。 

【参考書】『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』ひかりのくに 

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 

以下のルールに従って受講すること。 

1 毎時提示する事前課題と事後課題を必ずやること。課題の締め切りは時間厳守とし、いかなる理由も認め

ない。 

2.私語は慎み、携帯電話の作動は厳禁とする。 

3.資料の再配布はしないので、各自で管理すること。 

4.保育内容総論用のファイルを準備して初回授業に臨むこと 

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 
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 

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（３） 

 －認定こども園法・制度の理解と保育内容－ 

事前学習 
幼保連携型認定こども園教育・保育要領第１
章を読んでおく。 

事後学習 
幼保連携型認定こども園教育・保育要領を読

み、保育内容の理解を深める。 

第８回 
情報化社会における保育の課題 
－情報機器や教材について研究し、望ましい教材の活用
法を習得する－ 

事前学習 
情報化社会における子どもをとりまく状況
を調べておく。 

事後学習 
社会の状況が現代の子ども達や保育内容に

どのように関係するかを復習する。 

第９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１０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１１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１２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１３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１４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１５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。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 保育内容（表現）／表現（保育児童福祉専修） （2 単位） 

３．科目番号 SJMP1135 

２．授業担当教員 岡村 弘・本野 洋子 

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 

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．個の尊重と創造性の開花について、授業時間内に筆記試験を行う 
３．授業内での学習に関するレポートの提出 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
平田智久・小林紀子・砂上史子編『保育内容「表現」』ミネルヴァ書房 最新保育講座 11 
【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。 
佐伯胖/藤田英典/佐藤学 編『シリーズ学びと文化⑤表現者として育つ』東京大学出版会。 
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 最初の授業時間に説明 
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） 
表現とは何か。五感を研ぎ澄まし表現する身体の準備 
子どもの歌の特徴と魅力 （歌い感じ考える） 

事前学習 教科書第 5 章を予習。 

事後学習 
子どもたちの歌の特徴と魅力に
ついての復習。 

第２回 
保育内容「表現」のねらいと内容，子どもの発達と表現の捉え方，そ
の評価方法について学ぶ。 

事前学習 教科書第 1 章，第 2 章を予習。 

事後学習 「表現」のねらいと内容の復習。 

第３回 リズミカルな身体を創る （リズム遊び・リトミックの理解） 
事前学習 教科書第 3 章、第 4 章を予習。 

事後学習 リトミックの復習。 

第４回 
身体遊びと音楽 （手遊び、わらべうた遊び等） 
子どもの歌を歌い感じ考える 

事前学習 
手遊び、わらべうたを調べてく
る。 

事後学習 身体あそびについての復習。 

第５回 保育における集団の表現活動と個の尊重について学ぶ 
事前学習 教科書第 6 章、第 7 章を予習。 

事後学習 
集団の表現活動と個の尊重につ
いての復習。 

第６回 季節を感じて伝える（絵，写真，実物を見て語る） 
事前学習 教科書第 9 章を予習。 

事後学習 
どのように季節を感じるかにつ
いての復習。 

第７回 
素材との出会い①（素材～水，紙，石，ひも，葉等を使っての色，形
の表現探索） 

事前学習 
活動の準備。教科書第 8 章の予
習。 

事後学習 
どのような素材があったかにつ
いての復習。 

第８回 
素材との出会い②（身の回りにあるプラスチックの容器やストロー、
針金、紙コップなどを使って音の出る楽器を作る） 

事前学習 
発表の準備。教科書第７章を予
習。 

事後学習 
どのような素材が楽器になるか
についての復習。 

  



 

 

第９回 
表現のコアとなる体験の振り返り，他領域との関連，情報機器の併用
及び教材としての可能性を考える。 
保育園での保育の DVD を見て子どもの表現活動について学ぶ 

事前学習 
活動の準備。教科書第 10 章を予
習。 

事後学習 
子どもの表現活動についての復
習。 

第１０回 保育内容「表現」の教科書から筆記試験 
事前学習 筆記試験の準備。教科書を予習。 

事後学習 筆記試験の振り返り。 

第１１回 「総合的な表現活動」について指導案を作成） 
事前学習 指導案の準備 

事後学習 指導案作成の復習。 

第１２回 「総合的な表現活動」の指導案に基づいた活動① 
事前学習 活動の準備 

事後学習 
指導案に基づいた活動の振り返
り①。 

第１３回 「総合的な表現活動」の指導案に基づいた活動② 
事前学習 

指導案の修正 
活動のために使用する材料の準
備。 

事後学習 
指導案に基づいた活動の振り返
り②。 

第１４回 「総合的な表現活動」の指導案に基づいた活動③ 
事前学習 

活動のために使用する材料の準
備 

事後学習 
指導案に基づいた活動の振り返
り③。 

第１５回 
指導案を基に模擬保育を行い，その振り返りと分析から改善点を見つ
ける 
まとめ（保育内容「表現」における今後の課題 

事前学習 
活動のために使用する材料の準
備 

事後学習 
15 回の授業で学んだことのまと
め。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 保育内容総論Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号 SJMP4130 

２．授業担当教員 太田 節子 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

「保育内容総論」の授業内容をふまえて、その応用、発展的な学習を目指す。幼稚園実習及び保育所実習
の経験を活用させ、グループワークを取り入れながら現場の保育内容について検証する。また、保育内容
に関する知識・理解を深めるために、様々な保育実践事例を取り上げ、事例から子どもの発達の可能性を

見いだす視点を養うと共にその保育内容について総合的に検証・評価する。 

８．学習目標 

・子どもをとりまく社会的状況を理解し、説明することができる。 

・幼稚園実習及び保育所実習経験をふまえて現場の保育内容を検証することができる。 

・よりよい保育内容を構築するための環境構成、指導・援助について考察することができる。 

・様々な保育実践事例を通して、子どもの発達や学習の可能性を考察し、議論することができる。 

・保育全体への視野を広げ、保育内容を総合的に検証・評価する力を身につける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

学生各自の学習状況に応じて、レポート課題、及び宿題を提示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【参考書】 

『保育講座 保育のいとなみ 子ども理解と内容・方法』日本保育学会編 
厚生労働省『保育所保育指針』フレーベル館 

【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 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．幼稚園実習及び保育所実習経験をふまえて現場の保育内容を検証することができるか。 

２．よりよい保育内容を構築するための環境構成、指導・援助について考察することができるか。 

３．様々な保育実践事例を通して、子どもの発達や学習の可能性を考察し、議論できるか。 

○評定の方法 

授業への積極的参加態度、課題への取り組み、レポート等を総合して評価する。 

1 積極的授業態度  総合点の 30％ 

2 課題への取り組み 総合点の 30％ 

3 期末レポート   総合点の 40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

これまでの学習の集大成の心構えをもって授業に望んで下さい。保育者には生涯学習が求められます。現

場に出てからは、園内外の研修での積極的学習が望まれますが、基本的には自身が保育についてより深く

学ぼうとする姿勢を継続することによって保育者の成長が決まっていきます。保育者の成長はよりよい保

育内容を生み出します。なぜ学び続けていかなければならないかをこの授業で確信し、「自ら学ぶ力」を身

につけて、保育の質を高めていける保育者を目指して欲しいと思います。 

13．オフィスアワー 月曜日 １５：００～１８：００ 

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 

「保育内容総論」で学んだことを振り返る 
―幼稚園教育要領、保育所保育指針における教育
の基本、及び各領域のねらい、内容、全体構造を
中心に― 

事前学習 
「保育内容総論」のノート、テキストを参考にして
学んだことを復習しておく。 

事後学習 
「保育内容総論」と「保育内容総論Ⅱ」の関係につ

いてまとめておく。 

第２回 
実習体験をふまえて、現場における保育内容を検
証し、「省察」、「議論」することの意味を学ぶ―子
ども理解への評価―（１） 

事前学習 
「保育内容総論」で学んだこと、実際の保育で生じ
た課題を整理しておく。 

事後学習 
保育内容について、「考え」、「理解」することの意

味をまとめる。 

第３回 
実習体験をふまえて、現場における保育内容を検
証し、「省察」、「議論」することの意味を学ぶ―発
達の見通しと言葉かけへの評価―（２） 

事前学習 第２回で学んだことを復習しておく。 

事後学習 
保育内容を「実践」し、「省察」することの意味を

まとめる。 

第４回 
実習体験をふまえて、現場における保育内容を検
証し、「省察」、「議論」することの意味を学ぶ―環
境構成への評価―（３） 

事前学習 第３回で学んだことを復習しておく。 

事後学習 
保育内容について、「議論」することの意味をまと

める。 

第５回 
今日の乳・幼児・子どもを取り巻く社会状況の理
解と家庭保育・教育と保育所保育、幼稚園教育、
学校教育の関係について学ぶ（１） 

事前学習 
現代の乳幼児・子どもの保育、教育で問題になって
いることを調べておく。 

事後学習 
現代の家庭保育・教育が抱えている問題点を整理し

ておく。 

第６回 
 「保育内容の総合性」と「室内環境」における
教材研究を中心に指導案を作成する（１） 

事前学習 「保育の基本」について復習しておく。 

事後学習 
「保育の基本」と「保育内容の総合性」、「保育の環

境」についてまとめる。 

第７回 
「保育内容の総合性」と「室外環境」における

教材研究を中心に指導案を作成する（２） 

事前学習 前回の授業をふまえて指導案を作成する。 

事後学習 
保育における「保育内容の総合性」「保育の環境」

の重要性について復習する。 

  



 

 

第８回 
 ６，７回で作成した指導案をふまえた模擬保育
の実践 

事前学習 模擬保育のシミュレーションを行う。 

事後学習 
模擬保育を振り返り、「保育内容の総合性」の視点

から「保育の環境、指導・援助」について考察する。 

第９回 
保育実践事例を基に保育実践の動向を知り、乳幼

児の発達と学習、保育内容について考える（１） 
－乳児の学習と保育内容－ 

事前学習 乳児保育について復習しておく 

事後学習 
授業で採り上げた保育実践事例について自分の考

えをまとめる。 

第１０回 

保育実践事例を基に保育実践の動向を知り、乳幼

児の発達と学習、保育内容について考える（２） 
－幼児の学習と保育内容－ 

事前学習 ３、４，５才児の保育について復習しておく 

事後学習 
授業で採り上げた保育実践事例について自分の考

えをまとめる。 

第１１回 諸外国の保育と保育内容 

事前学習 外国の保育について調べておく。 

事後学習 
授業でとりあげた外国の保育内容から学べる事柄

をまとめる。 

第１２回 
現代の子ども達が抱える学習課題と保育内容―発
表１― 

事前学習 自身が考える現代の子どもの学習課題をまとめる 

事後学習 自身の発表ふまえて、他学生の発表から学ぶ。 

第１３回 
現代の子ども達が抱える学習課題と保育内容―発
表２― 

事前学習 現代の子どもが抱える学習課題への理解を深める「 

事後学習 他学生の発表の内容を検証する。 

第１４回 
現代の子ども達が抱える学習課題と保育内容―発
表３― 

事前学習 
現代社会が及ぼす子どもへの影響について考察す
る。 

事後学習 他学生の発表を今後の自身の保育技術に生かす 

第１５回 
外部講師によるレクチャー 保育現場における新
任保育士の課題 

事前学習 これまでの配付資料とノートを見直しておく。 

事後学習 
１５回の授業をふまえて、自身の学習課題を整理す

る。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
保育内容総論Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号 SJMP4130 

２．授業担当教員 河合 光利 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

「保育内容総論」の授業内容をふまえて、その応用、発展的な学習を目指す。幼稚園実習及び保育所実習の

経験を活用させ、グループワークを取り入れながら現場の保育内容について検証する。また、保育内容に関
する知識・理解を深めるために、様々な保育実践事例を取り上げ、事例から子どもの発達の可能性を見いだ
す視点を養うと共にその保育内容について総合的に検証・評価する。 

８．学習目標 

・子どもをとりまく社会的状況を理解し、説明することができる。 

・幼稚園実習及び保育所実習経験をふまえて現場の保育内容を検証することができる。 

・よりよい保育内容を構築するための環境構成、指導・援助について考察することができる。 

・様々な保育実践事例を通して、子どもの発達や学習の可能性を考察し、議論することができる。 

・保育全体への視野を広げ、保育内容を総合的に検証・評価する力を身につける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

これまでの実習を含めた学習内容に加え、保育に関する時事内容にも触れてく予定であるので、時事内容を

理解しておくこと。また、15回の授業の中で、小レポートを数回、予定している。課題は授業の中で都度、

提示する。 

10．教科書・参考

書・教材 

【参考書】 

『保育講座 保育のいとなみ 子ども理解と内容・方法』日本保育学会編。 

堰口はつ江、大田光洋編『実践としての保育学』同文書院、2011 

【参考資料】 

文部科学省『幼稚園教育要領（平成 30 年改訂）』  

厚生労働省『保育所保育指針(平成 30 年改訂)』 

内閣府、厚生労働省、文部科学省『幼保連携型認定こども園教育・保育要領（平成 30 年改訂』  

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．幼稚園実習及び保育所実習経験をふまえて現場の保育内容を検証することができるか。 

２．よりよい保育内容を構築するための環境構成、指導・援助について考察することができるか。 

３．様々な保育実践事例を通して、子どもの発達や学習の可能性を考察し、議論できるか。 

○評定の方法 

 授業への積極的参加態度、課題への取り組み、レポート等を総合して評価する。 

1 積極的授業態度  総合点の 30％ 

2 課題への取り組み 総合点の 30％ 

3 期末レポート   総合点の 40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

この保育内容総論Ⅱの授業では、これまでの学習はもちろん、時事内容に至るまで、保育に関する幅広い知

識・技術の習得を目指しているので、新聞、雑誌、文献、論文等をよく読むこと。また、授業中、小レポート

の提出を数回、求めるので、時事内容や文献等の検索方法を熟知しておくこと 

13．オフィスアワー 授業内で指示をする。 

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 

「保育内容総論」で学んだことを振り返る 
―幼稚園教育要領、保育所保育指針における教育
の基本、及び各領域のねらい、内容、全体構造を
中心に― 

事前学習 
「保育内容総論」のノート、テキストを参考にして
学んだことを復習しておく。 

事後学習 
「保育内容総論」と「保育内容総論Ⅱ」の関係につ

いてまとめる。 

第２回 
実習体験をふまえて、現場における保育内容を検
証し、「省察」、「議論」することの意味を学ぶ―子
ども理解への評価―（１） 

事前学習 
「保育内容総論」で学んだこと、実際の保育で生じ
た課題を整理しておく。 

事後学習 
保育内容について、「考え」、「理解」することの意

味をまとめる。 

第３回 
実習体験をふまえて、現場における保育内容を検
証し、「省察」、「議論」することの意味を学ぶ―発
達の見通しと言葉かけへの評価―（２） 

事前学習 第２回で学んだことを復習しておく。 

事後学習 
保育内容を「実践」し、「省察」することの意味を

まとめる。 

第４回 
実習体験をふまえて、現場における保育内容を検
証し、「省察」、「議論」することの意味を学ぶ―環
境構成への評価―（３） 

事前学習 第３回で学んだことを復習しておく。 

事後学習 
保育内容について、「議論」することの意味をまと

める。 

第５回 
今日の乳・幼児・子どもを取り巻く社会状況の理
解と家庭保育・教育と保育所保育、幼稚園教育、
学校教育の関係について学ぶ（１） 

事前学習 
現代の乳幼児・子どもの保育、教育で問題になって
いることを調べておく。 

事後学習 
現代の家庭保育・教育が抱えている問題点を整理し

ておく。 

第６回 
 「保育内容の総合性」と「室内環境」における
教材研究を中心に指導案を作成する（１） 

事前学習 「保育の基本」について復習しておく。 

事後学習 
「保育の基本」と「保育内容の総合性」、「保育の環

境」についてまとめる。 

第７回 
「保育内容の総合性」と「室外環境」における

教材研究を中心に指導案を作成する（２） 

事前学習 前回の授業をふまえて指導案を作成する。 

事後学習 
保育における「保育内容の総合性」「保育の環境」

の重要性について復習する。 



 

 

第８回 
 ６，７回で作成した指導案をふまえた模擬保育
の実践 

事前学習 模擬保育のシミュレーションを行う。 

事後学習 
模擬保育を振り返り、「保育内容の総合性」の視点

から「保育の環境、指導・援助」について考察する。 

第９回 

保育実践事例を基に保育実践の動向を知り、乳幼

児の発達と学習、保育内容について考える（１） 

－乳児の学習と保育内容－ 

事前学習 乳児保育について復習しておく 

事後学習 
授業で採り上げた保育実践事例について自分の考

えをまとめる。 

第１０回 

保育実践事例を基に保育実践の動向を知り、乳幼

児の発達と学習、保育内容について考える（２） 

－幼児の学習と保育内容－ 

事前学習 ３、４，５才児の保育について復習しておく。 

事後学習 
授業で採り上げた保育実践事例について自分の考

えをまとめる。 

第１１回 諸外国の保育と保育内容 

事前学習 外国の保育について調べておく。 

事後学習 
授業でとりあげた外国の保育内容から学べる事柄

をまとめる。 

第１２回 各領域の関連性と保・幼・小連携 
事前学習 保・幼・小の連携と接続について調べておく。 

事後学習 保・幼・小の連携と接続の意味をまとめる。 

第１３回 保護者や地域との連携と保育内容 

事前学習 
実習先での保護者や地域連携の事例をまとめてお
く。 

事後学習 
保護者や地域連携の意義と保育内容の関係をまと

める。 

第１４回 
子どもとメディア―「保育内容総論」で学んだ基
礎的内容をふまえて、保育教材の応用・展開とし
ての情報機器の望ましい活用法を考える－ 

事前学習 現代社会における情報機器の役割を考える。 

事後学習 
保育教材として、メディアの望ましい活用法をまと

める。 

第１５回 これからの社会と保育について 

事前学習 これからの社会がどのように変わるのか予測する 

事後学習 
変わりゆく社会に対応した保育のあり方について、

自身の学習課題を整理する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 保育の心理学／保育の心理学Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 
SJMP1110 

SJMP1111 
２．授業担当教員 杉浦 貴代子 

４．授業形態 講義，ディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

人間の発達を理解することは、子どもの成長に気付き、子どもの行動を適切に理解し、それを保護者や同

僚と共有する際の重要な基礎となる。保育の心理学では、子どもの発達について、各時期の特徴を、社会情

動的側面、身体的機能や運動機能、認知、言語などの様々な側面から学ぶ。さらに、乳幼児期の学びに関す

る理論や、その過程や特性、子どもの学びを支える保育のあり様などを学ぶ。 

８．学習目標 

①人間の発達プロセスに関する基本的な知識を理解し，説明できるようになる。 

②子どもの行動や現象を，発達や教育に関わる心理学の知見を用いて説明できるようになる。 

③保育場面において子どもの発達を支える支援を，心理学の知見を用いて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 

毎回の授業の前には、教科書の指定された箇所を読み、事前のワークシートに書き込んでくること。授業前

に予習テストを毎回行う。また、小テストは授業内での講義や資料も出題範囲に含まれるので、授業後のノ

ート作りなどは丁寧に行っておくことを勧めたい。 

レポートのテーマは授業中に提示する。 

10．教科書・参考書・

教材 
【教科書】シードブック 保育の心理学 本郷一夫 ・飯島典子編著 建帛社 2019 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 人間の発達過程について説明することができるか 

2. 子どもの行動や現象ついて心理学の知見を用いて説明することができるか 

3. 保育場面における子どもの発達支援について心理学の知見を用いて考え，説明することができるか 

○評定の方法 

1. 授業への積極的参加態度  総合点の 30％ 

2. 課題発表もしくはレポート 総合点の 30％ 

3. 小テスト         総合点の 40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

実践の場で役立てるよう、保育にかかわる発達心理学の知見を学びましょう。保育の場には、多様な子ども

や親、多様な問題があり、自分の経験だけでは理解や対応が難しくなることもあるでしょう。この科目に限

りませんが、専門知識を持つことで、理解や対応の引き出しを増やしていきましょう。 

そのためにはやはり、ある程度しっかり覚え、考えないとなりません。特にこの保育の心理学Ⅰ／保育の心

理学は、問題の理解や対応を考えていく際に前提となる基礎知識にあたります。覚えることが多いため、小

さな課題も増え、たいへんかもしれません。学習が先送りにならないよう、1 回 1 回の授業に集中して参加

するために、事前の学習をしっかり行って授業に臨んでください。 

なお、授業の様子によって、講義内容の進度を調整することもあります。 

13．オフィスアワー 
初回授業で周知する。 

連絡先：kisugiura@ed.tokyo-fukushi.ac.jp  研究室：7号館別館 3階 739号室セブンイレブン上 

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 

第１章 子どもの発達を理解することの意義 

事前学習 シラバスを読んで講義内容を理解しておく。 

事後学習 
授業の進め方を確認し、教科書・教材等をそ

ろえる。 

第２回 第２章 子どもの発達と保育 

事前学習 第 2 章を読み、予習テストの準備をする。 

事後学習 
発達に関するキーワードをノートにまとめ

る。 

第３回 第３章 身体・運動の発達 
事前学習 第 3 章を読み、事予習テストの準備をする。 

事後学習 学んだことをノートにまとめる。 

第４回 第４章 乳児期・幼児期前期の認知発達 

事前学習 第 4 章を読み予習テストの準備をする。 

事後学習 
乳児期・幼児期前期の認知発達のキーワード

をノートにまとめる。 

第５回 第５章 幼児期後期・児童期の認知発達 

事前学習 第 5 章を読み予習テストの準備をする。 

事後学習 
幼児期後期・児童期の認知発達のキーワード

をノートにまとめる。 

第６回 第６章 言語の発達 

事前学習 第 6 章を読み、予習テストの準備をする。 

事後学習 
言語の発達のキーワードをノートにまとめ

る。 

第７回 第７章 感情の発達／小テスト① 

事前学習 
小テスト①の準備をする。第 7 章を読み、予

習テストの準備をする。 

事後学習 
感情の発達のキーワードをノートにまとめ

る。 

第８回 第８章 社会性の発達 

事前学習 第 8 章を読み、予習テストの準備をする。 

事後学習 
社会性の発達のキーワードをノートにまと

める。 



 

 

第９回 第９章 仲間関係の発達 

事前学習 第 9 章を読み、予習テストの準備をする。 

事後学習 
仲間関係の発達のキーワードをノートにま

とめる。 

第１０回 DVD 視聴『４歳の秘密』 
事前学習 事前配布資料を読んでくる。 

事後学習 気づきや疑問点をノートにまとめる。 

第１１回 4 歳の発達 グループワーク 
事前学習 DVD 視聴で担当の個所をまとめておく。 

事後学習 学んだことをノートにまとめる。 

第１２回 第 10 章 子どもの学びと発達 
事前学習 第 10 章を読み、予習テストの準備をする。 

事後学習 子どもの学びとはなにかノートにまとめる。 

第１３回 第 11 章 生活と遊びを通した学び 

事前学習 第 11 章を読み、予習テストの準備をする。 

事後学習 
生活と遊びを通した学びとはなにかをノー

トにまとめる。 

第１４回 
第 12 章 特別な配慮を必要とする子どもの特徴と支援 

DVD 視聴「君が僕の息子について教えてくれたこと」 

事前学習 第 12 章を読み予習テストの準備をする。 

事後学習 
発達障害当事者から見た世界についての気

づきをノートにまとめる。 

第１５回 第 13 章 子どもの発達と現代的課題／小テスト② 
事前学習 

小テスト②の準備をする。 

第 13 章を読み予習テストの準備をする。 

事後学習 学んだことをノートにまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 法学Ⅱ（民法、行政法） （4 単位） 

３．科目番号 GELA2317 

２．授業担当教員 御手洗 大輔 

４．授業形態 
講義が中心となるが、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 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

○本科目の履修にあたっては、本学設置科目「法学概論」及び「法学（憲法）」（少なくとも、「法学概論」）

を事前に履修済（単位取得済）、または、本科目と並行して履修中であることが強く望まれる。 

７．講義概要 

社会福祉や教育に携わる者は、社会保障や教育制度に関する諸法令についての基礎知識を理解し、その
具体化を図るため、民法（総則・財産法・家族法）及び行政法（行政手続法、行政事件訴訟法、行政不服

審査法等）に関する基礎知識を学び、その実践に求められる能力、いわゆるリーガルマインドを習得する
必要がある。 
また、法律科目の特性上、まず法律の条文を読んで理解し、適切に解釈できるようになるとともに、判

例を学び、各々の法律条文がどのように解釈され、適用されているのかを理解できるようにならなければ
ならない。そのため、この講義では、条文に当たり、判例を検討しながら学習を進めていく。 

８．学習目標 

１．条文や判例に基づいて法律を解釈できるようになる。 

２．民法、行政法の基礎的知識を習得し、説明できるようになる。 
３．日々発生している日常的な法律問題について、条文や判例に基づいて問題を整理し、解決できるよう

になる。 

４．民法や行政法が規制する内容を理解し、法律問題が生じないように行動することができるようになる。 
５．公務員試験や各種国家試験の民法、行政法科目に対応できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

○各回の授業内容に示すキーワード・法律用語については少なくとも調べておくこと。 
○ほぼ毎回の授業の最後にリアクションペーパーの提出を求める予定である。これは、その回の授業で何
を学習した内容をどこまで理解できたかを確認・評価するものであり、下記「授業への積極的参加」の
評価の対象となる。したがって、「正しい」日本語の「文章」で、「正確な」情報・知識を記述すること。 

10．教科書・参考書・

教材 

○授業内容の目次的骨子を示したレジュメあるいは参考資料を配布する予定である。 
○教科書として以下を指定する。 
民 法編：野村 豊弘『民事法入門』第 8版（弘文堂、2019年） 
行政法編：石川 敏行ほか『はじめての行政法』第 4版（法律文化社、2018年） 
○参考書としては、以下のものを勧める。本格的に学習したい場合は以下の書籍で授業に臨んで欲しい。 
民 法編：米倉 明『プレップ民法』第 5版（弘文堂、2018年） 
行政法編：櫻井敬子ほか『行政法』第 6版（弘文堂、2019年） 
    ：藤田宙靖『行政法入門』第 7版（有斐閣、2016年） 

○適宜、関連条文を確認する場合があるので各自で自分が使いやすい法令集（例えば『ポケット六法』（有

斐閣）、総務省法令データベース「e-Gov法令検索」など）を携行しておくこと。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．授業を通じて、条文や判例に基づいた法解釈のやり方（リーガルマインド）がみについているかどう

か。 

２．小テストを通じて、授業で学んだ法律用語等を理解し、説明できるようになっているか。 

○評定の方法 

１．授業への積極的参加        総合点の２０％ 

２．期末試験             総合点の８０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

○１週間に最低１度は、本科目に関する授業外学修（予習・復習）の機会を設けるよう努めること。大学の授業は、原則として、週 1 コマ（2

単位）の授業の場合、1 週につき 4 時間の授業外学修を行うことを前提に設計している。そのため、本科目は週 2 コマ（4 単位）の科目で

あるから論理的に 1 週につき 8 時間の授業外学修が要求される。 

○講義内容に関する質問は、授業中であっても歓迎する。 

○授業中の、他の履修者の迷惑となる行為（私語、頻繁な入退出など）や、授業の秩序を乱す行為（携帯・スマホ使用、テレビや音楽などの

視聴、睡眠、食事、化粧、他科目の内職など）と判断した時は評価の減点はもとより、場合によっては必要な指示（退室など）を行なう。 

○上記「4．授業形態」欄にあるように、授業は原則として、講述（講義）の形式による。ただし、受講生の理解と意欲が十分である場合は、

ディスカッションの形式を試みる回を設けることにする。 

○履修者が少ない場合には、ゼミ形式で進行させることがある。 

13．オフィスアワー 授業時間中のほか、講義内容等に関する質問は、授業時限の前後の時間に受け付ける。 

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 
ガイダンスと民事法の射程に
ついて 
：私法、実体法、法源 

事前学習 
①野村（2019）第 1 章を通読しておく。 

②当該章のケースについて自分の意見をまとめておく。 

事後学習 
①講義内容の不明点・疑問点を担当教員に質問し、疑問を解消する。 

②レジュメ・講義中にとったメモ（ノート）・教科書・六法中の関係条文等を参照しつつ、自分

にとって最も分かりやすいノートをまとめあげる。 

第２回 
民法（１） 民法の意義 
：特別法、パンデクテン体系、
契約自由の原則 

事前学習 
①野村（2019）第 2 章を通読しておく。 

②当該章のケースについて自分の意見をまとめておく。 

事後学習 

①講義内容の不明点・疑問点を担当教員に質問し、疑問を解消する。 

②レジュメ・講義中にとったメモ（ノート）・教科書・六法中の関係条文等を参照しつつ、自分

にとって最も分かりやすいノートをまとめあげる。 

③取り組んだ演習問題の答案を完璧に書き直しておく。 



 

 

第３回 
民法（２） 権利と義務 
：私権、物権法定主義、権利
の濫用 

事前学習 
①野村（2019）第 3 章を通読しておく。 

②当該章のケースについて自分の意見をまとめておく。 

事後学習 
①講義内容の不明点・疑問点を担当教員に質問し、疑問を解消する。 

②レジュメ・講義中にとったメモ（ノート）・教科書・六法中の関係条文等を参照しつつ、自分

にとって最も分かりやすいノートをまとめあげる。 

第４回 
民法（３） 法律行為 
：公序良俗、錯誤、無効と取
消し 

事前学習 
①野村（2019）第 4 章を通読しておく。 

②当該章のケースについて自分の意見をまとめておく。 

事後学習 

①講義内容の不明点・疑問点を担当教員に質問し、疑問を解消する。 

②レジュメ・講義中にとったメモ（ノート）・教科書・六法中の関係条文等を参照しつつ、自分

にとって最も分かりやすいノートをまとめあげる。 

③取り組んだ演習問題の答案を完璧に書き直しておく。 

第５回 
民法（４） 代理制度 
：法定代理、無権代理、表見
代理 

事前学習 
①野村（2019）第 5 章を通読しておく。 

②当該章のケースについて自分の意見をまとめておく。 

事後学習 
①講義内容の不明点・疑問点を担当教員に質問し、疑問を解消する。 

②レジュメ・講義中にとったメモ（ノート）・教科書・六法中の関係条文等を参照しつつ、自分

にとって最も分かりやすいノートをまとめあげる。 

第６回 
民法（５） 法人制度 
：法人、権利能力のない社団、
会社の種類 

事前学習 
①野村（2019）第 15 章を通読しておく。 

②当該章のケースについて自分の意見をまとめておく。 

事後学習 

①講義内容の不明点・疑問点を担当教員に質問し、疑問を解消する。 

②レジュメ・講義中にとったメモ（ノート）・教科書・六法中の関係条文等を参照しつつ、自分

にとって最も分かりやすいノートをまとめあげる。 

③取り組んだ演習問題の答案を完璧に書き直しておく。 

第７回 
民法（６） 契約 
：要物契約、同時履行の抗弁
権、代替執行 

事前学習 
①野村（2019）第 7 章を通読しておく。 

②当該章のケースについて自分の意見をまとめておく。 

事後学習 
①講義内容の不明点・疑問点を担当教員に質問し、疑問を解消する。 

②レジュメ・講義中にとったメモ（ノート）・教科書・六法中の関係条文等を参照しつつ、自分

にとって最も分かりやすいノートをまとめあげる。 

第８回 
民法（７） 時効制度 
：訴訟法説、時効の完成猶予、
消滅時効 

事前学習 
①野村（2019）第 6 章を通読しておく。 

②当該章のケースについて自分の意見をまとめておく。 

事後学習 

①講義内容の不明点・疑問点を担当教員に質問し、疑問を解消する。 

②レジュメ・講義中にとったメモ（ノート）・教科書・六法中の関係条文等を参照しつつ、自分

にとって最も分かりやすいノートをまとめあげる。 

③取り組んだ演習問題の答案を完璧に書き直しておく。 

第９回 
民法（８） 所有権 
：担保物権、物、妨害予防請
求権 

事前学習 
①野村（2019）第 8 章を通読しておく。 

②当該章のケースについて自分の意見をまとめておく。 

事後学習 
①講義内容の不明点・疑問点を担当教員に質問し、疑問を解消する。 

②レジュメ・講義中にとったメモ（ノート）・教科書・六法中の関係条文等を参照しつつ、自分

にとって最も分かりやすいノートをまとめあげる。 

第１０回 
民法（９） 不法行為 
：不法行為の要件、保険制度、
損害賠償の範囲 

事前学習 
①野村（2019）第 9 章を通読しておく。 

②当該章のケースについて自分の意見をまとめておく。 

事後学習 

①講義内容の不明点・疑問点を担当教員に質問し、疑問を解消する。 

②レジュメ・講義中にとったメモ（ノート）・教科書・六法中の関係条文等を参照しつつ、自分

にとって最も分かりやすいノートをまとめあげる。 

③取り組んだ演習問題の答案を完璧に書き直しておく。 

第１１回 

民法（10） 事務管理・不法
利得 
：事務管理の要件、不当利得
の要件、不法原因給付 

事前学習 
①野村（2019）第 10 章を通読しておく。 

②当該章のケースについて自分の意見をまとめておく。 

事後学習 
①講義内容の不明点・疑問点を担当教員に質問し、疑問を解消する。 

②レジュメ・講義中にとったメモ（ノート）・教科書・六法中の関係条文等を参照しつつ、自分

にとって最も分かりやすいノートをまとめあげる。 

第１２回 
民法（11） 債務の弁済 
：債務の担保、人的担保、手
形・小切手 

事前学習 
①野村（2019）第 11 章を通読しておく。 

②当該章のケースについて自分の意見をまとめておく。 

事後学習 

①講義内容の不明点・疑問点を担当教員に質問し、疑問を解消する。 

②レジュメ・講義中にとったメモ（ノート）・教科書・六法中の関係条文等を参照しつつ、自分

にとって最も分かりやすいノートをまとめあげる。 

③取り組んだ演習問題の答案を完璧に書き直しておく。 

第１３回 
民法（12） 家族制度 
：個人主義、尊属・卑属、法
定夫婦財産制 

事前学習 
①野村（2019）第 12 章を通読しておく。 

②当該章のケースについて自分の意見をまとめておく。 

事後学習 

①講義内容の不明点・疑問点を担当教員に質問し、疑問を解消する。 

②レジュメ・講義中にとったメモ（ノート）・教科書・六法中の関係条文等を参照しつつ、自分

にとって最も分かりやすいノートをまとめあげる。 

第１４回 
民法（13） 親子・扶養 
：嫡出子、特別養子、後見制
度 

事前学習 
①野村（2019）第 13 章を通読しておく。 

②当該章のケースについて自分の意見をまとめておく。 

事後学習 

①講義内容の不明点・疑問点を担当教員に質問し、疑問を解消する。 

②レジュメ・講義中にとったメモ（ノート）・教科書・六法中の関係条文等を参照しつつ、自分

にとって最も分かりやすいノートをまとめあげる。 

③取り組んだ演習問題の答案を完璧に書き直しておく。 

第１５回 民法編の小テスト 
事前学習 これまでの民法編の授業すべてについて復習を行う。 

事後学習 小テストの講評をもとにして復習しておく。 

第１６回 
ガイダンスと行政法の射程に
ついて 
：「行政法」 

事前学習 ○テスト後であるため、事前に教科書の該当部分を通読する必要は必ずしもない。 

事後学習 
①講義内容の不明点・疑問点を担当教員に質問し、疑問を解消する。 

②レジュメ・講義中にとったメモ（ノート）と石川ほか（2018）序章を参照しつつ、自分にとっ

て最も分かりやすいノートをまとめあげる。 

第１７回 

行政法（１） 法律による行
政の原理 
：法治主義、侵害留保説、行
政作用 

事前学習 

①石川ほか（2018）第 2 章を通読しておく。 

②教科書の該当箇所及び六法中の関係条文等につき、調べてもなお不明点・疑問点があった場合

には、それをメモとしてまとめておき、不明点・疑問点に関して特に集中して講義を聴く準備

を整える。 

事後学習 
①講義内容の不明点・疑問点を担当教員に質問し、疑問を解消する。 

②レジュメ・講義中にとったメモ（ノート）・教科書・六法中の関係条文等を参照しつつ、自分

にとって最も分かりやすいノートをまとめあげる。 



 

 

第１８回 

行政法（２） 行政法の一般
原則 
：適正手続の原則、証明責任
の原則、比例原則 

事前学習 〇連続講義であり、法律による行政の原理以外の一般原則を解説するため、不要である。 

事後学習 

①講義内容の不明点・疑問点を担当教員に質問し、疑問を解消する。 

②レジュメ・講義中にとったメモ（ノート）・教科書・六法中の関係条文等を参照しつつ、自分

にとって最も分かりやすいノートをまとめあげる。 

③取り組んだ演習問題の答案を完璧に書き直しておく。 

第１９回 
行政法（３） 行政上の法主
体 
：行政主体、行政機関 

事前学習 

①石川ほか（2018）第 1 章を通読しておく。 

②教科書の該当箇所及び六法中の関係条文等につき、調べてもなお不明点・疑問点があった場合

には、それをメモとしてまとめておき、不明点・疑問点に関して特に集中して講義を聴く準備

を整える。 

事後学習 
①講義内容の不明点・疑問点を担当教員に質問し、疑問を解消する。 

②レジュメ・講義中にとったメモ（ノート）・教科書・六法中の関係条文等を参照しつつ、自分

にとって最も分かりやすいノートをまとめあげる。 

第２０回 

行政法（５） 行政上の法律
関係 
：民法 177条、行政法規違反
の法律行為の効力、公物 

事前学習 〇連続講義であり、行政上の法主体に関連して民事法等との関係を解説するため、不要である。 

事後学習 

①講義内容の不明点・疑問点を担当教員に質問し、疑問を解消する。 

②レジュメ・講義中にとったメモ（ノート）・教科書・六法中の関係条文等を参照しつつ、自分

にとって最も分かりやすいノートをまとめあげる。 

③取り組んだ演習問題の答案を完璧に書き直しておく。 

第２１回 
行政法（６） 行政行為 
：行政処分、行政指導、行政
立法 

事前学習 

①石川ほか（2018）第 3 章を通読しておく。 

②教科書の該当箇所及び六法中の関係条文等につき、調べてもなお不明点・疑問点があった場合

には、それをメモとしてまとめておき、不明点・疑問点に関して特に集中して講義を聴く準備

を整える。 

事後学習 
①講義内容の不明点・疑問点を担当教員に質問し、疑問を解消する。 

②レジュメ・講義中にとったメモ（ノート）・教科書・六法中の関係条文等を参照しつつ、自分

にとって最も分かりやすいノートをまとめあげる。 

第２２回 
行政法（７） 行政基準 
：法規命令、行政規則、裁量
基準 

事前学習 〇行政行為に関連して、特に行政基準を取り上げることにする。上記第 3 章に言及あり。 

事後学習 

①講義内容の不明点・疑問点を担当教員に質問し、疑問を解消する。 

②レジュメ・講義中にとったメモ（ノート）・教科書・六法中の関係条文等を参照しつつ、自分

にとって最も分かりやすいノートをまとめあげる。 

③取り組んだ演習問題の答案を完璧に書き直しておく。 

第２３回 

行政法（８） 行政の実効性
の確保 
：間接的強制制度、代執行、
即時強制 

事前学習 

①石川ほか（2018）第 4 章を通読しておく。 

②教科書の該当箇所及び六法中の関係条文等につき、調べてもなお不明点・疑問点があった場合

には、それをメモとしてまとめておき、不明点・疑問点に関して特に集中して講義を聴く準備

を整える。 

事後学習 
①講義内容の不明点・疑問点を担当教員に質問し、疑問を解消する。 

②レジュメ・講義中にとったメモ（ノート）・教科書・六法中の関係条文等を参照しつつ、自分

にとって最も分かりやすいノートをまとめあげる。 

第２４回 
行政法（９） 行政罰と行政
指導 
：行政刑罰、秩序罰 

事前学習 〇行政の実効性の確保に関連して特に行政罰と行政指導を取り上げる。上記第 4 章に言及あり。 

事後学習 

①講義内容の不明点・疑問点を担当教員に質問し、疑問を解消する。 

②レジュメ・講義中にとったメモ（ノート）・教科書・六法中の関係条文等を参照しつつ、自分

にとって最も分かりやすいノートをまとめあげる。 

③取り組んだ演習問題の答案を完璧に書き直しておく。 

第２５回 

行政法（10） 行政上の救済
手続き 
：行政不服申立て、裁決と決
定、行政事件訴訟 

事前学習 

①石川ほか（2018）第 5 章を通読しておく。 

②教科書の該当箇所及び六法中の関係条文等につき、調べてもなお不明点・疑問点があった場合

には、それをメモとしてまとめておき、不明点・疑問点に関して特に集中して講義を聴く準備

を整える。 

事後学習 
①講義内容の不明点・疑問点を担当教員に質問し、疑問を解消する。 

②レジュメ・講義中にとったメモ（ノート）・教科書・六法中の関係条文等を参照しつつ、自分

にとって最も分かりやすいノートをまとめあげる。 

第２６回 

行政法（11） 行政事件訴訟
法の概観 
：法律上の争訟、統治行為論、
取消訴訟 

事前学習 〇行政上の救済手続きに関連して特に行政事件訴訟法を取り上げる。上記第 5 章に言及あり。 

事後学習 

①講義内容の不明点・疑問点を担当教員に質問し、疑問を解消する。 

②レジュメ・講義中にとったメモ（ノート）・教科書・六法中の関係条文等を参照しつつ、自分

にとって最も分かりやすいノートをまとめあげる。 

③取り組んだ演習問題の答案を完璧に書き直しておく。 

第２７回 
行政法（12） 国家補償制度 
：公権力責任、主権無答責の
法理、相互保証主義 

事前学習 

①石川ほか（2018）第 6 章を通読しておく。 

②教科書の該当箇所及び六法中の関係条文等につき、調べてもなお不明点・疑問点があった場合

には、それをメモとしてまとめておき、不明点・疑問点に関して特に集中して講義を聴く準備を

整える。 

事後学習 

①講義内容の不明点・疑問点を担当教員に質問し、疑問を解消する。 

②レジュメ・講義中にとったメモ（ノート）・教科書・六法中の関係条文等を参照しつつ、自分

にとって最も分かりやすいノートをまとめあげる。 

第２８回 
行政法（13） 損失補償 
：賠償と補償（国家補償の谷
間）、公用制限 

事前学習 〇国家補償制度に関連して特に損失補償を取り上げる。上記第 6 章に言及あり。 

事後学習 

①講義内容の不明点・疑問点を担当教員に質問し、疑問を解消する。 

②レジュメ・講義中にとったメモ（ノート）・教科書・六法中の関係条文等を参照しつつ、自分

にとって最も分かりやすいノートをまとめあげる。 

③取り組んだ演習問題の答案を完璧に書き直しておく。 

第２９回 

行政法（14） 行政情報管理
の法制度 
：公法と私法、情報公開制度、
個人情報保護制度 

事前学習 
①石川ほか（2018）終章を通読しておく。 

②今日的な行政法とのかかわりについて、情報公開制度・個人情報保護制度を取り上げる予定。 

事後学習 

①講義内容の不明点・疑問点を担当教員に質問し、疑問を解消する。 

②レジュメ・講義中にとったメモ（ノート）・教科書・六法中の関係条文等を参照しつつ、自分

にとって最も分かりやすいノートをまとめあげる。 

第３０回 行政法編の小テスト 
事前学習 これまでの行政法の授業すべてについて復習を行う。 

事後学習 小テストの講評をもとにして復習しておく。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 保健医療 （2 単位） 

３．科目番号 SSMP1102 

２．授業担当教員 中土 純子 

４．授業形態 講義、グループディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

これまでわが国の保健医療サービスは、国民皆保険制度によって支えられてきた。しかし疾病構造の変化や

高齢化が進んでいる現在、わが国の保健医療サービスは再編成を迫られている。この科目では医療保険制度
の概要と医療費に関する政策的動向、診療報酬制度の概要、保健医療サービスの各専門職の役割、多職種連
携や「病院」についての基礎的な理解を深めるとともに、保健医療サービスにおけるソーシャルワーカーの

役割や、組織や地域とソーシャルワークの関連を理解する。 

８．学習目標 

１．医療保険制度の概要と医療費に関する政策的動向を理解し、説明することができるようになる。 
２．診療報酬の概要を理解し、説明することができるようになる。 

３．保健医療サービスにおける各専門職の役割と連携について理解し、説明することができるようになる。 
４．医療を取り巻く現状について理解し、説明することができるようになる。 
５．病院のしくみについて理解し、説明することができるようになる。 

６．組織とソーシャルワークの関連について理解し、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 

講義内容に関する課題（確認テスト/レポート）を複数回実施する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

社会福祉士養成講座編集委員会編 
『新・社会福祉士養成講座 第17巻 保健医療サービス』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．医療保険制度及び診療報酬制度の概要、医療費に関する政策的動向を理解し、説明することができるか。              

２．保健医療サービスにおける各専門職の役割と連携、組織とソーシャルワークの関連について説明するこ

とができるか。 

○評定方法 

１．日常の授業態度（参加・実践・小テスト等） 総合点の３０％ 

２．期末試験・レポート等  総合点の７０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

受講態度や姿勢、提出物に関しては、「他人に迷惑をかけない」こと「提出期限を守る」ことを求めます。 

講義の進捗状況・理解度により、シラバスの内容が前後する場合があります。 

13．オフィスアワー 初回の講義で通知する。 

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 

（シラバス、講義概要、レポートについての説明等） 

事前学習 
教科書の「はじめに」を読み、学習内容の全

体的なイメージをつかむ。 

事後学習 
保健医療サービスを学ぶ意味について理解

を深める。 

第２回 

第 1 章 保健医療サービスの変化と社会福祉専門職の

役割① 

（保健医療サービスとは，戦後の保健医療サービス） 

事前学習 第 1 章（pp.1～38）を読む。 

事後学習 
保健医療サービスの構成要素、戦後の整備・

拡充を整理して理解する 

第３回 

第 1 章 保健医療サービスの変化と社会福祉専門職の

役割② 

（医療法改正と今日的課題，社会福祉士の役割） 

事前学習 第 1 章（pp.1～38）を読む。 

事後学習 

保健医療サービスの変化と社会福祉士の役

割、医療法改正と今日的課題について整理す

る。 

第４回 

第 2 章 保健医療サービスを提供する施設とシステム

① 

（医療法と医療施設の機能） 

事前学習 第 2 章（pp.39～90）を読む。 

事後学習 

医療法による医療施設の機能・類型、医療政

策による医療施設の機能・類型 

を整理する。 

第５回 

第 2 章 保健医療サービスを提供する施設とシステム

② 

（診療報酬･介護保険法における施設の基準と類型） 

事前学習 第 2 章（pp.39～90）を読む。 

事後学習 

診療報酬による医療施設の基準・類型、介護

施設の基準・類型、在宅支援のシステムにつ

いて整理する。 

第６回 

第 3 章 保健医療サービスにおける医療ソーシャルワ

ーカーの役割 

（医療ソーシャルワーカーの歴史と業務） 

事前学習 第 3 章（pp.91～130）を読む。 

事後学習 
医療ソーシャルワーカーの業務指針とその

役割を整理する。 

第７回 
外部講師による講義 

（医療ソーシャルワーカーの業務内容） 

事前学習 第 3 章（pp.91～130）を読む。 

事後学習 
医療ソーシャルワーカーの業務内容を整理

する。 

第８回 
第 4 章 保健医療サービスの専門職の役割① 

（保健医療サービス専門職の役割と業務） 

事前学習 第 4 章（pp.131～162）を読む。 

事後学習 
保健医療サービス専門職の概観、基本的姿勢

を整理する。 

第９回 
第 4 章 保健医療サービスの専門職の役割② 

（保健医療サービス専門職の視点と倫理） 

事前学習 第 4 章（pp.131～162）を読む。 

事後学習 各専門職の視点と役割を整理する。 



 

 

第１０回 
第 5 章 保健医療サービスの提供と経済的保障① 

（医療保険制度と診療報酬） 

事前学習 第 5 章（pp.163～196）を読む。 

事後学習 
医療保険制度と診療報酬制度の概要を整理

する。 

第１１回 
第 5 章 保健医療サービスの提供と経済的保障② 

（介護保険制度と介護報酬） 

事前学習 第 5 章（pp.163～196）を読む。 

事後学習 
介護保険制度と介護報酬制度の概要につい

て整理する。 

第１２回 
第 5 章 保健医療サービスの提供と経済的保障③ 

（公費負担医療制度） 

事前学習 第 5 章（pp.133～172）を読む。 

事後学習 公費負担医療制度の概要を整理する。 

第１３回 
第 6 章 保健医療サービスにおける専門職の連携と実

践 

事前学習 第 6 章（pp.197～231）を読む。 

事後学習 
保健医療の専門職との連携方法と基礎知識

について整理する 

第１４回 
第 7 章 保健医療サービスにおける地域の社会資源と

の連携と実践 

事前学習 第 7 章（pp.233～268）を読む。 

事後学習 地域ケアネットワークについて整理する。 

第１５回 保健医療サービスのまとめ 

事前学習 これまでの授業内容を整理する。 

事後学習 
保健医療サービスの課題を整理し、理解を深

める。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 保健医療 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP1102 

SBMP1302 

SCMP1102 ２．授業担当教員 髙橋 登志子 

４．授業形態 講義、グループディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

これまでわが国の保健医療サービスは、国民皆保険制度によって支えられてきた。しかし疾病構造の変化や

高齢化が進んでいる現在、わが国の保健医療サービスは再編成を迫られている。この科目では医療保険制度
の概要と医療費に関する政策的動向、診療報酬制度の概要、保健医療サービスの各専門職の役割、多職種連
携や「病院」についての基礎的な理解を深めるとともに、保健医療サービスにおけるソーシャルワーカーの

役割や、組織や地域とソーシャルワークの関連を理解する。 

８．学習目標 

１．医療保険制度の概要と医療費に関する政策的動向を理解し、説明することができるようになる。 
２．診療報酬の概要を理解し、説明することができるようになる。 

３．保健医療サービスにおける各専門職の役割と連携について理解し、説明することができるようになる。 
４．医療を取り巻く現状について理解し、説明することができるようになる。 
５．病院のしくみについて理解し、説明することができるようになる。 

６．組織とソーシャルワークの関連について理解し、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 

レポートと課題等は e-mailでの提出を認める。   アドレス  sannke_tt@yahoo.co.jp 

① 『保健医療福祉職種の資格・業務内容』の各自担当箇所のレジュメとパワーポイントを作成。 

② 診療報酬・高額療養制度について述べなさい。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

社会福祉士養成講座編集委員会編 
『新・社会福祉士養成講座 第17巻 保健医療サービス』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．医療保険制度及び診療報酬制度の概要、医療費に関する政策的動向を理解し、説明することができるか。              

２．保健医療サービスにおける各専門職の役割と連携、組織とソーシャルワークの関連について説明するこ

とができるか。 

○評定方法 

１．日常の授業態度（参加・実践・小テスト等） 総合点の３０％ 

２．期末試験・レポート等  総合点の７０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

学習内容は、保健医療にかかわるソーシャルワーカーとして活躍するにあたり習得してほしい基礎的な内

容で構成されている。よって、保健医療の専門的な表現や用語について調べることにより簡単な理解をして

授業に臨んで欲しい。 

ソーシャルワークとは、人間と環境の交錯点の中に置かれ、その相互作用を焦点とする多様性に満ちた専

門職である。社会福祉実践の対象は非常に広範囲で複雑であるが、本講義では、医療ソーシャルワーカーを

意識して保健医療サービスを概観する。 

21世紀の保健・医療・福祉は、制度の変容を受け、お互いに連携して支援する存在となり、連携・総合化

により、継続的ケアを実現する時代を迎えている。社会福祉実践において重要な役割をはたす組織について

理解を深め、将来の実践に役立てていただきたい。組織におけるミドルマネジメントの視点を意識してほし

いと考えている。 

 授業には教科書を必ず持参すること、事前学習を必ず確認して参加してください。 

授業中は通信手段の電源を切ってください。 

13．オフィスアワー 
授業日は、授業と授業の間の時間、授業終了後に対応する。 

授業日以外に連絡を必要とした場合は sannke_tt@yahoo.co.jp に連絡してください。 

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、 

医療業界の全体像、日本の病院の成り立ち 

事前学習 

テキスト pp.2～38の内容を読んで臨む。 

また、病院に対するイメージをまとめて授業に参加

する 

事後学習 
病院から発展させ保健医療サービスとは何か、保健

医療の変遷についてまとめる。 

第２回 

保健医療サービスを提供する施設とシステム(1) 

医療法・保健医療政策・診療報酬・病状ステー

ジからみた医療施設の機能・類型 

事前学習 テキスト pp.40～80の内容を読んで臨む。 

事後学習 

医療法による医療施設の機能・類型、保健医療政策

による医療施設の機能・類型、診療報酬・病状ステ

ージからみた医療施設の機能・類型をまとめる。 

第３回 
保健医療サービスを提供する施設とシステム(2) 

 介護保険法における施設の機能・類型 

事前学習 テキスト pp.80～90の内容を読んで臨む。 

事後学習 
介護保険法における施設の機能・類型、在宅支援シ

ステムについてまとめる。 

第４回 

保健医療サービスにおける各専門職の役割（1） 

 保健・医療・福祉関係の専門職について資格・

役割・業務分野のグループワーク 

事前学習 
テキスト pp.132～155 を第 3 回の授業で具体的に提

示する。その課題に取り組んで臨む。 

事後学習 
保健・医療・福祉関係の専門職について資格・役割・

業務分野についてまとめる。 
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第５回 

保健医療サービスにおける各専門職の役割（2） 

 保健・医療・福祉関係の専門職について資格・

役割・業務分野のグループ発表会 

事前学習 
テキスト pp.132～155 を第 3 回の授業で具体的に提

示する。その課題を取り組んで臨む。 

事後学習 
保健・医療・福祉関係の専門職について資格・役割・

業務分野についてまとめる。 

第６回 保健医療サービスの変化と社会福祉士の役割 

事前学習 テキスト pp.91～pp.102の内容を読んで臨む。 

事後学習 
医療ソーシャルワーカーの定義・歴史から今日の社

会福祉士の役割をまとめる。 

第７回 

保健医療サービスの連携と医療ソーシャルワーカ

ーの役割（1） 

 業務内容（ミクロソーシャルワーク） 

事前学習 テキスト pp.103～122の内容を読んで臨む。 

事後学習 
医療ソーシャルワーカーの業務内容（ミクロソーシ

ャルワーク）についてまとめる。 

第８回 

保健医療サービスの連携と医療ソーシャルワーカ

ーの役割（2） 

 業務内容（ミクロ～メゾへのソーシャルワーク、

メゾ～マクロへのソーシャルワーク） 

事前学習 テキスト pp.123～130の内容を読んで臨む。 

事後学習 

医療ソーシャルワーカーの業務内容（ミクロ～メゾ

へのソーシャルワーク、メゾ～マクロへのソーシャ

ルワーク）についてまとめる。 

第９回 保健医療サービスにおける専門職の基本姿勢 

事前学習 テキスト pp.144～162の内容を読んで臨む。 

事後学習 
患者の権利とインフォームドコンセントの意義と専

門職の倫理についてまとめる。 

第１０回 
保健医療サービスの提供と経済的保障（1） 

 診療報酬・高額療養制度 

事前学習 テキスト pp.164～184の内容を読んで臨む。 

事後学習 
診療報酬・高額療養制度について、診療報酬につい

てレポートにして提出をする。 

第１１回 
保健医療サービスの提供と経済的保障（2） 

 介護報酬 

事前学習 テキスト pp.185～196の内容を読んで臨む。 

事後学習 
診療報酬における医療連携・チーム医療他、介護報

酬についてまとめる。 

第１２回 
保健医療サービスの連携の理論と実践（専門職と

の連携）（1）チームケア 

事前学習 テキスト pp.197～213の内容を読んで臨む。 

事後学習 
保健医療の連絡・連携・統合からチームケアについ

てまとめる。 

第１３回 
保健医療サービスの連携の理論と実践（専門職と

の連携）（2）保健医療の専門職との連携の実際 

事前学習 テキスト pp.214～231の内容を読んで臨む。 

事後学習 
チームケア実現に向けて制度や連携機関・団体との

保健医療の専門職との連携の実際をまとめる。 

第１４回 
保健医療サービスの連携の理論と実践（地域の社

会資源との連携） 

事前学習 
テキスト第 7 章の内容と今までの授業で学んだ読ん

だことを自分の考えをまとめて臨む。 

事後学習 
地域ケアネットワークの実際の事例を振り返りから

まとめる。 

第１５回 全体のまとめ 

事前学習 
これからの保健・医療・福祉をこれまでの学びから

自分の考えをまとめて臨んでください。 

事後学習 
これからの保健・医療・福祉での全体のまとめをす

る。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 法学概論 （2 単位） 

３．科目番号 
GELA1316 

GELA1337 
２．授業担当教員 酒井 明 

４．授業形態 
講義が中心となるが、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 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

この科目は法律全般に及ぶので憲法も一通り触れるが、できれば「法学（憲法）」の科目を学んだあとに

履修が望ましい。 

７．講義概要 

この講義は、憲法、民法、労働法等、各種の法に関する一般的な約束事や社会生活を送っていくために
必要な基礎的な法の概略を学ぶものである。 

この講義では、法学をはじめて学ぶ学生を主たる対象に、法と社会、法の種類、法解釈等について学習
するとともに、社会生活に関連する法律として、家族、財産に関する民法等の民事法の概略、犯罪に関す
る刑法等の刑事法の概略、労働法などの社会法の一部について学習する。この学習を通じて、法学的な思

考法、いわゆるリーガルマインドを習得する。 
この講義は、法学を専門とするわけではない法学初学者を対象としていますが、学習範囲がかなり広い

ので、深く突っ込んだ議論を行うことは困難であるとともに、かなりのスピードで法律について学んで頂

くことになり、また、事前・事後の学習をしっかりと行って頂く必要があります。また、比較的一方方向
の講義になる可能性が高いことも留意して下さい。 

８．学習目標 

１．法学的な思考法、いわゆるリーガルマインドを習得し、法学的に物事を考えることができるようにな

る。 
２．教科書のポイントを理解し、説明できるようになる。 
３．日々発生している日常的な法律問題について、条文や判例に基づいて問題を整理し、解決できるよう

になる。 
４．民法や行政法が規制する内容を理解し、法律問題が生じないように行動することができるようになる。 
５．公務員試験や各種国家試験の法律科目に対応できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

数回、講義内容の中で重要なテーマにつき、1000字程度のレポートを課し、採点し返却する。 
事前・事後学習の提出についても採点・返却する。 
授業進行のなかで、90分以上をとり項目を選び、グループ学習を行う。 

10．教科書・参考書・

教材 
毎回、プリントを配布する。参考書：本沢一善「よくわかる法学要説」学文社、2014。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

・法学一般の基礎知識を理解し、説明できたか。 

・条文や判例の読み方を修得したか。 

・採用試験で出題される問題に対応しうる知識を身に付けたか。 

○評定の方法 

授業への参加度（出席、発表、授業態度等）を３０％， 

レポート、小テスト、期末テストなどの結果を７０％とする。 

12．受講生への 

メッセージ 

・事前と事後の学習をし、疑問を次回に質問し、次回の予定の項目につき、一覧しておく。 
・授業態度の悪い学生（おしゃべり、授業をぬけ出る、教科書のわすれなど）はチェックし、評価にカウ
ントする。 

13．オフィスアワー 授業前と授業後に行う。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
法律全般 

a 法とは、b 種類 

事前学習 「法とはなにか」の全体像を理解する。 

事後学習 
法と道徳の違い、リーガルマインドとは何か

を理解する 

第２回 
憲法１ 

a 憲法の歴史―外国、日本、 
b 国民主権 

事前学習 
配布したプリントを熟読し、硬性憲法と軟性
憲法を理解し、A4用紙にまとめる。 

事後学習 
配布したプリントにより「国民主権、象徴天皇

制」を熟読し、A4用紙に記述し、提出する。 

第３回 
憲法２ 

a 基本的人権―自由権、社会権 

事前学習 
配布したプリントにより、基本的人権の全体
像をつかみ、享有する主体、新しい人権を中心
に、A4用紙にまとめる。 

事後学習 
配布したプリントにより、社会権総論、生存権

を熟読し、A4用紙に記述し、提出する。 

第４回 
憲法３ 

a 立法権―国会、b 行政権―内閣 

事前学習 
配布したプリントより、唯一の立法機関、内閣
の組織を理解し、A4用紙にまとめる。 

事後学習 

配布したプリントにより、二院制、総理大臣の

権限、内閣の機能を熟読し、A4用紙に記述し、

提出する。 

第５回 
憲法４ 

a 司法権―裁判所、b 財政、 
c 地方自治 

事前学習 
配布したプリントにより、裁判所、地方公共団
体の組織を熟読し、A4用紙にまとめる。 

事後学習 

配布したプリントにより、司法権の限界、公金

の支出、地方公共団体の機能を熟読し、A4用

紙に記述し、提出する。 



 

 

第６回 
民法１ 

a 行為能力、b 法律行為 

事前学習 
配布したプリントにより、)自然人の権利能力、
成年後見制度、法律行為を熟読し、A4用紙に
まとめる。 

事後学習 

配布したプリントにより、行為能力、代理、 物

権、 債権を熟読し、A4用紙に記述し、提出す

る。 

第７回 
民法２ 

a 親族、b 相続 

事前学習 
配布したプリントにより親族、婚姻と離婚、]
相を熟読し、A4用紙にまとめる。 

事後学習 
配布したプリントにより親子、遺言と遺留分

を熟読し、A4用紙に記述し、提出する。 

第８回 
行政法１ 

a 行政の活動、b 組織、c 行政手続 

事前学習 
配布したプリントにより行政の組織、行政行
為を熟読し、A4用紙にまとめる。 

事後学習 
配布したプリントにより行政指導、行政強制

を熟読し、A4用紙に記述し、提出する。 

第９回 
行政法２ 

a 行政救済、b 地方行政 

事前学習 
配布したプリントにより審査請求など、]地方
自治体の組織を熟読し、A4用紙にまとめる。 

事後学習 
配布したプリントにより]国家補償、個人情報

保護法を熟読し、A4用紙に記述し、提出する。 

第１０回 
刑法など１ 

a 刑法 

事前学習 
配布したプリントにより違法と犯罪防止、社
会的処遇を熟読し、A4用紙にまとめる。 

事後学習 
配布したプリントにより犯罪の成立要件を熟

読し、A4用紙に記述し、提出する。 

第１１回 
刑法など２ 

a 少年法 

事前学習 
配布したプリントにより少年法の目的、対象
となる少年を熟読し、A4用紙にまとめる。 

事後学習 
配布したプリントにより家庭裁判所」を熟読

し、A4用紙に記述し、提出する。 

第１２回 労働法１ 

事前学習 
.配布したプリントにより、労働法の目的.労働
契約を熟読し、A4用紙にまとめる。 

事後学習 
配布したプリントにより.賃金.就業規則を熟

読し、A4用紙に記述し、提出する。 

第１３回 労働法２ 

事前学習 
.配布したプリントにより、労働組合、労働協
約を熟読し、A4用紙にまとめる。 

事後学習 
.配布したプリントにより、団体交渉.争議を熟

読し、A4用紙に記述し、提出する。 

第１４回 商法 

事前学習 
配布したプリントにより.商法と商行為、営業
譲渡を熟読し、A4用紙にまとめる。 

事後学習 

.配布したプリントにより支配人、代理商など、

商事契約を熟読し、A4用紙に記述し、提出す

る。 

第１５回 総合まとめ 
事前学習 

大事だと思う項目を 3 つ選び、内容を手書で
まとめる。 

事後学習 総まとめ 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 法学概論 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1116 

２．授業担当教員 永井 紹裕 

４．授業形態 
講義が中心となるが、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 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

今後学ぶことが考えられる法律に関係する科目の基礎となるものである。この科目は、民法、行政法、教育

法規等を学習するときの基礎知識となるものである。 

７．講義概要 

この講義は、憲法、民法、労働法等、各種の法に関する一般的な約束事や社会生活を送っていくために必
要な基礎的な法の概略を学ぶものである。 

この講義では、法学をはじめて学ぶ学生を主たる対象に、法と社会、法の種類、法解釈等について学習す
るとともに、社会生活に関連する法律として、家族、財産に関する民法等の民事法の概略、犯罪に関する刑
法等の刑事法の概略、労働法などの社会法の一部について学習する。この学習を通じて、法学的な思考法、

いわゆるリーガルマインドを習得する。 
この講義は、法学を専門とするわけではない法学初学者を対象としていますが、学習範囲がかなり広いの

で、深く突っ込んだ議論を行うことは困難であるとともに、かなりのスピードで法律について学んで頂くこ

とになり、また、事前・事後の学習をしっかりと行って頂く必要があります。また、比較的一方方向の講義
になる可能性が高いことも留意して下さい。 

８．学習目標 

１．法学的な思考法、いわゆるリーガルマインドを習得し、法学的に物事を考えることができるようになる。 

２．教科書のポイントを理解し、説明できるようになる。 
３．日々発生している日常的な法律問題について、条文や判例に基づいて問題を整理し、解決できるように

なる。 

４．民法や行政法が規制する内容を理解し、法律問題が生じないように行動することができるようになる。 
５．公務員試験や各種国家試験の法律科目に対応できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

小テスト、確認テストの実施。 
学生の理解度、授業の進捗状況によってはレポートの提出を指示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
中央大学法学部編『高校生からの法学入門』中央大学出版部、2016。 
ど の よ う な も の で も か ま わ な い が 、 六 法 を 持 参 す る こ と 。 法 令 デ ー タ 提 供 シ ス テ ム
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi から適宜印刷したものでもかまわない。 
【参考書】 
青木人志『グラフィック法学入門』新世社、2012。 
木村草太『キヨミズ准教授の法学入門』星海社新書、2012。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・法学一般の基礎知識を理解し、説明できたか。 

・条文や判例の読み方を修得したか。 

・採用試験で出題される問題に対応しうる知識を身に付けたか。 

○評定の方法 

授業への参加度（出席、発表、授業態度等）を３０％， 

レポート、小テスト、期末テストなどの結果を７０％とする。 

12．受講生への 

メッセージ 

 法律学は抽象的で難しいイメージを持たれがちである。しかしながら、法律は身近な問題を解決するため
のルールを制定しており、社会生活を営む上で誰しも必ず接するものである。 
 本講義では、なるべき身近な問題をもとに、抽象的な議論がどのように生かされるかについてなるべく平
易に説明する。 
また、授業の進行速度、受講生の理解度等を考慮し、シラバスの授業内容、進行雄順序を一部変更すること
がある。 

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（授業の進め方、勉強の仕方）法と
はどのようなものか 

事前学習 教科書 pp.1～11を通読する。 

事後学習 

再度教科書・レジュメを通読し、法がどのよ

うに自分たちの生活と関わっているかにつ

いて考える。 

第２回 
法の解釈とは 
民事裁判と刑事裁判の違い 

事前学習 教科書 pp.194～207を通読する。 

事後学習 

条文を解釈するとはどのようなことか、刑事

裁判の仕組みと民事裁判の仕組みについて

理解する。 

第３回 犯罪と刑罰➀ 

事前学習 教科書 pp.14～26を通読する。 

事後学習 
刑罰についてそれが課される意義や機能な

どについて理解する。 

第４回 犯罪と刑罰② 

事前学習 教科書 pp.100～117を通読する。 

事後学習 

刑罰についての理解を前提に、刑罰が課され

る犯罪についていかなるものが犯罪に該当

するかを理解する。 

第５回 契約とは 

事前学習 教科書 pp.27～44を通読する。 

事後学習 
契約を結ぶとはどのようなことか、またどの

ような効果が生じるかについて理解する。 

  

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi


 

 

第６回 所有権とは 

事前学習 教科書 pp.62～76を通読する。 

事後学習 

自分のものである（所有している）とはどの

ようなことか、またどのような機能があるの

かについて理解する。 

第７回 表現の自由、グループ討論① 

事前学習 教科書 pp.46～59を通読する。 

事後学習 

表現の自由とはどのような自由化、国家が表

現の自由を制限できるのはどのような場合

かについて理解する。 

第８回 
国民主権と選挙権 
議会制民主主義 

事前学習 教科書 pp.78～97を通読する。 

事後学習 

国民主権とはなにか、議会制民主主義とはど

のようなものかについて理解し、近時 18 歳

から与えられた選挙権の重要性を理解する。 

第９回 会社組織についての法 

事前学習 教科書 pp.120～134を通読する。 

事後学習 

株式会社の仕組みについて理解する。 

とりわけ株式、株主、法人などの意味や機能

を理解する。 

第１０回 雇用と法 

事後学習 教科書 pp.136～157を通読する。 

事後学習 

雇用関係を規制する法である労働法制につ

いての仕組みを、雇用からその終了（解雇や

退職）までの流れで理解する。 

第１１回 損害賠償 

事前学習 教科書 pp.160～174を通読する。 

事後学習 
損害が生じた場合の賠償責任について、刑事

制裁との違いを意識して理解する。 

第１２回 紛争と法、グループ討論② 

事前学習 教科書 pp.176～192を通読する。 

事後学習 

紛争が発生した場合の法のかかわりかたに

ついて理解する。とりわけ紛争の処理につい

て裁判外の制度についてどのようなものが

あるかを理解する。 

第１３回 日本の裁判制度と裁判員制度 

事前学習 裁判員制度の仕組みについて調べておく。 

事後学習 

裁判員制度導入までどのようなことが、これ

までの裁判制度で問題視されていきたか、そ

の問題をどのように克服しようとしてきた

かについて理解する。 

第１４回 まとめ➀ 

事前学習 
今までの教科書の該当箇所およびレジュメ
等を読んで復習する。 

事後学習 

これまで扱ってきた内容で理解が進んでい

ない部分について復習する。 

特になければ扱わなかった問題（とりわけ現

在問題となっているもの）を扱う。 

第１５回 まとめ② 

事前学習 
今までの該当箇所およびレジュメ等を読ん
で復習する。 

事後学習 

これまで扱ってきた内容で理解が進んでい

ない部分について復習する。 

特になければ扱わなかった問題（とりわけ現

在問題となっているもの）を扱う。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 法学概論 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1116 

２．授業担当教員 御手洗 大輔 

４．授業形態 
講義が中心となるが、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 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

この科目は私たちの身の回りにある法を再発見し、その役割について説明できるようになることを目的とす

るので、新聞雑誌やニュースが取り上げる内容に関心をもって履修すること。 

７．講義概要 

この講義は、憲法、民法、労働法等、各種の法に関する一般的な約束事や社会生活を送っていくために必
要な基礎的な法の概略を学ぶものである。 

この講義では、法学をはじめて学ぶ学生を主たる対象に、法と社会、法の種類、法解釈等について学習す
るとともに、社会生活に関連する法律として、家族、財産に関する民法等の民事法の概略、犯罪に関する刑
法等の刑事法の概略、労働法などの社会法の一部について学習する。この学習を通じて、法学的な思考法、

いわゆるリーガルマインドを習得する。 
この講義は、法学を専門とするわけではない法学初学者を対象としていますが、学習範囲がかなり広いの

で、深く突っ込んだ議論を行うことは困難であるとともに、かなりのスピードで法律について学んで頂くこ

とになり、また、事前・事後の学習をしっかりと行って頂く必要があります。また、比較的一方方向の講義
になる可能性が高いことも留意して下さい。 

８．学習目標 

１．法学的な思考法、いわゆるリーガルマインドを習得し、法学的に物事を考えることができるようになる。 

２．教科書のポイントを理解し、説明できるようになる。 
３．日々発生している日常的な法律問題について、条文や判例に基づいて問題を整理し、解決できるように

なる。 

４．民法や行政法が規制する内容を理解し、法律問題が生じないように行動することができるようになる。 
５．公務員試験や各種国家試験の法律科目に対応できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・各回のレジュメにある用語について、その意味を調べておくこと。予習したキーワードの意味を確認しな
がら授業を行ない、概念図を完成させてゆく。完成した後に簡単な事例を題材するので、その題材を基にし
て、グループ学習を行う。 
・レポート課題を2回程度、また、理解度に応じてディスカッションを実施する（第1回の講義で告知する）。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教 材】○御手洗大輔『授業ノート 法学入門』デザインエッグ社、初版 2020.1。 
【参考書】○田中成明『法学入門』有斐閣、初版 2016.3。 
【参考書】○本沢一善『法学要説』学文社、改訂版 2014.10。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・法学一般の基礎知識を理解し、説明できたか。 

・条文や判例の読み方を修得したか。 

・採用試験で出題される問題に対応しうる知識を身に付けたか。 

○評定の方法 

授業への参加度（出席、発表、授業態度等）を３０％， 

レポート、小テスト、期末テストなどの結果を７０％とする。 

12．受講生への 

メッセージ 

・法学概論をはじめとする法学の講義には「正解」がありません。大切なことは自分の考えについて、法を
通して主張できることと、他人が異なる主張を持つことを認め、より良い法社会について議論する思考を修
得することです。講義の中で様々な主張・考え方に触れることはもちろん、サークルやアルバイトなどの講
義外での様々な機会を積極的に利用して、その視野を広げ、それを講義に還元して下さい。 
・事前学習は「キーワード」の調べ学習と社会勉強。事後学習はグループ学習したことを整理して自分の主
張を文章化しておくことです。疑問や添削などは講義の前後やメールで随時受け付けます。 

13．オフィスアワー 授業前と授業後に行う。また、授業用メール（ yushouxi@live.jp ）で随時受け付ける。 

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 
法の一般理論について① 
法とは何か 

事前学習 
「レジュメ内の用語」についての調べ学習と
社会勉強（時事の確認）を行なう。 

事後学習 
「法」について、グループ学習等で学んだこ

とを自分の言葉で文章化しておく。 

第２回 
法の一般理論について② 
法システムの機能と構造 

事前学習 
「レジュメ内の用語」についての調べ学習と
社会勉強（時事の確認）を行なう。 

事後学習 
「法システム」について、グループ学習等で

学んだことを自分の言葉で文章化しておく。 

第３回 
法の一般理論について③ 
現代法とは何か ＋チャレンジ問題①を解く 

事前学習 
「レジュメ内の用語」についての調べ学習と
社会勉強（時事の確認）を行なう。 

事後学習 
「現代法」について、グループ学習等で学ん

だことを自分の言葉で文章化しておく。 

第４回 
法の一般理論について④ 
法の発展と現在 

事前学習 
「レジュメ内の用語」についての調べ学習と
社会勉強（時事の確認）を行なう。 

事後学習 

「法の発展と現在」について、グループ学習

等で学んだことを自分の言葉で文章化して

おく。 

第５回 
法の一般理論について⑤ 
法の強制力とは何か 

事前学習 
「レジュメ内の用語」についての調べ学習と
社会勉強（時事の確認）を行なう。 

事後学習 
「法の強制力」について、グループ学習等で

学んだことを自分の言葉で文章化しておく。 

第６回 
法の一般理論について⑥ 
権利・義務、そして人権 ＋チャレンジ問題②を解く 

事前学習 
「レジュメ内の用語」についての調べ学習と
社会勉強（時事の確認）を行なう。 

事後学習 
「権利・義務」について、グループ学習等で

学んだことを自分の言葉で文章化しておく。 



 

 

第７回 
法の一般理論について⑦ 
刑事司法システムについて 

事前学習 
「レジュメ内の用語」についての調べ学習と
社会勉強（時事の確認）を行なう。 

事後学習 

「刑事司法システム」について、グループ学

習等で学んだことを自分の言葉で文章化し

ておく。＊条文の読み方を意識すること。 

第８回 
法の一般理論について⑧ 
民事司法システムについて(1) ＋チャレンジ問題③ 

事前学習 
「レジュメ内の用語」についての調べ学習と
社会勉強（時事の確認）を行なう。 

事後学習 

「民事司法システム」について、グループ学

習等で学んだことを自分の言葉で文章化し

ておく。＊判例の読み方を意識すること。 

第９回 
法の一般理論について⑨ 
民事司法システムについて(2) ＋ディスカッション 

事前学習 
「レジュメ内の用語」についての調べ学習と
社会勉強（時事の確認）を行なう。 

事後学習 

ディスカッションを通じて学んだことを自

分の言葉で文章化しておく。＊判例の読み方

を意識すること。 

第１０回 
法律学的方法論① 
紛争処理システムについて 

事前学習 
「レジュメ内の用語」についての調べ学習と
社会勉強（時事の確認）を行なう。 

事後学習 

「紛争処理システム」について、グループ学

習等で学んだことを自分の言葉で文章化し

ておく。＊条文の読み方を意識すること。 

第１１回 
法律学的方法論② 
法的思考とは何か 

事前学習 
「レジュメ内の用語」についての調べ学習と
社会勉強（時事の確認）を行なう。 

事後学習 

「法的三段論法」について、グループ学習等

で学んだことを自分の言葉で文章化してお

く。＊判例の読み方を意識すること。 

第１２回 
法律学的方法論③ 
 正当化の基本構造 

事前学習 
「レジュメ内の用語」についての調べ学習と
社会勉強（時事の確認）を行なう。 

事後学習 

「正当化の基本構造」について、グループ学

習等で学んだことを自分の言葉で文章化し

ておく。 

第１３回 
法律学的方法論④ 
 正当化の基本構造 ＋チャレンジ問題⑤に取り組む 

事前学習 
「レジュメ内の用語」についての調べ学習と
社会勉強（時事の確認）を行なう。 

事後学習 
ディスカッション、グループ学習等で学んだ

ことを自分の言葉で文章化しておく。 

第１４回 
正義論① 
 法の目的について 

事前学習 
「レジュメ内の用語」についての調べ学習と
社会勉強（時事の確認）を行なう。 

事後学習 
「法の目的」について、グループ学習等で学

んだことを自分の言葉で文章化しておく。 

第１５回 
正義論② 
 正義とは何か 

事前学習 
「レジュメ内の用語」についての調べ学習と
社会勉強（時事の確認）を行なう。 

事後学習 
「正義」について、グループ学習等で学んだ

ことを自分の言葉で文章化しておく。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 保健科指導法Ⅱ （4 単位） 

３．科目番号 EDHE2348 

２．授業担当教員 河村 明和 

４．授業形態 

◇課題提示→講義→演習・協議等→講義→振り返り など 
＜例１＞ 
導入：講義から自らの課題の把握→展開（演習）：自分の考えをま

とめる→グループでの話し合い→グ 
ループの考えを発表→全体での協議→まとめ：協議と講義のまとめ 
＜例２＞演習（保健科指導法Ⅰで学習した指導法を生かした指導案
の作成と模擬授業） 
導入：講義（健康教育の指導の在り方）→展開（演習）：保健学習
の指導案の作成→実際の学校の授業の参観→中学校３年の『病気の
予防』の指導内容から課題を把握→指導案の作成→模擬授業→全体
協議→まとめ：授業実践、授業の評価とまとめ  

５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
特になし。 

７．講義概要 

(1) 保健学習に関する主要な概念を講義等で理解し、演習・協議等を通じて保健学習の概念を自ら描き、保
健科教諭としての専門性を生かした授業力を高める。 

(2) 保健科指導法Ⅰで学んだ内容を基礎として、保健科教育内容の構成や系統性、学習指導要領の内容の示
し方、教材づくりなどについて学習する。 

(3) 保健科指導法Ⅰで学んだ専門的知識や実践力を踏まえ、教育実習に必要な授業力を身につける 
保健管理と保健教育の違いはもとより、保健学習と保健指導の違いに応じた保健教育を学習する。 

８．学習目標 

(1) 生徒にとって楽しく分かる保健授業を目指した「教育内容、教材、指導方法」などの基礎と応用につい
て、実践的・具体的に身に付けることができる。 

(2) 文部科学省刊「中学校学習指導要領解説 保健体育編」と「高等学校学習指導要領解説 保健体育・体
育編」の保健分野・保健科の内容等について理解したうえで、示された学習指導案形式に則った学習指
導案を作成し模擬授業を行うことができる。 

(3) 保健学習と保健指導の違いに応じた授業の展開を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 

平素の講義と学習指導要領解説書並びに教科書を理解し、次の点を予習することにより、確かな力を身に付
けることができる。 
(1) 次時の学習内容について、教科書を活用して予習することをアサイメントとする。 

(2) 健康教育の課題を見付け、その課題に対する対応策を適宜レポートとして提出する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
数見 隆生著『生きる力をはぐくむ保健の授業とからだの学習』農文協。 
森 昭三・和唐 正勝編著『新版 保健の授業づくり入門』大修館書店。 
文部科学省『高等学校学習指導要領解説 保健体育編 体育編』東山書房。 
【参考資料】 

中学校保健体育 現行・新学習指導要領教授用資料新旧対照表 大日本図書（２９年３月公開） 

高等学校保健体育学習指導要領 新旧対応表 第一学者発表資料（２９年３月公開） 
【参考書】 
「高等学校学習指導要領」（平成 29 年 7 月公示 文部科学省） 

「中学校学習指導要領」（平成 29 年 7 月公示 文部科学省） 

 ※ プリント教材等は、随時の授業時に配布しそれを使用する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１ 期待されている保健科教育への対応に関する使命感を養うことができたか。 

２ 学習指導要領の目標及び内容について理解し説明できるようになったか。 

３ 知識を活用する学習活動を取り入れるなど、指導方法の工夫ができたか。 

４ 与えられた課題について積極的にグループでディスカッションができたか 

○評定の方法 

［授業への積極的参加度、日常の受講態度、模擬授業、レポート、指導案、基礎的理解テスト等を総合して

評価する。］ 

１ 授業への積極的参加 ３０％   

２ 模擬授業・指導案・レポート ５０％  

３ 基礎的知識理解テスト ２０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

(1) 学びとは自らの課題を知ることである。その課題を自分の課題として捉えたところから学習は始まる。 
(2) 正当な理由のない遅刻、早退、欠席をしないこと。やむを得ず欠席する場合は、書面を提出すること。 
(3) 携帯電話の操作、及び私語は厳禁のこと。 
(4) レポート、アサイメントについては、指定した日までに必ず提出すること。 

(5) 予習するとともに、関心を持って健康教育関係の新聞記事や月刊誌に目を通しておく。 

13．オフィスアワー 初回の授業で周知します。 

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 

① 保健科指導法Ⅰを踏まえた学習が行われることを
知る 

② 理論と実践を重ねる授業ができる 

事前学習 
『保健科指導法Ⅱ』用の講義ノートを作成
し、中学校『健康な生活と病気の予防』の単
元における担当分野の候補を決めてくる。 

事後学習 
養護教諭の専門性を生かした保健科指導法

とは如何なるものか考えをまとめる。 

第２回 

保健の授業をめぐる今日的状況と課題 

① 教師主導型の授業からの転換を図る必要性が分か
る 

② 意欲的に学ぶ授業の必要性が分かる 

事前学習 
模擬授業担当の時間の自らの課題を明らか
にしておく。 

事後学習 
生徒中心の授業の視点を明らかにした、模擬

授業の視点を設定する。 

  



 

 

第３回 

２１世紀に求められる新たな『健康の概念』について 
① 健康の捉え方を再度確認できる   
② 自ら健康を求めて実践できる児童・生徒の育成の

仕方が分かる 

事前学習 
養護教諭の立場から、その課題である『健康』
をどのように学習としていくかをまとめる。 

事後学習 
理解と実践を如何に結びつけるかについて、

その考えを本時に添ってまとめる。 

第４回 

わが国の保健教育のあゆみと保健の授業がめざすもの  
① これまでの保健教育の歴史をふり返ることができ

る   
② 科学的な保健学習の重要性が理解できる 

事前学習 
教科書『保健の授業を巡る今日的状況と課題
p.12～』を熟読し、まとめる。 

事後学習 
わが国の保健教育の歩みについて、授業をふ

り返りながらまとめる。 

第５回 
保健の授業で『生きる力』を育てることについて 
① 主体となれる個の健康観について理解できる   
② 自らの身にかかる主体的学習の重要性が分かる    

事前学習 
“保健の授業で『生きる力』『自ら学ぶ力』
を育てるということ pp.32～38まで読んでく
る。 

事後学習 
保健学習の中心的な動機付けと成ポイント

を本時に即して記述する。 

第６回 
養護教諭の築いてきた『からだの学習』について Ⅰ  
① 保健科指導法の推進の効果が分かる   
② 養護教諭の実践の歴史が分かる 

事前学習 
本時から養護教諭の視点に立った保健科指
導法の究明を行う。なぜ体の教師かまとめ
る。 

事後学習 
養護教諭の実践の歴史が誕生したきっかけ

をまとめる。 

第７回 
養護教諭の築いてきた『からだの学習』について Ⅱ  
① 児童・生徒の健康への取り組みが理解できる   
② 養護教諭の実践の価値が分かる 

事前学習 
pp.190～199 を読み、先人の努力についてま
とめる。 

事後学習 
養護教諭の実践の価値について、その実績に

基づきまとめる。 

第８回 
養護教諭の築いてきた『からだの学習』について Ⅲ 
① 学校における健康教育の組織的取り組みが分かる   
② 組織を生かした実践の方法が分かる  

事前学習 
pp.200～220 を読んで、健康教育活性化の手
順を知る。 

事後学習 
保健室経営を充実させる方策を、校内研究の

立場からまとめる。 

第９回 
実際の保健学習について（小学校の授業ＶＴＲによる）  
① 実際の授業例を通して学習の展開の仕方が分かる   
② 実際の授業につながる指導案が立てられる 

事前学習 
模擬授業の担当時間の研究を進め、授業内容
を深める。① 

事後学習 
身にかかる視点から動機付けを行った授業

であったか確かめる。 

第１０回 
実際の保健学習について（授業に基づく研究協議）  
① 実際の授業を基に、よい授業の条件を理解できる   
② よい授業のポイントが分かる 

事前学習 
授業分析の内容を思い出し、中心となる観点
を明らかにしておく。 

事後学習 
本時を“そうか”“そうだ”“そうしよう”の

学習展開でまとめてみる。 

第１１回 

課題学習による授業の進め方について 
① 課題学習の方法を理解できる   
② 生徒の主体性を生かした指導法の一つを理解でき

る 

事前学習 
模擬授業の担当時間の研究を進め、授業内容
を深める。② 

事後学習 
春期に行った自分の模擬授業を、学びの主体

性という観点から分析する。 

第１２回 
ディベートによる学習について Ⅰ 
① ディベートの仕方が分かり、その準備ができる   
② 保健科の指導法の一つが実践できる   

事前学習 
対立点が明確なディベートの課題をもって、
授業に臨めるようにする。 

事後学習 
持論の正当性を堅持すると同時に、対論の弱

点をおさえ、記録しておく。 

第１３回 
ディベートによる学習について Ⅱ 
① ディベートを行い、その評価ができる 
② ディベートのよさが分かった活用ができる 

事前学習 
模擬授業の担当時間の研究を進め、授業内容
を深める。③ 

事後学習 
ディベートの結果について、客観的な評価を

行い、次回に備える。 

第１４回 
ライフスキルに基づく学習について  
① 保健科の指導法の一つが理解できる 
② 実践に即役立つ指導の仕方を知っている 

事前学習 
セルフエスティームについて調べ授業に臨
めるようにする。 

事後学習 
ストレスマネジメントについて明確化し、そ

の実践の方法をまとめる。 

第１５回 
養護教諭による授業の参観と研究協議会の実際 
① 実際の授業を見学し、授業の雰囲気をおさえる   
② 主体的に取り組む分かる授業ができる 

事前学習 
模擬授業の展開に養護教諭の専門性を加え
るとすればそれはどこかを明確にしていく。
① 

事後学習 
ＶＴＲによる授業実践から、授業分析を行い

自分ならどうしたかを記述する。 

第１６回 

模擬授業に向けた教材研究 1    
「中学校学習指導要領解説 保健体育編」と教科書を基
にしながら 
① 学習指導要領の趣旨を理解している 
② 学習指導案の骨子を理解した指導案を作成できる 

事前学習 
保健科の 4単元を概観し、主としたねらいを
明確におさえる。 

事後学習 
特に、“健康と環境”の単元が中学の独自性
である理由を明確にする。 

第１７回 

模擬授業に向けた教材研究 2  
年間指導計画における位置づけと授業時数について 
① 3年間の保健学習の単元が理解できている   
② 年間指導計画の立て方が分かる 

事前学習 
模擬授業の展開に養護教諭の専門性を加え
るとすればそれはどこかを明確にしていく。
② 

事後学習 
ワークシートを解説書を基にして完成させ、
より理解を図る。 

第１８回 

模擬授業に向けた教材研究 3    
生徒実態把握のためのアンケート項目の作成 
① 生徒の思いや願いを考慮した学習指導案の必要性

が分かる   
② 実態に即した指導案が立てられる  

事前学習 
自らの模擬授業にかかわる実態調査項目を
作成しておく。 

事後学習 
実態を分析し、模擬授業の進め方を生徒に沿
った学習とする。 

第１９回 

模擬授業に向けた教材研究 4   
指導目標の設定と評価規準の設定 
① 指導の目標とその評価が作成できる 
② 指導と評価の一体化が図れる 

事前学習 
模擬授業の展開に養護教諭の専門性を加え
るとすればそれはどこかを明確にしていく。
③ 

事後学習 
保健科における授業評価の視点を明らかに
し、自らの指導案を見直す。 



 

 

第２０回 

模擬授業に向けた教材研究 5   
指導方針の決定と指導計画と評価計画の作成 
① 学習指導とその評価計画が立てられる 
② 計画に基づいた指導と評価ができる  

事前学習 
モデル案を参考にしつつ、単元計画の流れの
充実を図る。 

事後学習 
指導と評価が一体のものである理由をまと
め、さらなる模擬授業の充実を図る。 

第２１回 

模擬授業に向けた教材研究 6   
本時の目標と展開の決定 
① 本時の筋を通した展開が計画できる 
② 授業の目標に応じた展開が設計できるようになる 

事前学習 
模擬授業の指導案を作成する。重点とする課
題への対応策を明確にして作成する。① 

事後学習 
目標に準拠した評価ができるように、具体の
評価規準を作成しておく。 

第２２回 

模擬授業に向けた教材研究 7   
板書計画の作成と授業資料の準備 
① 学習の流れが一目で分かる板書ができる   
② 板書計画の作成の仕方が分かる    

事前学習 
板書計画の意義を明確にし、自分の模擬授業
に備える。 

事後学習 
学習した板書の仕方をもとに、自分の模擬授
業の板書計画を作成する。 

第２３回 

模擬授業に向けた教材研究 8   
前時に続き授業資料の準備とテスト問題の作成 
① 授業の展開を支える資料の作成ができる   
② 学習を支える資料が準備できるようになる  

事前学習 
模擬授業の指導案を作成する。重点とする課
題への対応策を明確にして作成する。② 

事後学習 
学習内容にそったテスト問題を作成できた
か、本時を再度見直す。 

第２４回 
保健指導の授業の参観（保健学習との違いを理解する） 
① 保健指導の役割が分かる   
② 保健学習との違いを意識した授業ができる        

事前学習 
保健指導と保健学習の違いを明確にして授
業に臨めるようにする。 

事後学習 
特別活動の学級活動にある共通事項（２）を
確認して、授業のまとめをする。 

第２５回 

模擬授業の実践と授業研究会Ⅰ（「基本的生活習慣 生
活習慣病、睡眠、食事」などから）、powerpointなど視
聴覚機器の有効活用 
① 20分間の模擬授業ができる。授業の評価ができる   
② 教育実習などの授業に生かせる 

事前学習 
授業分析の方法を春期の経験を踏まえて思
い出し、授業者によって明確にして臨む。 

事後学習 
２～３名の模擬授業者の授業のよさと課題
を明確にし、本人に伝える。① 

第２６回 

模擬授業の実践と授業研究会Ⅱ（「喫煙，飲酒，薬物乱
用」などから）、powerpointなど視聴覚機器の有効活用 
① 20分間の模擬授業ができる。授業の評価ができる   
② 教育実習などの授業に生かせる            

事前学習 
授業後の自己評価を聞きながら、指摘すべき
点を明確にした助言を行えるようにする。 

事後学習 
２～３名の模擬授業者の授業のよさと課題
を明確にし、本人に伝える。② 

第２７回 

模擬授業の実践と授業研究会Ⅲ（「心身の機能、心身の
健康」などから）、powerpointなど視聴覚機器の有効活
用 
① 20分間の模擬授業ができる。授業の評価ができる   
② 教育実習などの授業に生かせる 

事前学習 
授業分析の方法を春期の経験を踏まえて思
い出し、授業者によって明確にして臨む。 

事後学習 
２～３名の模擬授業者の授業のよさと課題
を明確にし、本人に伝える。③ 

第２８回 

授業の準備 ティームティーチングの役割分担と資料
作り、powerpointなど視聴覚機器の有効活用 
① 授業の展開を理解でき、自分の役割を身に付ける   

授業の実践に役立つ 
② 授業の諸準備の方法とその内容が分かり、教育実

習には即役立つ。 

事前学習 
学習指導案に沿って６年生児童に分かる授
業を行うための文字カードや模型を作成し
たり、板書計画などを確認しておく。 
グループごとに準備内容を確認し、実際の授
業をするにあたって、必要内容を復唱し合
う。 

事後学習 

第２９回 

授業を行う。２組に分かれ、保健科指導法Ⅱで学んだ力
を生かし、６年生児童を対象に単元『病気の予防』で授
業を行う。 
① 生活習慣病の予防法が『わかり』実践できる心を育

てる  
② どこまで指導力が伸びたか把握することができる 

事前学習 
台詞でつくった指導案を授業イメージに即
しながら自分一人の模擬授業を行う。 
本時の学習を通して、養護教諭として、チー
ムティーチング（特に T2 あるいは T2）の立
場での授業評価を行う。 事後学習 

第３０回 

授業評価を行い、児童の実態に即し、しかも、わかり実
践できる心を育てられたか討議し合い、３年生以降の自
分の努力目標をつくる。 
① 自分の課題を明確にできる。   
② 教育実習など実際の授業につながり、生かせる。 

事前学習 
授業後の自己評価を聞きながら、指摘すべき
点を明確にした助言を行えるようにする。 
保健科指導法ⅠとⅡを学習して生まれた、模
擬授業の指導案を見直し、教育実習で使える
ように、台詞で綴る。 

事後学習 

 



 

 

１．科目名（単位数） ボランティア論 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1350 

２．授業担当教員 佐藤 惟 

４．授業形態 講義（ディスカッションを含む） ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

今日、わが国においてボランティア活動は大きな注目を集めている。阪神・淡路大震災においてボランティ

アの貢献度が新たに見直され、以後、学問的なボランティア論としての研究も活発になされるようになった。

ボランティア活動は今日、様々な内容に拡大化、多様化しているが、同時にいくつかの課題も浮き彫りにさ

れてきている。本講義において、福祉ボランティアを中心に、活動の現状と課題を探り、今後ボランティア

コーディネーターとしての活躍も期待されている福祉系の学生が、必要な知識を会得するよう、講義、視聴

覚教材、受講生による発表とディスカッションを通して学習する。 

８．学習目標 

1．ボランティアの意味と特徴、活動の歴史を理解し、説明できるようになる。 

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

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

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

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

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

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
指定しない（プリント資料を毎回配布する）。 

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

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

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

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

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

たか。  

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

○評定の方法 

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

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

行わない。 

12．受講生への 

メッセージ 

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

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

れず、主体的に取り組むこと。 

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

はない。エコキャップや使用済み切手の収集と提供などもボランティアである。 

13．オフィスアワー 授業内で別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

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

て、授業の進め方の説明など） 

事前学習 

これまでの自分のボランティア経験や、ボラ

ンティアについて自分が持っているイメー
ジを書き出しておく。 

事後学習 
自分が関心を持っているボランティア活動

について考え、まとめる。 

第２回 
ボランティア活動の理念、ボランティア活動の現状；
映像視聴 

事前学習 
ボランティア活動の理念および社会の現状

について調べておく。 

事後学習 
学習した内容を整理し、ボランティア活動に

ついて学んだ点をまとめる。 

第３回 東京オリンピック・パラリンピックとボランティア 

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

事後学習 
東京オリンピック・パラリンピックのボラン

ティアについて学んだ点をまとめる。 

第４回 外部講師による講演：傾聴ボランティアについて 
事前学習 

電話相談ボランティアや傾聴ボランティア
について調べておく。 

事後学習 講演を聞いて学んだ内容を復習する。 

第５回 教育とボランティア 

事前学習 
教育に関わるボランティアについて調べて
おく。 

事後学習 
教育に関わるボランティアについて授業で

学んだ要点をまとめる。 



 

 

 

第６回 子どもとボランティア 

事前学習 子どものボランティアについて調べておく。 

事後学習 
子どものボランティアについて授業で学ん

だ要点をまとめる。 

第７回 高齢者とボランティア、障害者とボランティア 

事前学習 
高齢者および障害者のボランティアについ
て調べておく。 

事後学習 
高齢者および障害者のボランティアについ

て授業で学んだ要点をまとめる。 

第８回 外国人とボランティア 

事前学習 
外国人を対象としたボランティアについて
調べておく。 

事後学習 
外国人を対象としたボランティアについて

授業で学んだ要点をまとめる。 

第９回 
町内会・自治会とボランティア、ボランティア活動の
実際 

事前学習 

町内会・自治会について調べておく。ボラン

ティアを始めるにあたって留意するべき点
について自分で考え、まとめる。 

事後学習 

町内会・自治会について授業で学んだ要点を

まとめる。ボランティア活動を始めるにあた

って留意すべき点についてまとめる。 

第１０回 
民生委員・児童委員、保護司、その他の地域のボラン
ティア 

事前学習 
民生委員・児童委員および保護司について調
べておく。 

事後学習 
民生委員・児童委員および保護司について授

業で学んだ要点をまとめる。 

第１１回 
ボランティアコーディネーターとボランティアマネジ
メント 

事前学習 
ボランティアを受け入れる立場に立って、ボ

ランティア活動を考えてみる。 

事後学習 
ボランティアコーディネーターに求められ

る能力について考え、まとめる。 

第１２回 
日本におけるボランティアの歴史、海外におけるボラ

ンティアの歴史 

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

事後学習 
欧米のボランティア活動の歴史的変遷につ

いて、授業で学んだ要点をまとめる。 

第１３回 災害ボランティア；グループ発表① 

事前学習 災害ボランティアについて調べておく。 

事後学習 
災害ボランティアについて授業で学んだ要

点をまとめる。 

第１４回 NPO と企業の社会貢献(CSR)；グループ発表② 

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

事後学習 
企業が社会貢献を行うことの意義について、

ポイントをまとめる。 

第１５回 まとめ；グループ発表③ 

事前学習 
これまでに学んだ内容を改めて振り返り、関

心のあるテーマについてまとめておく。 

事後学習 

「人はなぜボランティアを行うのか？」につ

いて考え、自分の経験も踏まえてレポートに

まとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） ボランティア論 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1330 

２．授業担当教員 中里 哲也 

４．授業形態 講義（ディスカッションを含む） ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

今日、わが国においてボランティア活動は大きな注目を集めている。阪神・淡路大震災においてボランティ

アの貢献度が新たに見直され、以後、学問的なボランティア論としての研究も活発になされるようになった。

ボランティア活動は今日、様々な内容に拡大化、多様化しているが、同時にいくつかの課題も浮き彫りにさ

れてきている。本講義において、福祉ボランティアを中心に、活動の現状と課題を探り、今後ボランティア

コーディネーターとしての活躍も期待されている福祉系の学生が、必要な知識を会得するよう、講義、視聴

覚教材、受講生による発表とディスカッションを通して学習する。 

８．学習目標 

1．ボランティアの意味と特徴、活動の歴史を理解し、説明できるようになる。 

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

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

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

秋季学期間中に各学生の興味・関心に応じて、１回以上のボランティア活動（施設の一日行事ボランティア
等）を行い、その内容と成果について授業内で発表するとともに、レポート（報告書）を提出する。 

※レポートは、Ａ４で３枚程度とする。 
※提出は、冬季休校期間明けの最初の授業時とする。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

岡本榮一 監修、守本友美、河内昌彦、立石宏昭編著『ボランティアのすすめ 基礎から実践まで』ミネルヴ
ァ書房、2005。 
【参考書】 

三本松政之・朝倉美江編『福祉ボランティア論』有斐閣アルマ、2007。 
巡静一・早瀬昇編著 大阪ボランティア協会監修『基礎から学ぶボランティアの理論と実際』中央法規、1997。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

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

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

たか。  

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

○評定の方法 

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

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

行わない。 

12．受講生への 

メッセージ 

1．欠席・遅刻・早退をしないこと。 
2．授業中は携帯電話や PHS等の電源は切り、私語・居眠りは慎み、常に緊張感と集中力を保つこと。     

3．授業での積極的な取り組みを評価するので、グループ・ディスカッションや意見の発表時には間違いを恐 
れず、主体的に取り組むこと。 

4．授業中に指示された課題の提出期限は守ること。 

5．学期内にボランティア活動を計画的かつ積極的に行うこと。施設ボランティアだけがボランティアではな 
い。エコキャップや使用済み切手の収集と提供などもボランティアである。 

13．オフィスアワー 原則としては授業の前後。但し、時間を要する場合は双方で相談し、日時や場所を決めましょう。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

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

て、授業の進め方の説明など） 

事前学習 
ボランティアについて自分が持っているイ
メージをまとめる。 

事後学習 
これからやりたいボランティア活動につい

て考え、まとめる。 

第２回 ボランティア活動とは何か 

事前学習 
自分なりに、ボランティア活動とは何かを考
え、まとめる。 

事後学習 
学習した内容を整理し、ボランティア活動に

ついて学んだ点をまとめる。 

第３回 ボランティア活動の歴史と発展 

事前学習 
ボランティアの起源や歴史、発展について、

調べておく。 

事後学習 
ボランティア活動の歴史的変遷について、授

業で学んだ要点をまとめる。 

第４回 ボランティア活動を始めるにあたって 

事前学習 
ボランティア活動を始めるにあたって留意
すべき点について、自分で考え、まとめる。 

事後学習 
ボランティア活動を始めるにあたって留意

すべき点についてまとめる。 

第５回 現場の職員としてボランティアを受け入れる意義 

事前学習 
ボランティアを受け入れる立場に立って、ボ
ランティア活動を考えてみる。 

事後学習 
ボランティアを受け入れる際の実践現場の

メリットやデメリットについてまとめる。 

  



 

 

 

第６回 

外部講師による講義＆演習（予定） 

災害とボランティア（「東日本大震災」等における災害
ボランティア活動）の実践から学ぶ 

事前学習 
阪神・淡路大震災、東日本大震災について調
べておく。 

事後学習 
災害ボランティアについて、学んだ点につい

てまとめる。 

第７回 地域福祉とボランティア 

事前学習 
自分の生活している地域において、自分がで

きるボランティア活動について考える。 

事後学習 
地域福祉を推進していく上で、ボランティア

が果たす役割や意義についてまとめる。 

第８回 高齢者福祉とボランティア 

事前学習 
現在の日本の高齢者の状況について調べて
おく。 

事後学習 
高齢者に関わるボランティア活動について

学んだ点をまとめる。 

第９回 障がい者福祉とボランティア 

事前学習 
ノーマライゼーションについて調べてまと
める。 

事後学習 
障がい者に関わるボランティア活動につい

て学んだ点をまとめる。 

第１０回 子ども家庭福祉とボランティア 

事前学習 
わが国の子どもと家庭を取り巻く課題につ

いて挙げる。 

事後学習 
子どもに関わるボランティア活動について

学んだ点をまとめる。 

第１１回 国際問題、及び環境問題とボランティア 

事前学習 
日本や世界を見渡して、どのような国際問題
や環境問題があるか挙げておく。 

事後学習 
環境に関わるボランティア活動について学

んだ点についてまとめる。 

第１２回 ボランティア活動についての成果発表１ 

事前学習 成果発表の準備をする。 

事後学習 
成果発表の振り返りと、他者のボランティア

活動から学んだ点をまとめる。 

第１３回 ボランティア活動についての成果発表２ 

事前学習 成果発表の準備をする。 

事後学習 
成果発表の振り返りと、他者のボランティア

活動から学んだ点をまとめる。 

第１４回 ボランティア活動についての成果発表３ 

事前学習 成果発表の準備をする。 

事後学習 
成果発表の振り返りと、他者のボランティア

活動から学んだ点をまとめる。 

第１５回 ボランティアコーディネーターの機能と役割 
事前学習 

ボランティアコーディネートについて自分

なりに調べておく。 

事後学習 全 15 回のまとめをおこなう。 

 


