
 

１．科目名（単位数） 海外福祉事情Ⅱ （2単位） 

３．科目番号 

SSMP1324 

SCMP1324 

SJMP1324 ２．授業担当教員 水島 正浩 

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 

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

ている。本科目では、こうした社会の中で必要な福祉とは何かということについて、近年における諸外国の

福祉制度や福祉援助の方法等について学びを深める。また、各自の国の近年の状況などとも関連させ、今後

の課題やあり方についても考察を深める。 

８．学習目標 

１．近年における諸外国の福祉制度について理解し、説明することができる。 

２．近年における諸外国の福祉援助の方法について理解し、説明することができる。 

３．各自の国の近年の状況とも関連させ、今後の課題やあり方についても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 

・学習の理解度をみる課題（まとめ）を授業内で複数回行います。 

（＊その他毎回の授業の進行状況に応じて指示します。） 

10．教科書・参考書・ 

教材 

【教科書】 

基礎からの社会福祉編集委員会編 『①社会福祉概論』 ミネルヴァ書房。 

【参考書・教材】 

東京福祉大学編 『新・社会福祉要説』 ミネルヴァ書房。 

（＊その他、理解度や進行状況に合わせて、適宜資料を配布します。） 

11．成績評価の規準
と評定の方法 

・課題（まとめ）を含む個人の課題の内容      60％ 

・グループでの作業・発表を含む積極的参加態度   40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

 海外福祉事情は、これから様々な国の福祉を学んでいく上で基礎となる科目です。そのため、授業への出

席、熱意ある参加、グループでのディスカッションや作業、課題作成などへの積極的な取組みを望みます。 

（＊授業内容や順番、課題等は、皆さんの進捗状況・理解度にあわせて適宜変更していきます。） 

13．オフィスアワー 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    授業の主な内容や進め方について 

事前学習 海外の福祉について、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について
の要点をまとめる。 

第２回 
北欧の社会福祉について① 
（北欧モデルについて） 

事前学習 教科書の（pp.186）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について

の要点をまとめる。 

第３回 
北欧の社会福祉について② 
（スウェーデンの福祉事情について） 

事前学習 
教科書の（pp.191～pp.196）を読み、理解を進めてお
く。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について
の要点をまとめる。 

第４回 
北欧の社会福祉について③ 
（デンマークの福祉事情について） 

事前学習 
教科書の（pp.191～pp.196）を読み、理解を進めてお
く。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について
の要点をまとめる。 

第５回 
北欧の社会福祉について④ 

（ノルウェーの福祉事情について） 

事前学習 
教科書の（pp.196～pp.199）を読み、理解を進めてお

く。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について

の要点をまとめる。 

第６回 北欧の社会福祉に関する考察：課題① 
事前学習 

これまで学んだことをまとめ、自分の考えを整理し
ておく。 

事後学習 ここまでの内容ついて整理し、理解を深める。 

第７回 
イギリスの近年の社会福祉について① 
（コミュニティケア改革について） 

事前学習 
教科書の（pp.169～pp.173）を読み、理解を進めてお
く。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について

の要点をまとめる。 

第８回 
イギリスの近年の社会福祉について② 
（社会福祉専門職について） 

事前学習 
教科書の（pp.173～pp.175）を読み、理解を進めてお

く。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について
の要点をまとめる。 

第９回 
イギリスの近年の社会福祉について③ 
（近年の福祉事情と今後の課題について） 

事前学習 
教科書の（pp.174～pp.175）を読み、理解を進めてお
く。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について
の要点をまとめる。 

第１０回   イギリスの近年の社会福祉に関する考察：課題② 
事前学習 

これまで学んだことをまとめ、自分の考えを整理し
ておく。 

事後学習 ここまでの内容ついて整理し、理解を深める。 



 

第１１回 
アメリカの近年の社会福祉について① 
（メディケア・メディケイドについて） 

事前学習 教科書の（pp.176～179）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について
の要点をまとめる。 

第１２回 
アメリカの近年の社会福祉について② 
（ジェネラリスト・モデルについて） 

事前学習 教科書の（pp.179～181）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について
の要点をまとめる。 

第１３回 

 
アメリカの近年の社会福祉について③ 
（福祉のアイデンティティーについて） 

事前学習 教科書の（pp.181～184）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について
の要点をまとめる。 

第１４回 

 
アメリカの近年の社会福祉について④ 
（近年の福祉事情と今後の課題について） 

事前学習 教科書の（pp.184～185）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について
の要点をまとめる。 

第１５回 
アメリカの近年の社会福祉に関する考察：課題
③ 

事前学習 
これまで学んだことをまとめ、自分の考えを整理し

ておく。 

事後学習 ここまでの内容ついて整理し、理解を深める。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 会計学 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP2131 

２．授業担当教員 岡田 高明 

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 
経営学、経営学入門の履修後であると理解が深まる。 

７．講義概要 

近年の会計制度の状況を踏まえ、会計学の基礎的な理論を把握するのがこの授業の目的である。財務会
計の目的は、会計の財務状況を投資家などの利害関係者に知らせるものであり、そのために、会計の基礎

概念、財務諸表の作成ルール、現金、手形、商品取引、資金調達、収益と費用、決算手続等についても解
説を加える。財務諸表の利用者（債権者や株主などの利害関係者）、経営者の会計に関する行動などについ
ても解説を加える。将来、就職した先や自分で立ち上げる事業所等の経営に役立てるようにする。 

８．学習目標 

１．個人商店や会社について、その財政状態や経営成績を表す財務諸表の読み方を知り、説明できる。 
２．収益と費用と測定して利益を計上するという過程の基礎にある会計理論を学び、説明できる。 
３．資産項目、負債項目、資本項目の課題と評価について理解し、説明できる。 

４．会計情報を活用した経営改善について理解し、説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

アサインメントを課すことはないが、事後学習で指示する巻末の確認問題は解いておくこと。年末年始

休暇中の課題レポートは授業内で指示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

桝岡源一郎編『図解でナットク！会計入門［第２版］』中央経済社、2019年。 

【参考書】 

朴大栄、小澤義昭、山田伊知郎『新版まなびの入門会計学（第 3版）』中央経済社、2018 年 

桜井久勝『会計学入門［第 5版］日経文庫、2018年 

山田真哉著『さおだけ屋はなぜ潰れないのか？』光文社新書、2013年 

北海学園大学経営学部『ナビゲート経営学』同文館、2019年 

平林亮子・高橋知寿『やさしくわかる社会福祉法人の経営と運営』税務経理協会、2018年 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．テキストの輪読を通じて、会計学の基礎知識が理解できているか。  

２．レポート課題に対して的確に検討し、会計情報を活用した経営判断ができるようになっているか。 

３．期末試験を通じて、会計用語等を理解し、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１０％ 

２．レポート             総合点の３０％ 

３．期末試験             総合点の６０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１．会計情報は、会社経営の成績表とも言えます。会計情報を読みこなすことは、会社の強みと弱みを把

握し、今後の経営改善に役立てる指標を明らかにして、事業経営を成功に導くための道しるべを作るこ

となのです。 

２．本学における双方向対話型授業の効果を最大限生かすためには、積極的に質問することが大切ですが、

事前に予習を行わなければ双方向対話型授業が成立しませんので、予習をしていることを前提に授業を行

います。予習してもわからないこともあるかと思いますが、分からないのは自分だけ、と思い込まずに、

積極的に質問し、復習することにより、理解を深めて下さい。 

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 
オリエンテーション 

会計はどこで必要とされるの？ 

事前学習 テキスト第一部Ⅰを読んでくること 

事後学習 テキストの確認問題を解く 

第２回 
会社の健康診断書と成績表を知ろう！ 

100円ハンバーガーは儲かるの？ 

事前学習 テキスト第一部Ⅱ、Ⅲを読んでくること 

事後学習 テキストの確認問題を解く 

第３回 
値引きセールをしてもお店は儲かるのか？ 

決算書に間違いはありませんか？ 

事前学習 テキスト第一部Ⅳ、Ⅴを読んでくること 

事後学習 テキストの確認問題を解く 

第４回 
会計と仕事 ～公認会計士・税理士・国税専門官～ 

税金の計算には会計が必要？ 

事前学習 テキスト第一部Ⅵ、Ⅶを読んでくること 

事後学習 テキストの確認問題を解く 

第５回 
会計のグローバル化を知ろう！ 

（課題レポートのテーマを発表（予定）） 

事前学習 テキスト第一部Ⅷを読んでくること 

事後学習 テキストの確認問題を解く 

第６回 会計の目的を理解しよう！ 
事前学習 テキスト第二部Ⅰを読んでくること 

事後学習 テキストの確認問題を解く 

第７回 会計のルールを知ろう！ 
事前学習 テキスト第二部Ⅱを読んでくること 

事後学習 テキストの確認問題を解く 

第８回 
会社の健康診断表を理解しよう！ 

 －貸借対照表① 貸借対照表のルール 

事前学習 
テキスト第二部Ⅲpp.66～77 を読んでくるこ

と 

事後学習 テキストの確認問題を解く 

第９回 
会社の健康診断表を理解しよう！ 

 －貸借対照表② 資産・負債・純資産 

事前学習 
テキスト第二部Ⅲpp.78～94 を読んでくるこ

と 

事後学習 テキストの確認問題を解く 



 

 

第１０回 
会社の成績表を理解しよう！ 

 －損益計算書① いろいろな種類の成績 

事前学習 
テキスト第二部Ⅳpp.96～113 を読んでくる

こと 

事後学習 テキストの確認問題を解く 

第１１回 

会社の成績表を理解しよう！ 

 －損益計算書② 損益計算書のルール 

（課題レポートの提出〆切（予定）） 

事前学習 
テキスト第二部Ⅳpp.114～126 を読んでくる

こと 

事後学習 テキストの確認問題を解く 

第１２回 会計情報を分析してみよう！ 
事前学習 テキスト第二部Ⅴを読んでくること 

事後学習 テキストの確認問題を解く 

第１３回 会計が果たす役割とは何か？<ｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ> 

事前学習 テキストを通読し、授業内容を確認する 

事後学習 
グループディスカッションでの議論を踏ま

えて、会計が果たす役割を整理する 

第１４回 管理会計は、会計情報で経営者を支援するもの 

事前学習 
参考書として提示した『ナビゲート経営学』

等の参考文献を図書館等で閲覧しておく。 

事後学習 
授業での議論を踏まえて、管理会計情報を経

営判断に活用する方法を整理する 

第１５回 社会福祉法人の経理業務について 

事前学習 

参考書として提示した『やさしくわかる社会

福祉法人の経営と運営』等の参考文献を図書

館等で閲覧しておく。 

事後学習 

一般企業の会計と非営利の社会福祉法人の

会計の違いを理解し、施設長等になった際に

備える。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 会計学 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP2131 

２．授業担当教員 相馬 一天 

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 
「簿記」履修後の受講が望ましい。 

７．講義概要 

近年の会計制度の状況を踏まえ、会計学の基礎的な理論を把握するのがこの授業の目的である。財務会計
の目的は、会計の財務状況を投資家などの利害関係者に知らせるものであり、そのために、会計の基礎概念、

財務諸表の作成ルール、現金、手形、商品取引、資金調達、収益と費用、決算手続等についても解説を加え
る。財務諸表の利用者（債権者や株主などの利害関係者）、経営者の会計に関する行動などについても解説
を加える。将来、就職した先や自分で立ち上げる事業所等の経営に役立てるようにする。 

８．学習目標 

１．個人商店や会社について、その財政状態や経営成績を表す財務諸表の読み方を知り、説明できる。 
２．収益と費用と測定して利益を計上するという過程の基礎にある会計理論を学び、説明できる。 
３．資産項目、負債項目、資本項目の課題と評価について理解し、説明できる。 

４．会計情報を活用した経営改善について理解し、説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

課題レポートは授業内で指示する。 

10．教科書・参考書・

教材 
【教科書】桝岡源一郎編著『図解でナットク！会計入門』中央経済社。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．テキストの輪読を通じて、会計学の基礎知識が理解できているか。  

２．レポート課題に対して的確に検討し、会計情報を活用した経営判断ができるようになっているか。 

３．期末試験を通じて、会計用語等を理解し、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１０％ 

２．レポート             総合点の３０％ 

３．期末試験             総合点の６０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１．会計情報は、会社経営の成績表とも言えます。会計情報から会社の課題を把握し、経営分析により経営

改善に役立てることができます。経営者になったつもりで取り組んでみて下さい。 

２．本学における双方向対話型授業の効果を最大限生かすためには、積極的に質問することが大切です。そ

のためには、事前に予習するようにしてください。なかには、予習してもわからない部分もあるかと思い

ます。その場合、授業中に質問するようにして下さい。 

13．オフィスアワー 第 1回講義で通知する。 

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：会計とは何か 

事前学習 
事前に会計とは何かインターネットで調べておく

こと。 

事後学習 授業で学んだことをまとめる。 

第２回 会計による報告と管理 

事前学習 テキスト 3～14頁を読んでくること。 

事後学習 テキストの確認問題を解く。 

第３回 売上総利益：原価と利益 

事前学習 テキスト 15～26頁を読んでくること。 

事後学習 テキストの確認問題を解く。 

第４回 会計に関わる仕事とは 

事前学習 テキスト 27～40頁を読んでくること。 

事後学習 テキストの確認問題を解く。 

第５回 会計のグローバル化 

事前学習 テキスト 41～47頁を読んでくること。 

事後学習 テキストの確認問題を解く。 

第６回 会計の目的 

事前学習 テキスト 49～58頁を読んでくること。 

事後学習 テキストの確認問題を解く。 

第７回 会計制度 

事前学習 テキスト 59～64頁を読んでくること。 

事後学習 テキストの確認問題を解く。 

第８回 貸借対照表のルール 

事前学習 テキスト第 65～74頁を読んでくること。 

事後学習 テキストの確認問題を解く。 



 

 

第９回 貸借対照表の資産 

事前学習 テキスト 75～81頁を読んでくること。 

事後学習 テキストの確認問題を解く。 

第１０回 貸借対照表の負債 

事前学習 テキスト 82～90頁を読んでくること。 

事後学習 テキストの確認問題を解く。 

第１１回 貸借対照表の純資産と損益計算書 

事前学習 テキスト 91～101頁を読んでくること。 

事後学習 テキストの確認問題を解く。 

第１２回 原価率と利益 

事前学習 テキスト 102～109頁を読んでくること。 

事後学習 テキストの確認問題を解く。 

第１３回 営業外損益、特別損益、貸倒引当金 

事前学習 テキスト 110～117頁を読んでくること。 

事後学習 テキストの確認問題を解く。 

第１４回 損益計算書のルール 

事前学習 テキスト 118～126を読んでくること。 

事後学習 テキストの確認問題を解く。 

第１５回 経営分析およびまとめ 

事前学習 テキスト 127～141を読んでくること。 

事後学習 これまで授業で学んだことをまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 会計学 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP2131 

２．授業担当教員 長谷川 記央 

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 
「簿記」「会計学入門」を履修後、「会計学」を履修すると理解力は増大する。 

７．講義概要 

近年の会計制度の状況を踏まえ、会計学の基礎的な理論を把握するのがこの授業の目的である。財務会計
の目的は、会計の財務状況を投資家などの利害関係者に知らせるものであり、そのために、会計の基礎概念、

財務諸表の作成ルール、現金、手形、商品取引、資金調達、収益と費用、決算手続等についても解説を加え
る。財務諸表の利用者（債権者や株主などの利害関係者）、経営者の会計に関する行動などについても解説を
加える。将来、就職した先や自分で立ち上げる事業所等の経営に役立てるようにする。 

８．学習目標 

１．個人商店や会社について、その財政状態や経営成績を表す財務諸表の読み方を知り、説明できる。 
２．収益と費用と測定して利益を計上するという過程の基礎にある会計理論を学び、説明できる。 
３．資産項目、負債項目、資本項目の課題と評価について理解し、説明できる。 

４．会計情報を活用した経営改善について理解し、説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

アサインメントを課すことはない。課題レポートについては、講義内で課す。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

大塚宗春・福島隆・金子良太・菅野浩勢『テキスト入門会計学』（第 5版）中央経済社、2019。 

【参考書】 

広瀬義州著『財務会計』（第 13版）中央経済社、2015。 

斎藤静樹著『討議資料・概念フレームワーク』（第 2版）中央経済社、2017。 

山本史枝著『例解 新収益認識基準の会計・税務』清文社、2018。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．テキストの輪読を通じて、会計学の基礎知識が理解できているか。  

２．レポート課題に対して的確に検討し、会計情報を活用した経営判断ができるようになっているか。 

３．期末試験を通じて、会計用語等を理解し、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１０％ 

２．レポート             総合点の３０％ 

３．期末試験             総合点の６０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１． 本学は留学生が多く在籍することから、ＡＳＢＪ・ＦＡＳＢ・ＩＡＳＣを取り上げることで、留学生が 

母国に帰国した際に、より利用しやすい知識の習得を目指す。 

  また、近年、我が国においてもＩＡＳＣとのコンバージェンスが取り上げられ、会計基準の国際的な統 

一化が話題にあげられている。日本国籍の学生については、複数の会計基準にふれることにより、現代 

の会計の性質・問題などを考えられる知識を身に着けることを目標にする。 

２．グループ学習を中心とした講義を展開するため、生徒の積極的な参加がもとめられる。 

３．財務諸表の読み方などは、適時、講義内で紹介をし、復習を重ねることで、財務諸表を読めるようにす 

る。 

４．本講義は、会計学を体系的かつ理論的に習得するため、会計の基礎概念に重きをおき、授業の展開を図 

る。特に収益認識については、会計学における主要な論点であるため重きを置き、当該論点にふれるこ 

とにより、会計学の思考を見つけることを目標とする。 

５．期末試験が成績評価の半数以上を占めるため、毎講義で指導する特に重要な用語の定義、内容などにつ 

いては、必ず復習をし、期末試験に努めること。 

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 
事前学習 教科書を準備すること。 

事後学習 テキストの確認問題を解く。 

第２回 

講義：財務諸表総論 

グループ学習：貨幣的測定とは、どのようなことかを考え

る。 

事前学習 財務諸表の目的を確認しておくこと。 

事後学習 財務諸表の特徴について考えること。 

第３回 

講義：わが国の企業会計制度 

グループ学習：一般に認められた会計原則とは、どのよう

なものか。 

事前学習 財務諸表の特徴について復習すること。 

事後学習 
会計と法律の関係について、簡潔にまとめる

こと。 

第４回 
講義：貸借対照表（1）資産 

グループ学習：有価証券の評価基準をまとめる。 

事前学習 
有価証券には、どのようなものがあるか、簡

潔にまとめること。 

事後学習 
有価証券の評価基準について、まとめるこ

と。 

第５回 
講義：貸借対照表（2）負債 

グループ学習：引当金とは、どのようなものかをまとめる。 

事前学習 負債の定義を予習すること。 

事後学習 引当金について、簡潔にまとめること。 

第６回 
講義：貸借対照表（3）純資産 

グループ学習：株主資本についてまとめること。 

事前学習 資本の定義について調べておくこと。 

事後学習 株主資本についてまとめること。 



 

 

第７回 

講義：損益計算書（1） 

グループ学習：収益認識に関する会計基準について、簡潔

にまとめること。 

事前学習 
損益計算書の作成方法について、復習してお

くこと。 

事後学習 実現概念についてまとめること。 

第８回 

講義：損益計算書（2） 

グループ学習：損益計算書の区分表示について、簡潔にま

とめること。 

事前学習 収益認識について、復習すること。 

事後学習 損益計算書の見方をまとめること。 

第９回 

講義：キャッシュ・フロー計算書 

グループ学習：フリー・キャッシュ・フローについてまと

めること。 

事前学習 
キャッシュ・フロー計算書の雛形を確認して

おくこと。 

事後学習 
キャッシュ・フロー計算書の表示について復

習すること。 

第１０回 

講義：企業集団の会計 

グループ学習：連結財務諸表の役割についてまとめるこ

と。 

事前学習 連結財務諸表の雛形を確認すること。 

事後学習 連結財務諸表についてまとめること。 

第１１回 
講義：税効果会計 

グループ学習：繰延税金資産の回収可能性 

事前学習 税務会計について簡潔に調べること。 

事後学習 
財務会計と税務会計の乖離について、簡単に

まとめること。 

第１２回 
講義：税務諸表分析 

グループ学習：収益性分析についてまとめること。 

事前学習 損益計算書の見方を予習しておくこと。 

事後学習 
どのような指標があるのか、簡潔にまとめて

おくこと。 

第１３回 
講義：ＡＳＢＪ・ＦＡＳＢ・ＩＡＳＣ 

グループ学習：ＦＡＳＢ・ＩＡＳＣの概要 

事前学習 第 12回までの講義を振り返ること。 

事後学習 ＦＡＳＢ・ＩＡＳＣの概要をまとめること。 

第１４回 
講義：ＡＳＢＪ・ＦＡＳＢ・ＩＡＳＣ 

グループ学習：コンバージェンスの弊害 

事前学習 
ＦＡＳＢ・ＩＡＳＣの基本的な考え方を調べ

ること。 

事後学習 
コンバージェンスを行うことの長所と短所

をまとめること。 

第１５回 今までの授業の総括 
事前学習 

会計学の基本的事項について、復習をしてお

くこと。 

事後学習 会計用語の整理などを行っておくこと。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 会計学入門 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1351 

２．授業担当教員 相馬 一天 

４．授業形態 

テキストの輪読とその解説が中心となるが、講師からの一方通行で

はなく、ディスカッション（学生からの講師への質問、学生間のデ

ィスカッション等）を伴ったものにする。 

５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「簿記」の履修後が望ましい。 

７．講義概要 

簿記や会計学は、数学的で技術的な側面が強く、苦手意識を持つ学生も少なくない。そこで、この講座では、

会計を素材としたビジネス書や小説を題材に、数字に頼ることなく会計的思考法を学習することを試みる。

会計的思考は簿記上の仕訳を前提とするものではなく、ビジネスを行うすべての人に必要な思考法であり、

数字はその根拠を示すものとして用いられているに過ぎない。この講座を通じて、数字への苦手意識を持つ

ことなく、会計的思考法を会得してもらいたい。 

８．学習目標 

１．会計に興味を持つことができる。 

２．会計的思考法を理解できるようになる。 

３．数字を根拠に経営を考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 

授業内で課題レポート等を提示する。 

10．教科書・参考書・

教材 
朴大栄、小澤義昭、山田伊知郎『新版まなびの入門会計学（第 3版）』中央経済社 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．会計的思考法で考えることができるか。 

２．会計上、問題となることが何か、理解できているか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 期末試験        総合点の３０％ 

３ 課題レポート      総合点の４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１．会計情報は、会社経営の成績表とも言えます。会計情報から会社の課題を把握し、経営分析により経営

改善に役立てることができます。経営者になったつもりで取り組んでみて下さい。 

２．本学における双方向対話型授業の効果を最大限生かすためには、積極的に質問することが大切です。そ

のためには、事前に予習するようにしてください。なかには、予習してもわからない部分もあるかと思いま

す。その場合、授業中に質問するようにして下さい。 

13．オフィスアワー 第 1回の授業で通知する 

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：会計とは何か。授業の進め方。 

事前学習 会計とは何かインターネットで調べておく。 

事後学習 
授業で学んだことをまとめておく。授業の進

め方を確認する。 

第２回 会計の機能 

事前学習 テキスト 1－16 頁を読む。 

事後学習 
練習問題を行い、授業で学んだことをまとめ

ておく。 

第３回 株式会社の利害関係者と財務諸表 

事前学習 テキスト 17－32 頁を読んでくる。 

事後学習 
練習問題を行い、授業で学んだことをまとめ

ておく。 

第４回 取引の記録 

事前学習 テキスト 33－48 頁を読んでくる 

事後学習 
練習問題を行い、授業で学んだことをまとめ

ておく。 

第５回 財務諸表の構成 

事前学習 テキスト 49－56 頁を読んでくる 

事後学習 
練習問題を行い、授業で学んだことをまとめ

ておく。 

第６回 流動資産 

事前学習 テキスト 57－67 頁を読んでくる 

事後学習 
練習問題を行い、授業で学んだことをまとめ

ておく。 

  



 

 

第７回 固定資産 

事前学習 テキスト 69－79 頁を読んでくる 

事後学習 
練習問題を行い、授業で学んだことをまとめ

ておく。 

第８回 純資産と負債 

事前学習 テキスト 81－94 頁を読んでくる 

事後学習 
練習問題を行い、授業で学んだことをまとめ

ておく。 

第９回 収益と費用 

事前学習 テキスト 95－108 頁を読んでくる 

事後学習 
練習問題を行い、授業で学んだことをまとめ

ておく。 

第１０回 キャッシュフロー 

事前学習 テキスト 109－124 頁を読んでくる 

事後学習 
練習問題を行い、授業で学んだことをまとめ

ておく。 

第１１回 財務諸表の経営分析 

事前学習 テキスト 125－135 頁を読んでくる 

事後学習 
練習問題を行い、授業で学んだことをまとめ

ておく。 

第１２回 収益性分析 

事前学習 テキスト 137－150 頁を読んでくる 

事後学習 
練習問題を行い、授業で学んだことをまとめ

ておく。 

第１３回 原価構造 

事前学習 テキスト 151－168 頁を読んでくる 

事後学習 
練習問題を行い、授業で学んだことをまとめ

ておく。 

第１４回 予算管理と戦略 

事前学習 テキスト 169－188 頁を読んでくる 

事後学習 
練習問題を行い、授業で学んだことをまとめ

ておく。 

第１５回 会計に関わる職業 

事前学習 テキスト 189－201 頁を読んでくる 

事後学習 
練習問題を行い、授業で学んだことをまとめ

ておく。 

期末試験 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 介護概論 （2 単位） 

３．科目番号 

SBMP2309 

SSMP2109 

SCMP2309 

PSMP2409 
２．授業担当教員 鄭 春姫 

４．授業形態 講義及び演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本講座は、高齢者福祉論との関連において、介護が必要な高齢者に対する支援を中心に進めていく。 

高齢者の特性と生活について理解を深めたうえで、生活支援の在り方を考え、介護の実践では、自立への

支援、尊厳ある介護の理解を学習し、介護実践の基本を理解できるように授業を進めていく。特に根拠を持

った介護実践が行えるように、介護過程と介護実技を学習して理解を深めていく。また、今後増加する認知

症高齢者や精神的支援が必要な高齢者の介護についても授業を行なう。 

８．学習目標 

介護概論が終了した時点で、下記について目標達成することが期待される。 

１．高齢者の特性からくる生活障害や、介護が必要となる状況を理解でき、快適な生活環境を考えることが

できる。 

２．高齢者の生活実態とこれを取り巻く社会情勢、福祉・介護需要について理解し、介護の今日的課題つい

て考えることができる。 

３．高齢者を支援する専門職の役割の理解と専門職間の連携の在り方を考えることができる。 

４．介護の概念、理念と対象について理解でき、社会福祉士など専門職としての役割と結び付けることがで

きる。 

５．介護は介護過程に基づいて行われることを理解し、専門性について考えることができる。 

６．認知症及び精神的支援が必要な高齢者に対する介護について理解ができ、その応用力を身につけること

ができる。 

７．終末期の介護を理解し、終末期における尊厳の保持（人間観や倫理）について考えることができる 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

受講生の人数などの状況に応じて、講義内容・形態を変更することもある。 

授業で整理した内容を、授業開始前・終了後に課題を提出する場合もある。 

第6回の授業で専門職の理解については、指定の用紙を使い記録を行い、提出する。 

第7回～第8回の介護保険制度の改正点などを含め、整理し、提出する 

第10～13回のグループワークでは、毎回、進行係と書記を決めてメンバー皆が参加し意見や考えが発表でき

るようにする。指定の用紙に必要事項を書いてグループレポートを作成する。授業の最後に提出する。 

10．教科書・参考書・ 

教材 

【教科書】 

『新・社会福祉士養成講座 13 高齢者に対する支援と介護保険制度－高齢者福祉論』中央法規出版 

【参考書】 

授業で適時配布する 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 介護福祉士を取り巻く状況を理解でき、役割と機能を支えるしくみが理解できたか。 

2. 尊厳を支える介護、自立に向けた介護が理解できたか。 

3. 介護を必要とする人が理解できたか。 

4. 介護サービスが理解でき、介護実践における連携やチ－ムアプローチの心構えについて理解できたか。 

5. 介護従事者の倫理の重要性や介護における安全の確保とリスクマネジメントが理解できたか。 

○評定の方法 

 [レポート 授業への積極的参加度を総合的に評価する] 

1.授業ノート提出・評価 40％ 

2.レポート    40％ 

3.授業態度 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

授業中のマナー、ルールは守ること 

【出欠席について】 

・やむを得ず、遅刻、早退、欠席する場合は、その理由を申し出ること。何もない場合は減点対象とする。 

・下記【マナー、ルールについて】を守れない場合は、必ず欠席とする。 

【マナー、ルールについて】 

・授業中、私語はしない。 

・携帯電話などは電源を切るかマナーモードにする。また、机の上に置かない。かばん等に必ずしまってお

く。 

・授業中に携帯電話の作動はしないこと。守れない場合には、退出してもらう。 

・居眠りはしない。 

・他学生の学習の妨げになるようなことはしない。 

・明らかに授業態度が不適切と判断された際は、厳格な指導を行うが、指導後も授業態度の改善が見られな

い場合は、たとえ皆出席であってもＦ評価になる。 

13．オフィスアワー 時間割決定後。 

  



 

 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

「介護概論」のねらいと単元の解説  

テーマ「社会福祉と介護」 

介護の概念及び専門性を支える理念、介護の対象者について

理解する。社会福祉士が介護を学ぶ必要性について理解する。  

事前学習 シラバスを読み授業内容を理解する。 

事後学習 
介護の概念理念を理解し、社会福祉士が

介護を学ぶ必要性について整理する。  

第２回 

テーマ｢少子高齢社会と高齢者｣ 

超高齢社会における介護の方向性を家族構成や就労、収入、

医療の側面から考え、高齢者を取り巻く諸問題について理解

する。 

事前学習 少子高齢社会と高齢者について考える。 

事後学習 
高齢者を取り巻く諸問題について整理す

る。 

第３回 

テーマ「高齢者の特性Ⅰ」 

高齢期における生活の変化、家族、社会参加、生きがいなど

を考え、高齢者の生活に、どのような影響を及ぼすのかまた、

どのように適応するのか高齢者の社会的理解を深める。 

事前学習 
高齢者の生活、家族、社会参加、生きが

いなどを考える。 

事後学習 高齢者の特性について整理する。 

第４回 

テーマ「高齢者の特性Ⅱ」 

加齢に伴う身体機能、精神機能の変化から生じる疾病や生活

障害を理解し、対応を考える。 

事前学習 
高齢者の身体的、精神的特性について考

える。 

事後学習 
高齢者の身体的、精神的特性について整

理する。 

第５回 

テーマ「自立に向けた介護・尊厳を支える介護」高齢者の自

立した日常生活とは何かを考え、高齢者介護のキーワードも

ある尊厳を支える介護について考える。 

事前学習 自立とは、尊厳とは、について調べる。 

事後学習 
自立に向けた介護、尊厳をささえる介護

について整理する。 

第６回 

テーマ｢高齢者を支援する専門職の役割と連携について｣ 

介護を必要としている高齢者を支援する専門職の役割を理解

すると共に、連携の方法について理解する。 

事前学習 
高齢者を支援する専門職の役割と実際に

ついて考える。 

事後学習 専門職の役割、連携について整理する。 

第７回 
テーマ 「介護保険について」① 

介護保険制度の基本的知識について理解を深める。 

事前学習 介護保険制度について調べる。 

事後学習 
介護保険制度の改正点などを含め、理解

を深める。 

第８回 
テーマ 「介護保険について」② 

介護保険制度の基本的知識について理解を深める。 

事前学習 
介護保険制度の改正点などを含め、整理

する。 

事後学習 介護保険制度についてまとめる。 

第９回 

テーマ「介護過程」 

ＩＣＦについて理解すると共に、介護実践を行う上で、最も

大切である介護過程の意義と具体的な内容について理解す

る。 

事前学習 ICFについて調べておく。 

事後学習 
ICF の分類による介護過程の展開を整理

する。 

第１０回 

テーマ「日常生活動作における介護の実践」① 

身だしなみの介護の方法を実践して理解する。（グループワー

ク） 

事前学習 
日常生活における身だしなみについて考

える。 

事後学習 レポートの作成 

第１１回 

テーマ「日常生活動作における介護の実践」② 

起居動作、移動等の介護の方法を実践して理解する。（グルー

プワーク） 

事前学習 
日常生活における移動、移乗について考

える。 

事後学習 レポートの作成 

第１２回 

テーマ「日常生活動作における介護の実践」③ 

食事、口腔ケアの介護の方法を実践して理解する。（グループ

ワーク）  

事前学習 
日常生活における食事、口腔ケアについ

て考える。 

事後学習 レポートの作成 

第１３回 
テーマ「日常生活動作における介護の実践」④ 

排泄の介護を理解する。（グループワーク） 

事前学習 日常生活における排泄について考える。 

事後学習 レポートの作成 

第１４回 

テーマ「認知症高齢者に対する介護の実践」 

認知症について理解すると共に、実践的な介護の考え方や方

法について理解する。 

事前学習 認知症について調べておく。 

事後学習 
実践的な介護の考え方や方法について整

理する。 

第１５回 
テーマ「終末期ケア」終末期における高齢者や家族について

理解すると共に、その支援の実践的な方法を理解する。 

事前学習 終末期について考える。 

事後学習 
終末期における高齢者や家族について、

支援の実践的な方法を整理する。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
外国語（2単位） 

３．科目番号 
SJEL1411 

EDEL2322 
２．授業担当教員 澁井 とし子 

４．授業形態 講義、演習、ペア・グループ活動 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 

2020年度に新学習指導要領が全面実施となるのに伴い、小学校では外国語活動（中学年）と外国語（高学年）

が新たに加わることとなる。本講義では、小学校における外国語活動・外国語科の授業実践に必要な実践的

な英語運用力と英語に関する背景的な知識を身に付けることを目標とする。場面に応じた教室英語の使用を

始めとした、授業を実践する上で必要な英語力（聞く・話す・読む・書く）とそれを支える背景知識（英語の

音声、語彙、文構造や異文化理解）を培っていく。また、授業実践に必要な４技能は、関連した背景知識（音

声、文字等）が授業内で扱われる際に実践の機会を併せて設けることで養っていくようにする。 

８．学習目標 

1. 小学校における外国語活動・外国語科の授業を担当するために必要な実践的な英語力を、授業場面を意識

しながら身に付けることができる。 

2. 小・中学校の継続も踏まえながら、小学校における外国語活動・外国語科の授業を担当するために必要な

背景的な知識を身に付けることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

宿題：事前学習と事後学習の欄を見て丁寧に予習と復習を行うこと。 

レポート課題： 

1．「第二言語習得理論」の英語教育への応用に関するレポート 

2．「小学校英語教育」に関するレポート                    

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

小川隆夫・東仁美『小学校英語はじめる教科書 外国語科・外国語活動指導者養成のために－コア・カリキ
ュラムに沿って－』mpi松香フォニックス。 

【参考書】 

文部科学省『小学校学習指導要領外国語活動・外国語編』開隆堂。 

文部科学省『中学校学習指導要領外国語編』開隆堂。 

文部科学省『高等学校学習指導要領外国語編』開隆堂。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 小学校における外国語活動・外国語科の授業を担当するために必要な実践的な英語力を、授業場面を意識

しながら身に付けることができたか。 

2. 小・中学校の継続も踏まえながら、小学校における外国語活動・外国語科の授業を担当するために必要な
背景的な知識を身に付けることができたか。 

○評定の方法 

復習テスト      30％ 

レポート課題     40％ 

コースワーク（授業中の態度、言語活動参加度を含む。）  30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

・本学規定により、3/4以上の出席が確認できない場合は、単位の修得は基本的に認められません。 

・受講にあたっては、事前学習と事後学習を丁寧に行い、授業中は、受講者全員を思いやり、授業に集中し、 

多くの知識・技能を習得してください。 

・ 外国語活動・外国語科の授業を行う上で必要な実践的な英語力を身に付けるための活動を行うので、積極

的に授業に臨んでください。  

13．オフィスアワー 授業内（初回授業）で周知する。           

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション、 
Unit 1 小学校英語教育の変遷 

事前学習 教科書 Unit 1を読み、小学校英語の変遷を把握する。 

事後学習 
小学校英語の変遷について再度教科書の該当部分を熟
読する。 

第２回 Unit 2 英語の音声 

事前学習 
教科書 Unit 2を読み、英語の音声に関する基本的な事

柄を把握する。 

事後学習 
英語の音声に関する事柄について再度教科書の該当部

分を熟読する。 

第３回 Unit 3 発音と綴りの関係 

事前学習 
教科書 Unit 3を読み、発音と綴りに関する基本的な事

柄について把握する。 

事後学習 
発音と綴りに関する事柄について再度教科書の該当部

分を熟読する。 

第４回 Unit 4 英語の文構造・文法 

事前学習 
教科書 Unit 4を読み、英語の文構造・文法に関する基

本的な事柄について把握する。 

事後学習 
英語の文構造・文法に関する事柄について再度教科書

の該当部分を熟読する。 

第５回 Unit 5 英語の語彙 

事前学習 
教科書 Unit 5を読み、英語の語彙に関する基本的な事

柄について把握する。 

事後学習 
英語の語彙に関する事柄について再度教科書の該当部

分を熟読する。 



 

 

第６回 Unit 6 第二言語習得に関する基本的な知識 

事前学習 
教科書 Unit 6を読み、第二言語習得に関する基本的な

知識ついて把握する。 

事後学習 
第二言語習得に関する基本的な知識について再度教科

書の該当部分を熟読する。 

第７回 Unit 7 児童文学（絵本） 

事前学習 
教科書 Unit 7を読み、児童文学（絵本）の基本的な事

柄について把握する。 

事後学習 
児童文学の絵本について再度教科書の該当部分を熟読

する。 

第８回 Unit 8 児童文学（子ども向けの歌や詩） 

事前学習 
教科書 Unit 8を読み、子ども向けの歌や詩に関する基

本的な事柄について把握する。 

事後学習 
子ども向けの歌や詩に関する事柄について再度教科書

の該当部分を熟読する。 

第９回 Unit 9 異文化理解 

事前学習 
教科書 Unit 9を読み、異文化理解に関する基本的な事

柄について把握する。 

事後学習 
異文化理解に関する事柄について再度教科書の該当部

分を熟読する。 

第１０回 Unit 11 英語コミュニケーション（聞くこと） 

事前学習 
教科書 Unit 11 を読み、英語コミュニケーションの聞

くことについて基本的な事柄を把握する。 

事後学習 
英語コミュニケーションの聞くことについて再度教科

書の該当部分を熟読する。 

第１１回 Unit 12 英語コミュニケーション（読むこと） 

事前学習 
教科書 Unit 12 を読み、英語コミュニケーションの読

むことに関する基本的な事柄について把握する。 

事後学習 
英語コミュニケーションの読むことについて再度教科

書の該当部分を熟読する。 

第１２回 Unit 13 英語コミュニケーション（話すこと） 

事前学習 
教科書 Uni13を読み、英語コミュニケーションの話す
ことに関する基本的な事柄について把握する。 

事後学習 
英語コミュニケーションの話すことについて再度教科
書の該当部分を熟読する。 

第１３回 
Unit 10 英語の書き方、 
Unit 14 英語コミュニケーション（書くこと） 

事前学習 
教科書 Unit10と 14を読み、英語コミュニケーション
の書くことに関する基本的な事柄について把握する。 

事後学習 
英語コミュニケーションの書くことについて再度教科
書の該当部分を熟読する。 

第１４回 
Unit 15 英語コミュニケーション（領域統合
型の言語活動） 

事前学習 
教科書 Unit 15 を読み、英語コミュニケーション（領
域統合型の言語活動）に関する基本的な事柄について
把握する。 

事後学習 
英語コミュニケーション（領域統合型の言語活動）につ
いて再度教科書の該当部分を熟読する。 

第１５回 Unit 1 ～15の重点総復習 

事前学習 
既習事項について整理しておき、疑問点があれば質問
を準備しておく。 

事後学習 既習事項を総復習して、試験に備える。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 外国語活動の指導法 （2単位） 

３．科目番号 EDEL2321 

２．授業担当教員 井草 玲子 

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション、ペア・グループワーク ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 今日、日本の英語教育は著しく進展し、2020年には、小学校３、4年生も外国語活動に参加する。そこで

この新しい動きに柔軟に対応し、より良い授業を目指すため、本講座では、まず、外国語活動の基礎となる

外国語指導法や児童のための発音と語彙指導について学習する。次に、テーマを決めて実際に使用されてい

る指導案を検討し、良い点や課題を皆でディスカッションする。その際、受講者自身が外国語活動を体験し

つつ、指導法の学びを深め、指導技術に磨きをかける。その後、グループで模擬授業を体験することを通し

て、外国語活動への理解を深め、教育現場への応用を考えていく。 

８．学習目標 

 教師の立場、学習者の立場の両面から、外国語活動の指導について多角的に学習し、オーセンテイックな

指導案の検討と外国語活動の体験を通して、外国語活動の学習と指導のあり方について理解を深め、模擬授

業を通して、教育実践力を高めることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

宿題：事前学習と事後学習の欄を見て、丁寧に授業の予習と復習を行うこと。 

レポート課題：  

個人－①ワークシート ②模擬授業評価シート ③授業振り返りシート15回分 

グループ－指導案 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

『新編 小学校英語教育法入門』樋口忠彦他  研究社 2017年。 

【参考書】 

①『小学校学習指導要領解説 外国語活動編』文部科学省 2017年。 

②『小学校英語の指導法－理論と実践』アレン玉井光江、大修館 2010年。 

③『Bright and Early:Classroom English for Teachers of Children』Junko Matsuzaki Carrera. 南雲堂  

2009年． 

④『グローバル時代の英語教育－新しい英語科指導法』岡秀夫他、成美堂 2011年。 

【参考資料】 

必要に応じ、ワークシート、補助教材、パワーポイント用印刷資料を使用する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 外国語活動の目標と内容について理解を深めることができたか。 

2. 外国語活動の指導法・発音・語彙指導に関する理解を深めることができたか。 

3. 実際に使用されている指導案の検討と外国語活動の体験を通して、外国語活動の学習と指導の在り方につ

いて理解を深めることができたか。 

4. 模擬授業の体験とクラスディスカッションを通して、教育実践力を高めることができたか。 

○評定の方法 

復習テスト      30％ 

レポート課題     40％ 

コースワーク（授業中の態度、言語活動参加度、グループワークレポートを含む。）  30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

・本学規定により、3/4以上の出席が確認できない場合は、単位の修得は基本的に認められません。 

・受講にあたっては、事前学習と事後学習を丁寧に行い、授業中は、受講者全員を思いやり、授業に集中し、 

多くの知識・技能を習得してください。 

13．オフィスアワー 授業内（初回授業）で周知する。                             メール：reigusa@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 

 小学校外国語活動の目標と特徴 

事前学習 
教科書（pp.2~10）及び（pp.216~220）を読

み、外国語活動の目標と内容を把握する。 

事後学習 
外国語活動の目標と特徴をワークシートに

記入する。 

第２回 

I. 理論編：外国語活動のための指導法 

①Communicative Language Teaching（CLT） 

②The Natural Approach 

事前学習 
教科書の 9章（pp.123~126）を読み、指導法

①，②について理解する。 

事後学習 
指導法①、②の特徴及び指導上の留意点をワ

ークシートに記入する。 

第３回 

③Content-Based Instruction (CBI, 内容中心教授法) 

④Task-Based Language Teaching（TBLT、タスク中

心教授法） 

事前学習 
教科書の 2章(pp.126~130)を読み、指導法③，

④について理解する。 

事後学習 
指導法③，④の特徴及び指導上の留意点をワ

ークシートに記入する。 

第４回 ⑤Total Physical Response  (TPR、全身反応法) 

事前学習 
教科書 2章（pp.130~131）を読み、指導法⑤

について理解する。 

事後学習 
指導法⑤の特徴及び指導上の留意点をワー

クシートに記入する。 

第５回 ⑥英語の発音指導 

事前学習 
ワークシートに提示された英単語を発音し、

児童への発音指導について考察する。 

事後学習 
児童への発音指導に役立つ指導方法をワー

クシートに記入する。 



 

 

第６回 
⑦英単語の増やし方の指導 

―スパイダーグラムを活用してー 

事前学習 
児童にとって必要な英単語のリストを作成

する。 

事後学習 スパイダーグラムを描く。 

第７回 

II.実践編：外国語活動体験を通して学ぶ指導技術 

①教師の役割と児童の役割 

②活動形態とクラスの雰囲気づくりの工夫 

事前学習 
指導案１（資料１）を読み、全体の流れ、指

導上の工夫をハイライトする。 

事後学習 
左記①、②の観点から学んだ事をワークシー

トに記入する。 

第８回 
③教材教具選定の視点 

１．言語や文化について体験的に理解を深める。 

事前学習 
指導案２(資料２) を読み、全体の流れ、指導

上の工夫をハイライトする。 

事後学習 
左記の視点から学んだ事をワークシートに

記入する。 

第９回 

③教材教具選定の視点 

２．積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度

の育成 

３．音声や基本的な表現に慣れ親しませる。 

事前学習 
指導案３（資料３）を読み、全体の流れ、指

導上の工夫をハイライトする。 

事後学習 
左記の視点から学んだ事をワークシートに

記入する。 

第１０回 ④教材・教具・機器の活用法と評価 

事前学習 
指導案４（資料４）を読み、全体の流れ、指

導上の工夫をハイライトする。 

事後学習 
左記の視点から学んだ事をワークシートに

記入する。 

第１１回 
III. 模擬授業に向けて 

①指導案の作成（Group Work） 

事前学習 指導案の原案の完成。 

事後学習 指導案の修正。 

第１２回 ②模擬授業のリハーサル（Group Work） 
事前学習 授業担当部分の事前準備。 

事後学習 指導案とワークシートの最終点検。 

第１３回 ③模擬授業（授業観察・質疑応答・自己評価） 

事前学習 
模擬授業に向け、授業の流れの確認と自宅で

リハーサルを行う。 

事後学習 
模擬授業評価シートに、見学した授業の良い

点と課題と対策を記入する。 

第１４回 ④模擬授業の評価・クラスディスカッション・総評 
事前学習 模擬授業評価シートのポイントを確認する。 

事後学習 模擬授業評価シートの提出。 

第１５回 
外国語活動の指導法に関するまとめ  

・授業評価票の記入 

事前学習 
14回分の授業振り返りシートを見直し、最重

要項目をまとめ、記録する。 

事後学習 授業振り返りシートの提出。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 外国語活動の指導法 （2単位） 

３．科目番号 SJMP2301 

２．授業担当教員 澁井 とし子 

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション、ペア・グループワーク ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 今日、日本の英語教育は著しく進展し、2020年には、小学校３、4年生も外国語活動に参加する。そこで

この新しい動きに柔軟に対応し、より良い授業を目指すため、本講座では、まず、外国語活動の基礎となる

外国語指導法や児童のための発音と語彙指導について学習する。次に、テーマを決めて実際に使用されてい

る指導案を検討し、良い点や課題を皆でディスカッションする。その際、受講者自身が外国語活動を体験し

つつ、指導法の学びを深め、指導技術に磨きをかける。その後、グループで模擬授業を体験することを通し

て、外国語活動への理解を深め、教育現場への応用を考えていく。 

８．学習目標 

 教師の立場、学習者の立場の両面から、外国語活動の指導について多角的に学習し、オーセンテイックな

指導案の検討と外国語活動の体験を通して、外国語活動の学習と指導のあり方について理解を深め、模擬授

業を通して、教育実践力を高めることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

宿題：事前学習と事後学習の欄を見て、丁寧に授業の予習と復習を行うこと。 

レポート課題：  

個人－①ワークシート ②模擬授業評価シート ③授業振り返りシート15回分 

グループ－指導案 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

『新編 小学校英語教育法入門』樋口忠彦他  研究社 2017年。 

文部科学省『Let's Try! 1』『Let's Try! 2』東京書籍 

【参考書】 

①『小学校学習指導要領解説 外国語活動編』文部科学省 2017年。 

②『小学校英語の指導法－理論と実践』アレン玉井光江、大修館 2010年。 

③『Bright and Early:Classroom English for Teachers of Children』Junko Matsuzaki Carrera. 南雲堂  

2009年。 

④『グローバル時代の英語教育－新しい英語科指導法』岡秀夫他、成美堂 2011年。 

【参考資料】 

必要に応じ、ワークシート、補助教材、パワーポイント用印刷資料を使用する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 外国語活動の目標と内容について理解を深めることができたか。 

2. 外国語活動の指導法・発音・語彙指導に関する理解を深めることができたか。 

3. 実際に使用されている指導案の検討と外国語活動の体験を通して、外国語活動の学習と指導の在り方につ

いて理解を深めることができたか。 

4. 模擬授業の体験とクラスディスカッションを通して、教育実践力を高めることができたか。 

○評定の方法 

復習テスト      30％ 

レポート課題     40％ 

コースワーク（授業中の態度、言語活動参加度、グループワークレポートを含む。）  30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

・本学規定により、3/4以上の出席が確認できない場合は、単位の修得は基本的に認められません。 

・受講にあたっては、事前学習と事後学習を丁寧に行い、授業中は、受講者全員を思いやり、授業に集中し、 

多くの知識・技能を習得してください。 

13．オフィスアワー 授業内（初回授業）で周知する。                              

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

 小学校外国語活動の目標と特徴、授業観察 

事前学習 
教科書（pp.2~10）及び（pp.216~220）を読み、

外国語活動の目標と内容を把握する。 

事後学習 
外国語活動の目標と特徴をワークシートに記入

する。 

第２回 

I. 理論編：外国語活動のための指導法 

①Communicative Language Teaching（CLT） 

②The Natural Approach 

事前学習 
教科書の 9章（pp.123~126）を読み、指導法①，

②について理解する。 

事後学習 
指導法①、②の特徴及び指導上の留意点をワーク

シートに記入する。 

第３回 

③Content-Based Instruction (CBI, 内容中心教授法) 

④Task-Based Language Teaching（TBLT、タスク中

心教授法） 

事前学習 
教科書の 2章(pp.126~130)を読み、指導法③，④

について理解する。 

事後学習 
指導法③，④の特徴及び指導上の留意点をワーク

シートに記入する。 

第４回 ⑤Total Physical Response  (TPR、全身反応法) 

事前学習 
教科書 2 章（pp.130~131）を読み、指導法⑤に

ついて理解する。 

事後学習 
指導法⑤の特徴及び指導上の留意点をワークシ

ートに記入する。 



 

 

第５回 ⑥英語の発音指導 

事前学習 
ワークシートに提示された英単語を発音し、児童

への発音指導について考察する。 

事後学習 
児童への発音指導に役立つ指導方法をワークシ

ートに記入する。 

第６回 
⑦英単語の増やし方の指導 

―スパイダーグラムを活用してー 

事前学習 児童にとって必要な英単語のリストを作成する。 

事後学習 スパイダーグラムを描く。 

第７回 

II.実践編：外国語活動体験を通して学ぶ指導技術 

①教師の役割と児童の役割 

②活動形態とクラスの雰囲気づくりの工夫 

事前学習 
指導案１（資料１）を読み、全体の流れ、指導上

の工夫をハイライトする。 

事後学習 
左記①、②の観点から学んだ事をワークシートに

記入する。 

第８回 
③教材教具選定の視点 

１．言語や文化について体験的に理解を深める。 

事前学習 
指導案２(資料２) を読み、全体の流れ、指導上

の工夫をハイライトする。 

事後学習 
左記の視点から学んだ事をワークシートに記入

する。 

第９回 

③教材教具選定の視点 

２．積極的にコミュニケーションを図ろうとする態

度の育成 

３．音声や基本的な表現に慣れ親しませる。 

事前学習 
指導案３（資料３）を読み、全体の流れ、指導上

の工夫をハイライトする。 

事後学習 
左記の視点から学んだ事をワークシートに記入

する。 

第１０回 ④教材・教具・機器の活用法と評価 

事前学習 
指導案４（資料４）を読み、全体の流れ、指導上

の工夫をハイライトする。 

事後学習 
左記の視点から学んだ事をワークシートに記入

する。 

第１１回 
III. 模擬授業に向けて 

①指導案の作成（Group Work） 

事前学習 指導案の原案の完成。 

事後学習 指導案の修正。 

第１２回 ②模擬授業のリハーサル（Group Work） 

事前学習 授業担当部分の事前準備。 

事後学習 指導案とワークシートの最終点検。 

第１３回 ③模擬授業（授業観察・質疑応答・自己評価） 

事前学習 
模擬授業に向け、授業の流れの確認と自宅でリハ

ーサルを行う。 

事後学習 
模擬授業評価シートに、見学した授業の良い点と

課題と対策を記入する。 

第１４回 
④模擬授業の評価・クラスディスカッション・総評、

振り返り・授業改善 

事前学習 模擬授業評価シートのポイントを確認する。 

事後学習 模擬授業評価シートの提出。 

第１５回 
外国語活動の指導法に関するまとめ  

・授業評価票の記入 

事前学習 
14 回分の授業振り返りシートを見直し、最重要

項目をまとめ、記録する。 

事後学習 授業振り返りシートの提出。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 外国語の指導法（2単位） 

３．科目番号 
SJEL2412 

EDEL2323 
２．授業担当教員 澁井 とし子 

４．授業形態 講義、演習、ペア・グループ活動  ５．開講学期 秋期  

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 

日本の英語教育が再び大きく変わる。2020年全面実施となる学習指導要領に従い、小学校においては中学

年で「外国語活動」が前倒しとなり、高学年では「外国語」が教科化されることとなる。そこで本講義で
は、外国語活動・外国語の学習、指導、評価に関する基本的な知識や指導技術を身に付けることを目標と
する。児童期の第二言語習得理論を始めとする外国語教育に必要な理論を扱った後に、グループで模擬授

業を体験することを通して、外国語の指導への理解を深め、教育現場への実践へと繋げていく。 

８．学習目標 

1. 小学校外国語教育に関する背景知識や主教材、小・中・高等学校の外国語教育における小学校の役割、

多様な指導環境について理解することができる。 

2. 児童期の第二言語習得の特徴について理解することができる。 

3. 授業実践に必要な基本的な指導技術を身に付けることができる。 

4. 実際の授業づくりに必要な知識・技術を身に付けることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

 宿題：事前学習と事後学習の欄を見て、丁寧に授業の予習と復習を行うこと。 

レポート課題：  

①授業振り返りシート15回分  ②ワークシート  ③児童期の第二言語習得の特徴に関するレポート  

④模擬授業評価シート ⑤グループによる指導案          

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

樋口忠彦（代表）『新編 小学校英語教育法入門』研究社。 

小学校学習指導要領（平成 29年 3月告示 文部科学省） 

【参考書】 

菅正隆編著『平成 29年改訂 小学校教育課程実践講座 外国語活動・外国語』ぎょうせい。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 小学校外国語教育に関する背景知識や主教材、小・中・高等学校の外国語教育における小学校の役割、
多様な指導環境について理解することができたか。 

2. 児童期の第二言語習得の特徴について理解することができたか。 

3. 授業実践に必要な基本的な指導技術を身に付けることができたか。 

4. 実際の授業づくりに必要な知識・技術を身に付けることができたか。 

○評定の方法 

復習テスト      30％ 

レポート課題     40％ 

コースワーク（授業中の態度、言語活動参加度、模擬授業を含む。）  30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

・本学規定により、3/4以上の出席が確認できない場合は、単位の修得は基本的に認められません。 

・受講にあたっては、事前学習と事後学習を丁寧に行い、授業中は、受講者全員を思いやり、授業に集中

し、 

多くの知識・技能を習得してください。 

13．オフィスアワー 授業内（初回授業）で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション、 
小学校外国語活動・外国語の目標と特徴、 
授業観察 

事前学習 
小学校学習指導要領（文部科学省, 2017）を読み、外国

語活動・外国語の目標と特徴を把握する。 

事後学習 
外国語活動・外国語の目標と特徴について再度学習指

導要領の該当部分を熟読し復習する。 

第２回 
英語教育における小・中・高等学校の連携と小
学校の役割 

事前学習 
教科書第 1 章を読み、小・中・高等学校で一貫した英

語教育の目標と小学校の役割について把握する。 

事後学習 

小・中・高等学校で一貫した英語教育の目標と小学校

の役割について再度教科書の該当部分を熟読し復習す

る。 

第３回 指導者の役割（児童や学校の多様性への対応） 

事前学習 
教科書第 3 章を読み、児童や学校の多様性への対応を

含む指導者の役割について把握する。 

事後学習 
指導者の役割について再度教科書の該当部分を熟読し

復習する。 

第４回 主教材の趣旨、構成、特徴 

事前学習 
教科書 4 章を読み、主教材の趣旨、構成、特徴につい

て把握する。 

事後学習 
主教材の趣旨、構成、特徴について再度教科書の該当

部分を熟読し復習する。 



 

 

第５回 児童期の第二言語習得１（受信と発信） 

事前学習 
教科書第 2 章と第 6 章を読み、第二言語習得において

受信から発信へと進むプロセスについて把握する。 

事後学習 
受信から発信へと進むプロセスについて再度教科書の

該当部分を熟読し復習する。 

第６回 児童期の第二言語習得２（音声と文字） 

事前学習 
教科書第 2 章と第 6 章を読み、第二言語習得において

音声から文字へと進むプロセスについて把握する。 

事後学習 
音声から文字へと進むプロセスについて再度教科書の

該当部分を熟読し復習する。 

第７回 
指導技術１（英語での語りかけと発話の引き出
し方） 

事前学習 
教科書第 6 章と第 9 章を読み、英語を介した児童との

コミュニケーションの仕方について把握する。 

事後学習 
英語を介した児童とのコミュニケーションの仕方につ

いて再度教科書の該当部分を熟読し復習する。 

第８回 指導技術２（文字言語への導き方） 

事前学習 
教科書第 6 章と第 9 章を読み、文字言語への導き方に

ついて把握する。 

事後学習 
文字言語への導き方について再度教科書の該当部分を

熟読し復習する。 

第９回 授業づくり１（教材研究と指導計画の立て方） 

事前学習 
教科書第 5章と第 12章を読み、教材研究と指導計画に

ついて把握する。 

事後学習 
教材研究と指導計画の立て方について再度教科書の該

当部分を熟読し復習する。 

第１０回 
授業づくり２（ティーム・ティーチングと ICT

教材の活用方法） 

事前学習 
教科書第 9章と第 10章を読み、ティーム・ティーチン

グと ICT教材の活用方法について把握する。 

事後学習 
ティーム・ティーチングと ICT教材の活用方法につい

て再度教科書の該当部分を熟読し復習する。 

第１１回 授業づくり３（学習状況の評価） 

事前学習 
教科書第 11章を読み、学習状況の評価について把握す

る。 

事後学習 
学習状況の評価について再度教科書の該当部分を熟読

し復習する。 

第１２回 
模擬授業 1 －授業展開方法 

（授業観察・質疑応答・自己評価） 

事前学習 
模擬授業に向け、授業の流れの確認とリハーサルを行

っておく。 

事後学習 
模擬授業評価シートに、見学した授業の良い点と課題

と対策を記入する。 

第１３回 
模擬授業 2 －本時の目標達成  

（授業観察・質疑応答・自己評価） 

事前学習 
模擬授業に向け、授業の流れの確認とリハーサルを行

っておく。 

事後学習 
模擬授業評価シートに、見学した授業の良い点と課題

と対策を記入する。 

第１４回 
模擬授業の評価・クラスディスカッション・総

評、振り返り・授業改善 

事前学習 模擬授業評価シートのポイントを確認する。 

事後学習 模擬授業評価シートを提出できるよう完成させる。 

第１５回 第 2回目～11回目までの重点総復習 

事前学習 振り返りシートを見直し、重要事項をまとめておく。 

事後学習 
外国語活動・外国語を実施する上で必要なことを引き

続き実践する。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
外国語の指導法（2 単位） 

３．科目番号 
SSMP3646 

EDEL2323 
２．授業担当教員 井草 玲子 

４．授業形態 講義、演習、ペア・グループ活動  ５．開講学期 秋期  

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 

日本の英語教育が再び大きく変わる。2020年全面実施となる学習指導要領に従い、小学校においては中学年
で「外国語活動」が前倒しとなり、高学年では「外国語」が教科化されることとなる。そこで本講義では、外
国語活動・外国語の学習、指導、評価に関する基本的な知識や指導技術を身に付けることを目標とする。児

童期の第二言語習得理論を始めとする外国語教育に必要な理論を扱った後に、グループで模擬授業を体験す
ることを通して、外国語の指導への理解を深め、教育現場への実践へと繋げていく。 

８．学習目標 

1. 小学校外国語教育に関する背景知識や主教材、小・中・高等学校の外国語教育における小学校の役割、多
様な指導環境について理解することができる。 

2. 児童期の第二言語習得の特徴について理解することができる。 

3. 授業実践に必要な基本的な指導技術を身に付けることができる。 

4. 実際の授業づくりに必要な知識・技術を身に付けることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

 宿題：事前学習と事後学習の欄を見て、丁寧に授業の予習と復習を行うこと。 

レポート課題：  

①授業振り返りシート15回分  ②ワークシート  ③模擬授業評価シート ④グループによる指導案  

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

樋口忠彦（代表）『新編 小学校英語教育法入門』研究社。 

文部科学省『小学校学習指導要領外国語活動・外国語編』開隆堂。 

【参考書】 

菅正隆編著『平成 29 年改訂 小学校教育課程実践講座 外国語活動・外国語』ぎょうせい。 

【参考資料】 

小学校学習指導要領（平成 29 年 3 月告示 文部科学省） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 小学校外国語教育に関する背景知識や主教材、小・中・高等学校の外国語教育における小学校の役割、多
様な指導環境について理解することができたか。 

2. 児童期の第二言語習得の特徴について理解することができたか。 

3. 授業実践に必要な基本的な指導技術を身に付けることができたか。 

4. 実際の授業づくりに必要な知識・技術を身に付けることができたか。 

○評定の方法 

復習テスト      30％ 

レポート課題     40％ 

コースワーク（授業中の態度、言語活動参加度、模擬授業を含む。）  30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

・本学規定により、3/4 以上の出席が確認できない場合は、単位の修得は基本的に認められません。 

・受講にあたっては、事前学習と事後学習を丁寧に行い、授業中は、受講者全員を思いやり、授業に集中し、 

多くの知識・技能を習得してください。 

13．オフィスアワー 授業内（初回授業）で周知する。              メール：reigusa@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 
 小学校外国語活動・外国語の目標と特徴 

事前学習 

小学校学習指導要領外国語活動・外国語編

（文部科学省, 2017）を読み、外国語活動・

外国語の目標と特徴を把握する。 

事後学習 

外国語活動・外国語の目標と特徴について再

度学習指導要領の該当部分を熟読し復習す

る。 

第２回 
英語教育における小・中・高等学校の連携と小学校の役
割 

事前学習 

教科書第 1 章を読み、小・中・高等学校で一

貫した英語教育の目標と小学校の役割につ

いて把握する。 

事後学習 

小・中・高等学校で一貫した英語教育の目標

と小学校の役割について再度教科書の該当

部分を熟読し復習する。 

第３回 指導者の役割（児童や学校の多様性への対応） 

事前学習 

教科書第 3 章を読み、児童や学校の多様性へ

の対応を含む指導者の役割について把握す

る。 

事後学習 
指導者の役割について再度教科書の該当部

分を熟読し復習する。 

第４回 主教材の趣旨、構成、特徴 

事前学習 
教科書 4 章を読み、主教材の趣旨、構成、特

徴について把握する。 

事後学習 
主教材の趣旨、構成、特徴について再度教科

書の該当部分を熟読し復習する。 



 

 

第５回 児童期の第二言語習得１（受信と発信） 

事前学習 

教科書第 2 章と第 6 章を読み、第二言語習得

において受信から発信へと進むプロセスに

ついて把握する。 

事後学習 
受信から発信へと進むプロセスについて再

度教科書の該当部分を熟読し復習する。 

第６回 児童期の第二言語習得２（音声と文字） 

事前学習 

教科書第 2 章と第 6 章を読み、第二言語習得

において音声から文字へと進むプロセスに

ついて把握する。 

事後学習 
音声から文字へと進むプロセスについて再

度教科書の該当部分を熟読し復習する。 

第７回 指導技術１（英語での語りかけと発話の引き出し方） 

事前学習 

教科書第 6 章と第 9 章を読み、英語を介した

児童とのコミュニケーションの仕方につい

て把握する。 

事後学習 

英語を介した児童とのコミュニケーション

の仕方について再度教科書の該当部分を熟

読し復習する。 

第８回 指導技術２（文字言語への導き方） 

事前学習 
教科書第 6 章と第 9 章を読み、文字言語への

導き方について把握する。 

事後学習 
文字言語への導き方について再度教科書の

該当部分を熟読し復習する。 

第９回 授業づくり１（教材研究と指導計画の立て方） 

事前学習 
教科書第 5 章と第 12 章を読み、教材研究と

指導計画について把握する。 

事後学習 
教材研究と指導計画の立て方について再度

教科書の該当部分を熟読し復習する。 

第１０回 
授業づくり２（ティーム・ティーチングと ICT 教材の活

用方法） 

事前学習 

教科書第 9 章と第 10 章を読み、ティーム・

ティーチングと ICT 教材の活用方法につい

て把握する。 

事後学習 

ティーム・ティーチングと ICT 教材の活用方

法について再度教科書の該当部分を熟読し

復習する。 

第１１回 授業づくり３（学習状況の評価） 

事前学習 
教科書第 11 章を読み、学習状況の評価につ

いて把握する。 

事後学習 
学習状況の評価について再度教科書の該当

部分を熟読し復習する。 

第１２回 
模擬授業 

Block 1 : グループ発表・評価・Discussion・総評  

事前学習 
模擬授業に向け、授業の流れの確認とリハー

サルを行っておく。 

事後学習 

模擬授業評価シートに、見学した授業の良い

点と課題と対策を記入し今後の授業に活か

す。 

第１３回 
模擬授業 

Block 2 :グループ発表・評価・Discussion・総評  

事前学習 
模擬授業に向け、授業の流れの確認とリハー

サルを行っておく。 

事後学習 

模擬授業評価シートに、見学した授業の良い

点と課題と対策を記入し、今後の授業に活か

す。 

第１４回 
 模擬授業 

Block 3 :グループ発表・評価・Discussion・総評                                             

事前学習 
模擬授業に向け、授業の流れの確認とリハー

サルを行っておく。                   

事後学習 

模擬授業評価シートに、見学した授業の良い

点と課題と対策を記入し、今後の授業に活か

す。 

第１５回 

模擬授業 

Block 4 : グループ発表・評価・Discussion・総評 

まとめ 

事前学習 
模擬授業に向け、授業の流れの確認とリハー

サルを行っておく。 

事後学習 
外国語活動・外国語を実施する上で必要なこ

とを引き続き実践する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 開発経済論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP3118 

２．授業担当教員 垰本 一雄 

４．授業形態 講義、集団討議、学生との応答などを併用する。 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
経済学などと関係します。 

７．講義概要 

開発経済学は、一国が低開発段階から経済発展を遂げるために必要な要素・政策や成長の制約要因を、経

済学的手法により探る学問である。本講義では低開発段階から経済発展を遂げるために必要な様々な経済

的条件に着目して講義を進める。途上国の国々には、比較的大きな経済成長・経済発展がみられる国もあ

るが、発展のパスに乗れていない国も存在する。発展を遂げた国、未発展・低開発の国それぞれに共通す

る政策や問題点を、実例を交えながら指摘し、経済発展のために今後どのような開発が必要かについて論

ずる。 

８．学習目標 

１．開発経済学の観点から発展途上国が抱えている問題を理解する。 

２．途上国諸国の経済発展の歴史と発展するための条件を理解する。 

３．経済発展の進んだ国と遅れている国の違いは何かを理解する。 

４．途上国間の地域統合やサブリージョナルの経済統合の動きを理解する。 

５．わが国と途上国諸国との経済的な結びつきを理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

課題レポート： 本講義を通じて興味を持った開発経済学の重要な理論あるいは発展途上国の問題は何
か、示すこと。そこで何が説明されていたか、できるだけ具体的に記述すること。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

黒崎卓&栗田匡相著『ストーリーで学ぶ開発経済学―途上国の暮らしを考える』有斐閣、2016年。 
【参考書】 
授業の中で適宜提示する。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．開発経済に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．経済学的な思考が身についたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の２０％ 

２ 期末試験        総合点の５０％ 

３ 課題レポート      総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

留学生の皆さんにとっては、自国の経済開発の状況を再確認して置かれている立場を理解し、問題点や解
決策について考える機会になります。日本人学生にとっても、今後ますます重要性を増す開発途上国との
関係を理解するために、必要な基礎知識を学ぶ場となります。教科書で取り上げられている架空の途上国

の事例に関する議論を通じて、開発経済学全体について理解していただきます。 

13．オフィスアワー 授業中に指示する。 

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 
オリエンテーション（講義概要の説明）とあ
る途上国のお話 

事前学習 
シラバスの内容を基に、学習内容の全体像をあらかじめ理

解しておく。 

事後学習 
学習した内容に基づいて、途上国経済の現状についてまと
めること。 

第２回 農業 

事前学習 
第 1 章農業を読み、途上国の農業の現状についてあらかじ

め理解しておく。 

事後学習 
途上国における農業の問題とその解決策についてまとめ
る。 

第３回 農村信用市場 

事前学習 
第 2 章農村信用市場を読み、途上国の農村信用の現状につ

いてあらかじめ理解しておく。 

事後学習 
途上国の農村における信用市場の問題とその解決策につい
てまとめる。 

第４回 教育と健康 

事前学習 
第 3 章教育と健康を読み、途上国の教育と健康の現状につ
いてあらかじめ理解しておく。 

事後学習 
途上国における教育と健康の問題とその解決策についてま
とめる。 

第５回 労働移動 1．バラ色の新天地？ 

事前学習 
第 4 章労働移動を読み、途上国の労働移動の現状について
あらかじめ理解しておく。 

事後学習 
途上国における労働移動の問題とその解決策についてまと

める。 

第６回 労働移動 2．わが国の外国人労働者受入れ 

事前学習 
前回の学習内容を基に、わが国の外国人労働者受入れの現

状と今後について考えておく。 

事後学習 
日本における外国人労働者の受入れ拡大方策についてまと
める。 

第７回 経済成長と工業化 1．戦後日本の経済成長 
事前学習 

日本の過去の経済成長と現状について、これまでの講義内
容などやネット上の情報を基に、あらかじめある程度理解

しておく。 

事後学習 戦後日本の経済成長の要因についてまとめる。 



 

 

第８回 経済成長と工業化 2．グローバル化した世界 
事前学習 

第 5 章経済成長と工業化を読み、途上国の経済成長と工業
化についてあらかじめ理解しておく。 

事後学習 経済成長と工業化の問題とその解決策についてまとめる。 

第９回 中間まとめ 

事前学習 
ここまでの学習内容をレビューして、理解が不十分な部分
について、教員に質問できるようにしておく。 

事後学習 
理解が不十分であった内容について、再確認する。課題レポ
ートを作成して、提出する。 

第１０回 技術移転 1 
事前学習 

第 6 章技術移転を読み、途上国の技術移転の現状について
あらかじめ理解しておく。 

事後学習 技術移転の問題とその解決策についてまとめる。 

第１１回 技術移転 2 

事前学習 
前回講義の学習内容を基に、途上国の技術移転の問題は何
か、考えておく。 

事後学習 
途上国における直接投資の問題点とその解決策についてま
とめる。 

第１２回 開発金融 
事前学習 

第 7 章開発金融を読み、途上国の開発金融の現状について
あらかじめ理解しておく 

事後学習 開発金融の問題とその解決策についてまとめる。 

第１３回 開発援助 
事前学習 

第 8 章開発援助を読み、途上国に対する日本の開発援助の
現状についてあらかじめ理解しておく。 

事後学習 開発援助の問題とその解決策についてまとめる。 

第１４回 持続可能な開発 
事前学習 

第 9 章持続可能な開発を読み、途上国における持続可能な

開発についてあらかじめ理解しておく。 

事後学習 持続可能な開発の問題とその解決策についてまとめる。 

第１５回 総まとめ 

事前学習 
ここまでの学習内容をレビューして、理解が不十分であっ
た部分を抽出し教員に質問できるようにする。 

事後学習 
理解が不十分であった部分の理解を再確認する。期末試験

に向けたレビューの予定を立て、実行する。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 開発経済論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP3118 

２．授業担当教員 李 青雅 

４．授業形態 講義、集団討議、学生との応答などを併用する。 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
経済学などと関係します。 

７．講義概要 

開発経済学は、一国が低開発段階から経済発展を遂げるために必要な要素・政策や成長の制約要因を、経

済学的手法により探る学問である。本講義では低開発段階から経済発展を遂げるために必要な様々な経済

的条件に着目して講義を進める。途上国の国々には、比較的大きな経済成長・経済発展がみられる国もあ

るが、発展のパスに乗れていない国も存在する。発展を遂げた国、未発展・低開発の国それぞれに共通す

る政策や問題点を実例を交えながら指摘し、経済発展のために今後どのような開発が必要かについて論ず

る。 

８．学習目標 

１．開発経済学の観点から発展途上国が抱えている問題を理解する。 

２．途上国諸国の経済発展の歴史と発展するための条件を理解する。 

３．経済発展の進んだ国と遅れている国の違いは何かを理解する。 

４．途上国間の地域統合やサブリージョナルの経済統合の動きを理解する。 

５．わが国と途上国諸国との経済的な結びつきを理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

課題レポート：本授業で興味を持った開発経済学の議論のうち、重要と考える事項につき、具体的な事
例も上げながら、そこで語られている問題点とその解決策について、A4で2頁程度にまとめなさい。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

黒崎卓&栗田匡相著『ストーリーで学ぶ開発経済学―途上国の暮らしを考える』有斐閣ストゥディア、 
2016年。 
【参考書】 

授業の中で適宜提示する。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．開発経済に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．経済学的な思考が身についたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の２０％ 

２ 期末試験        総合点の５０％ 

３ 課題レポート      総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

開発途上にある国から来ている留学生の皆さんにとっては、自国の経済開発の状況を再確認し、問題点や
解決策について考える機会になります。日本人学生にとっても、今後ますます重要性を増す開発途上国と

の関係を理解するために、必要な基礎知識を学ぶ場となります。教科書で取り上げられている架空の途上
国の事例に関する議論を通じて、開発経済学全体について理解していただきます。 

13．オフィスアワー 別途通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション（講義概要の説明）とある途上国の

お話 

事前学習 
シラバスの内容を基に、学習内容の全体像を
あらかじめ理解しておく。 

事後学習 
学習した内容に基づいて、途上国経済の現状

についてまとめること。 

第２回 農業 

事前学習 
第 1 章農業を読み、途上国の農業の現状につ
いてあらかじめ理解しておく。 

事後学習 
途上国における農業の問題とその解決策に

ついてまとめる。 

第３回 農村信用市場 

事前学習 
第 2 章農村信用市場を読み、途上国の農村信

用の現状についてあらかじめ理解しておく。 

事後学習 
途上国の農村における信用市場の問題とそ

の解決策についてまとめる。 

第４回 教育と健康 

事前学習 
第 3 章教育と健康を読み、途上国の教育と健
康の現状についてあらかじめ理解しておく。 

事後学習 
途上国における教育と健康の問題とその解

決策についてまとめる。 

第５回 労働移動 1．バラ色の新天地？ 

事前学習 
第 4 章労働移動を読み、途上国の労働移動の
現状についてあらかじめ理解しておく。 

事後学習 
途上国における労働移動の問題とその解決

策についてまとめる。 

第６回 労働移動 2．わが国の外国人労働者受入れ 

事前学習 

配布資料を読んで、わが国の外国人労働者受

入れの現状についてあらかじめ理解してお
く。 

事後学習 
日本における外国人労働者の受入れ拡大方

策についてまとめる。 

  



 

 

第７回 経済成長と工業化 1．戦後日本の経済成長 

事前学習 
戦後の日本の経済成長について、配布資料を
読み考える。 

事後学習 
戦後日本の経済成長の要因についてまとめ

る。 

第８回 経済成長と工業化 2．グローバル化した世界 

事前学習 

第 5 章経済成長と工業化を読み、途上国の経

済成長と工業化についてあらかじめ理解し
ておく。 

事後学習 
経済成長と工業化の問題とその解決策につ

いてまとめる。 

第９回 中間まとめ 

事前学習 

ここまでの学習内容をレビューして、理解が

不十分な部分について、教員に質問できるよ
うにしておく。 

事後学習 
理解が不十分であった内容について、再確認

する。課題レポートを作成して、提出する。 

第１０回 技術移転 

事前学習 
第 6 章技術移転を読み、途上国の技術移転の

現状についてあらかじめ理解しておく。 

事後学習 
技術移転の問題とその解決策についてまと

める。 

第１１回 開発金融 

事前学習 
第 7 章開発金融を読み、途上国の開発金融の
現状についてあらかじめ理解しておく。 

事後学習 
開発金融の問題とその解決策についてまと

める。 

第１２回 開発援助 1．日本の開発援助 

事前学習 

第 8 章開発援助を読み、途上国に対する日本
の開発援助の現状についてあらかじめ理解
しておく。 

事後学習 
開発援助の問題とその解決策についてまと

める。 

第１３回 開発援助 2．グローバル化への対応 
事前学習 

配布資料を読んで、途上国に対する開発援助
の現状についてあらかじめ理解しておく。 

事後学習 グローバル化の功罪についてまとめる。 

第１４回 持続可能な開発 

事前学習 

第 9 章持続可能な開発を読み、途上国におけ
る持続可能な開発についてあらかじめ理解

しておく。 

事後学習 
持続可能な開発の問題とその解決策につい

てまとめる。 

第１５回 総まとめ 

事前学習 

ここまでの学習内容をレビューして、理解が
不十分であった部分を抽出し教員に質問で

きるようにする。 

事後学習 

理解が不十分であった部分の理解を再確認

する。期末試験に向けたレビューの予定を立

て、実行する。 

期末試験 

 



        

 

１．科目名（単位数） 開発経済論 （2 単位） 
３．科目番号 SBMP3118 

２．授業担当教員 田中 正秀 

４．授業形態 講義、集団討議、学生との応答などを併用する。 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 
他科目との関係 

 

７．講義概要 

開発経済学は、一国が低開発段階から経済発展を遂げるために必要な要素・政策や成長の制約要因を、経済学

的手法により探る学問である。本講義では低開発段階から経済発展を遂げるために必要な様々な経済的条件に

着目して講義を進める。途上国の国々には、比較的大きな経済成長・経済発展がみられる国もあるが、発展の

パスに乗れていない国も存在する。発展を遂げた国、未発展・低開発の国それぞれに共通する政策や問題点を、

実例を交えながら指摘し、経済発展のために今後どのような開発が必要かについて論ずる。 

８．学習目標 

１．開発経済学の観点から発展途上国が抱えている問題を理解する。 

２．途上国諸国の経済発展の歴史と発展するための条件を理解する。 

３．経済発展の進んだ国と遅れている国の違いは何かを理解する。 

４．途上国間の地域統合やサブリージョナルの経済統合の動きを理解する。 

５．わが国と途上国諸国との経済的な結びつきを理解する。 

９．アサイメント 
（宿題）及びレポ

ート課題 

東南アジア諸国では、シンガポールのように経済発展した国とCLM諸国（カンボジア、ラオス、ミャンマー）
のように経済発展が遅れた国が存在するが、なぜ経済発展に差が生まれたのか、その理由について述べてくだ

さい。 

10．教科書・参考書・ 

教材 
【教科書】黒崎卓、栗田 匡相 著『ストーリーで学ぶ開発経済学 -- 途上国の暮らしを考える 』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．開発経済に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．経済学的な思考が身についたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の２０％ 

２ 期末試験        総合点の５０％ 

３ 課題レポート      総合点の３０％ 

12．受講生への 
メッセージ 

東南アジア諸国を中心として開発経済の内容を包括的かつ平易に説明するが、授業時間中に質問や意見を積極
的に述べて欲しい。 

13．オフィスアワー 授業終了後 1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（講義概要の説明）経済発
展とは 

事前学習 新聞や雑誌などの関連記事を読んでくる 

事後学習 経済発展とは何かとその要件をまとめる 

第２回 開発途上国の現状と特徴 
事前学習 新聞や雑誌などの関連記事を読んでくる 

事後学習 開発途上国の現状と特徴についてまとめる 

第３回 経済開発の発展モデルと成長の進め方 
事前学習 雑誌などの関連記事を読んでおく 

事後学習 経済開発の発展モデルを中心にまとめる 

第４回 東南アジアの経済発展と直接投資 
事前学習 テキストの該当箇所の予習 

事後学習 東南アジアの経済発展と直接投資をまとめる 

第５回 ASEANの経済発展の歩み―総論 
事前学習 新聞や雑誌などの関連記事を読んでくる 

事後学習 ASEAN諸国の経済発展の歩みをまとめる 

第６回 
ASEAN の経済発展：シンガポール、インドネシ
ア 

事前学習 新聞や雑誌などの関連記事を読んでくる 

事後学習 シンガポールとインドネシアの経済発展をまとめる 

第７回 ASEANの経済発展：マレーシア、フィリピン 
事前学習 新聞や雑誌などの関連記事を読んでくる 

事後学習 マレーシアとフィリピンの経済発展をまとめる 

第８回 ASEANの経済発展：タイ、ベトナム 
事前学習 新聞や雑誌などの関連記事を読んでくる 

事後学習 タイとベトナムの経済発展をまとめる 

第９回 
ASEAN の経済発展：カンボジア、ラオス、ミャ
ンマー 

事前学習 新聞や雑誌などの関連記事を読んでくる 

事後学習 ＣＬＭ諸国の経済発展をまとめる 

第１０回 メコン地域開発 
事前学習 新聞や雑誌などの関連記事を読んでくる 

事後学習 メコン地域開発についてまとめる 

第１１回 日本と東南アジア諸国との経済関係 
事前学習 新聞や雑誌などの関連記事を読んでくる 

事後学習 わが国と東南アジアとの経済関係をまとめる 

第１２回 東南アジア諸国の金融システムと金融危機 
事前学習 新聞や雑誌などの関連記事を読んでくる 

事後学習 日本と東南アジアとの経済関係をまとめる 

第１３回 東南アジア諸国の工業化と環境問題 
事前学習 新聞や雑誌などの関連記事を読んでくる 

事後学習 東南アジア諸国の工業化と環境問題をまとめる 

第１４回 ASEANの地域統合 
事前学習 新聞や雑誌などの関連記事を読んでくる 

事後学習 ASEANの地域統合をまとめる 

第１５回 まとめ 
事前学習 講義の要点を復習する 

事後学習 講義全体のまとめを行う 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
開発経済論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP3118 

２．授業担当教員 吉沢 正広 

４．授業形態 講義、集団討議、学生との応答などを併用する。 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
事前に「暮らしと経済」を学んでいると理解が増大します。 

７．講義概要 

開発経済学は、一国が低開発段階から経済発展を遂げるために必要な要素・政策や成長の制約要因を、経済

学的手法により探る学問である。本講義では低開発段階から経済発展を遂げるために必要な様々な経済的条

件に着目して講義を進める。途上国の国々には、比較的大きな経済成長・経済発展がみられる国もあるが、

発展のパスに乗れていない国も存在する。発展を遂げた国、未発展・低開発の国それぞれに共通する政策や

問題点を実例を交えながら指摘し、経済発展のために今後どのような開発が必要かについて論ずる。 

８．学習目標 

１．開発経済学の観点から発展途上国が抱えている問題を理解する。 

２．途上国諸国の経済発展の歴史と発展するための条件を理解する。 

３．経済発展の進んだ国と遅れている国の違いは何かを理解する。 

４．途上国間の地域統合やサブリージョナルの経済統合の動きを理解する。 

５．わが国と途上国諸国との経済的な結びつきを理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポートを3回課す予定であり，論題についてはその都度1回目から4回目までの内容，5回目から10回目まで

の内容，11回目から15回目までの内容でレポートを作成し提出してもらいます。 

10．教科書・参考

書・教材 

適宜プリントを配布する。 

第 1回の授業後、次回以降の予習範囲を提示する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．開発経済に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．経済学的な思考が身についたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の２０％ 

２ 期末試験        総合点の５０％ 

３ 課題レポート      総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

福祉をよりよく理解するのは周辺知識が必要です。開発経済は受講生にとって無縁の学問ではなく，大切な

研究領域であることを理解してください。 

13．オフィスアワー 月曜日，火曜日，水曜日 12：15～13：00 研究室にて 

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，何を学ぶか，成績評価

方法など説明 

事前学習 経済の新聞や経済雑誌を読んでくること。 

事後学習 経済発展とは何かを考える。 

第２回 グローバル化とは何かを知る 

事前学習 前回指定された範囲を読み理解する。 

事後学習 上記の部分を復習する。 

第３回 グローバル化した社会を知る 

事前学習 前回指定された範囲を読み理解する。 

事後学習 上記部分を復習する。 

第４回 中国のグローバル化を理解する 

事前学習 前回指定された範囲を読み理解する。 

事後学習 上記部分を復習する。 

第５回 新興国のグローバル化を理解する 

事前学習 前回指定された範囲を読み理解する。 

事後学習 上記部分を復習する。 

第６回 世界経済構造の変化とは何か理解する 

事前学習 前回指定された範囲を読み理解する。 

事後学習 上記部分を復習する。 

第７回 中国企業の躍進について理解する 

事前学習 前回指定された範囲を読み理解する。 

事後学習 上記部分を復習する。 

第８回 東アジアの企業発展について理解する 

事前学習 前回指定された範囲を読み理解する。 

事後学習 上記部分を復習する。 

  



 

 

第９回 日本企業のグローバル展開を知る 

事前学習 前回指定された範囲を読み理解する。 

事後学習 上記部分を復習する。 

第１０回 企業のビジネスモデルとは何か 

事前学習 前回指定された範囲を読み理解する。 

事後学習 上記部分の復習をする。 

第１１回 国際金融危機について理解する 

事前学習 前回指定された範囲を読み理解する。 

事後学習 上記部分を復習する。 

第１２回 世界経済をリードする中国企業 

事前学習 前回指定された範囲を読み理解する。 

事後学習 上記部分を復習する。 

第１３回 東南アジア経済について理解する 

事前学習 前回指定された範囲を読み理解する。 

事後学習 上記部分を復習する。 

第１４回 新しいグローバル化とは何か理解する 

事前学習 前回指定された範囲を読み理解する。 

事後学習 上記部分を復習する。 

第１５回 まとめ 振り返りを行う 

事前学習 配布したプリントを持参し授業の要点を振り返る。 

事後学習 授業の全体像か考える。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
解剖生理学Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号  

２．授業担当教員 宮下 俊雄 

４．授業形態 講義、ディスカッション、質疑応答、課題発表。簡単な実験も行う。 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「解剖生理学Ⅰ」を履修しておくこと 

７．講義概要 

 解剖生理学 II では、解剖生理学 I での学習を基盤として、人体を構成している骨格系、筋系、神経系、感

覚器系、内分泌系、脈管系、呼吸器系、消化器系、泌尿器系、生殖器系の各器官系の成り立ちと生理機能に

ついて学習する。さらに各器官系を統合し、内部環境のホメオスタシスを維持している調節機構について学

び、一生命体としての個体の営みはどのようになされているかについて考える。 

８．学習目標 

１．人体各部の組織・器官・器官系の名称とその位置を、自分の体で確認できるようにする。 

２．人体構造の発生、成長、老化について、動物進化の過程と関連付けて理解し、説明できるようになる。 

３．生体機能の調節機構、およびホメオスタシスの維持について理解し、説明できるようになる。 

４．脳機能の分化と発達について理解し、説明できるようになる。 

５．ヒトの形態・生理機能と病気・ケガとの関連を理解し、基本的対応ができるようにする。 

６．病気の予防における基本的知識を深め、説明できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート課題：(1) 神経系、(2)心血管系、(3)呼吸器系、(4)消化器系に関して、その機能と構造についてま

とめる。レポート用紙１～２枚程度。イラスト可、参考文献を入れる。提出日は講義中に指示する。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】照井直人編 『はじめの一歩のイラスト生理学』羊土社、2018 年 

【参考書】澤口彰子・他；『人体のしくみとはたらき』朝倉書店、2015年 

高橋長雄（監修）：『からだの地図帳』講談社 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

 １．人体構造の特徴を踏まえて、各組織・器官・器官系機能の相互関連について理解しているか。 

 ２．簡単な実験から、生理機能について理解を深めたか。 

○評定の方法 

 １．授業への積極的参加（授業態度、発言）      30％ 

 ２．課題レポート・発表               30％ 

 ３．期末試験                    40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

人体のしくみは神秘に満ちており、精巧にできています。授業中は、緊張感と集中力を保って受講し、質

問して、人体のしくみを理解しましょう。 

欠席、遅刻、早退をした場合は、その理由を必ず教員に書面をもって報告してください。 

 また、私語、スマホの使用、無断退出、他の授業のレポート書きなど、授業に臨む上で不適切な態度が見

受けられた場合は、厳格に対処します。 

13．オフィスアワー 講義時間の前後 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 生理学総論：生体調節メカニズムと細胞 

事前学習 教科書 pp.14-26を読んでおく。 

事後学習 
人体の構造のもととなる細胞の機能を理解

する。 

第２回 神経系と感覚器 I：脳と神経系の機能 

事前学習 pp.28-38を読んでおく。 

事後学習 
脳の構造，その構成、シナプス伝達、脳脊髄

液、末梢神経系などを理解する、 

第３回 神経系と感覚器 II：脳神経系による制御機構 

事前学習 pp.79-103を読んでおく。 

事後学習 

自律神経系、視床下部、大脳辺縁系、大脳皮

質、運動性下行路、小脳求‣遠進路を理解す

る。 

第４回 神経系と感覚器 III：感覚器 

事前学習 pp.45-78を読んでおく 

事後学習 皮膚感覚受容器、視-聴・味・嗅覚を理解する。 

第５回 筋系：筋の生理と役割 

事前学習 pp.39-44を読んでおく。 

事後学習 
解剖図を通して、筋の生理と役割を復習して

詳細に理解する。 

第６回 骨格系の役割 

事前学習 プリント配布 

事後学習 骨の構造と機能を理解する。 

  



 

 

第７回 心血管系 I：心臓 

事前学習 pp.104-128読んでおく。 

事後学習 体液の区分、心臓の構造を理解する。 

第８回 心血管系 II：血液循環 

事前学習 pp.104-128読んでおく。 

事後学習 
血圧の調節機構、出生前後の血液循環を理解

する。 

第９回 呼吸器系 I：肺における換気のメカニズム 

事前学習 pp.129-138読んでおく。 

事後学習 
肺、肺循環、呼吸の調節・換気のメカニズム

などを学ぶ 

第１０回 呼吸器系 II：気道と呼吸器疾患 

事前学習 pp.129-138読んでおく。 

事後学習 
鼻腔、咽頭鼻部、喉頭、気管と気管支、肺な

どの呼吸器系の疾患と予防 

第１１回 腎臓 

事前学習  pp.155-163を読んでおく。 

事後学習 腎臓の解剖と排尿について詳しく理解する。 

第１２回 消化器系 I：消化管の機能 

事前学習 pp. 139-147を読んでおく。 

事後学習 

食道、胃、小腸、大腸、結腸の構造と機能：

運動、分泌、消化・吸収、排便などを理解す

る。 

第１３回 消化器系 II：肝臓・胆嚢・膵臓の機能 

事前学習 pp. 139-147を読んでおく。 

事後学習 
膵臓、肝臓、胆嚢の構造と機能：運動、分泌、

消化・吸収、排便などを理解する。 

第１４回 内分泌系 

事前学習 pp.171-182を読んでおく。 

事後学習 ホルモン作用と分泌、各種ホルモンを学ぶ 

第１５回 まとめ 

事前学習 ノートなどにまとめてきたことを整理する。 

事後学習 
解剖生理学全般について質疑・応答の内容を

含めてまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） カウンセリングの基礎 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP2344 

SCMP2344 

SBMP2344 ２．授業担当教員 中野 真也 

４．授業形態 講義、討議、発表、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 

 カウンセリングの土台となる人間の心のメカニズムについて理解し、面接中に生起する様々な現象とカウ
ンセリングのプロセスについて基礎的な内容を学ぶ。また、カウンセラーの基本的態度や面接技法、心理に

関する支援を要する者の関係者に対する支援について、討議や演習を通して実践的に理解する。プライバシ
ーへの配慮などの倫理的側面、精神衛生や予防など心の健康教育についても理解する。 

８．学習目標 

１．カウンセリングの基本的な概念やプロセスを理解し、説明できる。 

２．カウンセリングの面接技法、関係者への支援等について実践的な演習を行う。 

３．カウンセリングにおける倫理的側面、心の健康教育について理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

カウンセリングの基礎的な事柄に関する「問い」について、自らの見解を考えるとともに、グループディス

カッションによって、理解を深めることとする。また、可能な範囲で体験的な学習を行う。 

レポート課題は、講義で扱った内容を踏まえて、１，２回行う予定である。 

10．教科書・参考書・

教材 

青木紀久代（2017）「徹底図解 臨床心理学 フロイトの理論から現代の臨床事例まで」新星出版社 

＊必要に応じて、参考資料等を配布する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．授業に熱心に取り組み、積極的に発言・発表・ノート作りをしたか。 

２．レポートは、要点を分かりやすくまとめる力がついたか。 

○評定の方法 

授業への参加度(学習態度、発表、ノート等)50% 

レポート課題 50％ 

12．受講生への 

メッセージ 

カウンセリングについて学ぶことは、広く対人援助や相談、援助的なコミュニケーションについて考える

ことになります。本講義は、カウンセリングの基礎的な事柄について、演習を通じて体験的に学びます。 

 そのため、積極的な授業参加が求められます。講義や他の人の迷惑になるような行為、身勝手なふるまい

はしないようにしてください。場合によっては厳しく指導することもあります。 

13．オフィスアワー 授業内で通知する。 

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：臨床心理学の歴史と心理支援 
事前学習 シラバスを読んでおく 

事後学習 教科書 22～25 ページの事例をまとめる 

第２回 現代社会が求めるカウンセリング・心理療法 
事前学習 教科書 58～59 ページを読んでおく 

事後学習 教科書 58～59 ページをまとめる 

第３回 
カウンセラー・セラピストの専門性：専門家と被援助者

の関係性 

事前学習 配布資料を読んでおく 

事後学習 配布資料をまとめる 

第４回 
カウンセラー・心理支援に求められる態度：Cl 中心療法

と共感的理解 

事前学習 教科書 70～73 ページを読んでおく 

事後学習 教科書 70～73 ページをまとめる 

第５回 カウンセリングのプロセス：来談経緯と治療関係の形成 
事前学習 教科書 60～63 ページを読んでおく 

事後学習 教科書 60～63 ページをまとめる 

第６回 心理アセスメント：心理検査など 
事前学習 教科書 40～55 ページを読んでおく 

事後学習 教科書 40～55 ページをまとめる 

第７回 精神分析療法：心理療法の始まりとその理論 
事前学習 教科書 66～69 ページを読んでおく 

事後学習 教科書 66～69 ページをまとめる 

第８回 認知行動療法：学習理論と様々な方法 
事前学習 教科書 74～77 ページを読んでおく 

事後学習 教科書 74～77 ページをまとめる 

第９回 家族療法と家族への支援 
事前学習 教科書 108～113 ページを読んでおく 

事後学習 教科書 108～113 ページをまとめる 

第１０回 心理教育と SST：集団へのアプローチ 
事前学習 教科書 138～145 ページを読んでおく 

事後学習 教科書 138～145 ページをまとめる 

第１１回 コミュニティへのアプローチと危機介入 
事前学習 教科書 126～137 ページを読んでおく 

事後学習 教科書 126～137 ページをまとめる 

第１２回 ストレスとリラクゼーション 
事前学習 教科書 26～35 ページを読んでおく 

事後学習 教科書 26～35 ページをまとめる 

第１３回 さまざまな現場における心理支援１：医療保健分野 
事前学習 教科書 158～163 ページを読んでおく 

事後学習 教科書 158～163 ページをまとめる 

第１４回 さまざまな現場における心理支援２：福祉分野 
事前学習 教科書 164～167 ページを読んでおく 

事後学習 教科書 164～167 ページをまとめる 

第１５回 まとめ 
事前学習 これまでの学習内容をまとめる 

事後学習 心理学的支援の活用について考える 

 



 

 

１．科目名（単位数） 家族心理学 （2単位） 

３．科目番号 EDPS3307 

２．授業担当教員 石 暁玲 

４．授業形態 講義および演習・ディスカッション・グループ発表 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「発達心理学」・「臨床心理学」など心理や臨床系の単位を修得した後に履修することが望ましい。 

７．講義概要 

 人間は生涯を通じて他者との中で生きて行く。その最も身近な人間関係の中の一つに「家族」がある。本

講義では、家族システム理論を始めとする家族を理解するための鍵概念を解説し、①家族のライフコースと
発達、②家族内（夫婦、親子、兄弟姉妹など）の心理構造、③家族療法の概要、④家族・集団及び文化が個
人に及ぼす影響について学びます。講義による解説とディスカッション・グループ発表を通じ、人が成長し

ていくうえで重要な役割を持つ家族の心理に関して理解を深め、日常生活の場で起きている家族の諸問題を
考察し、受講生にとっての家族観の再考を促すことを目的としています。 

８．学習目標 

家族心理学が終了した時点で下記の目標達成をすることが期待されます。 

1.家族の在り方と家族メンバーの心理的ウェルビーイングとの深い関係を理解し、説明できるようになる。 

2.家族の発達とともに起こりうる諸問題について指摘できるようになる。 

3.家族心理学の理論と実践の違いを理解し、説明できるようになる。 

4.家族臨床の歴史と近年の主たる理論とアプローチについて、説明できるようになる。 

5.家族・集団・文化が相互作用的に個人に及ぼす影響を具体的に説明できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

家族理解のための理論やキー概念を説明する力、またはそれらを用いて家族実践へつなげる応用力を培うた

めに、課題の提出およびグループ・プレゼンテーションを求める。必要に応じて宿題も提示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】平木典子 中釜洋子著『家族の心理―家族への理解を深めるために』サイエンス社。 

【参考書】授業中で随時紹介。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．家族心理学の主要な理論に関する哲学的背景・歴史的背景を理解し、家族の発達過程を説明できるか。 

２．家族療法の概念・理論を分かり易い言葉で具体的に説明ができ、問題解決法を提示することができるか。 

３．家族・集団・文化が相互作用的に個人に及ぼす影響を具体的に説明できるか。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度（ディスカッション、課題、発表）、日常の受講態度等を総合して評価する。 

１ 平常点（授業への積極的参加・日常の学習状況）  総合点の 50％ 

２ まとめの課題（期末試験・課題レポート・テスト） 総合点の 50％ 

12．受講生への 

メッセージ 

自身の家族について理解を深まめることも目指しているので、家族のことに真剣に向き合う姿勢が求められ

ます。またグループ演習を取り入れて行うので、積極的な参加を期待しています。授業ルールや進め方は初

回授業で説明します。受講者は必ず初回授業に参加してください。 

13．オフィスアワー 第一回目授業中に知らせる。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション、家族とは 

事前学習 教科書を通読しておく。 

事後学習 家族のイメージを作る。 

第２回 健康な家族と家族機能 

事前学習 
前書き～p.26 を読み、重要だと思うところ、疑問に感じた

ところにマーカーを引いておく。 

事後学習 家族機能と円環モデルを理解できるように復習しまとめる。 

第３回 家族システム理論 

事前学習 
pp.99～104 を読み、重要だと思うところ、疑問に感じたと

ころにマーカーを引いておく。 

事後学習 
家族システム理論の概要、いくつかのキー概念を理解できる

ように復習しまとめる。 

第４回 家族システム論の観点からみた家族の発達 

事前学習 
pp.104～111を読み、重要だと思うところ、疑問に感じたと

ころにマーカーを引いておく。 

事後学習 
家族の発達を理解し、ジェノグラムの書き方をできるように

する。 

第５回 家族作りの準備Ⅰ 青年期の発達 

事前学習 
pp.35～51を読み、重要だと思うところ、疑問に感じたとこ

ろにマーカーを引いておく。 

事後学習 青年期の発達課題を理解できるようにする。 

第６回 家族作りの準備Ⅱ 恋愛と結婚 

事前学習 
pp.51～55、62～64 を読み、重要だと思うところ、疑問に

感じたところにマーカーを引いておく。 

事後学習 親密性、結婚前の準備について理解する。 

第７回 夫婦の発達Ⅰ 新婚期の発達 

事前学習 
pp.57～62を読み、重要だと思うところ、疑問に感じたとこ

ろにマーカーを引いておく。 

事後学習 新婚期の発達課題を理解する。 



 

 

第８回 夫婦の発達Ⅱ 夫婦関係の発達 

事前学習 
pp.64～76を読み、重要だと思うところ、疑問に感じたとこ

ろにマーカーを引いておく。 

事後学習 夫婦間コミュニケーションの重要性について理解する。 

第９回 育児期の発達Ⅰ 親としての発達 

事前学習 
pp.79～84を読み、重要だと思うところ、疑問に感じたとこ

ろにマーカーを引いておく。 

事後学習 「親になること」の意味と必要なスキルを理解する。 

第１０回 育児期の発達Ⅱ 育児期の家族発達の課題 

事前学習 
pp.86～94を読み、重要だと思うところ、疑問に感じたとこ

ろにマーカーを引いておく。 

事後学習 育児期の発達課題を理解する。 

第１１回 中年期・老年期の家族の発達 

事前学習 
p.19,pp.94～96 の関連部分を読み、重要だと思うところ、

疑問に感じたところにマーカーを引いておく。 

事後学習 
親子関係の変化、子どもの巣立ち後の夫婦関係の再編成、家

族のケア機能を理解する。 

第１２回 文化の中での家族発達のかたち 

事前学習 

文化の中での家族の発達という視点から、一つの文献を調べ

印刷して持参する。調べてきた文献の主な内容を説明できる

ように準備する。 

事後学習 「文化と家族」について考察する。 

第１３回 家族臨床の実際 

事前学習 
pp.125～156 を読み、重要だと思うところ、疑問に感じた

ところにマーカーを引いておく。 

事後学習 
家族臨床とその概要を知る、家族療法の歴史・考え方、技法

を理解する。 

第１４回 グループ・プレゼンテーション 

事前学習 グループ・プレゼンテーションの準備 

事後学習 学んだ点、改善点をまとめる。 

第１５回 全体のまとめ 

事前学習 いままでの内容を総復習し、まとめる。 

事後学習 現代家族の意味、家族の本質を考察する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 学校保健学（学校安全を含む） （2 単位） 

３．科目番号 EDHE2302 

２．授業担当教員 石本 強 

４．授業形態 講義、グループ討議、発表 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

学校保健は、児童、生徒、学生並びに幼児の健康の保持増進を図り、学校教育の円滑な実施とその成果に
資するための学問である。教育基本法、学校教育法、学校保健安全法の法令が、学校教育課程にある子ども
のよりよい成長と学校教育の円滑な実施を支援している。本講義では、学校保健の構造やその意義、法的な
位置づけなど、基礎的かつ重要な事項について習得し、それぞれの領域での取り組みの実際について学ぶ。
また、各自が目指す職種の立場からの参画の仕方について、主体的に考ることを目指す。 

８．学習目標 

１ 学校保健の意義、構造、内容について理解し、説明することができるようになる。 
２ 保健教育の中の、保健学習と保健指導について、その位置づけや実践のあり方について理解し、説明す

ることができるようになる。 
３ 保健管理の心身の管理、生活の管理、学校環境の管理について理解し、その実践のポイントを習得する。 
４ 児童生徒の現代的健康課題と、これに応じた学校保健活動の進め方について習得する。 
５ 学校保健推進にかかわる教員として、健康増進にとって不可欠な内容について具体的に学び身につける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

 講義内容についての感想、小レポートを出題する。 

 課題レポートと発表 保健教育の指導案の作成と発表（保健学習・保健指導）  

 課題レポート２ 自らの目指す職種において、学校保健活動にどのように参画することが求められるのか、 

         自らの考えを記述する。（800字程度） 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】教員養成系大学保健協議会編『学校保健ハンドブック 第 7 次改訂』 

【参考書】学校保健・安全実務研究会編著『新訂版学校保健実務必携 第４次改訂版』第一法規。 

【教 材】テーマごとに文部科学省等から発行されている資料を配布。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

〇成績評価の規準 

１．学校保健の意義、構造、内容について理解し、説明することができたか。 

２．保健教育の中の保健学習と保健指導について、その位置付けや実践の在り方について理解し、説明する

ことができたか。 

３．保健管理の心身の管理、生活の管理、学校環境の管理について理解できたか。 

４．児童生徒の現代的健康課題と、これに応じた学校保健活動の進め方を修得できたか。 

〇評定の方法（下記を総合して成績評価をする。） 

１．授業への積極的参加態度（30％） 

２．授業ごとに提出する授業への振り返り（30％） 

３．小テスト・課題レポート（40％） 

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

12．受講生への 

メッセージ 

 学校保健は、児童生徒の健康や発達を支援する上で、また学習の機会を保障する上で、大変重要な領域で

す。それぞれの目指す職種の立場から、また学校保健という視点から、どのように児童生徒を支援すること

ができるのか、講義の中で主体的に考える姿勢を期待します。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

学校保健の構造領域 

 ・学校保健とは  

事前学習 
これまでの学校保健についての既習事項について、

復習しておく。教科書 pp2～16 参考書 pp88～97 

事後学習 
学校保健の構造領域について理解したことを総括

し、自分の考えをワークシートにまとめる。 

第２回 

学校保健の組織活動 

学校保健計画と学校安全計画 

ヘルスプロモーション 

事前学習 
教科書 pp17～33 を熟読し、基礎的事項を整理して

おく。 

事後学習 

講義時間内のディスカッションを総括し、現在の学

校保健活動に求められている事項について、自分の

考えをワークシートにまとめる。 

第３回 

保健教育 

①保健学習 

・学習指導要領における保健学習 

・保健学習実施の実態調査結果から 

事前学習 

参考書の学校保健実務必携の保健学習に関するペー

ジ（pp564～705）を参照。教科書 pp36～81 を熟読

し、基礎的事項を整理しておく。 

事後学習 
保健学習実態調査に関するディスカッションを総括

し、自分の考えをワークシートにまとめる。 

第４回 
②集団を対象とした保健指導 

・ライフスキル教育の体験 

事前学習 

参考書の学校保健実務必携の保健指導に関するペー

ジ（pp564～705）を参照し、教科書 pp84～121 を

熟読し基礎的事項を整理しておく。 

事後学習 
児童生徒の生活改善につながる保健指導のあり方に

ついて、自分の考えをワークシートにまとめる。 

第５回 

③児童生徒の現代的健康課題と保健教育 

・食育、性教育・喫煙・飲酒・薬物乱用防止教

育を進める際の留意点        

・中間課題の例示（指導案） 

事前学習 

参考書の学校保健実務必携の食育・性教育に関する

ページ（pp1271～1329／774～803）を参照。教科

書 pp84～121を熟読し、基礎的事項を整理しておく。 

事後学習 

保健教育の指導案作成の方法について、第３〜５回

の講義内容を復習し、保健指導案の作成にあたり資

料準備を始める。 



 

 

 

第６回 

保健管理 

①児童生徒の健康診断 

・教育的活動としての健康診断 

 （事前指導を中心に） 

事前学習 

参考書の学校保健実務必携の健康診断に関するペー

ジ（pp.167～180）を参照。教科書の健康診断に関す

るページ（pp167～325）を熟読し、基礎的事項を整

理しておく。 

事後学習 
健康診断における事前指導に関するディスカッショ

ンを総括し、自分の考えをワークシートにまとめる。 

第７回 
②健康観察 

・健康観察の観点 

事前学習 

参考書の学校保健実務必携の健康観察に関するペー

ジ（pp435.～452）を参照し、基礎的事項を整理して

おく。教科書の健康観察に関するページ（pp140～

143）を熟読しておく。 

事後学習 

健康観察に関するディスカッションを総括し、その

留意事項について自分の考えをワークシートにまと

める。 

第８回 
③健康相談 

・健康相談の基礎と事例検討 

事前学習 

参考書の学校保健実務必携の健康相談に関するペー

ジ（pp397～434）を参照。教科書 pp144～148 を熟

読し、基礎的事項を整理しておく。 

事後学習 

健康相談に関するディスカッションを総括し、その

留意事項について自分の考えをワークシートにまと

める。 

第９回 

④学校救急処置 

・救急処置体制の重要性 

・学校事故における裁判の判例から 

事前学習 

参考書の学校保健実務必携の学校救急処置に関する

ページ（pp1076～1096）を参照し、基礎的事項を整

理しておく。教科書の（pp260～278）を熟読してお

く。 

事後学習 
学校事故の事例に関するディスカッションを総括

し、その留意点についてワークシートにまとめる。 

第１０回 

⑤学校環境衛生 

・定期検査、日常点検、臨時検査 

・日常点検の実践 

事前学習 

参考書の学校保健実務必携の学校環境衛生に関する

ページ（pp.80～160）を参照。教科書 pp218～233

を熟読し、基礎的事項を整理しておく。 

事後学習 
教室内の日常点検を実施して気づいたことや感じた

ことをワークシートにまとめる。 

第１１回 

学校安全 

・学校安全の基礎的事項 

・安全点検の実践 

事前学習 

参考書の学校保健実務必携の学校安全に関するペー

ジ（pp983～1096）を参照。教科書 pp236～257 を

熟読し、基礎的事項を整理しておく。 

事後学習 
教室内の安全点検を実施して気づいたことや感じた

ことをワークシートにまとめる。 

第１２回 

児童生徒の健康課題 

・児童のかかりやすい疾患 

・アレルギー 

・歯科疾患と学校保健 

・保健指導案の作成 

事前学習 

参考書の学校保健実務必携の歯・口の健康つくり

（pp723～773）（pp479～519／pp475～506 参照）

教科書 pp160～182 を熟読し、基礎的事項を整理し

ておく。 

事後学習 
事前に作成した（保健教育の指導案を再検討）気づ

いた点、改善点をワークシートにまとめる。 

第１３回 

児童生徒の発育発達と体力 

・学校保健統計調査から 

・体力・運動能力調査から 

事前学習 

最新の学校保健統計調査、体力運動能力調査に目を

通し、児童生徒の特徴をつかんでおく。教科書（pp124

～137）を熟読しておく。 

事後学習 
児童の発育発達・体力の現状から、学校が推進する

ことのできる対策をワークシートにまとめる。 

第１４回 
精神の健康・障害のある児童生徒への対応 

・いじめ問題への対応の在り方 

事前学習 

事前に配布するいじめに関する資料を熟読し、自分

の考えをまとめておく。教科書の精神の健康（pp160

～177／pp203～216）を熟読しておく。 

事後学習 
児童生徒のいじめに関する現状から、学校が推進す

ることのできる対策をワークシートにまとめる。 

第１５回 

まとめ：「学校保健への参画のあり方」 

・最終課題レポートに記載した内容に基づい

て、グループディスカッションを行う。 

・学校保健活動推進のポイントを共有する。 

事前学習 
最終課題レポートの作成（今まで学んだ事から学校

保健学について考えをまとめておく。 

事後学習 
グループディスカッションを通して新たに得た考え

方を踏まえ、全講義内容を振り返る。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 学校保健学（学校安全を含む） （2 単位） 

３．科目番号 EDHE2302 

２．授業担当教員 石垣 久美子 

４．授業形態 講義、グループ討議、発表 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

学校保健は、児童、生徒、学生並びに幼児の健康の保持増進を図り、学校教育の円滑な実施とその成果に
資するための学問である。教育基本法、学校教育法、学校保健安全法の法令が、学校教育課程にある子ども
のよりよい成長と学校教育の円滑な実施を支援している。本講義では、学校保健の構造やその意義、法的な
位置づけなど、基礎的かつ重要な事項について習得し、それぞれの領域での取り組みの実際について学ぶ。
また、各自が目指す職種の立場からの参画の仕方について、主体的に考ることを目指す。 

８．学習目標 

１ 学校保健の意義、構造、内容について理解し、説明することができるようになる。 
２ 保健教育の中の、保健学習と保健指導について、その位置づけや実践のあり方について理解し、説明す

ることができるようになる。 
３ 保健管理の心身の管理、生活の管理、学校環境の管理について理解し、その実践のポイントを習得する。 
４ 児童生徒の現代的健康課題と、これに応じた学校保健活動の進め方について習得する。 
５ 学校保健推進にかかわる教員として、健康増進にとって不可欠な内容について具体的に学び身につける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・授業毎に、講義内容についての感想、まとめに関する小レポートを出題する。 

・中間課題レポート：保健指導案の作成 『歯についての保健指導』 

・最終課題レポート：自らの目指す職種において、学校保健活動にどのように参画することが求められるの

か、自らの考えを記述する。（800字程度） 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】徳山美智子・竹鼻ゆかり編著『新版 学校保健 チーム学校で取り組むヘルスプロモーション』 東山書房 

【参考書】学校保健・安全実務研究会編著『新訂版学校保健実務必携 第３次改訂版』第一法規 

【教 材】テーマごとに文部科学省等から発行されている資料を配布 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

〇成績評価の規準 

１．学校保健の意義、構造、内容について理解し、説明することができたか。 

２．保健教育の中の保健学習と保健指導について、その位置付けや実践の在り方について理解し、説明する

ことができたか。 

３．保健管理の心身の管理、生活の管理、学校環境の管理について理解できたか。 

４．児童生徒の現代的健康課題と、これに応じた学校保健活動の進め方を修得できたか。 

〇評定の方法（下記を総合して成績評価をする。） 

１．授業への積極的参加態度（30％） 

２．授業ごとに提出する授業への振り返り（30％） 

３．小テスト・課題レポート（40％） 

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

12．受講生への 

メッセージ 

 学校保健は、児童生徒の健康や発達を支援する上で、また学習の機会を保障する上で、大変重要な領域で

す。それぞれの目指す職種の立場から、また学校保健という視点から、どのように児童生徒を支援すること

ができるのか、講義の中で主体的に考える姿勢を期待します。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

学校保健の構造領域 

 ・学校保健とは 

 ・ヘルスプロモーション 

事前学習 

これまでの学校保健についての既習事項につ

いて、復習しておく。教科書 pp.2～38／pp.104

～117 を熟読し、基礎的事項を整理しておく。 

事後学習 
学校保健の構造領域について理解したことを

総括し、自分の考えをまとめる。 

第２回 
学校保健の今 

・平成 20年中央教育審議会答申を読み解く 

事前学習 
事前に配布する、中央教育審議会答申を熟読

し、記載されている内容をまとめておく。 

事後学習 

講義時間内のディスカッションを総括し、現在

の学校保健活動に求められている事項につい

て、自分の考えをまとめる。 

第３回 

保健教育 

①保健学習 

・学習指導要領における保健学習 

事前学習 

学校保健実務必携の保健学習に関するページ

（pp.546〜694）を参照。教科書 pp.152～162

を熟読し、基礎的事項を整理しておく。 

事後学習 
保健学習に関するディスカッションを総括し、

自分の考えをまとめる。 

第４回 
②集団を対象とした保健指導 

・ライフスキル教育の体験 

事前学習 

学校保健実務必携の保健指導に関するページ

（pp..559〜694）を参照し、基礎的事項を整理

しておく。 

事後学習 
児童生徒の生活改善につながる保健指導のあ

り方について、自分の考えをまとめる。 

  



 

 

 

第５回 
③児童生徒の現代的健康課題と保健教育 

・食育、性教育を進める際の留意点 

事前学習 

学校保健実務必携の食育・性教育に関するペー

ジ（pp.763〜793/794～811）を参照。教科書

pp.275～236 を熟読し、基礎的事項を整理して

おく。 

事後学習 

保健指導案作成の方法について、第３〜５回の

講義内容を復習し、保健指導案の作成にあたり

資料準備を始める。 

第６回 

保健管理 

①児童生徒の健康診断 

・教育的活動としての健康診断 

 （事前指導を中心に） 

事前学習 

学校保健実務必携の健康診断に関するページ

（pp.167〜180）を参照。教科書 pp.174～188

を熟読し、基礎的事項を整理しておく。 

事後学習 
健康診断における事前指導に関するディスカ

ッションを総括し、自分の考えをまとめる。 

第７回 
②健康観察 

・健康観察の観点 

事前学習 

学校保健実務必携の健康観察に関するページ

（pp.181〜197）を参照。教科書 pp.163～173

を熟読し、基礎的事項を整理しておく。 

事後学習 
健康観察に関するディスカッションを総括し、

その留意事項について自分の考えをまとめる。 

第８回 
③健康相談 

・健康相談の基礎と事例検討 

事前学習 

学校保健実務必携の健康相談に関するページ

（pp.392〜409）を参照。教科書 pp.189～203

を熟読し、基礎的事項を整理しておく。 

事後学習 
健康相談に関するディスカッションを総括し、

その留意事項について自分の考えをまとめる。 

第９回 

④学校救急処置 

・救急処置体制の重要性 

・学校事故における裁判の判例から 

事前学習 

学校保健実務必携の学校救急処置に関するペ

ージ（pp.1062〜1082）を参照。教科書 pp.212

～223 を熟読し、基礎的事項を整理しておく。 

事後学習 
学校事故の事例に関するディスカッションを

総括し、その留意点についてまとめる。 

第１０回 

⑤学校環境衛生 

・定期検査、日常点検、臨時検査 

・日常点検の実践 

事前学習 

学校保健実務必携の学校環境衛生に関するペ

ージ（pp.80〜165）を参照。教科書 pp.253～

262 を熟読し、基礎的事項を整理しておく。 

事後学習 
教室内の日常点検を実施して気づいたことや

感じたことをまとめる。 

第１１回 

学校安全 

・学校安全の基礎的事項 

・安全点検の実践 

事前学習 

学校保健実務必携の学校安全に関するページ

（pp.969〜1061）を参照。教科書 pp.263～274

を熟読し、基礎的事項を整理しておく。 

事後学習 
教室内の安全点検を実施して気づいたことや

感じたことをまとめる。 

第１２回 

児童生徒の健康課題 

・児童のかかりやすい疾患 

・歯科疾患と学校保健 

・作成した保健指導案の振り返り 

事前学習 

学校保健実務必携の歯・口の健康つくり

（pp.712～762、pp. 447～473／pp.475 参照）

教科書 pp.39～48、pp.240～252、を熟読し、

基礎的事項を整理しておく。 

事後学習 
事前に作成した歯についての指導案を再検討

し、気づいた点、改善点をまとめる。 

第１３回 

児童生徒の発育発達と体力 

・学校保健統計調査から 

・体力・運動能力調査から 

事前学習 

最新の学校保健統計調査、体力運動能力調査に

目を通し、児童生徒の特徴をつかんでおく。教

科書 pp.120～149 を熟読し、基礎的事項を整

理しておく。 

事後学習 
児童の発育発達・体力の現状から、学校が推進

することのできる対策をまとめる。 

第１４回 
精神の健康・障害のある児童生徒への対応 

・いじめ問題への対応の在り方 

事前学習 

事前に配布するいじめに関する資料を熟読し、

自分の考えをまとめておく。教科書 pp.224～

239 を熟読し、基礎的事項を整理～しておく。 

事後学習 
児童のいじめに関する現状から、学校が推進す

ることのできる対策をまとめる。 

第１５回 

まとめ：「学校保健への参画のあり方」 

・最終課題レポートに記載した内容に基づいて、グル

ープディスカッションを行う。 

・学校保健活動推進のポイントを共有する。 

事前学習 最終課題レポートの作成 

事後学習 
グループディスカッションを通して新たに得

た考え方を踏まえ、全講義内容を振り返る。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 家庭科指導法 （2 単位） 
３．科目番号 

SJEL3433 

EDEL3319 
２．授業担当教員 臼井 和恵 

４．授業形態 講義、演習、プレゼンテーションなど ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
春期「家庭」を履修後の受講が望ましい。 

７．講義概要 
生活の営みに係る家庭科の教科としての意義や、小学校家庭科の目標、内容と全体構造、基礎的な学習指導

理論に基づいた指導方法などについて、平成29年告示の最新版をもとに教授する。さらに実際の家庭科学習
の在り方を、具体的な学習指導計画や学習指導案などの作成を通して、実践的に検討し提案する。 

８．学習目標 

1． 小学校家庭科の特質とその役割を知り、指導対象となる児童の生活実態や家庭科学習に関する背景的要

因などを理解する。 

2． 小学校家庭科の授業計画を構想し、具体的な学習指導計画や学習指導案、授業展開、評価などができる
ようになる。授業設計に際し、家庭科の特性を活かした情報機器及び教材の効果的な活用法を工夫する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

学習指導案、評価レポート等の作成を課す。各自模擬授業を行い、レポートを作成する。 

詳細は授業中に説明する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
文部科学省『小学校学習指導要領解説（平成 29年告示）家庭編』東洋館 
検定教科書『わたしたちの家庭科 5・6』開隆堂 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1．小学校家庭科の特質とその役割を知り、指導対象となる児童の生活実態や家庭科学習に関する背景的要因

などを理解しているか。                                   

2. 小学校家庭科の授業計画を構想し、具体的な学習指導計画や学習指導案、授業展開、評価などができる 

 か。授業設計に際し、パワーポイントなどの情報機器や教材の効果的な活用法を工夫しているか。 

○評定の方法 

 授業態度 ３０％ 

 提出物（模擬授業など演習課題を含む）７０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

1.毎時間教科書は必ず持参すること。   

2.模擬授業は各自 1人で行うので、指導案、教材等しっかり準備をすること。 

13．オフィスアワー 初回の授業中に伝える 

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 小学校家庭科の目標と意義 
事前学習 

小学校の教科書・学習指導要領をもとに、春期の「家
庭」で学んだことを思い出す。 

事後学習 授業の感想（質問を含む）レポート作成。 

第２回 指導計画の作成と内容の取扱い 
事前学習 学習指導要領解説の指定箇所を読む。 

事後学習 キーポイントの確認。 

第３回 家庭科の内容構成と内容の確認 
事前学習 学習指導要領解説の指定個所を読む。 

事後学習 A・B・Cの三つの枠組みを理解する。 

第４回 家庭科と家政学の基礎知識  
事前学習 学習指導要領解説の指定個所を読む。 

事後学習 家政学の基礎の確認。 

第５回 
児童の実態に即した家庭科の授業と学習指導法・
インクルーシブ教育の視点 

事前学習 他の授業で学んだ児童の実態について整理する。 

事後学習 児童を意識した家庭科の授業設計をイメージする。 

第６回 学習指導案の作成と教材作成 
事前学習 配布した学習指導案事例を読む。 

事後学習 学習指導案の準備に取り掛かる。 

第７回 
学習指導案の作成と情報機器使用教材の工夫と活
用 

事前学習 パワーポイントを使用した学習指導案を読む。 

事後学習 学習指導案を具体化する。 

第８回 
模擬授業の実施と評価に向けて 
学習評価の考え方 

事前学習 模擬授業の準備を進める。 

事後学習 学習評価の考え方の確認。 

第９回 

模擬授業と評価１ 
 A家族・家庭生活を中心に 

（１人 10～15分×5～6人） 
（ディスカッションも組み込む） 
以下授業形態は同様に行う 

事前学習 模擬授業の準備。 

事後学習 
授業者は振り返りレポート、他は改善を含めた授業
評価レポートの作成。 

第１０回 
模擬授業と評価２ 
 B 食生活を中心に 

事前学習 模擬授業の準備。 

事後学習 
授業者は振り返りレポート、他は改善を含めた授業
評価レポートの作成。 

第１１回 
模擬授業と評価３ 
 B 衣生活を中心に 

事前学習 模擬授業の準備。 

事後学習 
授業者は振り返りレポート、他は改善を含めた授業
評価レポートの作成。 

  



 

 

 

第１２回 
模擬授業と評価４ 
 B 住生活を中心に 

事前学習 模擬授業の準備。 

事後学習 
授業者は振り返りレポート、他は改善を含めた授
業評価レポートの作成。 

第１３回 
模擬授業と評価５ 
 C 消費生活・環境を中心に 

事前学習 模擬授業の準備。 

事後学習 
授業者は振り返りレポート、他は改善を含めた授
業評価レポートの作成。 

第１４回 
模擬授業と評価６ 
情報機器活用やアクティブ・ラーニングの視点を
意識した授業を中心に 

事前学習 模擬授業の準備。 

事後学習 
授業者は振り返りレポート、他は改善を含めた授
業評価レポートの作成。 

第１５回 
まとめ  
家庭科に求められる役割と今後の課題 

事前学習 プレゼンテーションの準備。 

事後学習 まとめレポートの作成。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 家庭支援論 （2 単位） 

３．科目番号 SJMP3120 

２．授業担当教員 青木 正 

４．授業形態 講義、演習、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 

この科目は、保育士資格を取得するための必修科目であり、保育実践に不可欠の知識・技能を学習するも

のである。 
具体的な内容としては、保育士として家庭、地域などを視野に入れた子育て家庭に対する支援のあり方や

支援体制等について理解をする。さらに保育相談支援の意義や内容、方法など子育てを行う保護者支援の基

本を理解する。 

８．学習目標 

1.家庭支援に必要な考え方を理解し、実践で活かせるようにする。 
2.子育て支援に必要な支援に関連する福祉制度に規定された支援機関・体制を理解する。 

3.子育て支援に必要な支援方法、及び関連機関との連携を理解し、実践で活かせるようにする。 
4.保育相談に係る考え方と具体的な方策を理解し、実践で活かせるようにする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

毎回授業の初めに、前回の復習を兼ねた、小テストを実施する。また、後半期にレポートを課す。レポー

トの題目及び執筆規定については授業の中で指示する。予習や探求的な課題を積極的に取り組み、主体的な

学習によって理解を確かにすると共に問題解決力を培うように努めること。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

白幡久美子編『改訂保育士をめざす人の家庭支援』（株）みらい。 

【教材】 

講義を補足するために必要に応じて資料を配布する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.家庭支援に必要な考え方を理解出来たか。 

2.子育て支援に必要な支援に関連する福祉制度に規定された支援機関・体制を理解出来たか。 

3.子育て支援に必要な支援方法、及び関連機関との連携を理解出来たか。 

4.保育相談に係る考え方と具体的な方策を理解出来たか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への出席・レポート  総合点の４５％ 

２ 期末試験        総合点の４０％ 

３ 日常の学習状況     総合点の１５％ 

12．受講生への 

メッセージ 

乳幼児を預かる保育士には、子育て家庭への理解と支援が求められています。本科目は、地域社会の変化や

家庭生活における人間関係について十分理解したうえで「子育てが楽しい」と誰もが感じることのできるよ

うな家庭支援の方法を一緒に考えていきます。 

 

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 授業中に通知します。 

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 
ガイダンス：授業の概要と進めかた 

「家庭支援論」と「家族援助論」 

事前学習 シラバスを熟読しておく。 

事後学習 「家族支援」「家族援助」のイメージを言語化しておく。 

第２回 保育士による家庭支援① 

事前学習 
教科書の「保育士と家庭支援」を読み、わからない部分を

チェックしておく。 

事後学習 
これまでに他の科目等で「家族」「家庭」について学んだこ

とを、授業ノート等から書き出しておく。 

第３回 
保育士による家庭支援② 

家族の変容と社会変容① 

事前学習 保育士の職業イメージを整理しておく。 

事後学習 身近な性別役割分業の例を書き出し、考察する。 

第４回 家族の変容と社会の変容② 

事前学習 
現代の家族の問題について、報道された記事やコラムなど

を 1点以上読んでくる。 

事後学習 
「多様な家族構成」の「多様」の意味を、授業内容をふま

えて考える。 

第５回 
家族の変容と社会の変容② 

子育て支援① 

事前学習 
子育てについて、現代の女性がどのような不安を感じてい

ると考えられるか。列挙しておく。 

事後学習 
国際結婚・国際離婚の現状について、新聞記事やコラムを

読む。 

第６回 子育て支援② 
事前学習 子育て支援サービスの主要なものを書き出しておく。 

事後学習 児童手当の変遷を自分でもう一度整理しておく。 

第７回 
地域の子育て支援への取り組み 

【レポート課題の提示】 

事前学習 
「地域社会」がキーワードとなっている福祉関連テキスト

をチェックする。 

事後学習 
地域における子育て支援の現状、課題、可能性について考

察する。 



 

 

第８回 施設での家庭支援の考え方 

事前学習 児童福祉施設について調べる。 

事後学習 
児童福祉施設における家庭支援のあり方について整理す

る。 

第９回 家庭支援の基本としての相談支援 

事前学習 保育士が行う相談支援のあり方について考えてくる 

事後学習 
保育士ができる相談支援とはどういうものかについて整理

する。 

第１０回 保育所入所児童の家庭への支援 
事前学習 

保育所の一般的な日課はどのようなものか。タイムテーブ

ルを書き出す。 

事後学習 自分の考える効果的な取り組みとは何か、整理する。 

第１１回 
配慮が必要な児童とその家庭への支援①：

虐待疑いのケース 

事前学習 
報道された児童虐待の事件について、インターネットや書

籍で 1つ以上、読んでおく。 

事後学習 虐待の社会的・経済的背景をふまえて考察する。 

第１２回 
配慮が必要な児童とその家庭への支援②：

登園拒否 

事前学習 「登校拒否」の定義や事例を調べておく。 

事後学習 
自分が保育士であったら当該児童とその家族にどのような

かかわりをするかを考える。 

第１３回 

配慮が必要な児童とその家庭への支援③：

ひとり親家庭のケース 

【レポート提出】 

事前学習 
「ひとり親家庭」の課題として、たとえば何を思い浮かべ

るか、書き出しておく。 

事後学習 
事前に書き出した内容と、授業内容の共通点・相違点につ

いて考える。 

第１４回 
配慮が必要な児童とその家庭への支援④：

発達障害疑いのケース  

事前学習 発達障害に対するイメージを言語化しておく。 

事後学習 
自分が保育士であったら当該児童とその家族にどのような

かかわりをするかを考える。 

第１５回 
まとめ――子育て支援における保育とソー

シャルワーク 

事前学習 
ソーシャルワークとは何か、だいたいの意味を調べておく。

保育所における保育士の専門性について考えを深める。 

事後学習 シラバス 8.の学習目標が達成できたか、自己点検する。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 家庭支援論 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP3328 

SCMP3328 

SBMP3328 

SJMP3120 
２．授業担当教員 西村 彩恵 

４．授業形態 講義、演習、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 
児童・家庭福祉論を履修済みであることが望ましい。 

７．講義概要 

この科目は、保育士資格を取得するための必修科目であり、保育実践に不可欠の知識・技能を学習する

ものである。 
具体的な内容としては、保育士として家庭、地域などを視野に入れた子育て家庭に対する支援のあり方

や支援体制等について理解をする。さらに保育相談支援の意義や内容、方法など子育てを行う保護者支援

の基本を理解する。 

８．学習目標 

1.家庭支援に必要な考え方を理解し、実践で活かせるようにする。 
2.子育て支援に必要な支援に関連する福祉制度に規定された支援機関・体制を理解する。 

3.子育て支援に必要な支援方法、及び関連機関との連携を理解し、実践で活かせるようにする。 
4.保育相談に係る考え方と具体的な方策を理解し、実践で活かせるようにする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

１. グループでの討議・発表を含むグループワーク等を行い、考察したものを提出する(各回実施予定)。 

２．子育て家庭への支援のあり方や支援体制についての学習成果として、レポート(「子育て家庭の支援制

度について」)を作成する。 

グループディスカッションを適宜行うため、真摯に学ぶ姿勢と、主体的な参加が求められる。そのため、

グループディスカッションでの姿勢も授業への貢献度として加味する。シラバスの「学習課題」の提出は

原則として求めないが、配布するプリントは、ファイリングして予習・復習の際に各自で活用して欲しい。

特に、復習の際は教科書・プリントを熟読し、授業内容の要点や自分の考えをまとめておくこと。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】松本園子・永田陽子・福川須美・堀口美智子著『実践・家庭支援論[第 3版]』ななみ書房、2017 

【参考書】社会福祉士養成講座編集委員会編集『新・社会福祉士養成講児童や家庭に対す支援と児童・家

庭福祉論 第 7版』中央法規出版、2019 

【教材】授業内でプリントを配布する。なお、映像教材も適宜使用する。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

1.家庭支援に必要な考え方を理解出来たか。 

2.子育て支援に必要な支援に関連する福祉制度に規定された支援機関・体制を理解出来たか。 

3.子育て支援に必要な支援方法、及び関連機関との連携を理解出来たか。 

4.保育相談に係る考え方と具体的な方策を理解出来たか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への出席・レポート  総合点の４５％ 

２ 期末試験        総合点の４０％ 

３ 日常の学習状況     総合点の１５％ 

12．受講生への 

メッセージ 

保育士は、子どもの成長を支援するだけではなく、子どもの一番身近な存在である家庭を支える役割を

担うことも期待されている。現代の子育て家庭を取り巻く社会的状況への理解(なぜ子育て家庭を支援す

ることが重要なのか)を深めながら、子どもや子育て家庭の支援方法や関係機関との連携について考えて

いく。授業を進めるにあたり、下記の３つの項目に留意すること。また、授業の進捗状況・理解度、受講

者数に応じて、授業内容等を変更する場合がある。 

１．遅刻、欠席に注意し、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。なお、遅延の

場合は遅延証明書を当日又は次回授業までに担当教員に提出すること。遅延の累積回数が多い場合に

は、遅延を認めない場合もある。 

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、その他授業を妨げる行為は慎むこと。減点の対象となる。 

13．オフィスアワー 
事前にメールでアポイントメントを取って下さい。後日、オフィスアワーをお知らせします。 

研究室：6号館 6階 613 メールアドレス：sanishim@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：授業の概要と進め方 

家庭・家族の意義と機能 

事前学習 

事前にシラバスを熟読し、配布資料を綴じるファイル

を用意する。教科書 pp.7～24を事前に読み、家庭・家

族の意義と機能について内容を整理する。 

事後学習 
授業内容をふり返り、家庭・家族の意義と機能につい

て自分の考えをまとめる。 

第２回 家庭支援の必要性 

事前学習 
教科書 pp.26～37、pp.135～142を事前に読み、家庭支

援の必要性について内容を整理する。 

事後学習 
授業内容をふり返り、家庭支援の必要性について自分

の考えをまとめる。 

第３回 現代の子育て家庭を取り巻く環境 

事前学習 
教科書 pp.37～50、pp.147～150を事前に読み、現代の

子育て家庭を取り巻く環境について内容を整理する。 

事後学習 
授業内容をふり返り、現代の子育て家庭を取り巻く環

境について自分の考えをまとめる。 

  



 

 

第４回 保育士等が行う家庭支援の原理 

事前学習 
教科書 pp.79～96を事前に読み、保育士等が行う家庭

支援の原理について内容を整理する。 

事後学習 
授業内容をふり返り、保育士等が行う家庭支援の原理

について自分の考えをまとめる。 

第５回 現代の家庭における人間関係 

事前学習 
教科書 pp.37～49、pp.143～146を事前に読み、現代の

家庭における人間関係について内容を整理する。 

事後学習 
授業内容をふり返り、現代の家庭における人間関係に

ついて自分の考えをまとめる。 

第６回 地域社会の変容と家庭支援 

事前学習 

教科書 pp.14、pp.26～33を事前に読み、地域社会の変

容と家庭支援について各自情報収集し、内容を整理す

る。 

事後学習 
授業内容をふり返り、地域社会の変容と家庭支援につ

いて自分の考えをまとめる。 

第７回 男女共同参画社会とワークライフバランス 

事前学習 

教科書 pp.39～50、pp.67～68、pp.77～78を事前に読

み、男女共同参画社会とワークライフバランスについ

て内容を整理する。 

事後学習 
授業内容をふり返り、男女共同参画社会とワークライ

フバランスについて自分の考えをまとめる。 

第８回 子育て家庭の福祉を図るための社会資源 

事前学習 
認可・認可外保育所の種類や関係機関の役割をまと

める。 

事後学習 
授業内容をふり返り、子育て家庭の福祉を図るため

の社会資源について自分の考えをまとめる。 

第９回 子育て家庭支援施策・次世代育成支援施策の推進 

事前学習 
教科書 pp.69～78を事前に読み、子育て家庭支援施策・

次世代育成支援施策や法律を調べる。 

事後学習 
授業内容をふり返り、子育て家庭支援施策・次世代育

成支援施策の推進について自分の考えをまとめる。 

第１０回 子育て支援サービスの概要 

事前学習 
教科書 pp.51～67、pp.157～164を事前に読み、子育て

支援サービスについて内容を整理する。 

事後学習 
授業内容をふり返り、子育て支援サービスについて授

業内容を要約し、自分の考えをまとめる。 

第１１回 保育所入所児童の家庭への支援 

事前学習 
教科書 pp.104～108を事前に読み、保育所入所児童の

家庭への支援について内容を整理する。 

事後学習 
授業内容をふり返り、保育所入所児童の家庭への支援

について授業内容を要約し、自分の考えをまとめる。 

第１２回 地域の子育て家庭への支援 

事前学習 
教科書 pp.96～104、pp.151～156を事前に読み、地域

の子育て家庭への支援について内容を整理する。 

事後学習 
授業内容をふり返り、地域の子育て家庭への支援につ

いて授業内容を要約し、自分の考えをまとめる。 

第１３回 要保護児童及びその家庭に対する支援 

事前学習 
教科書 pp.109～133を事前に読み、要保護児童及びそ

の家庭に対する支援について内容を整理する。 

事後学習 

授業内容をふり返り、要保護児童及びその家庭に対す

る支援について授業内容を要約し、自分の考えをまと

める。 

第１４回 
子育て支援における関係機関との連携 

家庭支援における今後の展望と課題 

事前学習 
教科書 pp.109～133を事前に読み、子育て支援におけ

る関係機関との連携について内容を整理する。 

事後学習 

授業内容をふり返り、子育て支援における関係機関と

の連携について授業内容を要約し、自分の考えをまと

める。 

第１５回 家庭支援における今後の展望と課題 

事前学習 
これまでの授業内容をふり返り、最後のまとめの討議

に備える。 

事後学習 
講義内容等をふり返り、家庭支援における今後の展望

と課題について自分の考えをまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 韓国の文化と言語Ⅱ （2 単位） 
３．科目番号 

GECM1316 

GECM1326 
２．授業担当教員 橋本 琢 

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 
春期のテキストを継続して使用するため、「韓国の文化と言語Ⅰ」を受講していることが望ましい。 

７．講義概要 

韓国の文化と言語Ⅰでは言語を中心に講義を行なったが、Ⅱでは言語と文化両方を学習する。言語につい

ては基本的な挨拶から日常会話をはじめ、漢数詞、固有数詞などを応用し、会話を深める。文化については

一般的な理論講義と共にビデオや現地見学（コリアタウン、高麗神社）などを併行して講義を行ない、より

深い韓国文化の理解を高めることも目的とする。したがって、本授業は基本的なハングル文字を理解し、韓

国の文化に興味を持っている学生が授業の対象として望ましい。  

８．学習目標 

１．ハングルの文字と単語を覚える 

２．基本的な日常会話ができるように学習する 

３．現代の韓国社会の政治・経済・社会・文化などについて理解する。 

４．韓国の伝統文化・名節について理解する。 

５．韓国の歴史や世界遺産などについて理解する。 

６．韓国の文化を直接的に体験し、より深い文化を理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．個人レポート：授業で紹介された韓国の文化の一つを選び、日本との相違点や類似点について日本語で

まとめる 

２．状況設定に応じた韓国語での会話のロールプレイを作成し発表する 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

李志暎『新装版 できる韓国語 初級Ⅰ』アスク出版、2010。 

【参考書】 

小倉紀蔵『韓国は一個の哲学である <理>と<気>の社会システム』講談社学術文庫、2011。 

金慶珠『歪みの国・韓国』祥伝社新書、2013。 

金成玟『K-POP 新感覚のメディア』岩波新書、2018。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1．自己紹介と簡単な会話ができるのか 

2．韓国の文化について理解し、日本と比べ類似点や相違点について理解されているのか 

○評定の方法 

1．ミニテスト及び授業への参加度（発表など）：４０％ 

2．課題レポート及び予習ノート：２０％ 

3．総括テスト：４０％ 

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や発音などの練習のときは大

きな声を出す。 

２）韓国語の学習と並行して韓国文化についての紹介、解説を各講義時に適宜してゆく。 

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。 

４）授業中は私語、居眠りまた途中入出をしない(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。 

６）韓国文化に関するグループ討議や会話のロールプレイには、メンバー全員が積極的に参加し、また他人

の発表はきちんと傾聴する。 

13．オフィスアワー 授業中に通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 シラバス説明と現代韓国社会の紹介 
事前学習 

シラバス・教科書に目を通し、韓国について関心のあること

を学習用ノートに箇条書きにして授業に臨む 

事後学習 現代韓国社会について理解したことをノートにまとめる 

第２回 第十課、何時からですか？ 

事前学習 
第十課(pp.94～101)の例文を音読し、「基本文型練習」に解

答を記入しておく 

事後学習 
授業で学習した例文を音読し、「書いてみましょう」と第 1

課～6課までの復習問題をする 

第３回 第十一課、いつ日本へ来ましたか？ 

事前学習 
第十一課(pp.102～109)の例文を音読し、「基本文型練習」に

解答を記入しておく 

事後学習 
授業で学習した例文を音読し、「書いてみましょう」と「話

してみましょう」を復習する 

第４回 第十二課、お名前は？ 

事前学習 
第十二課(pp.110～117)の例文を音読し、「基本文系練習」に

解答を記入しておく 

事後学習 
授業で学習した例文を音読し、「書いてみましょう」と「命

令・挨拶表現」を復習する 

  



 

 

第５回 
第十三課、どちらへ行っていらっしゃいま

したか？ 

事前学習 
第十三課(pp.118～123)の例文を音読し、「基本文型練習」に

解答を記入しておく 

事後学習 
授業で学習した例文を音読し、「聴いてみましょう」と「書

いてみましょう」を復習する 

第６回 
第十四課、日本と韓国は似ているけど、け

っこう違うでしょう？ 

事前学習 
第十四課(pp.124～129)の例文を音読し、「基本文型練習」に

解答を記入しておく 

事後学習 
授業で学習した例文を音読し、「書いてみましょう」と「話

してみましょう」を復習する 

第７回 第十五課、温泉に行きたいです。 

事前学習 
第十五課(pp.130～137)の例文を音読し、「基本文型練習」に

解答を記入しておく 

事後学習 
授業で学習した例文を音読し、「話してみましょう」と「書

いてみましょう」及び第 11～15課までの復習をする 

第８回 
第十六課、プレゼントを買うのでお金をた

くさん使います。 

事前学習 
第十六課(pp.138～143)の例文を音読し、「基本文型練習」に

解答を記入しておく 

事後学習 授業で学習した例文を音読し、「応用練習」を復習する 

第９回 
第十七課、結婚式に何を着ていけばいいで

すか。 

事前学習 
第十七課(pp.144～149)の例文を音読し、「基本文型練習」に

解答を記入しておく 

事後学習 
授業で学習した例文を音読し、「話してみましょう」と「聴

いてみましょう」を復習する 

第１０回 第十八課、食事でも一緒にしましょうか？ 

事前学習 
第十八課(pp.150～155)の例文を音読し、「基本文型練習」に

解答を記入しておく 

事後学習 
授業で学習した例文を音読し、韓国語で勧誘(食事やイベン

トなど)の会話のロールプレイを作成する 

第１１回 
第十九課、写真をちょっと撮っていただけ

ますか。 

事前学習 
第十九課(pp.156～161)の例文を音読し、「基本文型練習」に

解答を記入しておく 

事後学習 
授業で学習した例文を音読し、「聴いてみましょう」と韓国

語の「～てください」表現の復習をする 

第１２回 第二十課、自転車に乗ることができますか。 

事前学習 
第二十課(pp.162～170)の例文を音読し、「基本文型練習」に

解答を記入しておく 

事後学習 
授業で学習した例文を音読し、「聴いてみましょう」と第 16

～20課までの復習をする 

第１３回 韓国の儒教文化について理解する 

事前学習 
事前に配布する韓国の儒教文化に関する資料を読み、その基

本概念について、学習 

事後学習 
関心を持っている韓国文化と韓国の儒教文化の関連性につ

いて学習用ノートにまとめておく 

第１４回 韓国語による韓国文化の紹介 

事前学習 

第1回授業の事前学習で箇条書きにしておいた韓国への関心

事について、韓国語(または日本語)による紹介文の作成して

おく 

事後学習 
最もよかった発表をひとつ選び、その評価のポイントを箇条

書きにしておく 

第１５回 全体のまとめ 
事前学習 

授業を通じて新たに発見した韓国の魅力についてまとめて

おく 

事後学習 今後、韓国とどのような関わり合いを持ちたいかをまとめる 

 



 

 

１．科目名（単位数） 看護臨床実習指導 （2 単位） 
３．科目番号 EDHE3378 

２．授業担当教員 面川 幸子 

４．授業形態 
グループワーク・ディスカッションを中心に、講義・発表・実技演

習などで構成する。 
５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本科目では、養護教諭を志す実習生が「看護学（救急処置を含む）」を中心とした既習の知識・技術等を活

用して、主体的に看護臨床実習に臨む力を培うことを目指している。なお、養護教諭としての実践力を高め

るためには、学校との連携が不可欠な、地域の医療を必要とする人々の理解や、医療現場、医療に携わる人々、

専門性に基づいた看護業務に関する理解等が求められる。 

そして、看護は患者ではなく「その人」をみる。看護行為は専門性に基づいた意図的な営みであり、意図

していなかった意味もある。本科目では、この考え方を基盤に、看護臨床実習の場で実習生が学びを得るた

めに必要となる、基礎的知識や技術、態度や心構えなどを学ぶ。また本科目は、学生が主体的に学習課題を

見出した上で、グループでの学びを自己課題へとつなげていくことができるよう展開する。 

８．学習目標 

１ 養護教諭を志す学生にとっての看護臨床実習の目的を理解し説明することができるようになる。 

２ 養護教諭を志す実習生の心得と学び方や態度について学び、実践することがようになる。 

３ 健康障害のある人々や、検査や治療を必要とする人々が体験している生活を想定し、看護の役割に関す

る自己の考えを記述することができるようになる。 

４ 看護臨床実習におけるその場で、実習生が意図的な「観察」や「参加・実習」をし、学びを得るための

準備をすることができる。 

５ 看護臨床実習において、安全・円滑に実習が進み、より多くの体験やできることに向けて、基礎的な看

護技術を体験し、学びと課題の自覚をすることができる。 

６ 看護臨床実習において、場や状況の理解ができるようになるために、医療現場の組織や設備に関するこ

とを学び、医療現場にある人的・物的資源を調べる方法を見出す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 

【レポート課題１】「養護教諭を志す自己が看護臨床実習において学びとりたいこと」 

【レポート課題２】「看護臨床実習における自己目標と自己課題」 

※ 提出期限については、授業中に提示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

中桐佐智子・岡田加奈子編著『養護教諭必携シリーズ No.5 改訂 養護教諭のための保健・医療・福祉系実

習ハンドブック』東山書房。 

【参考書】 

・岡田加奈子・遠藤伸子・池添志乃編『養護教諭、看護師、保健師のための学校看護－学校環境と身体的支

援を中心に－』東山書房。 

・中桐佐智子・天野敦子・岡田加奈子編著『養護教諭必携シリーズ N0.3 最新看護学』東山書房。 

・藤井寿美子・山口昭子・佐藤紀久榮・采女智津江編著『養護教諭のための看護学』大修館書店。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

〇成績評価の規準 

１．養護教諭を志す学生にとっての看護臨床実習の目的を理解し説明できるようになったか。 

２．養護教諭を志す実習生の心得と学び方への態度を理解し、実践するこができたか。 

３．看護臨床実習におけるその場で、実習生が意図的な「観察」や「参加実習」をし、学び得るための準備 

をすることができているか。 

４．看護臨床実習において、安全・円滑に実習が進み、より多くの体験やできることに向けて、基礎的な看

護技術を体験し、学びと課題を自覚することができたか。 

〇評定の方法（下記を総合して成績評価をする。） 

１．授業への積極的参加態度（30％） 

２．授業ごとに提出する授業への振り返り（30％） 

３．小テスト・課題レポート（40％） 

上記のほかに、本学の規定に定められている３／４以上の出席が単位の修得の条件であることをも配慮した。 

12．受講生への 

メッセージ 

 「臨床」とは？「実習」とは？ 養護教諭を志すあなた自身の人生の中で、「看護臨床実習」は、誰に、ど

のような意味があるのでしょうか。「臨床」には、その時、なぜ、どのような人々がいて、なぜ、養護教諭を

志すあなたと出会うのでしょうか。そして現在、あなたは誰と共に、なぜ、何を学ぼうとしているのでしょ

うか。行為や動作の１つひとつには、どのような根拠や意味があったのでしょうか。本授業では、このよう

なことを考えながら本授業に臨んだ人としての学びを、授業への積極的参加度や受講態度・レポートの形で

評価します。 

 教員は、学生自身が学習目標を達成できるよう、知識や技術の伝達のみでなく、学生に向き合い、共に考

え、悩み、学ぶ喜びを共に見出せるよう努めます。そして学生の中に、向き合う力・つなげる力・考える力・

発見する力・表現する力が培われていくことを期待しています。 

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 

○オリエンテーション 

・カリキュラムにおける本科目の位置づけ 
・本科目の学習目標・学習内容・学習方法 
○「臨床」とは・「専門性」とは 

○看護臨床実習の目的と意義 

事前学習 

養護教諭取得を志す自分にとって、なぜ看護臨

床実習に臨む必要があるのかを考え、発表でき
るようにしておく。（教科書 pp.8～14） 

事後学習 
教科書を参考にしながら、自らが看護臨床実習
に臨む目的について、まとめておく。 

  



 

 

第２回 

○看護臨床実習の方法 
・実習機関・実習内容・実習形態 
○「実習」とは・実習生の心得・学び方・態度 

○看護臨床実習に向けた自己課題 

事前学習 
教科書 pp.14-23 を読み、どのように感じたか
をまとめ、発表できるようにしておく。 

事後学習 
養護教諭を志す自分が看護臨床実習において

学びとりたいことについてまとめる。 

第３回 

○医療系施設の種類・病院の分類 

○病院の概要 
・病院の組織・医療従事者・看護部門の組織 
・病院内の施設・設備 

○病院において看護臨床実習に臨むことの目的 

事前学習 

教科書 pp.26-32 を読み、わかったこと、わか

らなかったことを、発表できるようにしてお
く。 

事後学習 
自分が病院実習で学ぶべきと考えることにつ

いて、まとめておく。 

第４回 
○看護過程・看護記録について 
○各診療科に共通して見学・参加可能な実習内容につい

て（本学の実習日誌を含む） 

事前学習 
教科書 pp.36-42 を読み、わかったこと、わか

らなかったことを発表できるようにしておく。 

事後学習 
教科書 pp.43-45 を参照し、看護臨床実習に向
けての自己学習課題をまとめておく。 

第５回 

○各診療科における看護臨床実習① 
・グループ学習課題の決定 

・グループワーク：第 8回・9回の講に向けての学習計
画 

事前学習 
教科書 pp.44-74 に目を通し、取り組みたいグ
ループ学習課題を２つ決めておく。 

事後学習 
グループワークを通しての自己学習課題に関
する学習をしておく。 

第６回 

○各診療科における看護臨床実習② 
〈グループワーク〉 
・調べてきた知識や学びの共有 

・発表に向けた準備 

事前学習 
グループワークに向けて必要な資料を準備し、
説明できるようにしておく。 

事後学習 
グループワークを通しての、発表に向けた自己

学習課題に関する学習をしておく。 

第７回 

○各診療科における看護臨床実習③ 

（グループワーク 
・調べてきた知識や学びの共有 
・発表に向けた準備 

事前学習 
グループ発表における質疑応答も踏まえた準

備をしておく。 

事後学習 
グループワークに向けて必要な資料を準備し、
説明できるようにしておく。 

第８回 

○各診療科における看護臨床実習④  
（グループ発表：「小児科」「精神科・心療内科」「内科」

「整形外科」「眼科」「歯科口腔外科」「耳鼻咽喉外科」
「皮膚科」「産科・婦人科」「（その他）」のなどのグルー
プごとに、次の学習内容を発表する。 

・当該診療科の特色・実習の目的と目標（外来と病棟） 
・実習の内容（外来と病棟）・学校保健に関する症状・
疾患、及び検査・治療について 

・看護師が目指していると思われること 
・養護教諭を目指す学生が学びとるべきと考えること 

事前学習 
グループ発表における質疑応答も踏まえた準
備をしておく。 

事後学習 

グループ発表での学びを想起しながら教科書
pp44～74 を読み、自己学習課題を明らかにし

ておく。 
また、健康障害のある人々や検査や治療を必要
とする人々の生活体験と看護の役割について

ワークシートにまとめる。 

第９回 

○各診療科における看護臨床実⑤ 

（グループ発表：「小児科」「精神科・心療内科」「内科」
「整形外科」「眼科」「歯科口腔外科」「耳鼻咽喉外科」
「皮膚科」「産科・婦人科」「（その他）」のなどのグルー

プごとに、次の学習内容を発表する 
・当該診療科の特色・実習の目的と目標（外来と病棟） 
・実習の内容（外来と病棟）・学校保健に関する症状・

疾患、及び検査・治療について 
・看護師が目指していると思われること 
・養護教諭を目指す学生が学びとるべきと考えること 

事前学習 
グループ発表における質疑応答も踏まえた準

備をしておく。 

事後学習 

グループ発表での学びを想起しながら教科書

pp44～74 を読み、自己学習課題を明らかにし
ておく。 
また、健康障害のある人々や検査や治療を必要

とする人々の生活体験と看護の役割について
ワークシートにまとめる。 

第１０回 
○看護臨床実習に向けて見出した課題に関する学習① 
（ベッドメイキング・環境整備等を想定） 

事前学習 
予定の学習課題に関する内容に関して、教科書
等の該当部分を読んでおく。pp145～149 

事後学習 
教科書や既習科目の該当部分、その他の文献を
参照しながら授業での学びをふり返り、自己課
題をまとめておく。 

第１１回 
○看護臨床実習に向けて見出した課題に関する学習② 
（着脱関する援助・移送・体位変換等を想定） 

事前学習 
予定の学習課題に関する内容に関して、教科書
等の該当部分を読んでおく。pp150～ 

事後学習 
教科書や既習科目の該当部分、その他の文献を
参照しながら授業での学びをふり返り、自己課
題をまとめておく。 

第１２回 

○看護臨床実習に向けて見出した課題に関する学習③ 

（身体計測・フィジカルアセスメント・無菌操作・包帯
法等を想定） 

事前学習 
予定の学習課題に関する内容に関して、教科書
等の該当部分を読んでおく。 

事後学習 
教科書や既習科目の該当部分、その他の文献を
参照しながら授業での学びをふり返り、自己課
題をまとめておく。 

第１３回 

○看護臨床実習に向けて見出した課題に関する学習④ 

（看護の専門性・看護業務・医療用語・医療機器・医療
設備等を想定）（本学の実習日誌を含む） 

事前学習 
予定の学習課題に関する内容に関して、教科書
等の該当部分を読んでおく。 

事後学習 
教科書や既習科目の該当部分、その他の文献を
参照しながら授業での学びをふり返り、自己課
題をまとめておく。 

第１４回 

○看護臨床実習の目標の明確化 

○看護臨床実習に向けての自己課題の明確化（本学に実
習日誌を含む） 

事前学習 
現在の自分が考える看護臨床実習の自己目標
および自己課題をまとめ、発表できるようにし

ておく。 

事後学習 
授業での学びを踏まえて、看護臨床実習の自己
目標および課題をまとめておく。 

  



 

 

第１５回 

○看護臨床実習記録の書き方・評価の仕方 

○看護臨床実習に臨む上での心構え 
○本科目全体を通しての学びの想起（まとめ） 

事前学習 
教科書 pp.74-82 を読み、わかったこと、わか
らなかったことを発表できるようにしておく。 

事後学習 
授業での学びを踏まえて、看護臨床実習の自己

目標および自己課題を新たにまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 看護臨床実習指導 （2 単位） 

３．科目番号 EDHE3378 

２．授業担当教員 髙橋 登志子 

４．授業形態 
グループワーク・ディスカッションを中心に、講義・発表・実技演

習などで構成する。 
５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本科目では、養護教諭を志す実習生が「看護学（救急処置を含む）」を中心とした既習の知識・技術等を活

用して、主体的に看護臨床実習に臨む力を培うことを目指している。なお、養護教諭としての実践力を高め

るためには、学校との連携が不可欠な、地域の医療を必要とする人々の理解や、医療現場、医療に携わる人々、

専門性に基づいた看護業務に関する理解等が求められる。 

そして、看護は患者ではなく「その人」をみる。看護行為は専門性に基づいた意図的な営みであり、意図

していなかった意味もある。本科目では、この考え方を基盤に、看護臨床実習の場で実習生が学びを得るた

めに必要となる、基礎的知識や技術、態度や心構えなどを学ぶ。また本科目は、学生が主体的に学習課題を

見出した上で、グループでの学びを自己課題へとつなげていくことができるよう展開する。 

８．学習目標 

１ 養護教諭を志す学生にとっての看護臨床実習の目的を理解し説明することができるようになる。 

２ 養護教諭を志す実習生の心得と学び方や態度について学び、実践することがようになる。 

３ 健康障害のある人々や、検査や治療を必要とする人々が体験している生活を想定し、看護の役割に関す

る自己の考えを記述することができるようになる。 

４ 看護臨床実習におけるその場で、実習生が意図的な「観察」や「参加・実習」をし、学びを得るための

準備をすることができる。 

５ 看護臨床実習において、安全・円滑に実習が進み、より多くの体験やできることに向けて、基礎的な看

護技術を体験し、学びと課題の自覚をすることができる。 

６ 看護臨床実習において、場や状況の理解ができるようになるために、医療現場の組織や設備に関するこ

とを学び、医療現場にある人的・物的資源を調べる方法を見出す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（宿題）】 

課題１．養護教諭における看護臨床実習の目的、意義、位置づけについて述べてください。 

課題２．小児科の代表的疾患・症状・治療法・検査について述べてください。 

課題３．移動援助の実習を通して、学んだことを述べてください。 

提出方法については授業中に提示する。    

10．教科書・参考書・ 

教材 

【教科書】 中桐佐智子・岡田加奈子編『改訂 養護教諭のための保健・医療・福祉系実習ハンドブック』、

東山書房、2013。 

      東京福祉大学編『教育実習の手引き』 

      東京福祉大学編『養護実習・看護臨床実習の手引き』 

【参考書】 『看護学事典』 

提示以外に必要な参考書は随時提示する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

〇成績評価の規準 

１．養護教諭を志す学生にとっての看護臨床実習の目的を理解し説明できるようになったか。 

２．養護教諭を志す実習生の心得と学び方への態度を理解し、実践するこができたか。 

３．看護臨床実習におけるその場で、実習生が意図的な「観察」や「参加実習」をし、学び得るための準備 

をすることができているか。 

４．看護臨床実習において、安全・円滑に実習が進み、より多くの体験やできることに向けて、基礎的な看

護技術を体験し、学びと課題を自覚することができたか。 

〇評定の方法（下記を総合して成績評価をする。） 

１．授業への積極的参加態度（30％） 

２．授業ごとに提出する授業への振り返り（30％） 

３．小テスト・課題レポート（40％） 

上記のほかに、本学の規定に定められている３／４以上の出席が単位の修得の条件であることをも配慮した。 

12．受講生への 

メッセージ 

「看護臨床実習指導」は、地域看護の実態を把握するとともに、看護現場で経験豊かな指導者の下で患者

と直接的に触れ合い、養護教諭としての自覚や資質を高めるための基礎的能力や態度を養うこと。 

養護教諭を目指す学生として医療機関で実習するということを念頭に心構え、態度、基本的知識・技術の

習得できるように臨んでください。学校では、養護教諭の職務の中で、「看護の機能」に対するニーズは高い

と言われています。この授業を通し、実践的な知識や技術が身につくことを期待しています。 

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。また、実習を取り入れ

た授業体制であるため動きやすい服装（靴を含む）で参加してください。 

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 非常勤講師室で対応する。 

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   

看護臨床実習の目的と意義 

事前学習 
テキスト pp.8～16 の内容を読んで看護臨床実習目的は何かを

看護臨床実習用ノートに記述してくること。 

事後学習 
養護教諭における看護臨床実習の目的、意義、位置づけについ

て看護臨床実習用ノート記述して第 2回目の授業に提出する。 



 

 

第２回 

実習の方法 

  実習場所と実習内容について 

実習生の心得・実習のルール・留意点 

事前学習 

テキスト pp.8～23 の内容を読んで実習の方法、実習の心得は

どのようなことかを読んで看護臨床実習用ノートに記述して

くること。 

事後学習 

自己の希望する実習場所について、どのような実習機関・施設

なのか、関係する法的な事項について調べノートにまとめる。 

自己が行動できるように「実習生の心得・実習ルール・態度等」

について授業の内容を看護臨床実習用ノートに記述する。 

第３回 医療系施設における実習 

事前学習 

テキスト pp.26～45の内容を読んで臨むこと。 

病院と病床の種類別を調べて看護臨床実習用ノートに記述し

てくること。 

事後学習 
各科に共通する見学・参加可能実習内容を看護臨床実習用ノー

トにまとめる。 

第４回 

各科実習とその具体的展開（看護技術の

演習・地域医療と学校保健の連携に関す

る内容を含） 

① 小児科・内科の実習 

事前学習 
テキスト pp.46～49、pp.53～54 の小児科実習の特徴、内科実

習の特徴とは何かを読んでくること。 

事後学習 

小児科実習内容、内科実習内容についてまとめる。小児の正常

な形態的発達・機能的発達・精神・運動機能の発達、内科の疾

患・症状・治療法・検査を看護臨床実習用ノートに記述する。 

第５回 ② 精神科・神経科の実習 

事前学習 テキストpp.49～52精神科・神経科実習の特徴とは何かを読む。 

事後学習 
精神科・神経科実習の疾患・症状・治療法・検査を看護臨床実

習用ノートに記述する。 

第６回 ③ 外科・整形外科の実習 

事前学習 
テキスト pp.54～61外科実習、整形外科実習の特徴とは何かを

読む。 

事後学習 
外科実習内容・整形外科実習の疾患・症状・治療法・検査を看

護臨床実習用ノートに記述して第 7回の授業に提出する。 

第７回 ④ 眼科・耳鼻咽喉科の実習 

事前学習 
テキスト pp.61～64、pp.66～69 眼科の実習、耳鼻咽喉科実習

の特徴とは何かを読む。 

事後学習 
眼科実習、耳鼻咽喉科実習の疾患・症状・治療法・検査を看護

臨床実習用ノートに記述する。 

第８回 ⑤ 歯科口腔外科の実習 

事前学習 
テキストpp.64～66歯科口腔外科の実習内容の特徴とは何かを

読んでくること。 

事後学習 
歯科口腔外科実習の疾患・症状・治療法・検査を看護臨床実習

用ノートに記述する。 

第９回 ⑥ 皮膚科・産婦人科の実習 

事前学習 
テキスト pp.69～74皮膚科実習、産婦人科実習の特徴とは何か

を読んでくること。 

事後学習 
皮膚科実習、産婦人科実習の疾患・症状・治療法・検査を看護

臨床実習用ノートに記述する。 

第１０回 
看護臨床実習記録の書き方・評価の仕方

について① 

事前学習 

テキストpp.75～82の内容を読んで看護臨床実習で利用される

実習記録にはどのようなものがあるかを調べて看護臨床実習

用ノートに概要を記述してくること。 

事後学習 
看護臨床実習記録を授業中に提示した事例を用いて記録用紙

に記述して第 11回授業時に提出する。 

第１１回 
医療機関での生活環境の想定した(ベッ

ドメーキングの作成を含)実習 

事前学習 
第 10 回の授業の終了時に提示する配布資料を読み、留意点に

ついては記述してくること。 

事後学習 実習した内容を看護臨床実習用ノートに記述すること。 

第１２回 
体位変換・移動の援助・衣類の着脱の実

習 

事前学習 
第 11 回の授業の終了時に提示する配布資料を読み、留意点に

ついては記述してくる。 

事後学習 
課題レポート提出…移動援助に関連した内容 

提出内容については授業終了時に提示する。 

第１３回 包帯・三角巾による傷病時実習 

事前学習 
第 12 回の授業の終了時に提示する配布資料を読み、留意点に

ついては記述してくる。 

事後学習 
包帯・三角巾の実技の基本から応用について看護臨床実習用ノ

ートにまとめる。 

第１４回 
グループ討議『看護臨床実習において学

びとりたいこと、体験したいこと』 

事前学習 
今までの学びを統合して「看護臨床実習の目的とあなた個人の

実習課題」を記述してくる。 

事後学習 
看護臨床実習の目的とあなた個人の実習課題を看護臨床実習

用ノートに記述して提出。 

第１５回 

看護臨床実習に関連する基礎知識の確

認（解剖生理学、薬理学、医学、看護学

等） 

事前学習 

第 14 回に看護臨床実習に関連する基礎知識の配布資料の内容

を読む。 

テキスト pp.188～197の医学、看護学内容を読む。 

事後学習 
「看護臨床実習に必要な知識・技術」に関する薬理学を中心に

学びを看護臨床実習用ノートにまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 起業経営論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP4105 

２．授業担当教員 岡田 高明 

４．授業形態 講義、集団討議、学生との応答などを併用する。 ５．開講学期 春期/秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
経済学、暮らしの経済、経営学などを併せて履修するとより深い理解が進む。 

７．講義概要 

 日本経済の再生のためにはイノベーションを生み出すベンチャー企業が不可欠である。起業家精神やベ

ンチャーマインドはベンチャー企業だけではなく、大企業にとっても重要性を増している。ベンチャー企

業の経営は容易ではないが、ベンチャーを成功させるには、立ち上げから、成長，発展まで的確なビジネ

スプランの作成と、市場戦略、資金調達戦略、組織戦略、IPO 戦略ならびに各種支援が必要である。起業

家精神を涵養し、失敗を恐れず新しいことに果敢に挑戦するベンチャー・ビジネスの立ち上げから成功に

導く経営方法について、考察する。 

８．学習目標 

１．起業の意義と方法を理解し、説明することが出来る。 

２．ベンチャーの企業経営について理解し、説明することが出来る。 

３．ベンチャーの成長戦略について理解し、説明することが出来る。 

４．ベンチャーの成長段階に相応しい資金調達を理解し、説明することが出来る。 

５．IPO 市場と上場プロセスを理解し、説明することが出来る。 

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。授業内で長期休暇中の課題レポートを提示する 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

齋藤毅憲・渡辺峻編著『自分で企業をつくり、育てるための経営学入門』文眞堂、2017 年。 

【参考書】 

東京弁護士会親和全期会『起業と経営の基本知識がわかる本 - 弁護士税理士による実践書』 

自由国民社 2014。 
11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

将来の起業した場合の事業計画をプレゼンできるようにする。 

○評定の方法 

講義内レポート・発表 20% 授業参加 80％ 間違えてもいいから参加して考える力を重要視する。 

12．受講生への 

メッセージ 

個人にとって「起業して働く」ことは、キャリア形成の有力な選択肢になっている。すでに大企業神話は

崩壊し、労働力市場の流動化が進み、集団主義的な組織風土の限界が露呈しているなかでは、もはや、「雇

われて働く」ことがすべてではなくなっている。一方で、起業は、魅力的ではあるが、リスキーな選択肢

でもある。さらに、経済社会の活性化に貢献するものでもあり、福祉関連事業においても、起業機会は存

在する。本講座の履修を通じて、一人でも多くの受講生が仕事のひとつの選択肢として、起業を位置付け

てもらえるようになれば幸いだ。 

13．オフィスアワー 別途通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 イントロダクション 
事前学習 

シラバスを読んで授業の概要を確認してお

く。 

事後学習 講義内容の確認まとめを行う。 

第２回 第 1 章 キャリアの選択肢としての「起業」 
事前学習 教科書の pp1〜12 を読んでくる。 

事後学習 上記部分の復習をする。 

第３回 第 2 章 あなたも企業ができる－事例から学ぶ 
事前学習 教科書の pp15〜26 を読んでくる。 

事後学習 上記部分の復習をする。 

第４回 第 3 章 「企業」をうながす推進要因 
事前学習 教科書の pp29〜39 を読んでくる。 

事後学習 上記部分の復習をする。 

第５回 第 4 章 起業の主な形態と効果 
事前学習 教科書の pp43〜54 を読んでくる。 

事後学習 上記部分の復習をする。 

第６回 第 5 章 起業機会の発見 
事前学習 教科書の pp57〜68 を読んでくる。 

事後学習 上記部分の復習をする。 

第７回 第 6 章 起業を実現するための要因 
事前学習 教科書の pp71〜82 を読んでくる。 

事後学習 上記部分の復習をする。 

第８回 第 7 章 起業プランの作成 
事前学習 教科書の pp85〜96 を読んでくる。 

事後学習 上記部分の復習をする。 

第９回 
第８章 起業家としてのインディペンデント・コント

ラクター 

事前学習 教科書の pp99〜110 を読んでくる。 

事後学習 上記部分の復習をする。 

第１０回 第 9 章 「起業家社会」のための企業支援 
事前学習 教科書の pp113〜124 を読んでくる。 

事後学習 上記部分の復習をする。 

第１１回 第 10 章 経営学と起業 
事前学習 教科書の pp127〜138 を読んでくる。 

事後学習 上記部分の復習をする。 

第１２回 グループケーススタディ（「経営学のススメ」演習①） 
事前学習 

教科書の pp13〜42 の各章の終わりにある
「経営学のススメ①〜③」を読んでくる。 

事後学習 自分たちのプレゼンテーションのレビュー



 

 

をしておく。 

第１３回 グループケーススタディ（「経営学のススメ」演習②） 

事前学習 
教科書の pp55〜84 の各章の終わりにある
「経営学のススメ④〜⑥」を読んでくる。 

事後学習 
自分たちのプレゼンテーションのレビュー

をしておく。 

第１４回 グループケーススタディ（「経営学のススメ」演習③） 

事前学習 
教科書の pp97〜142 の各章の終わりにある
「経営学のススメ⑦〜⑩」を読んでくる。 

事後学習 
自分たちのプレゼンテーションのレビュー

をしておく。 

第１５回 総括－まとめ 
事前学習 これまでの講義概要を理解しておく。 

事後学習 講義全体のまとめを行う。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 起業経営論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP4105 

２．授業担当教員 相馬 一天 

４．授業形態 講義、集団討議、学生との応答などを併用する。 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 日本経済の再生のためにはイノベーションを生み出すベンチャー企業が不可欠である。起業家精神やベ

ンチャーマインドはベンチャー企業だけではなく、大企業にとっても重要性を増している。ベンチャー企

業の経営は容易ではないが、ベンチャーを成功させるには、立ち上げから、成長，発展まで的確なビジネ

スプランの作成と、市場戦略、資金調達戦略、組織戦略、IPO 戦略ならびに各種支援が必要である。起業

家精神を涵養し、失敗を恐れず新しいことに果敢に挑戦するベンチャー・ビジネスの立ち上げから成功に

導く経営方法について、考察する。 

８．学習目標 

１．起業の意義と方法を理解し、説明することが出来る。 

２．ベンチャーの企業経営について理解し、説明することが出来る。 

３．ベンチャーの成長戦略について理解し、説明することが出来る。 

４．ベンチャーの成長段階に相応しい資金調達を理解し、説明することが出来る。 

５．IPO 市場と上場プロセスを理解し、説明することが出来る。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

１．起業により成功した会社のビジネスモデルを整理し、成功要因を論ずること。２．自らの起業プラン
を作成すること。 

10．教科書・参考書・

教材 
【教科書】忽那憲治他『アントレプレナーシップ入門－ベンチャーの創造を学ぶ』有斐閣 2013年 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

将来の起業した場合の事業計画をプレゼンできるようにする。 

○評定の方法 

講義内レポート・発表 20% 授業参加 80％ 間違えてもいいから参加して考える力を重要視する。 

12．受講生への 

メッセージ 

起業と企業経営について包括的かつ平易に説明する。授業時間中に質問や意見を積極的に述べて学習して
欲しい。 

13．オフィスアワー 授業中に連絡する 

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 イントロダクション：起業とは 
事前学習 

起業についてインターネット等で調べ、まと
める 

事後学習 起業とは何かまとめる 

第２回 起業リスクについて 
事前学習 テキストの予習 (pp.19～34） 

事後学習 授業で学習したことをまとめる  

第３回 顧客と事業機会、アイデアとマーケット 
事前学習 テキストの予習 (pp.35～45） 

事後学習 授業で学習したことをまとめる 

第４回 アイデアの発想法：ブレーンストーミング 
事前学習 テキストの予習 (pp.47～58） 

事後学習 授業で学習したことをまとめる 

第５回 儲けるための仕組み、収益構造 
事前学習 テキストの予習 (pp.59～74) 

事後学習 授業で学習したことをまとめる 

第６回 マーケットのライフサイクルとイノベーション 
事前学習 テキストの予習 (pp.75～89） 

事後学習 授業で学習したことをまとめる 

第７回 ニッチマーケットとマーケットの創造 
事前学習 テキストの予習 (pp.91～105） 

事後学習 授業で学習したことをまとめる 

第８回 相対的な強みの創造：競合分析 
事前学習 テキストの予習 (pp.107～120） 

事後学習 授業で学習したことをまとめる 

第９回 事業コンセプトから事業計画への展開 
事前学習 テキストの予習 (pp.121～134） 

事後学習 授業で学習したことをまとめる 

第１０回 パートナー、チームおよび人材 
事前学習 テキストの予習 (pp.135～148） 

事後学習 授業で学習したことをまとめる 

第１１回 エンジェルとベンチャーキャピタル 
事前学習 テキストの予習 (pp.149～164） 

事後学習 授業で学習したことをまとめる 

第１２回 資本政策および資金管理、株式とキャッシュフロー 
事前学習 テキストの予習 (pp.165～184） 

事後学習 授業で学習したことをまとめる 

第１３回 ビジネスプランの作り方：コンセプトから事業計画まで 
事前学習 ビジネスプラン作成の要点をまとめる 

事後学習 ビジネスプランを作成する 

第１４回 ビジネスプランの発表 
事前学習 作成したビジネスプランを見直す 

事後学習 発表されたビジネスプランを整理する 

第１５回 ビジネスプランの評価とまとめ 
事前学習 ビジネスプランをブラッシュアップする 

事後学習 講義全体のまとめを行う 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 企業統治論（非営利企業を含む） （2 単位） 

３．科目番号 SBMP3116 

２．授業担当教員 吉沢 正広 

４．授業形態 講義を主にしながら質問、報告、討論の時間をつくり進める。 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「経営学」や「経営戦略論」も履修することが望ましい。 

７．講義概要 

1）企業の健全な経営のため最も重要な機能は企業統治だといわれている。まず企業統治（コーポレート・ガ

バナンス）とは何かについて理解を深める。 

2）企業という場合、株式会社などの営利企業のほかに非営利企業(NPO 法人など)、最近では社会的企業と

表現される企業があるが、株式会社を中心としつつ、各種の企業経営に共通の機能として企業統治機能の

内容を解明する。 

3）企業活動のグローバル化にともない、日本をはじめアメリカ、中国、韓国、ドイツなどの企業統治の特徴

を具体的にとりあげ、国際化への知的対応を準備する。 

８．学習目標 

将来、企業（営利企業、非営利企業）へ就職したり、企業を設立、運営したり、企業と関係することが多い

と思われ、そのような意味から学習の目標としては、1）企業の立場から企業統治を考えるとともに、2）企

業の利害関係者（ステイクホルダー）の立場から、株主、従業員、顧客、地域社会などの視点から考え、3）

数多くの具体的な事例をとりあげ、問題への認識を深めることを目標とする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

講義でとりあげ学習した問題または関連するテーマについて課題を示し、それについてレポートを作成ま

たは報告する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

菊池・金山・新川編著『企業統治論』税務経理協会、2014。 

【参考書】 

菊池敏夫著『現代企業論』中央経済社、2007。  

高巖著『コンプライアンスの知識＜第２版＞』日本経済新聞社、2010。 

菊池敏夫、太田三郎、金山権、関岡保二編著『企業統治と経営行動』文眞堂、2012。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．企業統治に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．経営学的な思考が身についたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 期末試験        総合点の４０％ 

３ 課題レポート      総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

将来、企業（営利・非営利企業）への就職、企業の設立、企業の経営管理への参加などの機会を想定しな

がら学習することをおすすめしたい。そうすることによって学習が将来の夢の実現への準備となり、問題を

真剣に考えられるようになるからである。 

13．オフィスアワー 月曜日，火曜日，水曜日 12：15～13：00 研究室にて 

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 

Ⅰ．企業統治とは何か 

１．企業統治の意味  

２．企業統治への組織的対応 

事前学習 p.3を読み企業統治の意味をまとめること。 

事後学習 
p.5 の企業組織の再編成についてまとめるこ

と。 

第２回 

Ⅰ．企業統治とは何か 

 ３．企業統治問題提起の背景  

４．企業統治改革の現状とその歴史 

事前学習 
p.6 の企業統治問題提起を読みまとめるこ

と。 

事後学習 
p.9 の企業統治改革の現状とその歴史につい

てまとめること。 

第３回 

Ⅱ．企業活動と企業統治 

 １．企業活動の構成とその主体 

 ２．企業支配 

事前学習 
p.20 の企業活動の構成とその主体企業行動

を読みまとめること。 

事後学習 p.23の企業支配を読みまとめること。 

第４回 

Ⅱ．企業活動と企業統治 

 ３．企業支配の主体 

 ４．現代企業の企業統治の主体． 

事前学習 p.24の企業支配の主体を読みまとめること。 

事後学習 
p.26 の現代企業の企業統治の主体を読みま

とめること。 

第５回 

Ⅲ．企業統治と取締役 

 １．日本の企業統治と取締役会 

 ２．中国の企業統治と取締役会 

事前学習 
p.31 の日本の企業統治と取締役会を読みま

とめること。 

事後学習 
p.48 の中国の企業統治と取締役会を読みま

とめること。 

第６回 

Ⅲ．企業統治と取締役 

３．韓国の企業統治と取締役会 

４．課題レポート 

事前学習 
p.77 の韓国の企業統治と取締役会を読みま

とめること。 

事後学習 
企業統治の現状と課題についてまとめるこ

と。 



 

 

第７回 

Ⅳ． 社外取締役・独立取締役をめぐる諸問題 

 １．外部取締役導入の傾向 

 ２．企業統治における取締役の構成をめぐる問題 

事前学習 
p.91 の外部取締役導入の傾向を読みまとめ

ること。 

事後学習 
p.95 の企業統治における取締役の構成をめ

ぐる問題をまとめること。 

第８回 
Ⅳ．社外取締役・独立取締役をめぐる諸問題 

 ３．企業統治システムが機能するために 

事前学習 
企業統治システムの機能についてまとめる

こと。 

事後学習 
p.96 の企業統治システムが機能することに

ついてまとめること。 

第９回 

Ⅴ．企業統治と監査・内部統制 

 １．企業統治と内部統制 

 ２．内部統制と監査 

事前学習 
p.101 の企業統治と内部統制を読みまとめる

こと。 

事後学習 p.105の内部統制と監査をまとめること。 

第１０回 
Ⅴ．企業統治と監査・内部統制 

 ３．企業統治と監査の課題 

事前学習 企業統治と監査の課題を読みまとめること。 

事後学習 p.114の課題をまとめること。 

第１１回 

Ⅵ ．非営利企業の企業統治 

 １．非営利企業とは何か 

 ２．非営利企業の企業統治の難しさ 

事前学習 p.117の非営利企業についてまとめること。 

事後学習 
p.119 の非営利企業の企業統治の難しさにつ

いてまとめること。 

第１２回 

Ⅵ．非営利企業の企業統治 

 ３．日本における非営利企業の企業統治構造 

 ４．非営利企業の企業統治をめぐる研究課題 

事前学習 
p.121 の日本における非営利企業の企業統治

構造を読みまとめること。 

事後学習 
p.127 の非営利企業をめぐる課題をまとめる

こと。 

第１３回 
Ⅶ企業統治における消費者の権益 

 １．消費者権益優先の認識と行動 

事前学習 消費者の権益についてまとめること。 

事後学習 
p.132 の消費者権益優先の認識と行動をまと

めること。 

第１４回 
Ⅶ．企業統治における消費者の権益 

 ２．消費者重視の経営理念 

事前学習 経営理念についてまとめること。 

事後学習 消費者重視の経営理念ついてまとめること。 

第１５回 講義全体のまとめと課題 

事前学習 
非営利企業の企業統治について整理するこ

と。 

事後学習 企業統治についてまとめること。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
キャリア開発演習Ⅰ（教養）B  (4 単位) 

３．科目番号 GECD3115 

２．授業担当教員 岩井 智重・ヴェステリ テチアナ・大谷 崇・染谷 聡 

４．授業形態 講義・演習・グループディスカッション ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
教養基礎演習ⅡＢと教養基礎演習ⅢＢの履修後が望ましい 

７．講義概要 

この授業では、「就職活動の準備教育」として、日本国内の企業や海外の日系企業で日本語を使って仕事がで

きる能力の養成を目指す。具体的には、就職活動から入社直前までと、さらに新入社員として直面する様々

な場面を設定し、実際の場面に即した適切な日本語運用能力を伸ばす。また、口頭能力の養成に重点を置き

つつも、エントリーシート作成、履歴書作成、メール作成、ディスカッションなども同時に学ぶことにより、

「就職活動の準備教育」としての総合的な日本語能力を身に付ける。 

８．学習目標 

1．日本国内の企業や海外の日系企業で働くために必要な総合的日本語能力を養う 

2．就職活動から入社直前までと、さらに新入社員として直面する様々な場面に適した日本語運用能力を養う 

3．日本の企業文化についての知識を学ぶ 

4．エントリーシート作成、履歴書作成、メール作成等、書く力を養う 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1． 指示した事前学習・事後学習を必ず行うこと 

2． 授業中に配付するプリント課題は必ず実施し、提出すること 

3． 課題などは各自ファイルをし、復習できるようにすること 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

・村野節子・山辺真理子・向山陽子著『中級レベル ロールプレイで学ぶ ビジネス日本語 – 就活から入社ま

で -』スリーエーネットワーク、2018。 

【参考書】 

・斎藤仁志・深澤道子・酒井理恵子・中村雅子著『シャドーイング 日本語を話そう！ 就職・アルバイト・

進学面接編』（英語・中国語・韓国語訳版／インドネシア語・タイ語・ベトナム語訳版）くろしお出版、2016。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1．日本国内の企業や海外の日系企業で働くために必要な総合的日本語能力を養うことができたか 

2．就職活動から入社直前までと、さらに新入社員として直面する様々な場面に適した日本語運用能力を養う
ことができたか 

3．日本の企業文化についての知識を学ぶことができたか 

4．エントリーシート作成、履歴書作成、メール作成等、書く力を養うことができたか 

○評定の方法：以下の点を総合して評価する。 

1. 授業への参加態度 総合点の 30％ 

2. 試験（小テスト・中間テスト・期末試験、口頭発表による試験等） 総合点の 30％ 

3. 提出課題（レポート等） 総合点の 40％ 

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 

1． 欠席、遅刻、早退などせず、事前学習をして積極的に授業に参加すること 

2． 宿題や提出物は必ず提出すること 

3． 授業のプリントはなくさないようにファイルすること 

4． 授業と関係のない私語はしないこと 

5． わからないことは、教員に質問・確認をすること 

6． 授業計画は、学習者の授業の様子を見て変更する場合もある 

13．オフィスアワー 授業のある日の休み時間 

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 

事前学習 
教科書を購入し、目次に目を通しこの授業の

全体像を把握する 

事後学習 
教科書内でわからなかったところを確認し

ておく 

第２回 

Unit 1 就活（就職活動）の準備 

１課 インターンシップ情報を得る 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.1～7の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第３回 

Unit 1 就活（就職活動）の準備 

２課 インターンシップに応募する 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.8～14の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第４回 

Unit 1 就活（就職活動）の準備 

ケーススタディ１ カラスの集団？ 就活ルックって？ 

         ディスカッション 

事前学習 教科書 pp.15の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第５回 

Unit 2 インターンシップ 

３課 インターンシップに参加するー１ 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.17～23の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第６回 

Unit 2 インターンシップ 

４課 インターンシップに参加するー２ 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.24～28の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

  



 

 

第７回 

Unit 2 インターンシップ 

４課 インターンシップに参加するー２ 

   封筒の書き方 

ケーススタディ２ 「ほうれんそう」って必要？ 

          ディスカッション 

事前学習 教科書 pp.29～30の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第８回 

Unit 3 就職の面接 

５課 面接を受けるー１ 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.31～35の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第９回 

Unit 3 就職の面接 

６課 面接を受けるー２ 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.38～41の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１０回 

Unit 3 就職の面接 

６課 面接を受けるー２ 

   志望動機を書く 

事前学習 教科書 pp.41～42の内容確認 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１１回 

Unit 3 就職の面接 

６課 面接を受けるー２ 

   返信メールを読む 

ケーススタディ３ 私の意見は正しいのに… 

         ディスカッション 

事前学習 教科書 pp.43～44の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１２回 Unit 1～3 復習 
事前学習 教科書 pp.1～44の復習 

事後学習 わからなかったところを確認しておく 

第１３回 振り返りと中間テスト 

事前学習 中間テストに備える 

事後学習 
中間テストでわからなかったところを確認

しておく 

第１４回 

Unit 4 初めての仕事 

７課 報告書を書く 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.45～53の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１５回 

Unit 4 初めての仕事 

８課 データをまとめる 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.54～58の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１６回 

Unit 4 初めての仕事 

８課 データをまとめる 

   社内メールを書く 

ケーススタディ４ 「例の」、「あれ」って何？ 

          ディスカッション 

事前学習 教科書 pp.58～60の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１７回 

Unit 5 電話対応 

９課 電話を取り次ぐ 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.61～66の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１８回 

Unit 5 電話対応 

１０課 伝言を受ける 

    会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.67～71の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１９回 

Unit 5 電話対応 

１０課 伝言を受ける 

    電話クイズ 

ケーススタディ５ 「（さ）せていただく」の洪水？ 

          ディスカッション 

事前学習 教科書 pp.72～74の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第２０回 

Unit 6 社外の交渉 

１１課 アポを取る 

    会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.75～81の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第２１回 

Unit 6 社外の交渉 

１２課 謝罪をする 

    会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.82～86の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第２２回 

Unit 6 社外の交渉 

１２課 謝罪をする 

    謝罪のメールを書く 

事前学習 教科書 pp.87の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第２３回 

Unit 6 社外の交渉 

ケーススタディ６ ダメならダメと早く言って！ 

                  ディスカッション 

事前学習 教科書 pp.88～89の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第２４回 

Unit 7 社内の交渉 

１３課 誘いを断る 

    会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.91～96の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第２５回 

Unit 7 社内の交渉 

１４課 許可を得る 

    会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.97～100の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

  



 

 

第２６回 

Unit 7 社内の交渉 

１４課 許可を得る 

    有給休暇について考える 

ケーススタディ７ 10 分遅れただけなのに… 

         ディスカッション 

事前学習 教科書 pp.101～102の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第２７回 敬語表現、Unit 4～7 復習 
事前学習 教科書 pp.45～103の復習 

事後学習 わからなかったところを確認しておく 

第２８回 振り返りと日本語到達度チェック 

事前学習 日本語到達度チェックに備える 

事後学習 
日本語到達度チェックでわからなかったと

ころを確認しておく 

課題研究

１ 

課題テーマ：Unit 1 就活 ２課「自己ピーアール（履歴書）」を書いてください。 

作文  ：原稿用紙 1 枚（800 字程度） 

実施期間：第３回目の授業後に実施する。 

提出期限：第４回目の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第７回目授業時に教室で行う。 

事後学習：作文と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

課題テーマ：Unit 3 就職の面接 ５課「学生時代に熱心に取り組んだこと」について、書いてください。 

作文  ：原稿用紙 1 枚（800 字程度） 

実施期間：第８回目の授業後に実施する。 

提出期限：第９回目の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第１２回目授業時に教室で行う。 

事後学習：作文と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
キャリア開発演習Ⅰ（教養）A （4 単位） 

３．科目番号 

GECD3114 

GECD3214 

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

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション、発表など ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
教養基礎演習の履修を終えていることが望ましい。 

７．講義概要 

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

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

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

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

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

文指導などを行い、社会現場で役立つ実践的な能力を身に付けていく。 

８．学習目標 

本講義では、以下の目標を達成することが期待されている。 

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

②目標を達成するために、自主的に勉強して必要な知識を身に付けられる。 

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

④人間として必要なマナー、常識、モラルを身に付けられる。 

⑤上記の①～④を兼ね備えた、総合的な教養と実践力を身に付けられる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

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

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

10．教科書・参考

書・教材 

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

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

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

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

②目標を達成するために、自主的に勉強して必要な知識を身に付けられたか 

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

④人間として必要なマナー、常識、モラルを身に付けられたか 

⑤上記①～④を兼ね備えた、総合的な教養と実践力を身に付けられたか 

○評定の方法 

・学生の参加意欲（態度、取り組み、発言、行動、気配りなど） 20％ 

・理解度（確認テスト、発表内容、資料等の作成など） 20％ 

・最終試験（総合評価が可能なレポート試験等） 60％ 

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

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

し、課題を与えるなどして対応する。 

12．受講生への 

メッセージ 

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

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

13．オフィスアワー 別途通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション（授業の進め方、効果的な勉強法） 
事前学習 各教科書の冒頭部分を読んでおく。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第２回 社会科学（政治） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第３回 社会科学（経済） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第４回 社会科学（社会） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第５回 人文科学（日本史） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第６回 人文科学（世界史） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第７回 人文科学（地理） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

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

事後学習 授業についての復習をする。 



 

第９回 自然科学（数学） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第１０回 自然科学（生物） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第１１回 自然科学（化学） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第１２回 自然科学（物理） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第１３回 自然科学（地学） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

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

事後学習 授業についての復習をする。 

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

事後学習 授業についての復習をする。 

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

事後学習 授業についての復習をする。 

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

事後学習 授業についての復習をする。 

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

事後学習 授業についての復習をする。 

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

事後学習 授業についての復習をする。 

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

事後学習 授業についての復習をする。 

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

事後学習 授業についての復習をする。 

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

事後学習 授業を基に自己の意見を修正し改善する。 

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

事後学習 授業を基に自己の意見を修正し改善する。 

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

事後学習 授業を基に自己の意見を修正し改善する。 

第２５回 小論文対策（少子化と人口減少） 

事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業を基に自己の意見を修正し改善する。 

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

事後学習 授業を基に自己の意見を修正し改善する。 

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

事後学習 授業を基に自己の意見を修正し改善する。 

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

事後学習 授業を基に自己の意見を修正し改善する。 

課題研究 

1 

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

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

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

事後学習；返却されたレポートを基に復習として書き直すなどする。 

課題研究 

2 

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

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

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



 

事後学習；返却されたレポートを基に復習として解き直すなどする。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教育学概論（初等）／教育学概論（初等・幼） （2 単位） 
３．科目番号 SJMP1105 

２．授業担当教員 後藤 泰博 

４．授業形態 講義、演習（グループワーク含む） ５．開講学期 春期／秋期 

６ 履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本科目は教育という営みに深い関心を持ち、「教育とは何か」ということを考え始めている人に対し、教育

（学）の基本的な概念と基礎理論について概括することを通して、受講者一人ひとりが、教育（学）の観

点から今日の「子ども」を取り巻く環境の変化をふまえた「よりよい保育・教育」のあり方を考える上で

求められる基礎的知識の修得を目的とする。具体的には、主に保育士・幼稚園（または小学校教諭）にな

るための土台となる教育の基本的概念や理念にはどのようなものがあり、教育の歴史や思想において、そ

れらがどのように現れてきたかについて学ぶとともに、これまでの教育及び学校の営みがどのように捉え

られ、変遷してきたのかについて、受講者同士の対話をとおして理解を深めて行く。 

８．学習目標 

本講義は、本科目の目的を達成するために、以下の目標を設定する。 

1. 教育のさまざまな側面に触れることで、各自のこれまでの教育概念を揺さぶり、それぞれが教育という

営みを再考できるようになること。 

2. 教育に関する代表的な論考やアプローチから教育の射程の広さを学び、教育理解に関する柔軟さ、そし

て教育実践における覚悟と責任と寛容さを培えるようになること。 

3. ディスカッションや発表を通して、一対多という状況の中でも物怖じしない態度を身につけられるよう

になること。  

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

①宿題として、次回の授業内容と関連する用語調べを求めることもある。 

②以下の内容のレポートを求める。最後の授業までに必ず提出する（成績評価の対象であるとともに、授

業で用いるため必ず提出すること） 

 ・教育や保育にかかわる新聞記事を探し、その概要を記す。（200字程度） 

 ・それについて授業内容やテキストの記述をふまえてコメントを付す。（800～1200字程度） 

10．教科書・参考書・教

材 

【教科書】 
改訂第 3 版 新 保育士養成講座編纂委員会『新 保育士養成講座 第２巻 教育原理』全国社会福祉協議
会、2018年。 

【参考書】 

広田照幸・塩崎美穂編『保育・教育実践テキストシリーズ 教育原理 保育実践への教育学的アプローチ』
樹村房、2010年。 

東京福祉大学編『保育児童福祉要説 第４版』中央法規、2013年。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 教育学の基本的概念・教育に関する歴史・思想を理解し、自分の言葉で説明できる力を身につけたか。 

（知識・理解） 

2. 教育理解に関する柔軟さ、保育・教育実践に求められる態度・姿勢を身につけることができたか。 

（関心・意欲・態度） 

3. 教育学に関する基本的な理論を理解した上で、教育という営みを再考することができるようになり、デ
ィスカッションや発表を通して自分の意見を伝える力を身につけることができたか。  （判断力・表現力） 

以上の観点をふまえ、下記の１〜３によって評価する。 

○評定の方法 

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

1. 授業への取り組み姿勢（ディスカッションやグループワークへの積極的参加度） 総合点の３０％ 

2. 授業内での課題提出（小テスト・中間レポート等）              総合点の４０％ 

3. 期末課題                                    総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１）授業は講義を中心に展開していきますが、議論や発表など学生が参加できるような機会をつくります。

そのような場では、ぜひ積極的に取り組んでください。 

２）授業中の迷惑行為（私語など）、飲食、携帯電話やゲーム機の使用などは禁止します。マナー違反の学

生に対しては減点するともに退室を命じます。 

３）厳正な出席管理をするために指定する座席に着席してください。また、授業中の許可のない教室の出

入りは認めません。 

４）遅刻は３０分までの入室とし、それを超えると欠席となります。 

13．オフィスアワー 授業内で提示します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 ガイダンス 

事前学習 
これまで受けてきた「教育」の意味を考える。教科書を

概観する。 

事後学習 
教育学に関係のある教育分野について調べ、ワークシ

ートにまとめる。 

第２回 
教育の意義・目的（１） 

−「教育」と「保育」とめぐる歴史的経緯− 

事前学習 
教科書第１章第１節～２節を読み、教育の定義と意義・

目的に関する予備知識を持つ。 

事後学習 「ルソーの教育論」についてワークシートにまとめる。 

  



 

 

 

第３回 

教育の意義・目的（２） 

−教育と児童福祉との関連性・人間形成と仮定・

地域・社会等との関連性− 

事前学習 
教科書第１章第３節～第４節を読み、教育と児童福祉

との関連性に関する予備知識を持つ。 

事後学習 
「教育と福祉」・「人間形成と家庭・地域・社会との関連

性」についてワークシートにまとめる。 

第４回 
諸外国の教育の思想と歴史的変遷（１） 

−古代から中世の教育と教育思想− 

事前学習 
教科書第２章第１節を読み、古代から中世の教育と教

育思想に関する予備知識を持つ。 

事後学習 
「古代から中世の教育と教育思想」についてワークシ

ートにまとめる。 

第５回 
諸外国の教育の思想と歴史的変遷（２） 

−近世から近代の教育と教育思想 

事前学習 

教科書第２章第１節を読み、コメニウス・ロック・ルソ

ー・ペスタロッチ・フレーベルの教育思想と子ども観

ついての予備知識を持つ。 

事後学習 
「教育思想と子ども観の関係」についてワークシート

にまとめる。 

第６回 
諸外国の教育の思想と歴史的変遷（３） 

−近代公教育制度の確立と教育学の発展− 

事前学習 

教科書第２章第 1 節を読み、ヘルバルト・デューイ・

モンテッソーリの教育思想と子ども観ついての予備知

識を持つ。 

事後学習 
「教育思想と子ども観の関係」についてワークシート

にまとめる。 

第７回 
日本の教育の思想と歴史的変遷（１） 

−古代から近世の教育と教育思想− 

事前学習 

教科書第２章第２節を読み、日本の古代から近世まで

の教育思想と子ども観の歴史についての予備知識を持

つ。 

事後学習 
「近世の教育思想と子ども観」についてワークシート

にまとめる。 

第８回 
日本の教育の思想と歴史的変遷（２） 

−近代・現代の教育と教育思想− 

事前学習 
教科書第２章第２節を読み、日本の近代以降の教育思

想と子ども観の歴史についての予備知識を持つ。 

事後学習 
「日本の教育思想における子ども観の歴史的変遷」に

ついてワークシートにまとめる。 

第９回 
学校教育制度に関する歴史とその社会的機能

について 

事前学習 
教科書第３章第１節～第４節を読み、「学校教育の機

能」と「子どもの権利」についての予備知識を持つ。 

事後学習 「学校教育制度の課題」についてレポートにまとめる。 

第１０回 諸外国の教育制度について 

事前学習 

教科書第３章第５節を読み、諸外国の教育のしくみを

読み、関心のある国の教育制度の特徴についてレポー

トにまとめてくる。 

事後学習 
国別グループ発表をふまえ、諸外国の教育制度からの

学びをレポートにまとめる。 

第１１回 
教育実践に関する歴史と思想（１） 

−教育方法の歴史・学習理論− 

事前学習 
教科書第４章第１節を読み、教育方法の歴史・学習理

論についての予備知識を持つ。 

事後学習 
「デューイの思想が教育実践に与えた影響」について

レポートにまとめる 

第１２回 
教育実践に関する歴史と思想（２） 

−教育内容・指導原理− 

事前学習 
教科書第４章第２節を読み、カリキュラムや指導原理

についての予備知識を持つ。 

事後学習 
「教育実践の多様な取り組み」についてレポートにま

とめる。 

第１３回 生涯教育・社会教育に関する歴史と思想 

事前学習 
教科書第５章第１章を読み、生涯学習に関する思想に

ついての予備知識を持つ。 

事後学習 
生涯教育・社会教育の理念と意義をワークシートにま

とめる。 

第１４回 現代社会における教育課題 

事前学習 
教科書第５章第２節を読み、現代社会の教育的課題に

関する予備知識を持つ。 

事後学習 
「現代社会における教育課題」について、歴史的な視

点からレポートにまとめる。 

第１５回 まとめ 

事前学習 
教科書、配布資料を読みなおし、これまでの 14 回の授

業内容を振り返る。 

事後学習 
授業内容を踏まえたうえで、理解が不足していた点を

再度学習する。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教育課程論（初等） （2 単位） 

３．科目番号 EDTE1103 

２．授業担当教員 池田 芳和 

４．授業形態 講義、討議や発表学習を中心に ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

「学校において編成する教育課程とは、学校教育の目的や目標を達成するために，教育の内容を児童の心身

の発達に応じ、授業時数との関連において総合的に組織した学校の教育計画である。」ことの意義や編成の
方法を理解するとともに、各学校の実情に合わせてカリキュラム・マネジメントを行うことの意義を理解す
る。 

８．学習目標 

1. 学校教育において教育課程が有する役割・機能・意義を理解する。 

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

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

理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

教育課程について、授業で学んだことから、これからの学校はどうあるべきか論じてください（1000字程度。

提出方法など詳細は講義中に指示する）。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

文部科学省『小学校学習指導要領解説｢総則｣』東洋館出版。 

【参考書】 

小学校学習指導要領（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） 

幼稚園教育要領(平成 29 年 3 月告示 文部科学省） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１ 教育課程の意義について理解し、説明できるか。 

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

３．学校教育課程全体をマネジメントすることの意義を理解、説明できる。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

12．受講生への 

メッセージ 

学校教育を担う教員を目指す皆さんにとって基礎基本ともいえる学習である。児童として学校教育を受けて

きた視点から、学校教育を提供する側へ視点変換して学びを深めてほしい。児童の側にたった授業に直接結

びつく内容であることから真剣に学習に取り組んでくれることを期待している。 

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 
〇オリエンテェーション 
・「教育課程論」の目標及び学習内容と今 
後の予定、授業の進め方を確認する。 

事前学習 シラバスを読み、講義概要を把握しておく。 

事後学習 学校での経験を振り返る。 

第２回 
〇教育課程とは何か 
・教育課程の定義について考える。 
〇「教育課程論」を学ぶ意義を考える 

事前学習 学校生活で時間割があることを考えておく。 

事後学習 「教育課程論」を学ぶ意義について復習する。 

第３回 

〇学校教育の目的・目標は、どのようにな 
っているか。 

・教育基本法・学校教育法など、目標に関 
する法規を基に学校教育の内容を考える。 

事前学習 学校教育の目的・目標を調べる。 

事後学習 学校教育の目的・目標についてまとめる。 

第４回 
〇学習内容はどのように決められているか 
・学校教育法施行規則など教育内容にか 
かわる法規を調べる。 

事前学習 教科書を読んでおく。 

事後学習 
講義内容をふまえ、教育法規について、配布資料に
まとめる。 

第５回 

〇子供や家庭・地域の実態をどのように 
 理解するか。 
・中教審答申の内容を読み取って、実態 
について考えあう。 

事前学習 教科書を読んでおく。 

事後学習 
国では、子供や家庭・地域の実態をどのようにとら
えているのかまとめる。 

第６回 

〇授業時数等はどのように決められてい 
るか。 

・学校教育法施行規則や教科書から授業 
時間の取扱いについて調べ、国語の時数 
が多い理由について考えあう。 

事前学習 教科書を読んでおく。 

事後学習 
授業時数の取扱、教科によって時数の違いをまとめ
る。 

第７回 

〇教育課程の基準の改善の考え方 
・教育課程の基になる【生きる力】につい 
て総則の比較対照表を基に調べ、資質・能力

について考えあう。 

事前学習 新学習指導要領の総則を読んでおく。 

事後学習 
｢生きる力｣の内容をまとめるとともに、見方・考え
方の特徴をまとめる。 

第８回 

〇教育課程の実施上の考え方 
・主体的・対話的で深い学びに向けた授 
 業改善について、答申や総則を調べ、 
授業の質の向上を考える。 

事前学習 
学習指導要領の各教科・領域等の目標から、見方・
考え方について調べておく。 

事後学習 
主体的・対話的で深い学びと授業改善について整理
する。 

第９回 

○言語活動の充実と教科指導 
・言語活動の充実と各教科の基礎的・基 
本的知識技能と思考力育成の関係につ 
いて学びあう。 

事前学習 
旧学習指導要領解説（総則）の資料をもとに、習得
型の授業と探究型の授業について調べておく。 

事後学習 言語活動の充実と思考力育成の関係をまとめる。 

第１０回 

○体験活動の充実と学習指導の充実 
・教育課程における体験活動の意義につ 
いて学び、学習指導にどのように生か 
すのか話し合う。 

事前学習 
学習指導要領の試案が出された，新しい教育の方向
性の資料を読んでおく。 

事後学習 体験学習の充実と教科指導の関連をまとめる。 

  



 

 

第１１回 

○児童の発達の支援 
・学級経営と生徒指導の関係から児童の 
発達の支援について学び、質を高める 
ための方策を考えあう。 

事前学習 
教育課程実施上の課題について、生徒指導の観点か
ら調べておく。 

事後学習 
学びの成立のためには学級経営が果たす役割が大き
いことを整理する。 

第１２回 

○学習評価の考え方と実施方法 
・学習評価について意義と役割を学び、 
実際にどのように実施されているのか、 
目標に準拠した評価を例に学ぶ。 

事前学習 学習評価について教科書を読んでおく。 

事後学習 
目標に準拠した評価の考え方を集団に準拠した評価
と比べ、質を高める方法をまとめる。 

第１３回 
○教育課程と道徳教育の推進 
・教育課程における道徳教育の位置づけ 
や意義について話し合い、まとめる。 

事前学習 道徳教育について，教科書を読んでおく。 

事後学習 教育課程上の道徳教育の役割をまとめる。 

第１４回 

○カリキュラム・マネジメントと学校評価 
・教育課程の PDCA サイクルの意義を学 
び、学校評価の方法について法規を基に 
教育課程の充実の仕方について話し合う。 

事前学習 
カリキュラム・マネジメントについて、教科書を読
んでおく。 

事後学習 学校評価の方法についてまとめをしておく。 

第１５回 
○開かれた教育課程 
開かれた教育課程の意味を調べ、学校と家庭や
地域社会との連携の重要性について話し合う。 

事前学習 
学校で編成される教育課程について、その意義を教
科書で調べておく。 

事後学習 
開かれた教育課程を編成・実施・評価する方法につ
いて、レポートにまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教育課程論（初等） （2 単位） 

３．科目番号 
SJTC3411 

EDTE1103 
２．授業担当教員 鈴村 邦夫 

４．授業形態 講義、討議や発表学習を中心に ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 

「学校において編成する教育課程とは、学校教育の目的や目標を達成するために，教育の内容を児童の心

身の発達に応じ、授業時数との関連において総合的に組織した学校の教育計画である。」ことの意義や編
成の方法を理解するとともに、各学校の実情に合わせてカリキュラム・マネジメントを行うことの意義を
理解する。 

８．学習目標 

1. 学校教育において教育課程が有する役割・機能・意義を理解する。 

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

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

を理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

教育課程について、授業で学んだことから、これからの学校はどうあるべきか、将来今日子供たちが直面

するであろう社会の変化について触れ、自分の考えを論じてください（1000字程度。提出方法など詳細は

講義中に指示する）。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

文部科学省『小学校学習指導要領解説｢総則｣』東洋館出版。 

【参考書】 

小学校学習指導要領（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） 

幼稚園教育要領(平成 29 年 3 月告示 文部科学省） 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１ 教育課程の意義について理解し、説明できるか。 

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

３．学校教育課程全体をマネジメントすることの意義を理解、説明できる。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

12．受講生への 

メッセージ 

教育課程は、各学校で編成される教育活動の計画(カリキュラム)です。教育課程（学校のカリキュラム）

は、学校教育法や小学校学習指導要領などを基に、地域の実態や子供の状況などを考慮しながら、学校の

特色を生かして編成します。今年度から小学校では、新学習指導要領が本格実施となり、その教育課程が

変更になりました。先行き不透明で、予測が困難な時代を生きる子供たちにどのような資質が必要とされ

ているかを想像し、理解していなければなりません。教師には、学校の教育課程の編成に積極的に関わっ

て、今日的な課題や子供、地域の実態に応じた具体的なカリキュラムを編成するカが求められています。

デザインするだけでなく実践し、その後、評価を行いカリキュラムを改善していくカが必要です。目指す

べき子供の実現のために、そして、子供たちの生き生きとした学習活動を導くために、教師として教育課

程の基礎基本を学び、必要とされるカリキュラム・デザインの力を磨き教師として必要な基礎的知識を高

めてください。 

13．オフィスアワー 初回授業時に伝える。 

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 
〇オリエンテェーション 
・「教育課程論」の目標及び学習内容と今 
後の予定、授業の進め方を確認する。 

事前学習 シラバスを読み、講義概要を把握しておく。 

事後学習 学校での経験を振り返る 

第２回 
〇教育課程とは何か 
・教育課程の定義について考える。 
〇「教育課程論」を学ぶ意義を考え話し合う。 

事前学習 学校生活で時間割があることを考えておく 

事後学習 「教育課程論」を学ぶ意義について復習する。 

第３回 
〇学校教育の目的・目標はどのようになっているか。 
・教育基本法・学校教育法など、目標に関する法規を
基に学校教育の内容を考え話し合う。 

事前学習 学校教育の目的・目標を調べる。 

事後学習 学校教育の目的・目標についてまとめる。 

第４回 

〇学習内容はどのように決められているか。 
・学校教育法施行規則など教育内容にかかわる 
法規を調べる。実際の教育課程届をもとに作成上の
留意点を考え話し合う。 

事前学習 教科書を読んでおく。 

事後学習 
講義内容をふまえ、教育法規や教育課程届につい

て、配布資料にまとめる。 

第５回 

〇子供や家庭・地域の実態をどのように理解するか。 
・中教審答申の内容を読み取って、実態について 
考えあう。実際の教育課程届から学校の特色を読み
取り話し合う。 

事前学習 教科書を読んでおく。 

事後学習 

子供や家庭・地域の実態をどのようにとらえてい

るのか、実態に応じた教育課程の作成をまとめ

る。 

第６回 

〇授業時数等はどのように決められているか。 
・学校教育法施行規則や教科書から授業時間の 
取扱いについて調べ、実際に時間割を作成し、作成

上の留意点や配慮点について考え話し合う。 

事前学習 教科書を読んでおく。 

事後学習 
授業時数の取扱、教科によって時数の違いや時間

割作成の作成上の留意点をまとめる。 

第７回 

〇教育課程の基準の改善の考え方 
・教育課程の基になる【生きる力】について 
総則の比較対照表を基に調べ、資質・能力に 
ついて考え話し合う。 

事前学習 新学習指導要領の総則を読んでおく。 

事後学習 
｢生きる力｣の内容をまとめるとともに、見方・考

え方の特徴をまとめる。 

第８回 
〇教育課程の実施上の考え方 
・主体的・対話的で深い学びに向けた授業改善に 

事前学習 
学習指導要領の各教科・領域等の目標から、見方・
考え方について調べておく。 



 

 

ついて、答申や総則を調べ、授業の質の向上を 
考え話し合う。 事後学習 

主体的・対話的で深い学びと授業改善について整

理する。 

第９回 
○言語活動の充実と教科指導 
・言語活動の充実と各教科の基礎的・基本的知識技
能と思考力育成の関係について学び話し合う。 

事前学習 
旧学習指導要領解説（総則）の資料をもとに、習
得型の授業と探究型の授業について調べておく。 

事後学習 言語活動の充実と思考力育成の関係をまとめる。 

第１０回 
○体験活動の充実と学習指導の充実 
・教育課程における体験活動の意義について学び、
学習指導にどのように生かすのか話し合う。 

事前学習 
新学習指導要領に示されている新しい教育の方
向性の資料を読んでおく。 

事後学習 体験学習の充実と教科指導の関連をまとめる。 

第１１回 

○児童の発達の支援 
・学級経営と生徒指導の関係から児童の発達の支援
について学び、質を高めるための方策を考え話し
合う。 

事前学習 
教育課程実施上の課題について、生徒指導の観点
から調べておく。 

事後学習 
学びの成立のためには学級経営が果たす役割が

大きいことを整理する。 

第１２回 

○学習評価の考え方と実施方法 
・学習評価について意義と役割を学び、実際に 
どのように実施されているのか、目標に準拠 
した評価を例に学び話し合う。 

事前学習 学習評価について教科書を読んでおく。 

事後学習 
目標に準拠した評価の考え方を集団に準拠した

評価と比べ、質を高める方法をまとめる。 

第１３回 
○教育課程と道徳教育の推進 
・教育課程における道徳教育の位置づけや意義に 
ついて話し合い、まとめる。 

事前学習 道徳教育について，教科書を読んでおく。 

事後学習 教育課程上の道徳教育の役割をまとめる。 

第１４回 

○カリキュラム・マネジメントと学校評価 
・教育課程の PDCA サイクルの意義を学び、 
学校評価の方法について法規を基に教育課程の
充実や開かれた教育課程について話し合う。 

事前学習 
カリキュラム・マネジメントについて、教科書を
読んでおく。 

事後学習 学校評価の方法についてまとめをしておく。 

第１５回 

○幼小中の連携の充実 
就学前教育や保育と小学校教育、小学校教育と中学
校教育の接続について、その意義と連携の重要性に
ついて話し合う。 

事前学習 
幼小中学校の接続に関して、小一・中一プロブレ
ムについて、事前に調べておく。 

事後学習 幼小中学校の接続について、重要性をまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教育課程論（中等） （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP1339 

SBMP1339 

SCMP1339 

EDTS1103 

EDTS3303 

２．授業担当教員 磯辺 武雄 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

教育課程とは、教育機関（学校）がその教育目標（学校の教育目標）を達成するために児童・生徒に提供

する教育内容と学習経験の組織である。本講義では教育課程について、その意義や編成の方法を理解すると

ともに、各学校の実情に合わせてカリキュラム・マネジメントを行うことの意義を理解することを目的とし

ている。  

まず教育課程の思想や教育課程編成の方法原理・理論を取り上げ、教育課程を編成する上で基本的な概念

について学習する。そして学習指導要領における教育課程編成の目的について理解を深め、学習指導要領の

変遷の歴史を辿り、各時代における主な改訂内容と社会的背景について学ぶ。さらに学習指導要領に規定す

るカリキュラム・マネジメントについての意義や重要性を理解し、教科・領域・学年をまたいでカリキュラ

ムを把握することの大切さについて学んでいく。 

これらの学習を通して、学習指導要領の基本的方向について理解し、教師として必要となる資質・能力の
基礎を養う。 

８．学習目標 

１．教育課程の思想や理論、教育課程と教育評価の関係を学ぶことによって、教育課程編成の方法に関する

基本的な用語や概念を理解し、説明することができる。 

２．学習指導要領における教育課程編成の目的や学習指導要領の変遷の歴史を辿り、各時代における主な改

訂内容と社会的背景について学ぶことを通して、教育課程の意義を理解することができる。 

３．学習指導要領に規定するカリキュラム・マネジメントについての意義や重要性を理解し、教科・領域・

学年をまたいでカリキュラムを把握することを学び、学校の教育課程全体を評価し、マネジメントする

上での基本的な知識を身に付け、活用することができる。  

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

小テスト・レポートを課すことがあります。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

田中耕治・水原克敏・三石初雄・西岡加名恵『新しい時代の教育課程 第４版』有斐閣アルマ、2018年 

【参考書】 

田中耕治編『よくわかる教育課程』ミネルヴァ書房、2009年 

【参考資料】 

中学校学習指導要領（平成 29 年 3 月告示 文部科学省） 

高等学校学習指導要領（平成 30 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 

・教育課程編成に関する基本的な用語や概念を理解することができたか。 

・学習指導要領における教育課程の意義を理解することができたか。 

・学習指導要領に規定するカリキュラム・マネジメントについての意義や重要性を理解することができたか。 

○評定の方法 

・平常点（積極的参加度・授業態度・発表・発言等） 30％ 

・課題（中間レポート・ワークシート等）      30％ 

・期末評価（レポート・試験等）          40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

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．レポート等の提出日は、厳守してください。 

５．新聞・テレビ等における教育に関する時事問題に、常に関心を持ってください。  

13．オフィスアワー 授業終了後に設けます。  

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‐教育課程を学ぶ意義について 

事前学習 教科書「序章」（pp.1～17）を読んでおく 

事後学習 
教育課程を学ぶ意義について自分なりに考

えをまとめておく。 

第２回 教育課程の思想と構造‐系統主義と経験主義（第 4 章） 

事前学習 
教科書「第 4 章」１（pp.141～152）を読み、
分からない部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合った

ことをノートにまとめ、分からなかったとこ

ろがあれば教員に質問する。 

第３回 教育課程の思想と構造‐領域論・履修原理（第 4章） 

事前学習 
教科書「第 4 章」２、３、４（pp.153～167）
を読み、分からない部分をチェックしてお
く。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合った

ことをノートにまとめ、分からなかったとこ

ろがあれば教員に質問する。 

  



 

 

第４回 教育課程の編成‐編成の方法（第 5 章） 

事前学習 
教科書「第 5 章」１、２（pp.171～184）を
読み、分からない部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合った

ことをノートにまとめ、分からなかったとこ

ろがあれば教員に質問する。 

第５回 教育課程の編成‐編成の理論（第 5 章） 

事前学習 
教科書「第 5 章」３、４（pp.184～199）を
読み、分からない部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合った

ことをノートにまとめ、分からなかったとこ

ろがあれば教員に質問する。 

第６回 
※社会における教育課程（第７章）～近代学校批判等～  
※今日的課題への挑戦（第 8 章）～市民性教育～ 

事前学習 

教科書「第７章」１、３（pp.235～238／
PP.245~248）／「第 8 章」２（PP.272~277）
を読み、分からない部分をチェックしてお
く。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合った

ことをノートにまとめ、分からなかったとこ

ろがあれば教員に質問する。 

第７回 
近代日本の教育課程の歩み（第 1 章） 
～近代学校創設／教育課程の近代化と年限延長等～ 

事前学習 
教科書「第１章」１、２（pp.19～38）を読
み、分からない部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合った

ことをノートにまとめ、分からなかったとこ

ろがあれば教員に質問する。 

第８回 
近代日本の教育課程の歩み（第 1 章） 
～大正自由教育／戦時下国民学校の教育課程～ 

事前学習 
教科書「第 1 章」２、３（pp.38～45）を読
み、分からない部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合った

ことをノートにまとめ、分からなかったとこ

ろがあれば教員に質問する。 

第９回 
現代日本の教育課程の歩み（第 2 章）～戦後の教育改革
から 1998（平成 10）年の学習指導要領改訂まで～ 

事前学習 
教科書「第 2 章」１～６（pp.47～96）を読
み、分からない部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合った

ことをノートにまとめ、分からなかったとこ

ろがあれば教員に質問する。 

第１０回 

※現代日本の教育課程の歩み（第 2 章）～2008（平成
20）年改訂から 2017（平成 29）年の学習指導要領改
訂まで～ 

※グループワーク班分け、GW 課題テーマ等 

事前学習 
教科書「第 2 章」７、８（pp.96～115）を読
み、分からない部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合った

ことをノートにまとめ、分からなかったとこ

ろがあれば教員に質問する。 

第１１回 
グループワーク（１） 
～プレゼン要旨、関連資料等の素案作成～ 

事前学習 
グループワークでの討議資料（紙媒体）等を
事前準備して持参すること。 

事後学習 
プレゼン要旨、関連資料等の素案の確認・整

理をする。 

第１２回 

グループワーク（２） 
～プレゼン要旨、関連資料等の成案（完成原稿）を提出
する。～ 
 

事前学習 
プレゼン要旨、関連資料等の素案の校正を熟
考してくること。 

事後学習 
グループ毎にプレゼン準備と予行練習をす

ること。 

第１３回 グループワーク・プレゼン（１） 

事前学習 
グループ毎にプレゼン準備と予行練習をす
ること。 

事後学習 
プレゼンにおいて指摘された問題点等につ

いて、整理・確認する。 

第１４回 グループワーク・プレゼン（２） 

事前学習 
グループ毎にプレゼン準備と予行練習をす
ること。 

事後学習 
プレゼンにおいて指摘された問題点等につ

いて、整理・確認する。 

第１５回 総括～「教育課程論（中等）」での学びを振り返って～ 

事前学習 これまでの学習内容を振り返る。 

事後学習 
全 15 回の授業内容について整理・確認し、

期末試験の準備を行う。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教育実習指導（初等） （1 単位） 

３．科目番号 
EDTE2372 

EDTE3371 
２．授業担当教員 後藤 泰博 

４．授業形態 基本的には講義、実習等を行い、グループ活動等を取り入れる ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
各教科等の指導方法についてある程度理解していることが望ましい 

７．講義概要 
教育実習に対する理解を深め、教育実習生としての態度や心構えを育成する。内容としては、教育実習の

意義、目的、教育実習の概要、教育実習生としての基本姿勢・生活態度、教育実習の心構え等と、教科等の
学習指導案の作成及び授業実践、教育実習日誌の作成等教育実習に必要な内容について学習する。 

８．学習目標 

１． 社会人(教育公務員)としての自覚をもち，使命感をもって教育実習に臨めるようになる。 
２． 教育実習での自己の課題を考え，明確にし、自信を持って教育実習ができるようになる。 
３． 道徳の指導計画・学習指導案を作成し，模擬授業を行うことができるようになる。 
４． 学校の環境や生活の流れ，学級経営の実際等，教育実習に必要な事項を理解できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

 教育実習では、指導案を作成し授業を行う力が必須である。また，教育実習指導を学んだ上での自己の課

題を明確にするため，期末課題としてレポートに取組む。 

課題１ 指導案の作成と模擬授業（グループ） 

課題２ 期末レポート（個人 1000文字  1枚） 

「教育実習指導での学びを踏まえて，教育実習に向けた具体的取組みについて」 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】①文部科学省 新学習指導要領（平成 29年 3月公示）東洋館出版社，2018年。 

②文部科学省『小学校学習指導要領解説 総則編』東洋館出版社，2018年。 

③宮崎猛/小泉博明『実習生 受け入れ校必携マニュアル教育実習完璧ガイド』，小学館，2015年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１，小学校教諭としての資質を理解しているか。 

２，児童理解を通して授業研究に取り組もうとしているか。 

○受講に対し、次の内容を総合して評価します。 

１，授業態度（教科書の準備・私語・発表）３０％ 

２，学習指導案の提出３０％ 

３，模擬授業観察記録の提出２０％ 

４，模擬授業２０％ 

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 

教育実習は、教員志望者にとって最も重要な実践の機会である。受講生は、教師の仕事内容を学ぶと同時

に社会人としての常識も必要である。学校現場は、将来の後輩の育成と同時に、意欲的で新鮮な実習生の態

度を通して学校の活性化を図りたいという期待のもと、無償で実習生を受け入れてくれている。このような

意味からも実習前から公務員・教師としての規範意識が望まれる。当然、日常の授業態度についても甘えは

許されない。また，機会があれば近隣の小学校での参観も併せて行いたい。 

１．正当な理由がある欠席・遅刻・早退は，理由を書面にて提出すること。 

２．私語・電話やメールや SNSでの携帯の使用・居眠り・飲食等を禁止する。 

３．予習・復習をしっかり行い，学習内容を確実に習得すること。 

４．受講者の人数・学力・理解度・作業速度等により，内容を一部変更する場合がある。 

13．オフィスアワー 第 1回目の講義で提示する。 

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 

オリエンテーション、実習生（若

手教員）の感想（ＶＴＲ）主免許

小学校教育実習の目的と意義 

事前学習 
事前に教科書を通読し、抱負と同時に、疑問点や不安な点を明らか

にしておく。 

事後学習 

授業での質疑応答や、討論を通して、教育実習に対する心構えを築

く。また、主免許小学校教育実習の目的と意義に関する重要事項を

整理し、自己のノートに記録する。 

第２回 教師の一日（資料・ＶＴＲ） 

事前学習 
教育実習完璧ガイド STEP１・２を通読し、疑問点や難しいところを

ノートにまとめておく。 

事後学習 資料の内容や討論で学んだことをノートにまとめておく。 

第３回 教材研究の方法・グルーピング 

事前学習 
教育実習完璧ガイド STEP３・４を通読し、疑問点や難しいところを

ノートにまとめておく。 

事後学習 
授業設計の方法に関する重要事項を整理し，授業で学んだことを次

回の指導案の構想に結びつけて考えておく。 

第４回 

指導案の書き方と構想 

（道徳授業の要点と書き方につい

て） 

事前学習 
pp.116～21・③「3学習指導案の書き方」の目的と内容，授業設計の

方法に関連する項を通読し，重要な部分にアンダーラインを引く。 

事後学習 

指導案の書き方に関する重要事項を踏まえ，指導案等の作成に取組

む。授業で必要な漢字や文字の書き順など間違えないように予習し

ておく。 

第５回 グループによる模擬授業の準備 

事前学習 
指導案・板書計画・教材等の作成を完了し、模擬授業のリハーサル

の準備を整える。 

事後学習 
模擬授業のリハーサルの反省点を基に、指導案・板書計画・教材等

を修正する。指導案・教材等を次週 3日前までに提出する。 

第６回 
グループによる模擬授業と討論・

事後指導 1 
事前学習 模擬授業 1の準備を行う。  



 

 

事後学習 
模擬授業 1， 模擬授業後の討論や指導を参考にして、反省点・改善

点をまとめる。 

第７回 
グループによる模擬授業と討論・

事後指導２ 

事前学習 模擬授業 2の準備を行う。 

事後学習 
模擬授業 2，模擬授業後の討論や指導を参考にして、反省点・改善点

をまとめる。 

第８回 
グループによる模擬授業と討論・

事後指導３ 

事前学習 模擬授業 3の準備を行う。 

事後学習 
模擬授業 3，模擬授業後の討論や指導を参考にして、反省点・改善点

をまとめる。 

第９回 
グループによる模擬授業と討論・

事後指導４ 

事前学習 模擬授業 4の準備を行う。 

事後学習 
模擬授業 4，模擬授業後の討論や指導を参考にして、反省点・改善点

をまとめる。 

第１０回 
グループによる模擬授業と討論・

事後指導５ 

事前学習 模擬授業 5の準備を行う。 

事後学習 
模擬授業 5，模擬授業後の討論や指導を参考にして、反省点・改善点

をまとめる。 

第１１回 

教育実習の心がけ 

機会があれば実際に近隣の学校を

見学する 

事前学習 
②pp.15～16・③「2 実習中の心得」の教育実習の心がけに関連する

項を通読し、重要な部分にアンダーラインを引く。 

事後学習 
教育実習の心がけに関する重要事項を整理し、自己のノートに記録

する。 

第１２回 教育実習日誌の書き方 

事前学習 
教育実習日誌の記載練習に関連する項を通読し、重要な部分にアン

ダーラインを引く。 

事後学習 
教育実習日誌の記載練習で感じた反省点を自己のノートに記録す

る。 

第１３回 教育実習の評価 

事前学習 
②pp.20～22，pp.28～29・③「2実習中の心得」の小学校教育実習の

評価に関連する項を通読し，重要な部分にアンダーラインを引く。 

事後学習 
小学校教育実習の評価に関する重要事項を整理し、自己のノートに

記録する。 

第１４回 目指す教師像と礼儀作法 

事前学習 
②pp.36～38・③「2 実習中の心得」の目指す教師像と礼儀作法に関

連する項を通読し、重要な部分にアンダーラインを引く。 

事後学習 
目指す教師像と礼儀作法に関する重要事項を整理し、自己のノート

に記録する。 

第１５回 
講義のまとめ 

期末レポート提出 

事前学習 

教育実習の自己の課題について考え、ノートにレポートの構想を記

録する。自己の課題を克服するための取組みを明らかにしたレポー

トを完成する。 

事後学習 
教育実習の自己の課題への取組みについてレポートを作成する。自

己の課題への解決行動を開始する。 

＊2019 年度以降入学生より、教育実習にかかわる単位取得は、教職課程再課程認定に伴い「教育実習指導（事前指導）」、「教育実習（4

週）」および「教育実習事後指導（1 時間）」におけるすべての履修によって単位取得が認定されることとなった。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教育実習指導（初等） （1 単位） 

３．科目番号 EDTE2372 

２．授業担当教員 鈴村 邦夫 

４．授業形態 基本的には講義、実習等を行い、グループ活動等を取り入れる ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 
教育実習に対する理解を深め、教育実習生としての態度や心構えを育成する。内容としては、教育実習

の意義、目的、教育実習の概要、教育実習生としての基本姿勢・生活態度、教育実習の心構え等と、教科
等の学習指導案の作成及び授業実践、教育実習日誌の作成等教育実習に必要な内容について学習する。 

８．学習目標 

１． 社会人(教育公務員)としての自覚をもち，使命感をもって教育実習に臨めるようになる。 
２． 教育実習での自己の課題を考え，明確にし、自信を持って教育実習ができるようになる。 
３． 道徳の指導計画・学習指導案を作成し，模擬授業を行うことができるようになる。 
４． 学校の環境や生活の流れ，学級経営の実際等，教育実習に必要な事項を理解できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

道徳科の授業は、担任が行うことが基本とされているため、指導案を作成して授業を行う力が必須であ

る。また、教育実習で学んだ上での自己の課題を明確にするため、期末課題としてレポートに取組む。 

課題1 道徳の指導案の作成と模擬授業(グループ) 

課題2 期末レポート(個人 1000～1250文字 1枚) 

「教育実習指導で学びをふまえての、教育実習に向けた具体的取組について」 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】①『小学校教育実習ガイド(平成 29年告示小学校学習指導要領対応)』（石橋裕子/萌文書林） 

②『小学校漢字 1026字の正しい書き方 四訂版』（旺文社） 
【副読本】 『小学校学習指導要領解説 特別の教科 道徳編』（文部科学省/廣済堂あかつき） 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１，小学校教諭としての資質を理解しているか。 

２，児童理解を通して授業研究に取り組もうとしているか。 

○受講に対し、次の内容を総合して評価します。 

１，授業態度（教科書の準備・私語・発表）３０％ 

２，学習指導案の提出３０％ 

３，模擬授業観察記録の提出２０％ 

４，模擬授業２０％ 

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 

教育実習は、教職を目指しているものにとって最大の研修の場である。教職への情熱がさらにわくとと

もに自らの克服すべき課題も明らかになる。教職というと指導技術に目が向きがちだが、「教育は人なり」

のたとえのように基本は人間性である。子どもに大きな影響を与える教師の姿勢やこころがけの影響はと

ても大きい。そのためにも実習期間を通して、これからの教師としてや社会人として自分を高める機会と

して欲しい。実習校は無償で実習生を受け入れ、多忙な中指導にあたってくれる。子どもたちの大切な授

業時間を実習生のために提供してくれることになる。この貴重な機会を、東京福祉大学の代表として受け

入れ校の好意と労に報いるよう実習にあたることを期待する。実習生が、受け入れ校でどう評価されるか

は、明るい挨拶、礼儀作法の他に、板書の文字の丁寧さや書き順、実習日誌の記述内容や文字の丁寧さも

影響する。従って、毎回、話し合いや作業を取り入れ、いつでも実習に行けるよう心構えや必要とされる

資質能力の育成を図る。 

１．正当な理由がある欠席・遅刻・早退は，理由を書面にて提出すること。 

２．私語・携帯による通信機能（電話・メール・SNS等）の使用・居眠り・飲食等を禁止する。 

３．毎回の事前学習点検に備え，予習・復習を確実に習慣化すること。 

４．受講者の人数・学力・理解度・作業速度等により，内容を一部変更する場合がある。 

13．オフィスアワー 授業日に授業のない時間、随時(一時間目に伝達) 

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 

〇小学校教育実習の目的と意義を知り自覚をもつ 

〇教育実習の内容 

・鉛筆の正しい持ち方、ひらがなを正しく書く 

事前学習 

『教育実習ガイド』(教科書)pp.8～16 の教育

実習の意義に関する項を通読し、重要な部分

にアンダーラインを引く。 

事後学習 
主免許小学校教育実習の目的と意義に関す

る重要事項を整理しまとめる。 

第２回 

教育実習の心得①  

○なぜ教師を目指すのか。レポートを書く。 

・小学校 1 年生の漢字の書き順、カタカナを正しく書く 

事前学習 

なぜ教師を目指すのか、どのような教師にな

りたいか、自分の考えをまとめておく。 

小学校 1 年生の漢字を正しく書く。 

事後学習 自分のめざす教師像を明らかにしまとめる。 

第３回 

教育実習の心得②  

〇言葉遣いと礼儀、所作 

・小学校 2 年生の漢字の正しい書き順 

事前学習 

教科書 pp.17～22,147～148 を読み、教員の

言葉や指示について考える。 

小学校 2 年生の漢字を正しく書く。 

事後学習 
授業における指示や発問など、教師の言葉の

重要な点をまとめる。 

第４回 

教育実習の心得③ 

〇子どもへの接し方 

・ほめ方、しかり方、授業中や休み時間の過ごし方 

・小学校 3 年生の漢字の正しいイ書き順。 

事前学習 

教科書 pp.17～25 を読み、学年ごとの発達の

特性を理解する。 

小学校 3 年生の漢字を正しく書く。 

事後学習 
子どものほめ方、しかり方について重要なこ

とをまとめる。 



 

 

第５回 

教育実習の心得④ 

〇教師の言葉遣い、振舞について考える。 

〇授業の発問について考える。 

・小学校 4 年生の漢字の正しい書き順 

事前学習 

これまでの学習を振り返り、あらためて児童

や教職員に対する接し方や態度を考える。 

小学校 4 年生の漢字を正しく書く。 

事後学習 発問の大切さについて重要な点をまとめる。 

第６回 

教育実習の心得⑤ 

〇教育実習生の一日について考えよう。(グループ協議) 

・小学校 5 年生の漢字の正しい書き順 

事前学習 

教科書 pp.56～64 を読み、一日の実習の流れ

や行うべきことについて調べる。 

小学校 5 年生の漢字を正しく書く。 

事後学習 教育実習生の一日をまとめる。 

第７回 

指導案の作成① 

発問の種類について 社会科 

〇発問の種類や授業展開の技術について考えよう。 

(グループ協議) 

・小学校 5 年生の漢字の正しい書き順 

事前学習 

教科書 pp.150～160 を読み、発問や授業展開

の技術について調べる。 

小学校 5 年生の漢字を正しく書く。 

事後学習 模擬授業の指導案を作成する。 

第８回 

指導案の作成② 国語科 1 

〇国語科指導案の作成方法について (個人作業) 

・小学校 6 年生の漢字の正しい書き順 

事前学習 

教科書pp.86～95の国語科指導案の例を参考

に内容や書き方について学んでおく。。 

小学校 6 年生の漢字を正しく書く。 

事後学習 指導案の書くべき内容についてまとめる。 

第９回 
指導案の作成③ 国語科 2 

〇国語科指導案、本時の展開部分の作成(グループ協議)) 

事前学習 指導案作成の構想を練っておく。 

事後学習 
自分の作成した指導案について、他の人の意

見を参考に修正する。 

第１０回 

指導案の作成④ 道徳科 1 

〇教材をもとに、実際に指導案を作成する 

○各自の指導案の検討(グループ協議) 

事前学習 
教科書 pp.138～141 を読み道徳科指導案の

特性について学んでおく。 

事後学習 
自分の作成した指導案について、そのままで

よいか検討し、修正の方向性を決めておく。 

第１１回 

指導案の作成⑤  道徳科 2 

○教材をもとに、実際に本時の展開部分の作成 

○各自の指導案の検討(グループ協議) 

事前学習 指導案作成の指構想を練っておく。 

事後学習 
自分の作成した指導案で実際に授業を進め

るために必要な教材を作成する。 

第１２回 

模擬授業① 

○模擬授業  

○模擬授業の評価 

事前学習 
教科書 pp.170～174 研究授業について読ん

でおく。 

事後学習 
模擬授業を振り返り、成果と課題についてま

とめ、指導案と共に提出する。 

第１３回 

模擬授業② 

○模擬授業  

○模擬授業の評価 

事前学習 
見学した模擬授業の成果と課題を自分の指

導案に生かす。 

事後学習 
模擬授業を振り返り、成果と課題についてま

とめ、指導案と共に提出する。 

第１４回 

実習日誌の書き方並びに「教育実習指導での学びをふま

えての、教育実習に向けた具体的な取組みについて」の

作成 

事前学習 
教育実習に向けた自己の課題をまとめてお

く。 

事後学習 
教育実習の自己の課題への取組みについて

レポートを作成する。 

第１５回 
「教育実習指導での学びをふまえての、教育実習に向け

た具体的な取組みについて」発表・話し合い 

事前学習 
自己の課題を克服するための取組を明らか

にしたレポートトー作成を行う。 

事後学習 
他の受講生の発表内容を参考に、自己の課題

の解決に向けた取組みを開始する。 

＊2019 年度以降入学生より、教育実習にかかわる単位取得は、教職課程再課程認定に伴い「教育実習指導（事前指導）」、「教育実習

（4 週）」および「教育実習事後指導（1 時間）」におけるすべての履修によって単位取得が認定されることとなった。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教育実習指導（初等） （1 単位） 

３．科目番号 EDTE2372 

２．授業担当教員 丹 洋一 

４．授業形態 基本的には講義、実習等を行い、グループ活動等を取り入れる ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 
教育実習に対する理解を深め、教育実習生としての態度や心構えを育成する。内容としては、教育実習の

意義、目的、教育実習の概要、教育実習生としての基本姿勢・生活態度、教育実習の心構え等と、教科等の
学習指導案の作成及び授業実践、教育実習日誌の作成等教育実習に必要な内容について学習する。 

８．学習目標 

１． 社会人(教育公務員)としての自覚をもち，使命感をもって教育実習に臨めるようになる。 
２． 教育実習での自己の課題を考え，明確にし、自信を持って教育実習ができるようになる。 
３． 道徳の指導計画・学習指導案を作成し，模擬授業を行うことができるようになる。 
４． 学校の環境や生活の流れ，学級経営の実際等，教育実習に必要な事項を理解できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

 道徳の授業は，担任が行うことが基本とされるため，指導案を作成し授業を行う力が必須である。また，

教育実習指導を学んだ上での自己の課題を明確にするため，期末課題としてレポートに取組む。 

課題１ 道徳の指導案の作成と模擬授業（グループ） 

課題２ 期末レポート（個人 1000～1250文字  1枚） 

「教育実習指導での学びをふまえての，教育実習に向けた具体的取組みについて」 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】①文部科学省『小学校学習指導要領解説 総則編』,東洋館出版社,2018年 2月 

②東京福祉大学編『教育実習の手引』，東京福祉大学，2018 

③宮崎猛/小泉博明『実習生 受け入れ校必携 教育実習完璧ガイド』，小学館，2015年。 

④久米公編著『学習指導要領準拠 漢字指導の手引き 第八版』，教育出版株式会社，2017年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１，小学校教諭としての資質を理解しているか。 

２，児童理解を通して授業研究に取り組もうとしているか。 

○受講に対し、次の内容を総合して評価します。 

１，授業態度（教科書の準備・私語・発表）３０％ 

２，学習指導案の提出３０％ 

３，模擬授業観察記録の提出２０％ 

４，模擬授業２０％ 

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 

教育実習は，やり直しのきかない一本勝負であり，教員志望者にとっては大きな関門である。多くのこと

を学ぶ機会であるので，恐れることなく希望を持って取組むことができるよう，基本的な心構え・態度や知

識をこの講義を通して習得されたい。 

実際の教育実習では，黒板や実習日誌等への初期での誤字・脱字・筆順の誤りが大きな減点対象になって

いる。そのため，ひらがな・カタカナ・数字・記号・1～6学年における筆順の主要な漢字について，教育者

に不可欠な高精度な書字能力の習得を目指す。丁寧な書字については日頃からの自己点検を心掛けられたい。 

また，教育実習では，正当な理由が無く一度でも遅刻・欠勤をすると，単位取得が不可能になる。教育公

務員として児童の手本となる生活態度・勤務態度ができなければ，不適格者であるという評価を受ける。清

楚な頭髪や服装にし，居ずまいを正し常日頃から生活全般において自分を律した生活を心掛けることは，と

ても重要なことである。 

１．学生証を必ず持参し，授業中は机上に提示しておくこと。（出席点検・加減点に使用するため。） 

２．正当な理由がある欠席・遅刻・早退は，理由を書面にて提出すること。 

３．私語・携帯による通信機能（電話・メール・SNS等）の使用・居眠り・飲食等を禁止する。 

４．毎回の事前学習点検に備え，予習・復習を確実に習慣化すること。 

５．試験勉強・受験勉強で役立つよう，学習したページには付箋を貼ること。 

13．オフィスアワー Office-Hourは第 1回に提示する。予約済時間で無駄足にならぬよう，E-mailで Appointmentをとること。 

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 

主免許小学校教育実習の目的と意義 

黒板の使い方・筆記用具の準備 

事前学習 

②pp.1～7，pp.23～31・③「1教育実習が始ま

る前に」pp.18～19の主免許小学校教育実習の

目的と意義に関連する項を通読し，重要な部分

にアンダーラインを引く。 

（① ～④の記号は，教科書を表す。） 

教科書②は毎年の改訂でページ数が変更され

るため，ページ記載はめやすと考え，実際のペ

ージは自分で探すこと。 

事後学習 
主免許小学校教育実習の目的と意義に関する

重要事項を整理し，自己のノートに記録する。 

第２回 
グルーピング 

道徳教育の目的と内容，授業設計の方法 

事前学習 

①pp.20～24，pp.116～121・③「3学習指導案

の書き方」pp.56～71の道徳教育の目的と内容，

授業設計の方法に関連する項を通読し，重要な

部分にアンダーラインを引く。 

（①～④の記号は，教科書を表す。以下同様） 

事後学習 

道徳教育の目的と内容，授業設計の方法に関す

る重要事項を整理し，自己のノートに記録す

る。 



 

 

第３回 
硬筆でのひらがなの書き方 

指導案の書き方と構想 

事前学習 

②pp.31～32・③「3学習指導案の書き方」pp.56

～57,68～69の指導案の書き方に関連する項を

通読し，重要な部分にアンダーラインを引く。 

事後学習 
指導案の書き方に関する重要事項を踏まえ，道

徳の指導案等の作成に取組む。 

第４回 
硬筆でのカタカナの書き方 

実習日誌の書き方 

事前学習 

②pp.17～21，pp.28～30・③「5実習日誌はこ

う書こう」pp.100～111を通読し，重要な部分

にアンダーラインを引く。 

事後学習 
実習日誌の書き方に関する重要事項を整理し，

自己のノートに記録する。 

第５回 
模擬授業のリハーサル 

（指導案・教材等提出 第５回の週末金まで） 

事前学習 
指導案・細動案・板書計画・教材等の作成を完

了し，模擬授業のリハーサルの準備を整える。 

事後学習 

模擬授業のリハーサルの反省点を元に，指導

案・細動案・板書計画・教材等を修正する。 

指導案・教材等を第５回の週末金曜日まで提出

する。 

第６回 
道徳の時間の模擬授業 1 

教育実習日誌の記載練習 

事前学習 

道徳の時間の模擬授業 1の準備を行う。また，

教育実習日誌の記載練習に関連する項を再読

する。 

事後学習 

道徳の時間の模擬授業 1，教育実習日誌の記載

練習で感じた反省点を自己のノートに記録す

る。 

第７回 
道徳の時間の模擬授業 2 

教育実習日誌の記載練習 

事前学習 

道徳の時間の模擬授業 2の準備を行う。また，

教育実習日誌の記載練習に関連する項を再読

する。 

事後学習 

道徳の時間の模擬授業 2，教育実習日誌の記載

練習で感じた反省点を自己のノートに記録す

る。 

第８回 
数字と記号の書き方 

グループと個人の模擬授業の反省 

事前学習 

ノートに記録済みの個人の模擬授業の反省を

再確認し，発言に備えてアンダーラインを引

く。 

事後学習 
グループと個人の模擬授業の関する反省を整

理し，自己のノートに記録する。 

第９回 
1学年の基本筆順の漢字（33字/43字） 

教育実習までの事前準備 

事前学習 

②pp.8～11・③「1教育実習が始まる前に」pp.4

～29 の教育実習までの事前準備に関連する項

を通読し，重要な部分にアンダーラインを引

く。 

④の１学年の漢字 43字の項を通読する。 

事後学習 
教育実習までの事前準備に関する重要事項を

整理し，自己のノートに記録する。 

第１０回 
1・2学年の基本筆順の漢字（10/43字＋20/44字） 

教育実習の心得 

事前学習 

②pp.11～15，p.25・③「2 実習中の心得」の

教育実習の内容に関連する項を通読し，重要な

部分にアンダーラインを引く。 

④の 2学年の漢字 32字の項を通読する。 

事後学習 
教育実習の内容に関する重要事項を整理し，自

己のノートに記録する。 

第１１回 
2学年の基本筆順の漢字（22/44 字） 

小学校教育実習の評価 

事前学習 

②pp.21～22，pp.26～27・③「2実習中の心得」

pp.52～53の教育実習の心がけに関連する項を

通読し，重要な部分にアンダーラインを引く。 

事後学習 
教育実習の評価に関する重要事項を整理し，自

己のノートに記録する。 

第１２回 
3学年の基本筆順の漢字（35/35 字） 

授業の実際 

事前学習 

②pp.15～17・③「4授業の実際」pp.84～99の

授業の実際に関連する項を通読し，重要な部分

にアンダーラインを引く。 

④の３学年の漢字 35字の項を通読する。 

事後学習 
小学校教育実習の授業の実際に関する重要事

項を整理し，自己のノートに記録する。 

第１３回 
4学年の基本筆順の漢字（18/30 字） 

目指す教師像と礼儀作法 

事前学習 

②pp.8～12,p20～21,pp.33～35・③「2実習中

の心得」pp.30～35の目指す教師像と礼儀作法

に関連する項を再確認し，重要な部分にアンダ

ーラインを引く。 

④の 4学年の漢字 18字の項を通読する。 

事後学習 
目指す教師像と礼儀作法に関する重要事項を

整理し，自己のノートに記録する。 

  



 

 

第１４回 
5・6学年の基本筆順の漢字（12/30字＋11/11字） 

教育実習の自己の課題の言語化 

事前学習 

③「6 教員採用試験に向けて」pp.114～129 を

通読し，重要な部分にアンダーラインを引く。 

教育実習の自己の課題について考え，ノートに

レポートの構想を記録する。 

④の 5・6学年の漢字 12＋11字の項を通読する。 

事後学習 

教育実習の自己の課題への取組みについてレ

ポートを作成する。高精度な書字と筆順の習得

ができたか総復習する。 

第１５回 
講義のまとめ期末レポート提出 

高精度な書字と筆順の習得確認シート提出 

事前学習 
自己の課題を克服するための取組みを明らか

にしたレポートを完成する。 

事後学習 自己の課題への解決行動を開始する。 

＊2019 年度以降入学生より、教育実習にかかわる単位取得は、教職課程再課程認定に伴い「教育実習指導（事前指導）」、「教育実習（4

週）」および「教育実習事後指導（1 時間）」におけるすべての履修によって単位取得が認定されることとなった。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教育実習指導（初等）Ⅰ （1 単位） 

３．科目番号 SJTP3555 

２．授業担当教員 石見 容子 

４．授業形態 講義、演習、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 

教育実習は、大学で習得した知識や理論を、幼稚園で実践することにより、幼稚園教育の理解を深め、教

師の使命感と保育の実践力とを身につけ、教育職としての資質を向上させることを目的とする。本授業では、

実習の目的達成のための基礎知識や心構え、実践方法を扱う。具体的には、指導計画作成、保育状況把握、

教材研究、指導方法、記録の仕方などについて講義や事例検討を通して学ぶ。保育の具体的状況に応じた判

断力、行動力を養うため、模擬保育や教材研究など活動を伴う授業を含める。 

８．学習目標 

１． 保育の現場にかかわる人としての基本的な態度、マナー、言葉遣いを理解し、自然に振舞うことができ

る。 

２． 保育実習者として現場から学ぶことの意味と学び方がわかる（子どもからの学び、保育者からの学び）。 

３． 実習体験の段階（観察、参加、実習）における実習目標と実習記録の方法はわかる。 

４． 指導計画の作成ー実践―反省の過程を体験的に学習し、実践の振り返りと計画の改善の方法がわかる。 

５． 子どもの発達段階にふさわしい教材と子どもの興味関心、自発的遊びを生かした活動の展開がわかる。 

６． 子どもの活動や遊びへの関わりかた、問題状況への対応をロールプレイなどを通して身に着ける。 

７．幼稚園生活の1日の流れ、保育環境の整備の仕方など、幼稚園の生活の全体について知っておく。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

授業には必ず自分なりの問い（自己課題）をもって参加して下さい。そのためには事前学習が必須です。課

題レポートおよび最終レポートの課題については，授業内で提示します。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

東京福祉大学編『教育実習の手引き』 

文部科学省『幼稚園教育要領＜平成 29年告示＞』フレーベル館 

【参考書】 

文部科学省『幼稚園教育要領解説〈平成 29年告示〉』 

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 決められた書類作成・提出（計画表、課題レポートの記入の作成と提出）ができる 

２ 保育者としての言動（態度、マナー）が取れる。 

３ 指導技術（模擬保育等）が身に付いている。 

４ 保育の評価・反省（記録作成、考察、反省分作成）が出来る。 

○評定の方法 

１ グループ活動（指導案作成、模擬保育実践・反省） 30％ 

２ 模擬保育への積極的参加、記録の作成 40％ 

３ 課題レポート及び最終レポート 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

保育の現場での実際の生活をイメージし、それに即した生活習慣について真剣に考えてもらいたい。命を預

かる仕事をすることへの意識と責任を感じ、実践につながるよう心掛けることを求める。 

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 

ガイダンス 

（授業の概要と展開について、教育実習の目的、

幼稚園の位置づけ、幼稚園現場の特徴について） 

事前学習 幼稚園教育要領、幼稚園教育の「目的・方法」を読む。 

事後学習 本授業における自分の課題を見つける。 

第２回 

幼稚園教育の理解⑴ 

（実習に向けての基本的な心がまえ、自己理解と

態度・礼儀・マナーについて） 

事前学習 実習中の生活について考える。 

事後学習 幼稚園教育要領の「総則」を読む。 

第３回 
幼稚園教育の理解⑵ 

（実習オリエンテーションについて） 

事前学習 実習生としての心構えを確認する 

事後学習 
幼稚園教育実習オリエンテーションでの質問内容を

まとめる 

第４回 
実習の心構え⑴ 

（実習中の留意点、実習後の活動について） 

事前学習 実習の心構えについてテキスト該当ページを読む。 

事後学習 実習に当たっての自己課題をまとめる。 

第５回 
実習の心構え⑵ 

（幼稚園の一日の流れについて） 

事前学習 幼稚園教育要領の目次を読む 

事後学習 保育園と幼稚園の 1日の流れの違いを確認する 

第６回 
実習日誌の記入⑴ 

（記録の大切さ、書き方①） 

事前学習 実習日誌についてテキスト該当ページを読む。 

事後学習 実習日誌を書く。 

第７回 
実習日誌の記入⑵ 

（記録の書き方②） 

事前学習 実習日誌を書く目的について考える。 

事後学習 実習日誌を見直す。 

第８回 
実習日誌の記入⑶ 

（エピソード記録の書き方） 

事前学習 記録の大切さについて確認する。 

事後学習 エピソード記録を書く。 

第９回 

教材研究⑴ 

（主活動の流れについて、絵本や紙芝居の読み聞

かせ，手遊び歌） 

事前学習 自分の知っている簡単工作を記述する。 

事後学習 活動に適切な流れがなぜ必要かをまとめる。 



 

 

第１０回 
教材研究⑵ 

（自己紹介の工夫・簡単なゲーム） 

事前学習 自己紹介の必要性について考える。 

事後学習 
自分を知ってもらうことの大切さを確認し、そのた

めにどうしたらよいかまとめる。 

第１１回 
教材研究⑶ 

（折り紙、簡単工作） 

事前学習 教材研究の大切さを知る。 

事後学習 
折り紙や簡単工作について、オリジナルの手引きを

作る。 

第１２回 
指導案の作成⑴ 

（指導案の書き方） 

事前学習 指導案の必要性について考える。 

事後学習 指導案を書く。 

第１３回 
指導案の作成⑵ 

（指導案の作成 

事前学習 指導案を見直す。 

事後学習 指導案を書き直す。 

第１４回 
実習における事前・事後指導⑴ 

（外部講師による特別講義） 

事前学習 幼稚園教諭になるとはどういうことかを考える。 

事後学習 外部講師から学んだことをまとめる。 

第１５回 
実習における事前・事後指導⑵ 

（実習における自己の学びと成長） 

事前学習 14回の授業内容を振り返り、何を学んだか考える。 

事後学習 
実習に向けての目標を考え、実習後の自信の姿につ

いてイメージする。 

＊2019年度以降入学生より、教育実習にかかわる単位取得は、教職課程再課程認定に伴い「教育実習指導（事前指導）」、「教育実習

（4週）」および「教育実習事後指導（1時間）」におけるすべての履修によって単位取得が認定されることとなった。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教育実習指導（初等）Ⅰ （1 単位） 

３．科目番号 SJTP3555 

２．授業担当教員 戸次 佳子 

４．授業形態 講義、演習、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 

教育実習は、大学で習得した知識や理論を、幼稚園で実践することにより、幼稚園教育の理解を深め、教

師の使命感と保育の実践力とを身につけ、教育職としての資質を向上させることを目的とする。本授業では、

実習の目的達成のための基礎知識や心構え、実践方法を扱う。具体的には、指導計画作成、保育状況把握、

教材研究、指導方法、記録の仕方などについて講義や事例検討を通して学ぶ。保育の具体的状況に応じた判

断力、行動力を養うため、模擬保育や教材研究など活動を伴う授業を含める。 

８．学習目標 

１． 保育の現場にかかわる人としての基本的な態度、マナー、言葉遣いを理解し、自然に振舞うことができ

る。 

２． 保育実習者として現場から学ぶことの意味と学び方がわかる（子どもからの学び、保育者からの学び）。 

３． 実習体験の段階（観察、参加、実習）における実習目標と実習記録の方法はわかる。 

４． 指導計画の作成ー実践―反省の過程を体験的に学習し、実践の振り返りと計画の改善の方法がわかる。 

５． 子どもの発達段階にふさわしい教材と子どもの興味関心、自発的遊びを生かした活動の展開がわかる。 

６． 子どもの活動や遊びへの関わりかた、問題状況への対応をロールプレイなどを通して身に着ける。 

７．幼稚園生活の1日の流れ、保育環境の整備の仕方など、幼稚園の生活の全体について知っておく。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業には必ず自分なりの問い（自己課題）をもって参加して下さい。そのためには事前学習が必須です。課

題レポートおよび最終レポートの課題については，授業内で提示します。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

東京福祉大学編『教育実習の手引き』。 

【参考書】 

文部科学省『幼稚園教育要領〈平成 29年告示〉付・教育基本法，学校教育法（抄），学校教育法施行規則（抄）』

フレーベル館。 

田中亨胤，山本淳子『実習の記録と指導案：改訂新版』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 決められた書類作成・提出（計画表、課題レポートの記入の作成と提出）ができる 

２ 保育者としての言動（態度、マナー）が取れる。 

３ 指導技術（模擬保育等）が身に付いている。 

４ 保育の評価・反省（記録作成、考察、反省分作成）が出来る。 

○評定の方法 

１ グループ活動（指導案作成、模擬保育実践・反省） 30％ 

２ 模擬保育への積極的参加、記録の作成 40％ 

３ 課題レポート及び最終レポート 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

保育の現場では，子どもから大人まで様々な人たちとのコミュニケーション能力が求められます。授業内で

は，自分の考えをきちんと述べること，そして他者の考えも誠意をもって聞くことが大切です。その上で，

安心して議論ができる場を共に作っていきましょう。 

13．オフィスアワー 別途，通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
ガイダンス 

（授業の概要と展開について） 

事前学習 教科書の目次を確認する。 

事後学習 本授業における自分の課題を見つける。 

第２回 
幼稚園教育の理解⑴ 

（園生活 1日の流れ，保育園との違い） 

事前学習 保育園と幼稚園の生活の違いを考える。 

事後学習 幼稚園教育要領の「総則」を読む。 

第３回 
幼稚園教育の理解⑵ 

（幼稚園教育のねらいと保育内容） 

事前学習 幼稚園教育要領の「ねらいおよび内容」を読む。 

事後学習 幼児教育における「ねらい及び内容」を読む。 

第４回 
実習の心構え⑴ 

（基本的な態度，マナー，言葉使い） 

事前学習 実習の心構えについてテキスト該当ページを読む。 

事後学習 実習に当たっての自己課題をまとめる。 

第５回 
実習の心構え⑵ 

（実習中生活と留意点） 

事前学習 実習の心構えについてテキスト該当ページを読む。 

事後学習 自分自身の実習の心構えをまとめる。 

第６回 
実習日誌の記入⑴ 

（実習日誌記入の基本事項の確認） 

事前学習 実習日誌についてテキスト該当ページを読む。 

事後学習 実習日誌を書く。 

第７回 
実習日誌の記入⑵ 

（実習日誌の作成） 

事前学習 実習日誌を書く目的について考える。 

事後学習 実習日誌を見直す。 

第８回 
教材研究⑴ 

（絵本や紙芝居の読み聞かせ，手遊び歌） 

事前学習 自分の知っている手遊び歌を記述する。 

事後学習 新しく覚えた手遊び歌をまとめる。 

第９回 
教材研究⑵ 

（折り紙，簡単工作） 

事前学習 自分の知っている簡単工作を記述する。 

事後学習 教材研究がなぜ必要かをまとめる。 

第１０回 
教材研究⑶ 

（自己紹介の工夫・簡単なゲーム） 

事前学習 自己紹介の練習をする。 

事後学習 自己紹介を工夫する。 

  



 

 

第１１回 
指導案の作成⑴ 

（部分実習の指導案の書き方） 

事前学習 指導案についてテキスト該当ページを読む。 

事後学習 部分実習の指導案を書く。 

第１２回 
指導案の作成⑵ 

（部分実習の指導案の作成） 

事前学習 部分実習の指導案を完成させる。 

事後学習 部分実習の指導案を修正する。 

第１３回 
実習における事前・事後指導⑴ 

（部分実習の模擬授業） 

事前学習 部分実習の模擬授業を練習する。 

事後学習 部分実習を振り返りまとめる。 

第１４回 
実習における事前・事後指導⑵ 

（ゲストティーチャーによる特別講義） 

事前学習 幼稚園教諭になるとはどういうことかを考える。 

事後学習 ゲストティーチャーから学んだことをまとめる。 

第１５回 
実習における事前・事後指導⑶ 

（実習における自己の学びと成長） 

事前学習 14回の授業内容を振り返り、何を学んだか考える。 

事後学習 
実習における自己の学びと成長についてレポートに

まとめる。 

＊2019年度以降入学生より、教育実習にかかわる単位取得は、教職課程再課程認定に伴い「教育実習指導（事前指導）」、「教育実習（4

週）」および「教育実習事後指導（1時間）」におけるすべての履修によって単位取得が認定されることとなった。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教育実習指導（初等）Ⅱ （1 単位） 

３．科目番号 SJEL3456 

２．授業担当教員 後藤 泰博 

４．授業形態 基本的には講義、実習等を行い、グループ活動等を取り入れる ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
各教科等の指導方法についてある程度理解していることが望ましい 

７．講義概要 
教育実習に対する理解を深め、教育実習生としての態度や心構えを育成する。内容としては、教育実習の

意義、目的、教育実習の概要、教育実習生としての基本姿勢・生活態度、教育実習の心構え等と、教科等の
学習指導案の作成及び授業実践、教育実習日誌の作成等教育実習に必要な内容について学習する。 

８．学習目標 

１． 社会人(教育公務員)としての自覚をもち，使命感をもって教育実習に臨めるようになる。 
２． 教育実習での自己の課題を考え，明確にし、自信を持って教育実習ができるようになる。 
３． 道徳の指導計画・学習指導案を作成し，模擬授業を行うことができるようになる。 
４． 学校の環境や生活の流れ，学級経営の実際等，教育実習に必要な事項を理解できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

教育実習では、指導案を作成し授業を行う力が必須である。また，教育実習指導を学んだ上での自己の課題

を明確にするため，期末課題としてレポートに取組む。 

課題１ 指導案の作成と模擬授業（グループ） 

課題２ 期末レポート（個人 1000文字  1枚） 

「教育実習指導での学びを踏まえて，教育実習に向けた具体的取組みについて」 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】①文部科学省 新学習指導要領（平成 29年 3月公示）東洋館出版社，2018年。 

②文部科学省『小学校学習指導要領解説 総則編』東洋館出版社，2018年。 

③宮崎猛/小泉博明『実習生 受け入れ校必携マニュアル教育実習完璧ガイド』，小学館，2015年 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１，小学校教諭としての資質を理解しているか。 

２，児童理解を通して授業研究に取り組もうとしているか。 

○受講に対し、次の内容を総合して評価します。 

１，授業態度（教科書の準備・私語・発表）３０％ 

２，学習指導案の提出３０％ 

３，模擬授業観察記録の提出２０％ 

４，模擬授業２０％ 

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 

教育実習は、教員志望者にとって最も重要な実践の機会である。受講生は、教師の仕事内容を学ぶと同時

に社会人としての常識も必要である。学校現場は、将来の後輩の育成と同時に、意欲的で新鮮な実習生の態

度を通して学校の活性化を図りたいという期待のもと、無償で実習生を受け入れてくれている。このような

意味からも実習前から公務員・教師としての規範意識が望まれる。当然、日常の授業態度についても甘えは

許されない。また，機会があれば近隣の小学校での参観も併せて行いたい。 

１．正当な理由がある欠席・遅刻・早退は，理由を書面にて提出すること。 

２．私語・電話やメールや SNSでの携帯の使用・居眠り・飲食等を禁止する。 

３．予習・復習をしっかり行い，学習内容を確実に習得すること。 

４．受講者の人数・学力・理解度・作業速度等により，内容を一部変更する場合がある。 

13．オフィスアワー 第 1回目の講義で提示する。 

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 

オリエンテーション、実習生（若手教員）の

感想（ＶＴＲ）主免許小学校教育実習の目的

と意義 

事前学習 
事前に教科書を通読し、抱負と同時に、疑問点や不安

な点を明らかにしておく。 

事後学習 

授業での質疑応答や、討論を通して、教育実習に対す

る心構えを築く。また、主免許小学校教育実習の目的

と意義に関する重要事項を整理し、自己のノートに記

録する。 

第２回 教師の一日（資料・ＶＴＲ） 

事前学習 
教育実習完璧ガイド STEP１・２を通読し、疑問点や難

しいところをノートにまとめておく。 

事後学習 
資料の内容や討論で学んだことをノートにまとめてお

く。 

第３回 教材研究の方法・グルーピング 

事前学習 
教育実習完璧ガイド STEP３・４を通読し、疑問点や難

しいところをノートにまとめておく。 

事後学習 

授業設計の方法に関する重要事項を整理し、授業で学

んだことを次回の指導案の構想に結びつけて考えてお

く。 

第４回 
指導案の書き方と構想 

（道徳授業の要点と書き方について） 

事前学習 

p.116～121・③「3学習指導案の書き方」の目的と内容，

授業設計の方法に関連する項を通読し、重要な部分に

アンダーラインを引く。 

事後学習 

指導案の書き方に関する重要事項を踏まえ、指導案等

の作成に取組む。授業で必要な漢字や文字の書き順な

ど間違えないように予習しておく。 



 

 

第５回 グループによる模擬授業の準備 

事前学習 
指導案・板書計画・教材等の作成を完了し、模擬授業

のリハーサルの準備を整える。 

事後学習 

模擬授業のリハーサルの反省点を基に、指導案・板書

計画・教材等を修正する。指導案・教材等を次週 3 日

前までに提出する。 

第６回 グループによる模擬授業と討論・事後指導 1 

事前学習 模擬授業 1の準備を行う。 

事後学習 
模擬授業 1、 模擬授業後の討論や指導を参考にして、

反省点・改善点をまとめる。 

第７回 グループによる模擬授業と討論・事後指導 

事前学習 模擬授業２の準備を行う。 

事後学習 
模擬授業２、 模擬授業後の討論や指導を参考にして、

反省点・改善点をまとめる。 

第８回 グループによる模擬授業と討論・事後指導 

事前学習 模擬授業３の準備を行う。 

事後学習 
模擬授業３、模擬授業後の討論や指導を参考にして、

反省点・改善点をまとめる。 

第９回 グループによる模擬授業と討論・事後指導 

事前学習 模擬授業４の準備を行う。 

事後学習 
模擬授業４、 模擬授業後の討論や指導を参考にして、

反省点・改善点をまとめる。 

第１０回 グループによる模擬授業と討論・事後指導 

事前学習 模擬授業５の準備を行う。 

事後学習 
模擬授業５、 模擬授業後の討論や指導を参考にして、

反省点・改善点をまとめる。 

第１１回 
育実習の心がけ 

機会があれば実際に近隣の学校を見学する 

事前学習 

②pp.15～16・③「2 実習中の心得」の教育実習の心が

けに関連する項を通読し、重要な部分にアンダーライ

ンを引く。 

事後学習 
教育実習の心がけに関する重要事項を整理し、自己の

ノートに記録する。 

第１２回 教育実習日誌の書き方 

事前学習 
教育実習日誌の記載練習に関連する項を通読し、重要

な部分にアンダーラインを引く。 

事後学習 
教育実習日誌の記載練習で感じた反省点を自己のノー

トに記録する。 

第１３回 教育実習の評価 

事前学習 

②pp.20～22，pp.28～29・③「2実習中の心得」の小学

校教育実習の評価に関連する項を通読し、重要な部分

にアンダーラインを引く。 

事後学習 
小学校教育実習の評価に関する重要事項を整理し、自

己のノートに記録する。 

第１４回 目指す教師像と礼儀作法 

事前学習 

②pp.36～38・③「2 実習中の心得」の目指す教師像と

礼儀作法に関連する項を通読し、重要な部分にアンダ

ーラインを引く。 

事後学習 
目指す教師像と礼儀作法に関する重要事項を整理し、

自己のノートに記録する。 

第１５回 
講義のまとめ 

期末レポート提出 

事前学習 

教育実習の自己の課題について考え、ノートにレポー

トの構想を記録する。自己の課題を克服するための取

組みを明らかにしたレポートを完成する。 

事後学習 
教育実習の自己の課題への取組みについてレポ～トを

作成する。自己の課題への解決行動を開始する。 

＊2019 年度以降入学生より、教育実習にかかわる単位取得は、教職課程再課程認定に伴い「教育実習指導（事前指導）」、「教育実習（4

週）」および「教育実習事後指導（1 時間）」におけるすべての履修によって単位取得が認定されることとなった。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 

教育実習指導（中等） 

／教育実習指導（中等）（保健科） （1 単位） 

３．科目番号 

SSMP3486 

SCMP3486 

SBMP3486 

SPMP3486 

EDTS3373 

EDTS2375 

２．授業担当教員 北林 敬  

４．授業形態 

講義や演習（学習指導案の作成や模擬授業の実施など）、事例研究

についてグループディスカッションによる実践的な学びあいを重

視します。 

５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

教育実習に対する理解を深め、教育実習生としての態度や心構えについて学習する。主な内容として、教

育実習の意義や目的、実習内容の概要、教育実習生としての基本姿勢や生活態度、教科指導等にかかわる学

習指導案の作成及び模擬授業の実施、教育実習日誌の作成等を取り扱い、教育実習に必要な事項のすべてに

ついて学習する。 

教育実習を通じて、教育現場での実際を体験的に学び、教職への道をより確かなものとして邁進できるよ

うにするとともに、教育実習生としての社会性を身に付けることをねらいとする。 

８．学習目標 

１ 教育実習の意義・目的及び教育実習の概要について理解し、説明できるようになる。 

２ 教育実習生としての基本姿勢・生活態度、教育実習の心構え等を理解し、実習を行えるようになる。 

３ 教材研究の重要性を理解し、教材研究に裏打ちされた教科・科目の学習指導案を作成できるようにする。 

４ 作成した学習指導案に基づいて模擬授業を実施し、教師の役割について理解し、説明できるようになる。 

５ 教育実習日誌の作成をはじめ、教育実習に必要とされるすべての事項について学び、実習を行えるよう

になる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

予習課題や探求的な課題に積極的に取り組み、主体的、対話型の学習によって理解を確かにするとともに、

問題解決力を培うように努めること。 

１．ワークシート（ミニレポートを含み、各回の講義内容に沿った課題を提示する。） 

２．学習指導案（精案）及び学習指導案（略案） 

３．模擬授業 

10．教科書・参考

書・ 

教材 

【教科書】 

東京福祉大学編『教育実習の手引き』 

適宜プリントを配布する。 

【参考書】 

文部科学省『中/高等学校学習指導要領解説(総則編)』東山書房、2014。 

文部科学省『中学校学習指導要領解説(保健体育編)』東山書房、2014。 

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、2014。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

 教育実習の目的・概要を理解し、教科・科目の学習指導案を作成して、模擬授業等を計画・実施・改善を

図り、教育実習を行えるようになる。 

○評定の方法 

１ 日常の授業態度（参加態度、発表、発言、学習状況等） ４０％ 

２ 課題レポート（学習指導案を含む）          ３０％ 

３ 模擬授業（プレゼン）                ３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

・教師としての資質向上に関わる、自己目標・自己課題をもち、授業に参加して下さい。 

・新聞・テレビ等における教育に関連する時事問題に関して、常に関心を持って下さい。 

・ワークシート・アサイメントについては、指定した日までに必ず提出して下さい。 

13．オフィスアワー 授業開始時に連絡します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
・ガイダンス 

・授業の進め方 

事前学習 
教育実習指導授業予定プリントを読んで全体像をとらえ

る。 

事後学習 
教育実習生に課せられている自覚と責任を持つ必要性につ

いて認識する。 

第２回 
・教育実習の意義と課題 

・教育実習までの事前準備 

事前学習 
教育実習の意義と課題（プリント）を読んでワークシート

に記述して理解を深める。 

事後学習 
教育実習の意義及び教育実習までの流れについてワークシ

ートの復習確認欄に記述して学習した内容を確認する。 

第３回 
・学校の教育課程編成の工夫とその見方 

・新教育課程のねらい 

事前学習 
学校の教育課程編成の工夫とその見方（プリント）を読ん

でワークシートに記述して理解を深める。 

事後学習 
新教育課程のねらいについてワークシートの復習確認欄に

記述して学習した内容を確認する。 

第４回 
・最近の生徒の理解と指導 

・最近の生徒の課題 

事前学習 
最近の生徒の理解と指導・最近の生徒の課題（プリント）

を読んでワークシートに記述して理解を深める。 

事後学習 
最近の生徒の現状と課題についてワークシートの復習確認

欄に記述して学習した内容を確認する。 

  



 

 

第５回 
・授業観察の視点と方法 

・教育実習における授業観察の意義 

事前学習 

授業観察の視点と方法・教育実習における授業観察の意義

（プリント）を読んでワークシートに記述して理解を深め

る。 

事後学習 
教育実習における授業観察の意義についてワークシートの

復習確認欄に記述して学習した内容を確認する。 

第６回 
・授業づくりの方法と準備① 

・教育実習における授業実習の準備 

事前学習 
授業づくりの方法と準備①(プリント)を読んでワークシー

トに記述して理解を深める。 

事後学習 
教育実習における教壇実習の意義についてワークシートの

復習確認欄に記述して学習した内容を確認する。 

第７回 
・授業づくりの方法と準備② 

・教育実習における授業実習の心得 

事前学習 
授業づくりの方法と準備②(プリント)を読んでワークシー

トに記述して理解を深める。 

事後学習 
教育実習における教壇実習の意義についてワークシートの

復習確認欄に記述して学習した内容を確認する。 

第８回 

学習指導案の書き方 

・学習指導案の具体例と内容 

・教材研究のポイント 

事前学習 
学習指導案の書き方について調べ、ワークシートに記述し

て理解を深める。 

事後学習 
学習指導案の作成と教材研究のポイントについてワークシ

ートの復習確認欄に記述して学習した内容を確認する。 

第９回 
学習指導案の作成と授業準備：グループワ

ーク 

事前学習 学習指導案作成の資料を準備する。 

事後学習 
作成した指導案の課題点をまとめる。授業に必要な資料（教

材等）の収集を行う。 

第１０回 
オンラインによる模擬授業①：グループ討

議 

事前学習 模擬授業の資料(教材等)を準備する。 

事後学習 模擬授業での課題点をまとめる。 

第１１回 
オンラインによる模擬授業②：グループ討

議 

事前学習 模擬授業の資料(教材等)を準備する。 

事後学習 模擬授業での課題点をまとめる。 

第１２回 
オンラインによる模擬授業③ ：グループ討

議 

事前学習 模擬授業の資料(教材等)を準備する。 

事後学習 模擬授業での課題点をまとめる。 

第１３回 
オンラインによる模擬授業④ ：グループ討

議 

事前学習 模擬授業の資料(教材等)を準備する。 

事後学習 模擬授業での課題点をまとめる。 

第１４回 
・教科外指導の観察と参加 

・教科外指導の分野と観察の心構え 

事前学習 
教科外指導の観察と参加（プリント）を読んでワークシー

トに記述して理解を深める。 

事後学習 
教科外指導の観察と参加の意義についてワークシートの復

習確認欄に記述して学習した内容を確認する。 

第１５回 ・事後学習と研究レポートの作成 

事前学習 
事後学習と研究レポートの作成（プリント）を読んでワー

クシートに記述して理解を深める。 

事後学習 
教育実習における事後学習の意義についてワークシートの

復習確認欄に記述して学習した内容を確認する。 

＊2019 年度以降入学生より、教育実習にかかわる単位取得は、教職課程再課程認定に伴い「教育実習指導（事前指導）」、「教育実習

（4 週）」および「教育実習事後指導（1 時間）」におけるすべての履修によって単位取得が認定されることとなった。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教育心理学（初等）／教育心理学（初等・幼） （2単位） 

３．科目番号 SJMP2110 

２．授業担当教員 石 暁玲 

４．授業形態 講義、演習、グループワーク ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「心理学概論」，「心理学入門」，または「発達心理学」など心理系の１科目を履修したことが望ましい。 

７．講義概要 

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

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

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

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

保育・教育の現場での問題解決に必要な思考力、実践力を高めるために、演習課題などを出す。 
事前学習として、テキストの授業内容との関連部分を読んでおくこと。 
事後学習として、復習、資料・ノートのまとめは必須。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

柏崎秀子『教職ベーシック 発達・学習の心理学』北樹出版。 

【参考書】 

松原達哉『教育心理学』丸善出版 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

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

○評定の方法 

１ 授業への参加態度（グループワーク等） 総合点の 30％ 

２ 試験（小テスト・期末試験） 総合点の 40％ 

３ 課題（レポート等） 総合点の 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

「教育」とはどういうことかについて深く考え、そして教育心理学について関心が持てることが受講の前提
となります。 

授業態度を重視するので、私語厳禁です。 

自ら考え、授業で出されるさまざまな課題に取り組んでください。 

13．オフィスアワー 初回の授業で知らせる。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
授業オリエンテーション 
発達を学ぶ意義 

事前学習 シラバスを確認し、授業準備をする。 

事後学習 教科書を通読する。 

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

事後学習 遺伝と環境の相互作用をまとめる。 

第３回 身体・運動発達 
事前学習 身体発達の特徴を調べる。 

事後学習 身体発達と運動発達の各時期をまとめる。 

第４回 知覚の発達 
事前学習 知覚とは何かを調べる。 

事後学習 知覚の発達をまとめる。 

第５回 認知・思考の発達 
事前学習 ピアジェの認知発達について調べる。 

事後学習 認知発達についてまとめる。 

第６回 言語の発達 
事前学習 言語の発達過程について調べる。 

事後学習 言語発達における遺伝と環境の影響をまとめる。 

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

事後学習 自己意識と社会性の発達の関連を考察する。 

第８回 小テストとまとめ 
事前学習 小テストの準備 

事後学習 これまでの授業を振り返り、わからないところをまとめる。 

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

事後学習 条件付けについてまとめる。 

第１０回 学習理論②認知理論 
事前学習 観察学習について調べる。 

事後学習 観察学習についてまとめる。 

第１１回 動機づけ 
事前学習 「動機づけ」とは何かを調べる。 

事後学習 子どもの動機づけの方法を考える。 

第１２回 教育評価 
事前学習 教育評価について調べる。 

事後学習 多様な学習評価の方法をまとめる。 

第１３回 主体的な学びを促す①教師の指導 
事前学習 教授法について調べてくる。 

事後学習 主体的な学びを促す教師の指導について考察する。 

第１４回 主体的な学びを促す②集団づくり 
事前学習 協働学習について調べる。 

事後学習 主体的な学びを促す集団作りについて考察する。 

第１５回 小テストとまとめ 
事前学習 小テストの準備 

事後学習 これまでの授業を振り返り、教育の本質について考える。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教育心理学（中等） （2 単位） 

３．科目番号 EDTS2105 

２．授業担当教員 河合 雅代 

４．授業形態 講義、演習、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 

教育心理学とは子どもを教育していく上で必要となる人間科学の知識を提示し、子どもの成長を促すための

より良い教育とは何かを心理学的視点から解説する学問である。教育心理学の基礎とされる発達、学習、人

格、測定・評価の 4 つの領域について基礎知識を深め、今日の教育の現場が必要としている問題解決のため

の諸要因を解説する。本講義では、以上のような基礎的知識の習得に加え、事例に則り、それらの知識をい

かに教育の実践に役立てていくのか検討する。併せて、現実の教育現場で起きている諸問題に対する支援の

在り方についても考察する。 

８．学習目標 

１．教育学と心理学の深い関係を理解し、説明できるようになる。 

２．教育場面において生じる問題及びその背景について指摘できるようになる。 

３．子どもの発達と学習能力を高めるさまざまな要因について理解できるようになる。 

４．教育の目的から考える学校生活のあり方：理論と実践の違いを理解し、説明できるようになる。 

５．教育現場における心理社会的課題及び必要な支援について考察できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．授業内容に関連した小レポートを２つ作成し、提出する。 

２．各テーマの終了後に簡単な小テスト（10分程度）と授業の振り返りを記載し、提出する。 

３．授業中にグループディスカッションを行い、その結果を発表し、まとめる。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

松原達也編著『教育心理学』丸善出版 2013 年。 

【参考書】 

必要に応じて、適宜、資料を配付する。また、他に参考書がある場合はそのつど指定する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．教育心理学の基本的な知識を理解し、説明できるか。 

２．教育心理学の知識を教育の場で応用し、活用する力がついたか。 

○評定の方法 

１ 授業への参加態度 総合点の３０％ 

２ 試験（小テスト・期末テスト等） 総合点の４０％ 

３ 課題（レポート等） 総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

「教育」とはどういうことかについて深く考え、そして教育心理学について関心が持てることが受講の前提

となる。 

授業に集中するために、私語、携帯の使用は厳禁です。 

折に触れて、グループディスカッションを行います。自ら考え、授業で出されるさまざまな課題に積極的に

取り組んでください。 

13．オフィスアワー オフィスアワーについては最初のガイダンスで伝えます。 

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 導入：シラバスの説明と教科目標に関して 
事前学習 教育心理学についてイメージを描く 

事後学習 当初のイメージとの違いを考える 

第２回 教育心理学の課題 
事前学習 テキスト第 1章（pp.1～8）を読む 

事後学習 講義内容を振り返り、配布プリントを見直す 

第３回 発達と教育１ 乳児期から幼児期の特徴 
事前学習 テキスト第 2章（pp.9～26）を読む 

事後学習 講義内容を振り返り、配布プリントを見直す 

第４回 発達と教育２ 学童期の特徴 
事前学習 テキスト第 10章（pp.218～223）を読む 

事後学習 講義内容を振り返り、配布プリントを見直す 

第５回 発達と教育３ 青年期の特徴 
事前学習 自らの特徴（性格）を考えてみる 

事後学習 講義内容を振り返り、自分の強みを確認する 

第６回 虐待について―法律も含めて 
事前学習 虐待に関するニュースを一つ探してくる 

事後学習 講義内容を振り返り、配布プリントを見直す 

第７回 学習指導 
事前学習 テキスト第４章（pp.62～85）を読む 

事後学習 講義内容を振り返り、配布プリントを見直す 

第８回 学習理論 
事前学習 テキスト第 6章（pp.114～133）を読む 

事後学習 講義内容を振り返り、配布プリントを見直す 

第９回 動機づけ 
事前学習 テキスト第 7章（pp.134～158）を読む 

事後学習 講義内容を振り返り、配布プリントを見直す 

第１０回 授業法 
事前学習 テキスト第 8章（pp.159～178）を読む 

事後学習 講義内容を振り返り、配布プリントを見直す 

第１１回 学級の心理 
事前学習 テキスト第 9章（pp.180～198）を読む 

事後学習 講義内容を振り返り、配布プリントを見直す 

第１２回 特別支援教育と発達障害/適応の心理と教育 
事前学習 

テキスト第 3 章（pp.37～43）、テキスト第 5
章（pp.86～91、108～113）を読む 

事後学習 講義内容を振り返り、配布プリントを見直す 

第１３回 発達障害について 事例から学ぶ 
事前学習 テキスト第 3章（pp.44～61）を読む 

事後学習 講義内容を振り返り、配布プリントを見直す 

第１４回 不登校・いじめについて 事例から学ぶ 
事前学習 テキスト第 5章（pp.92～113）を読む 

事後学習 講義内容を振り返り、配布プリントを見直す 

  



 

 

第１５回 教育評価/まとめ 今までの授業のまとめ 

事前学習 テキスト第 10章（pp.202～225）を読む 

事後学習 

講義内容を振り返り、配布プリントを見直す

れまでの授業を振り返り、期末試験の準備を

する 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教育心理学（中等） （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP2330 

SCMP2330 

SPMP2330 

EDTS2105 
２．授業担当教員 成本 忠正 

４．授業形態 講義、演習、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 
なし 

７．講義概要 

教育心理学とは子どもを教育していく上で必要となる人間科学の知識を提示し、子どもの成長を促すための

より良い教育とは何かを心理学的視点から解説する学問である。教育心理学の基礎とされる発達、学習、人

格、測定・評価の 4 つの領域について基礎知識を深め、今日の教育の現場が必要としている問題解決のため

の諸要因を解説する。本講義では、以上のような基礎的知識の習得に加え、事例に則り、それらの知識をい

かに教育の実践に役立てていくのか検討する。併せて、現実の教育現場で起きている諸問題に対する支援の

在り方についても考察する。 

８．学習目標 

１．教育学と心理学の深い関係を理解し、説明できるようになる。 

２．教育場面において生じる問題及びその背景について指摘できるようになる。 

３．子どもの発達と学習能力を高めるさまざまな要因について理解できるようになる。 

４．教育の目的から考える学校生活のあり方：理論と実践の違いを理解し、説明できるようになる。 

５．教育現場における心理社会的課題及び必要な支援について考察できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．授業で紹介された教育心理学研究で得られた知見について詳細にリサーチし、それが教育現場でどのよ

うに貢献しているのかについてレポートを作成する。 
２．各テーマの終了後に簡単な小テスト（15分程度）を実施する。 

３．グループディスカッションの結果を発表する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
１ 心理科学研究会編『中学・高校教師になるための教育心理学』有斐閣選書、2012年。 
２ 配布資料で授業を行う。 

【参考書】 
なし。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．教育心理学の基本的な知識を理解し、説明できるか。 

２．教育心理学の知識を教育の場で応用し、活用する力がついたか。 

○評定の方法 

１ 授業への参加態度 総合点の３０％ 

２ 試験（小テスト・期末テスト等） 総合点の４０％ 

３ 課題（レポート等） 総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１．授業に積極的に参加すること。 
２．正当な理由なく、遅刻、欠席、早退をしないこと。 

３．授業の妨害行為および他者への迷惑行為（私語、居眠り、携帯の使用、実習やディスカッションへの不
参加、など）をしないこと。これらの不適切な行為がみられた場合は厳格に対処する。 

４．疑問がある場合は積極的に質問するなどして解決してください。 

13．オフィスアワー 簡単な質問であれば授業前後の時間に受け付ける。オフィスアワーについては最初のガイダンスで周知する。 

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 教育心理学とは何か 
教育心理学の内容と方法を学ぶ 

事前学習 
教育現場における教育心理学の役割につい
て考える。 

事後学習 教育心理学の意義を復習する。 

第２回 
発達 
 初期経験の重要性について学ぶ 

事前学習 
思考・性格形成に初期経験が影響するのかを
考える。 

事後学習 臨界期と初期経験について復習する。 

第３回 
発達 
 青年期という発達段階の特徴を学ぶ 

事前学習 教科書【発達】を読む。 

事後学習 特に青年期の社会性について復習する。 

第４回 
発達障害 
 発達障害を抱える生徒の行動を学ぶ 

事前学習 教科書【障害のある生徒の発達】を読む。 

事後学習 発達障害を抱える生徒の行動を理解する。 

第５回 
行動の学習 
報酬・罰で行動をコントロールできる？ 

事前学習 教科書【学習の基礎】を読む。 

事後学習 報酬・罰による行動の強化・弱化を理解する。 

第６回 
達成動機 
 報酬で学習意欲は高まるのだろうか？ 

事前学習 学習意欲を高める報酬とは何かを考える。 

事後学習 動機の種類を覚える。原因帰属を理解する。 

第７回 
学習指導 
 効果的な学習指導について学ぶ 

事前学習 教科書【教育指導】を読む。 

事後学習 効果的な学習指導法について復習する。 

第８回 
教育評価 
 教育評価の方法と意義、問題点などを学ぶ 

事前学習 教育評価方法・テスト方法について考える。 

事後学習 
効果的な評価方法・テスト方法について復習

する。 

第９回 
学校不適応 
 学級崩壊・不登校・いじめを考える 

事前学習 学校不適応の原因について考える。 

事後学習 不適応状態の生徒への対応について考える。 

第１０回 
生徒と教師の関係 
 学級の発達を促す教師の役割を学ぶ 

事前学習 教科書【生徒と教師の関係】を読む。 

事後学習 生徒指導と教育相談について復習する。 

第１１回 
教師として生きる 
 大学で何を学ぶべきか 

事前学習 教科書【教師として生きる】を読む。 

事後学習 
教師になるために何を学び準備すべきかを

考える。 

第１２回 リサーチ発表 
事前学習 発表グループは発表準備。 

事後学習 発表グループは発表内容を振り返る。 



 

 

第１３回 リサーチ発表 
事前学習 発表グループは発表準備。 

事後学習 発表グループは発表内容を振り返る。 

第１４回 リサーチ発表 
事前学習 発表グループは発表準備。 

事後学習 発表グループは発表内容を振り返る。 

第１５回 授業の総括 
事前学習 

これまでの授業を振り返り、興味のある点や
疑問を持った点をレポートにまとめる。 

事後学習 教育現場における心理学の役割を理解する。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
教育相談（カウンセリングを含む）（初等・小） （2 単位） 

３．科目番号 
EDTE3106 

EDTE3306 
２．授業担当教員 荻原 邦昭 

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 

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

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

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

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

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

討論も交えながら実践力を身につけることを目的とする。 

８．学習目標 

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

2.教育現場における教育相談の基本的視点、展開の方法について理解し、説明や討論（事例検討も含める）を

することができるようになる。 

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

説明やロールプレイをすることができるようになる。 

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

【レポート課題】 

「生徒指導と教育相談との関わりについて一つの事例を通して考察せよ」 

※１，０００字から１，２００字程度で述べなさい。 

【期末テスト】 

【振り返りシート作成】 

毎授業のまとめを行い、定期的に提出し、添削を受ける。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

『エッセンス学校教育相談心理学』（石川正一郎・藤井泰編）北大路書房 

※必要に応じて授業内でプリントを配布する。 

【参考書】 

石隈利紀・藤井英行・田中輝美『生涯発達の中のカウンセリングⅡ』サイエンス社。 

文部科学省『生徒指導提要』教育図書。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 教育相談の意義と理論を理解し、説明できるか。 

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

3. 教育相談の具体的な進め方やポイントを理解し、組織的な取り組みや他機関との連携の必要性、現代の課
題を把握して説明や討論（事例検討も含める）をすることができるか。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の学習状況、レポート等を総合して評価する。 

1.積極的参加（発言、討議、態度、シートの取り組み等）  総合点の５０％ 

2.レポート（小論文、中間レポートを含む） 総合点の５０％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

本講義は教職のための資格科目であり、将来の教育者としての思考力、創造力、問題解決能力を養成し、

より実践的な理論、技能の獲得を目指している。この目的達成のため、受講者は次の事柄を遵守することを

望む。 

1. 常に高い緊張感と集中力を保って受講し、自己鍛錬を怠らない。 

2. 質問、発表を積極的に行い、主体性の形成に励む。 

3. 欠席、遅刻、早退をしないことで自己管理力をつける。 

4. 勝手な退室や、講義に関係のない振る舞い、私語、居眠り、スマートフォンの操作などをせず、常にセ

ルフモニタリングにつとめる。 

なお、明らかに態度が悪いと判断された場合厳格な指導が行われる。その後も改善されない場合は全出

席であってもＦ評価になることがある。 

また教員は次のことを実行する。 

1. 講義の目的を明確にし、シラバスに沿って講義する。 

2. 声の大きさや話し方など、受講者の聞きやすさ、わかりやすさについて配慮する。 

3. 討議や演習など受講者が積極的に講義に参加できる環境を作る。 

4. 受講者の質問には誠実に対応する。 

5. 受講者が上記のメッセージ 1～４が守らない場合、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 授業時間内に通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 講義日程 講義日程 

第１回 

オリエンテーション、教師に求められるカウンセリン

グマインドについて 

－カウンセリング演習 傾聴・繰り返し－ 

事前学習 
教育相談の「意義」と「目的」について、自分な

りの考えを持って講義に臨む。 

事後学習 
授業内容について理解したことをワークシート

にまとめファイリングする。 

  



 

 

第２回 
受容(共感)と指導(要求)、生徒指導と教育相談など 

－カウンセリング演習 傾聴・繰り返し－ 

事前学習 
教科書の pp.10～19 を熟読し、授業に生かす臨

床的視点 p.18 の事例について予習をする。 

事後学習 

授業内容を復習し、子どもの心を聴くことの意味

と意義を理解したことをワークシートにまとめ

ファイリングする。 

第３回 
子どもの発達課題と教育相談 

－カウンセリング演習 明確化－ 

事前学習 

教科書の pp.22～35 子どもの発達と教育相談を

熟読し、学童期の発達と教育相談について予習を

する。 

事後学習 

授業内容を復習し、子どもの発達に合わせた教育

相談について理解したことをワークシートにま

とめファイリングする。 

第４回 

学校現場における「問題行動」と教育相談①不登校、

いじめなど 

－事例によるカウンセリング演習  

明確化 児童との面接（不登校傾向）－ 

事前学習 

教科書の pp.42～47 学校現場における「問題行

動」と教育相談を熟読し、不登校、いじめの指導・

支援について予習をする。 

事後学習 

授業内容を復習し、不登校、いじめなどの問題行

動のとらえ方と支援の視点などを理解したこと

をワークシートにまとめファイリングする。 

第５回 

学校現場における「問題行動」と教育相談②万引き、

虐待など 

 －事例によるカウンセリング演習 

沈黙の処理 児童との面接（虐待）－ 

事前学習 

教科書の pp.48～57 学校現場における「問題行

動」と教育相談を熟読し、万引き、虐待の指導・

支援について予習をする。 

事後学習 

授業内容を復習し、万引き、虐待などの問題行動

のとらえ方と支援の視点などを理解したことを

ワークシートにまとめファイリングする。 

第６回 

特別支援教育と教育相談①発達障害とは 

－事例によるカウンセリング演習 

保護者との面接（ＡＤＨＤ）－ 

事前学習 

教科書の pp.62～69 特別支援教育と教育相談を

熟読し、発達障害のとらえ方と対応について予習

をする。 

事後学習 

授業内容を復習し、特別支援教育の基本的な考え

方や発達障害を理解したことをワークシートに

まとめファイリングする。 

第７回 

特別支援教育と教育相談②発達障害へのかかわりと

組織的な取り組み 

－校内委員会の模擬演習－ 

事前学習 

教科書の pp.70～81 特別支援教育と教育相談を

熟読し、気になる子どもへのかかわりと学級の取

り組みについて予習をする。 

事後学習 

授業内容を復習し、特別支援教育コーディネータ

ーの意義と役割､校内委員会の実際について理解

したことをワークシートにまとめファイリング

する。 

第８回 
予防・開発的取り組みと教育相談①構成的グループ・

エンカウンター、ブリーフ・カウンセリングなど 

事前学習 

教科書の pp.82～87 予防・開発的取り組みと教

育相談を熟読し、問題解決から予防・開発的な教

育相談について予習をする。 

事後学習 

授業内容を復習し、さまざまな教育相談にかかわ

る技法を理解したことをワークシートにまとめ

ファイリングする。 

第９回 
予防・開発的取り組みと教育相談②アサーション・ト

レーニング、交流分析、ピアサポートなど 

事前学習 

教科書の pp.88～97 予防・開発的取り組みと教

育相談を熟読し、アサーション・トレーニングに

ついて予習をする。 

事後学習 

授業内容を復習し、交流分析、ピアサポートなど

を理解したことをワークシートにまとめファイ

リングする。 

第１０回 

教師への支援と教育相談 

－事例によるカウンセリング演習 

教師との面接（悩む学級担任）－ 

事前学習 

教科書の pp.102～121 教師への支援と教育相談

を熟読し、教師支援の必要性について予習をす

る。 

事後学習 

授業内容を復習し、教師へのメンタルヘルスを理

解したことをワークシートにまとめファイリン

グする。 

第１１回 

保護者への支援と教育相談 

－事例によるカウンセリング演習 

保護者との面接（子育て不安）－ 

事前学習 

教科書の pp.122～141 保護者の支援と教育相談

を熟読し、モンスターペアレント、若い保護者の

子育て不安への支援について予習をする。 

事後学習 

授業内容を復習し、親が抱えている問題への対応

を理解したことをワークシートにまとめファイ

リングする。 



 

 

第１２回 

校内の相談システムと教育相談（チーム学校としての

チーム支援） 

－チーム支援の模擬演習－ 

事前学習 

教科書の pp.142～159 校内の相談システムと教

育相談を熟読し、ネットワーク支援について予習

をする。 

事後学習 

授業内容を復習し、チーム学校としてチーム支援

のシステムを理解したことをワークシートにま

とめファイリングする。 

第１３回 

スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー

と教育相談 

－実際に活用する模擬演習－ 

事前学習 

教科書の pp.162～181 スクールカウンセラー、

スクールソーシャルワーカーと教育相談を熟読

し、学校で役立つスクールカウンセラー（SC）の

条件について予習をする。 

事後学習 

授業内容を復習し、スクールカウンセラーとスク

ールソーシャルワーカーの役割と活用の実際を

理解したことをワークシートにまとめファイリ

ングする。 

第１４回 

専門機関との支援ネットワークと教育相談 

－事例によるカウンセリング演習 

保護者との面接（医療受診）－ 

事前学習 

教科書の pp.182～201 専門機関とのネットワー

クと教育相談について熟読し、医療機関との連携

について予習をする。 

事後学習 

授業内容を復習し、教育福祉医療及びそのたの機

関との連携を理解しワークシートにまとめファ

イリングする。 

第１５回 
授業のまとめ 

グループワーク（発表） 

事前学習 
第１４回までの授業で、教育相談について自分が

理解した内容を整理しておく。 

事後学習 
授業全体をふり返り、講義内容の理解を確認した

ことをワークシートにまとめファイリングする。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教育相談（カウンセリングを含む）（中等） （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP3440 

SBMP3440 

SCMP3440 

SPMP3440 

EDTS3106 

EDTS3306 

２．授業担当教員 鈴木 克也 

４．授業形態 講義 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
なし 

７．講義概要 

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

題を扱うだけでなく、幼児・児童・生徒をとりまく保護者やさまざまな環境なども考慮しながら進められ て

いく、教育現場における心理的な支援活動である。本講義ではカウンセリングを実践できるように演習を取

り入れ、幼児・児童・生徒理解のために必要な知識・方法および実際の介入方法などについて、知識を深め

実践力を身に付けることを目的とする。 

８．学習目標 

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

2.学校における教育相談の基本的視点、展開の方法について理解し、説明することができるようになる。 

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

説明することができるようになる。 

4.教育相談の治療的、予防的、開発的側面について理解し、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 

１．教師だからこそできる教育相談について述べよ。 

 ＊カウンセラーとは異なり、子どもの身近にいるからこそできる教育相談と教師の強みについて考察せよ。 

２．教育相談で望ましい教師の態度について述べよ。 

＊ロジャーズのいう受容・共感・自己一致について考察する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

会沢信彦編著『コアカリキュラム対応 教育相談の理論と方法』北大路書房。 

【参考書】 

鈴木 康明編著『生徒指導・進路指導・教育相談テキスト』北大路書房。 

文部科学省『生徒指導提要』教育図書。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.教育相談に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。    

2.カウンセリングに関する理論や技術を理解し、対処できるようになっているか。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の学習状況、レポート等を総合して評価する。 

１ 積極的参加（発言、討議、態度、シートの取り組み等）  総合点の５０％ 

２ レポート（小論文、中間レポートを含む） 総合点の５０％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

・単純に１つの原因があるから問題が起こるという見方ではなく、児童/生徒を多面的に理解してほしい。 

・教師だからこそできる援助と限界を理解した上で、さまざまなアプローチを考えてほしい。 

・積極的態度で参加していただきたい。 

・不明な点は、授業時間のうちに質問していただきたい。 

・授業中の私語・携帯電話の使用は厳禁とする。 

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 学校における教育相談の意義 
事前学習 教科書を準備し、授業に備える。 

事後学習 授業で配布した資料の理解を深める。 

第２回 
教育相談に関わる心理学の基礎的な理論① 

・力動論による心の理解 

事前学習 教科書 pp.23-25 を読んでおく。 

事後学習 授業で配布した資料の理解を深める。 

第３回 
教育相談に関わる心理学の基礎的な理論② 

・人間性心理学による心の理解 

事前学習 教科書 pp.28-29 を読んでおく。 

事後学習 授業で配布した資料の理解を深める。 

第４回 
教育相談に関わる心理学の基礎的な理論③ 

・行動主義心理学による心の理解 

事前学習 教科書 pp.25-27 を読んでおく。 

事後学習 授業で配布した資料の理解を深める。 

第５回 教育相談における心理療法の理論の活用 
事前学習 教科書 pp.29-31 を読んでおく。 

事後学習 授業で配布した資料の理解を深める。 

第６回 学校におけるカウンセリング 
事前学習 教科書 pp.32-41 を読んでおく。 

事後学習 授業で配布した資料の理解を深める。 

第７回 カウンセリングの基本技法(演習) 
事前学習 教科書 pp.42-51 を読んでおく。 

事後学習 授業で配布した資料の理解を深める。 

第８回 教育相談におけるアセスメント 
事前学習 教科書 pp.52-61 を読んでおく。  

事後学習 授業で配布した資料の理解を深める。 

第９回 発達課題と教育相談 
事前学習 教科書 pp.72-91 を読んでおく。 

事後学習 授業で配布した資料の理解を深める。 

第１０回 いじめ問題への対応 
事前学習 教科書 pp.92-101 を読んでおく。 

事後学習 授業で配布した資料の理解を深める。 

第１１回 不登校と教育相談 
事前学習 教科書 pp.102-111 を読んでおく。 

事後学習 授業で配布した資料の理解を深める。 



 

 

第１２回 保護者支援と教育相談 
事前学習 教科書 pp.112-121 を読んでおく。 

事後学習 授業で配布した資料の理解を深める。 

第１３回 学級担任が行う教育相談 
事前学習 教科書 pp.122-131 を読んでおく。 

事後学習 授業で配布した資料の理解を深める。 

第１４回 学校全体で進める教育相談 
事前学習 教科書 pp.132-141 

事後学習 授業で配布した資料の理解を深める。 

第１５回 
スクールカウンセラー・スクールソーシャルワー

カーの役割 

事前学習 教科書 pp.142-151 を読んでおく。 

事後学習 授業で配布した資料の理解を深める。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教育法規（初等）／教育法規（初等・幼） （2 単位） 

３．科目番号 
SJTC2402 

SJTC1402 
２．授業担当教員 鈴村 邦夫 

４．授業形態 

教育法規の基礎的な内容の把握については講義方式で進めるが、

質疑応答も含んだ双方向の授業が基本である。 
事例・演習問題等ではグループ・ディスカッションを取り入れ、
全体発表、検討などでは学生主体の授業を実施する。 

５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
法学や憲法などを事前に履修していることが望ましい。 

７．講義概要 

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

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

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

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

となるための授業を実施する。 

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

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

８．学習目標 

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

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

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

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

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

なる。 

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

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

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

できるからである。その結果、学習の理解度に大きな差が生じることになるからである。 

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

法規」の空欄を埋めて講義に臨むこと。 

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

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
山本豊著『有権解釈に重きを置いた 教育法規 第三版』学校図書。（教科書と表示する） 
山本豊著『書いて理解する 教育法規 第二版』オフィス・サウス（サブノートと表示する） 

その他、必要に応じて資料を配布する。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

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

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

事例を通して学び、身に付けることができたか。 

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

に付けることができたか。 

○評定の方法 

授業への参加度（発表、授業態度） ４０％ 

事前・事後学習の内容、や理解度テストの結果、出席状況等 ６０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

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

とを目的としている。目的を達成するために受講生は以下の条件を守ること。 

１．授業中は、良き緊張感と集中力を保持して積極的な態度で授業に臨むこと。 

２．講義内容について事前に教科書を読み、サブノートの空欄を記入するなどの予習を必ず行い、課題意

識をもって講義に臨むこと。 

３．自ら進んで発表したり、質問したりして講義内容の理解に努めること。 

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

刻に授業は開始する。 

５．授業中の着帽、私語、飲食（ガムを含む）等は認めない。また、スマートフォンや携帯電話等は机上

に置かずにバッグの中にしまっておくこと。 

 

教員は以下のことを実行する。 

１．授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 

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

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

（発言、発表等）できるよう双方向対話型の学習環境を目指す。 

４．遅刻、早退、授業中の着帽、居眠り、私語、スマートフォンや携帯電話の使用等、授業に臨む上で不

適切な言動が見受けられた場合は、厳格に対処する。 

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

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

と思う内容があったら、遠慮無く尋ねること。 



 

 

13．オフィスアワー 授業中に通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション、教育法規を学ぶ意義 

教育法規の体系と構造―  

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

事前学習 

教科書のはしがき及び pp.20～29 を熟読し、それに対
応するサブノートの空欄を埋める。また、教科書の質問
コーナーの解答を考えることで、教育法規に興味や関
心をもつ。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。興味・

関心をもった内容について図書館やインターネット等

で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。 

第２回 

日本国憲法の教育に関連する規定―  

教育を受ける権利、義務教育、法の下の平等、

信教の自由、学問の自由などについて理解す

る。 

事前学習 
教科書の pp.30～37 を熟読し、興味や疑問を抱いたこ
とについて図書館やインターネット等で調べる。教科
書に対応するサブノートの空欄を埋める。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。興味･

関心をもった内容について図書館やインターネット等

で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。 

第３回 

教育基本法―① 

教育の目的、教育の目標、教育の機会均等、学

校教育、教員などについて理解する。  

事前学習 

教科書の pp.38～50 を熟読し、質問コーナーの解答を
考えたり、興味や疑問を抱いたりしたことについて図
書館やインターネット等で調べる。また、教科書に対応
するサブノートの空欄を埋める。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。興味･

関心をもった内容について図書館やインターネット等

で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。 

第４回 

教育基本法―② 

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

事前学習 
教科書の pp.50～58 を熟読し、興味や疑問を抱いたこ
とについて図書館やインターネット等で調べる。教科
書に対応するサブノートの空欄を埋める。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。興味･

関心をもった内容について図書館やインターネット等

で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。教育基

本法の理解度テストに備える。 

第５回 

学校教育―① 

学校教育法１条校、学校の設置と管理、組織

編制、学校の運営などについて理解する。 

理解度テスト ① 

事前学習 

教科書の pp.60～77 を熟読し、質問コーナーの解答を
考えたり、興味や疑問を抱いたりしたことについて図
書館やインターネット等で調べる。教科書に対応する
サブノートの空欄を埋める。理解度テストに備える。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。授業中

に関心をもった内容について図書館やインターネット

等で調べ、疑問点について次時の授業で質問すること。 

第６回 
学校教育―② 

学校教育の目的と目標、教育課程、学習指導要
領などについて理解する。 

事前学習 
教科書の pp.77～94 を熟読し、興味や疑問を抱いたこ
とについて図書館やインターネット等で調べる。教科
書に対応するサブノートの空欄を埋める。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。興味･

関心をもった内容について図書館やインターネット等

で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。 

第７回 

学校教育―③ 

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

事前学習 
教科書の pp.94～106を熟読し、興味や疑問を抱いたこ
とについて図書館やインターネット等で調べる。教科
書に対応するサブノートの空欄を埋める。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。授業中

に関心をもった内容について図書館やインターネット

等で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。学校

教育の理解度テストに備える。 

第８回 

児童・生徒―① 

義務教育、義務教育諸学校の入学・転学・退

学・卒業、懲戒・体罰（その１）などについ

て理解する。 

理解度テスト ② 

事前学習 

教科書の pp.108～119 を熟読し、質問コーナーの解答
を考えたり、興味や疑問を抱いたりしたことについて
図書館やインターネット等で調べる。教科書に対応す
るサブノートの空欄を埋める。理解度テストに備える。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。授業中

に関心をもった内容について図書館やインターネット

等で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。 

第９回 
児童・生徒―② 

懲戒･体罰（その２）、出席停止について理解す
る。 

事前学習 
教科書の pp.119～147 を熟読し、興味や疑問を抱いた
ことについて図書館やインターネット等で調べる。教
科書に対応するサブノートの空欄を埋める。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。授業中

に関心をもった内容について図書館やインターネット

等で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。理解

度テストに備える。 

第１０回 

学校保健・安全・給食―① 

学校保健、学校安全、学校給食について理解

する。 

事前学習 

教科書の pp.148～174 を熟読し、質問コーナーの解答

を考えたり、興味や疑問を抱いたりしたことについて

図書館やインターネット等で調べる。教科書に対応す

るサブノートの空欄を埋める。理解度テストに備える。 

事後学習 
学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。授業中

に関心をもった内容について図書館やインターネット



 

 

等で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。 

第１１回 

特別支援教育 

 特別支援学校、特別支援学級、通級による指

導について理解する。 

 

教職員－① 

 教員、教育公務員の定義 

事前学習 

教科書の pp.176～187 を熟読し、質問コーナーの解答
を考えたり、興味や疑問を抱いたりしたことについて
図書館やインターネット等で調べる。教科書に対応す
るサブノートの空欄を埋める。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。授業中

に関心をもった内容について図書館やインターネット

等で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。 

第１２回 
教職員―② 

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

事前学習 
教科書の pp.188～200 を熟読し、興味や疑問を抱いた
ことについて図書館やインターネット等で調べる。教
科書に対応するサブノートの空欄を埋める。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。授業中

に関心をもった内容について図書館やインターネット

等で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。 

第１３回 
教職員―③ 

免許状、任用、服務、分限処分と懲戒処分など
について理解する。 

事前学習 
教科書の pp.200～250 を熟読し、興味や疑問を抱いた
ことについて図書館やインターネット等で調べる。教
科書に対応するサブノートの空欄を埋める。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。授業中

に関心をもった内容について図書館やインターネット

等で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。 

第１４回 

教職員―④ 

研修、給与、勤務時間その他の勤務条件など

について理解する。 

教育行財政― 

国と地方の役割分担、教育委員会、学校の管理
及び経費の負担などについて理解する。  

事前学習 

教科書の pp.251～311 を熟読し、質問コーナーの解答
を考えたり、興味や疑問を抱いたりしたことについて
図書館やインターネット等で調べる。教科書に対応す
るサブノートの空欄を埋める。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。授業中

に関心をもった内容について図書館やインターネット

等で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。 

第１５回 

その他の教育関連法規― 

国家賠償、社会教育、学校図書館法、児童虐

待の防止等に関する法律などについて理解

する。 

理解度テスト ④ 

事前学習 

教科書の pp.312～365 を熟読し、質問コーナーの解答
を考えたり、興味や疑問を抱いたりしたことについて
図書館やインターネット等で調べる。教科書に対応す
るサブノートの空欄を埋める。 

事後学習 

本授業を振り返り、学習目標を達成できたかどうか自

己評価する。課題が残った場合は、今後の学習や実習等

で解決を図る。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教育方法論（初等・小） （2 単位） 

３．科目番号 
EDTE2104 

EDTE2304 
２．授業担当教員 池田 芳和 

４．授業形態 講義、グループ討議を用いる。 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 
学校における教育活動の中核である授業を、児童・生徒が主体的・対話的で深い学びを実現し、これからの

社会を担う子供たちに求められる資質・能力を育成するために必要な、教育の方法、教育の技術、情報機器
及び教材の活用に関する基礎的な知識・技能を身に付ける。 

８．学習目標 

1. 学ぶことの意味を捉え直し、問いを持つことの大切さを理解するとともに、これからの社会を担う子供た

ちに求められる資質・能力を育成するために必要な教育の方法を理解する。 

2. 教育の目的に適した指導技術を理解し、身に付ける。 

3. 情報機器を活用した効果的な授業や情報活用能力の育成を視野に入れた適切な教材の作成・活用に関する

基礎的な能力を身に付ける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

○教科書の各章の要点整理及び講義内容の整理 

○課題 「授業の構成要素のうち、あなたが大切にしていきたい要素を三つ選び、その訳を１０００字程度で

論じなさい。」 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

文部科学省『小学校学習指導要領解説 総則編』東洋館出版社。 

【参考書】 

多田敏文著『教育の方法と技術』学芸図書株式会社 

【参考資料】 

生徒指導提要（平成 22 年 3 月告示 文部科学省） 

小学校学習指導要領（平成 29 年 3 月告示 文部科学省） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．「何をどのように教え・学ばせるのか」「何が出来るようになるか」という観点から、教育方法を習得す

ることが出来たか。 

２．教育の目的に適した指導技術を理解し、身に付けることができたか。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

12．受講生への 

メッセージ 

これまでの自己の学びを振り返りながら、学びの意味を再認識し、子どもの認識に応じた教育方法を新しい

学習指導要領に即して考える。 

13．オフィスアワー 授業日の授業以外の時間、随時（開講時に、詳細は伝達） 

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 
オリエンテェーションー教育方法とは 
・教育方法の意義と学びとの関係を考え、
自己の教育に対する考えを整理する。 

事前学習 シラバスを読んで、学修の概要を知る。 

事後学習 「学び」について考えを整理する。 

第２回 

学ぶとは？ 
・学ぶとはどういうことかを考えるとと 
もに、学びの発達についてグループで 
考え発表する。少人数グループでまと 
めた意見を、書画カメラを使って発表 
する。 

事前学習 「学びの構造」を読み、感想をまとめる。 

事後学習 ピアジェの「問いと学び」を読み、その関係をまとめる。 

第３回 

言葉と思考 
・「問いと学び」を読んで、学ぶとはどう 
いうことかを考えるとともに、学習指 
導要領で重視されている「言語活動の 
充実」との関連についてグループで話 
し合い、書画カメラを使って発表する。 

事前学習 「学び」とはどういうものかレポートを書く。 

事後学習 言葉と思考の関係について，まとめる。 

第４回 

学校教育の課題 
・子どもの現状や現代学校教育の課題に 
ついて知るとともに、授業の質を高め 
るために「主体的･対話的で深い学び」 
など、改善の方向を考え、国の動向に 
ついて理解する。書画カメラを使って 
発表する。 

事前学習 教育課題の種類とその原因を調べる。 

事後学習 
中教審答申、学習指導要領総則をよみ、授業改善の方向 
をレポートする。 

第５回 

教育課程の工夫 
・子どもたちの実態から考えられる教育 
課題解決のために、どうすればよいの 
か考えるとともに、国はどのような考 
えで教育を進めようとしているのか学 
ぶ。 

事前学習 
中教審答申「幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続の 
在り方について」を読み、課題をとらえる 

事後学習 
学習指導要領総則の｢学校段階等間の接続｣を読み、「三つ 
の自立」｢資質・能力の三つの柱｣についてまとめる。 

第６回 

教育課程の基準と教育方法 
・学習指導要領では、「主体的・対話的 
 で深い学び」のほかに、どのような教 
育方法を用いることを提案しているか 
を調べ、情報教育の在り方について、 
グループで話し合い，発表する。 

事前学習 教科書「総則編」を読んでおく。 

事後学習 
情報機器の有効な活用やプログラミングの知識について 
整理する。 

第７回 

情報教育と指導の留意点 
・少人数グループでまとめた意見を基に、 
新しい教育を推進するための情報教育 
について、ネット社会の功罪について 
学ばせ、話し合いを深める。 

事前学習 教科書「総則編」を読んでおく。 

事後学習 グループで討議したことを整理しておく。 



 

 

第８回 

学習活動の工夫 
・総則｢教育課程の実施｣を基に、学習過 
程における，見通しや学習形態の工夫 
などについて調べ、効果的な学習方法 
の在り方をグループで考え、発表する。 

事前学習 教科書「総則編」を読んでおく。 

事後学習 
効果的な学習方法の在り方について、学修したことを整 
理しておく。 

第９回 

体験活動と振り返り学習 
・総則｢教育課程の実施｣を基に、体験活 
動の進め方について、資料を調べ、効 
果的な学習にするための「振り返り学 
習」の重要性について、グループで考 
える・発表する。 

事前学習 教科書「総則編」を読んでおく。 

事後学習 体験活動と振り返り学習は一体であることをまとめる。 

第１０回 

授業の構成要素 
・よい授業を行うために、授業の構成要 
素について、学生の体験を基に、ルー 
プで構成要素を考えさせ、その根拠に 
ついてまとめ、発表する。 

事前学習 
どんな授業に魅力を感じたのか，個々の体験をまとめて 
おく。 

事後学習 授業の計画・設計・実施・評価等に分けてまとめる。 

第１１回 

指導計画作成の配慮事項 
・授業の構想、授業の設計段階で重要な 
知識についてしらべ、グループで大切 
なことについて話し合い、発表する。 

事前学習 指導計画の作成について、教科書を読んでおく。 

事後学習 
何を，どのように，学ばせるのかについて、総則を基に 
まとめる。 

第１２回 

教師の指導技術 
・教師の姿勢態度や教師の働きかけの重 
要性について，資料を調べ、グループ 
で話し合い，まとめを発表する。 

事前学習 学級経営の方向性について調べておく。 

事後学習 
教師の姿勢態度や教師の働きかけの重要性について，教 
育実習に向けて整理して，まとめる。 

第１３回 

教材教具の活用と条件作り 
・良い授業を作るための条件として、教 
材教具の取扱、情報機器の活用、コン 
ピュータ、電子黒板、デジタル教科書 
等の活用上の配慮事項，その他の条件 
作りについて調べ、授業の効率を話し 
合う、発表する。 

事前学習 教材教具の効果について，調べておく。 

事後学習 教材教具の活用と条件作りについて、まとめる。 

第１４回 

授業の評価とその方法 
・授業の評価について，目標の実現度の 
はかり方や児童への生かし方について 
調べ、良い評価についてまとめ、発表 
する。 

事前学習 授業の評価の意義について，調べておく。 

事後学習 
授業の構成要素について，自分の大切にしたいことを選 
びレポートを考える。 

第１５回 

私の授業構成論と教育方法のまとめ 
・授業の構成要素について、自分なりの 
考えをまとめ、発表する。 

・教育方法論のまとめをする。 

事前学習 
授業の構成論についてのレポートのポイントをまとめ
る。 

事後学習 教育方法論で得た学びを整理する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教育方法論（初等・小） （2 単位） 

３．科目番号 EDTE2104 

２．授業担当教員 河村 明和 

４．授業形態 講義、グループ討議を用いる。 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
教育学概論や教育課程論などを事前に履修していることが望ましい。 

７．講義概要 
学校における教育活動の中核である授業を、児童・生徒が主体的・対話的で深い学びを実現し、これからの

社会を担う子供たちに求められる資質・能力を育成するために必要な、教育の方法、教育の技術、情報機器
及び教材の活用に関する基礎的な知識・技能を身に付ける。 

８．学習目標 

1. 学ぶことの意味を捉え直し、問いを持つことの大切さを理解するとともに、これからの社会を担う子供た

ちに求められる資質・能力を育成するために必要な教育の方法を理解する。 

2. 教育の目的に適した指導技術を理解し、身に付ける。 

3. 情報機器を活用した効果的な授業や情報活用能力の育成を視野に入れた適切な教材の作成・活用に関する

基礎的な能力を身に付ける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

事前学習と事後学習を行い授業に参加すること。レポートを授業の中で二回行います。授業の内容や自分の

経験などから課題についてレポートを作成して下さい。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

文部科学省『小学校学習指導要領解説 総則編』東洋館出版社。 

【参考書】 

佐藤学『教育の方法』学芸図書株式会社。 

【参考資料】 

生徒指導提要（平成 22 年 3 月告示 文部科学省） 

小学校学習指導要領（平成 29 年 3 月告示 文部科学省） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．「何をどのように教え・学ばせるのか」「何が出来るようになるか」という観点から、教育方法を習得す
ることが出来たか。 

２．教育の目的に適した指導技術を理解し、身に付けることができたか。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

12．受講生への 

メッセージ 

この授業では何を学ばせるかを考え、皆さんが学び、考えた教育の目的をどのような方法で達成するかを一

緒に考えます。教育方法について一緒に学んで行きましょう。 

13．オフィスアワー 第 1回目の講義でガイダンスします。 

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ー教育方法とは 
・教育方法の意義と学びとの関係を考え、
自己の教育に対する考えを整理する。 

事前学習 シラバスを読んで、学修の概要を知る。 

事後学習 「学び」について考えを整理する。 

第２回 

学ぶとは？ 
・学ぶとはどういうことかを考えるととも
に、学びの発達についてグループで考え
発表する。少人数グループでまとめた意
見を発表する。 

事前学習 「学びの構造」を読み、感想をまとめる。 

事後学習 ピアジェの「学びと構造」を読み、その関係をまとめる。 

第３回 

言葉と思考 
・「学びと構造」を読んで、学ぶとはどうい
うことかを考えるとともに、学習指導要
領で重視されている「言語活動の充実」
との関連についてグループで話し合い、
発表する。 

事前学習 「学び」とはどういうものかレポートを書く。 

事後学習 言葉と思考の関係について，まとめる。 

第４回 

学校教育の課題 
・子どもの現状や現代学校教育の課題につ
いて知るとともに、授業の質を高めるた
めに「主体的･対話的で深い学び」など、
改善の方向を考え、国の動向について理
解する。 

事前学習 教育課題の種類とその原因を調べる。 

事後学習 
中教審答申、学習指導要領総則をよみ、授業改善の方向 
をレポートする。 

第５回 

教育課程の工夫 
・子どもたちの実態から考えられる教育課
題解決のために、どうすればよいのか考
えるとともに、国はどのような考えで教
育を進めようとしているのか学ぶ。 

事前学習 
中教審答申「幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続の 
在り方について」を読み、課題をとらえる 

事後学習 
学習指導要領総則の｢学校段階等間の接続｣を読み、「三つ 
の自立」｢資質・能力の三つの柱｣についてまとめる。 

第６回 

教育課程の基準と教育方法 
・学習指導要領では、「主体的・対話的で深
い学び」のほかに、どのような教育方法
を用いることを提案しているかを調べ、
情報教育の在り方について、グループで
話し合い，発表する。 

事前学習 教科書「総則編」を読んでおく。 

事後学習 グループごとに調べた学習方法を整理しておく。 

第７回 

学習方法の理論 
・少人数グループでまとめた意見を基に、
新しい教育を推進するための学習方法の
理論について、学び、話し合いを深める。 

事前学習 教科書「総則編」を読んでおく。 

事後学習 グループで討議したことを整理しておく。 

  



 

 

第８回 

学習活動の工夫 
・総則｢教育課程の実施｣を基に、学習過程
における，見通しや学習形態の工夫など
について調べ、効果的な学習方法の在り
方をグループで考え、発表する。 

事前学習 教科書「総則編」を読んでおく。 

事後学習 
効果的な学習方法の在り方について、学修したことを整 
理しておく。 

第９回 

体験活動と振り返り学習 
・総則｢教育課程の実施｣を基に、体験活動
の進め方について、資料を調べ、効果的
な学習にするための「振り返り学習」の
重要性について、グループで考える・発
表する。 

事前学習 教科書「総則編」を読んでおく。 

事後学習 体験活動と振り返り学習は一体であることをまとめる。 

第１０回 

授業の構成要素 
・よい授業を行うために、授業の構成要素
について、学生の体験を基に、ループで
構成要素を考えさせ、その根拠について
まとめ、発表する。 

事前学習 
どんな授業に魅力を感じたのか，個々の体験をまとめて 
おく。 

事後学習 授業の計画・設計・実施・評価等に分けてまとめる。 

第１１回 

指導計画作成の配慮事項 
・授業の構想、授業の設計段階で重要な知
識についてしらべ、グループで大切なこ
とについて話し合い、発表する。 

事前学習 指導計画の作成について、教科書を読んでおく。 

事後学習 
何を，どのように，学ばせるのかについて、総則を基に 
まとめる。 

第１２回 

教師の指導技術 
・教師の姿勢態度や教師の働きかけの重要
性について，資料を調べ、グループで話
し合い，まとめを発表する。 

事前学習 学級経営の方向性について調べておく。 

事後学習 
教師の姿勢態度や教師の働きかけの重要性について，教 
育実習に向けて整理して，まとめる。 

第１３回 

教材教具の活用と条件作り 
・良い授業を作るための条件として、教材
教具の取扱、情報機器の活用、コンピュ
ータ、電子黒板、デジタル教科書等の活
用上の配慮事項，その他の条件作りにつ
いて調べ、授業の効率を話し合う、発表
する。 

事前学習 教材教具の効果について，調べておく。 

事後学習 教材教具の活用と条件作りについて、まとめる。 

第１４回 

授業の評価とその方法 
・授業の評価について，目標の実現度のは
かり方や児童への生かし方について調
べ、良い評価についてまとめ、発表する。 

事前学習 授業の評価の意義について，調べておく。 

事後学習 
授業の構成要素について，自分の大切にしたいことを選 
びレポートを考える。 

第１５回 

私の授業構成論と教育方法のまとめ 
・授業の構成要素について、自分なりの考
えをまとめ、発表する。 

・教育方法論のまとめをする。 

事前学習 
授業の構成論についてのレポートのポイントをまとめ
る。 

事後学習 教育方法論で得た学びを整理する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教育方法論（初等）／教育方法論（初等・幼）（2 単位） 

３．科目番号 SJMP2208 

２．授業担当教員 河村 明和 

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 
特に限定しませんが、教育学概論を受講していることが望ましい。 

７．講義概要 

教育方法とは、一般的に､教授･学習の方法を意味しており、幼稚園を含む学校で行うすべての教育指導が

含まれる。本科目では、教育方法の変遷、教育課程、授業の構造、教育の技術、教育評価などの基礎的事項
について理解する。それらを踏まえて、幼児･児童の側に立った指導方法、教材の検討、地域の人材活用､コ
ンピュ－タなどの情報機器を利用した教育方法等について学習する。さらに､今日的課題である幼・保・小の

校種間の連携や､家庭との連携のあり方について考える。 

８．学習目標 

１．教育方法の歴史的変遷を理解する。 
２．教育方法の理論と考え方を理解する。 

３．授業の概念や様式についての理解を深める。 
４．幼・保・小の連携や地域社会との連携のあり方について考え、自分の意見を言うことができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ
ート課題 

学習前に教科書を読んでくることが好ましい。 

レポートについては、二回のレポート提出を予定しています。期限を守って提出して下さい。 

10．教科書・参考書・
教材 

【教科書】 

文部科学省『幼稚園教育要領解説』フレーベル館。 

【参考書】 

佐藤学『教育の方法』 

【参考資料】 

生徒指導提要（平成 22 年 3 月告示 文部科学省） 

小学校学習指導要領（平成 29 年 3 月告示 文部科学省） 

11．成績評価の規準
と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．「教育方法」に関する基礎的事項について概ね理解できたか。  
２．「教育方法」に対して、自分の考えや、疑問を持ち、討論などを通して深めることができたか。 
○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、態度）   総合点の４０％ 
２．授業後の提出物・レポート・テストなど  総合点の６０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

この授業では何を学ばせるかを考え、皆さんが学び、考えた教育の目的をどのような方法で達成するかを一
緒に考えます。教育方法について一緒に学んで行きましょう。 

13．オフィスアワー 第 1回目の講義の中でガイダンスします。 

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 
オリエンテェーションー教育方法とは 
・教育方法の意義と学びとの関係を考え、
自己の教育に対する考えを整理する。 

事前学習 シラバスを読んで、学修の概要を知る。 

事後学習 「学び」について考えを整理する。 

第２回 

学ぶとは？ 
・学ぶとはどういうことかを考えるとと 
もに、学びの発達についてグループで 
考え発表する。少人数グループでまと 
めた意見を発表する。 

事前学習 「学びの構造」を読み、感想をまとめる。 

事後学習 ピアジェの「学びと構造」を読み、その関係をまとめる。 

第３回 

言葉と思考 
・「学びと構造」を読んで、学ぶとはどう 
いうことかを考えるとともに、学習指 
導要領で重視されている「言語活動の 
充実」との関連についてグループで話 
し合い発表する。 

事前学習 「学び」とはどういうものかレポートを書く。 

事後学習 言葉と思考の関係について，まとめる。 

第４回 

学校教育の課題 
・子どもの現状や現代学校教育の課題に 
ついて知るとともに、授業の質を高め 
るために「主体的･対話的で深い学び」 
など、改善の方向を考え、国の動向に 
ついて理解する。 

事前学習 教育課題の種類とその原因を調べる。 

事後学習 
中教審答申、幼稚園教育要領解説をよみ、教育について 

をレポートする。 

第５回 

教育課程の工夫 
・子どもたちの実態から考えられる教育 
課題解決のために、どうすればよいの 
か考えるとともに、国はどのような考 
えで教育を進めようとしているのか学 
ぶ。 

事前学習 
中教審答申「幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続の 
在り方について」を読み、課題をとらえる 

事後学習 
学習指導要領総則の｢学校段階等間の接続｣を読み、「三つ 

の自立」｢資質・能力の三つの柱｣についてまとめる。 

第６回 

教育課程の基準と教育方法 
・学習指導要領では、「主体的・対話的 
 で深い学び」のほかに、どのような教 
育方法を用いることを提案しているか 
を調べ、情報教育の在り方について、 
グループで話し合い，発表する。 

事前学習 教科書を読んでおく。 

事後学習 グループごとに調べた学習方法を整理しておく。 

第７回 

学習方法の理論 
・少人数グループでまとめた意見を基に、 
新しい教育を推進するための学習方法と
その理論にについて学ばせ、話し合いを
深める。 

事前学習 教科書を読んでおく。 

事後学習 グループで討議したことを整理しておく。 

  



 

 

第８回 

学習活動の工夫 
・総則｢教育課程の実施｣を基に、学習過 
程における，見通しや学習形態の工夫 
などについて調べ、効果的な学習方法 
の在り方をグループで考え、発表する。 

事前学習 教科書を読んでおく。 

事後学習 
効果的な学習方法の在り方について、学修したことを整 

理しておく。 

第９回 

体験活動と振り返り学習 
・総則｢教育課程の実施｣を基に、体験活 
動の進め方について、資料を調べ、効 
果的な学習にするための「振り返り学 
習」の重要性について、グループで考 
える・発表する。 

事前学習 教科書を読んでおく。 

事後学習 体験活動と振り返り学習は一体であることをまとめる。 

第１０回 

遊びにおける学び 
・今まで体験した遊びがどのような教育的
効果を持っていたかを考え、グループで 
遊びについて発表する。 

事前学習 
どのような遊びが個人の成長を促したか，個々の体験をま
とめておく。 

事後学習 遊びの展開について整理しておく。 

第１１回 

遊びにおける学びの理論 
・今まで体験した遊びがどのような教育的
効果を持っていたかを考え、遊びの発達
段階の視点で整理する。 

事前学習 遊びの発達段階について確認しておく。 

事後学習 
遊びの発達段階に配慮した遊びの展開と、その視点で遊び

にかかわることができるようにする。 

第１２回 

教師の指導技術 
・教師の姿勢態度や教師の働きかけの重 
要性について，資料を調べ、グループ 
で話し合い，まとめを発表する。 

事前学習 学級経営の方向性について調べておく。 

事後学習 
教師の姿勢態度や教師の働きかけの重要性について，教 

育実習に向けて整理して，まとめる。 

第１３回 

教材教具の活用と条件作り 
・絵本における教育的効果とデジタル絵本
との関連や違いについて考え、グループで
検討し発表する。 

事前学習 教材教具の効果について，調べておく。 

事後学習 教材教具の活用と条件作りについて、まとめる。 

第１４回 

授業の評価とその方法 
・授業の評価について，目標の実現度の 
はかり方や児童への生かし方について 
調べ、良い評価についてまとめ、発表 
する。 

事前学習 授業の評価の意義について，調べておく。 

事後学習 
学習の構成要素について，自分の大切にしたいことを選 

びレポートを考える。 

第１５回 

私の授業構成論と教育方法のまとめ 
・授業の構成要素について、自分なりの 
考えをまとめ、発表する。 

・教育方法論のまとめをする。 

事前学習 授業の構成論についてのレポートのポイントをまとめる。 

事後学習 教育方法論で得た学びを整理する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教育方法論（初等） （2 単位） 

３．科目番号 SJMP2208  

２．授業担当教員 後藤 泰博 

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 
特に限定しませんが、教育学概論を受講していることが望ましい。 

７．講義概要 

教育方法とは、一般的に､教授･学習の方法を意味しており、幼稚園を含む学校で行うすべての教育指導が

含まれる。本科目では、教育方法の変遷、教育課程、授業の構造、教育の技術、教育評価などの基礎的事項
について理解する。それらを踏まえて、幼児･児童の側に立った指導方法、教材の検討、地域の人材活用､コ
ンピュ－タなどの情報機器を利用した教育方法等について学習する。さらに､今日的課題である幼・保・小の

校種間の連携や､家庭との連携のあり方について考える。 

８．学習目標 

１．教育方法の歴史的変遷を理解する。 
２．教育方法の理論と考え方を理解する。 

３．授業の概念や様式についての理解を深める。 
４．幼・保・小の連携や地域社会との連携のあり方について考え、自分の意見を言うことができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ
ート課題 

学習前に教科書を読んでくることが好ましい、最低限前時に配布した課題プリントはやってくること。 
レポートについては、講義の中で説明を行うが夏季休暇の前に1000字程度、期末に1500字程度のレポートを
提出してもらう予定です。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

戸江茂博 (著, 監修)『幼児教育方法論』学文社 2019 

【参考書】 

田中俊也著『教育の方法と技術』ナカニシヤ出版 2017 

【参考資料】 

文部科学省『幼稚園教育要領解説』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．「教育方法」に関する基礎的事項について概ね理解できたか。  

２．「教育方法」に対して、自分の考えや、疑問を持ち、討論などを通して深めることができたか。 
○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、態度）   総合点の４０％ 
２．授業後の提出物・レポート・テストなど  総合点の６０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

教育方法の歴史と理論を体系的に概観し、幼児教育の様々な方法とその意味についていっしょに考えましょ

う。 

13．オフィスアワー 第 1回目の講義の中でガイダンスします。 

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 
オリエンテェーション 
保育の基本と保育内容・保育方法を理解する 

事前学習 シラバスを読んで、学修の概要を知る。 

事後学習 
「1. 保育の基本、内容、方法について整理す
る。 

第２回 

西洋における教育思想と教育方法の歴史を学ぶ。 
1. 近代教育思想の成立と幼児教育 
2. 子ども中心主義の思想と教育 
3. 進歩主義教育とジョン・デューイ 

事前学習 教科書第２章を読み、感想をまとめる。 

事後学習 
西洋における教育思想、教育方法の歴史それぞ
れについてその関係をまとめる。 

第３回 

日本における保育内容と保育方法の歴史を学ぶ(戦前) 
1. 近代における学校教育のはじまり 
2. 明治期における教育方法の発展 
3. 新教育運動と保育思想の発展 
4. 戦後の幼児教育のはじまり 

事前学習 教科書第３章を読み、感想をまとめる。 

事後学習 
戦前の日本における保育内容と保育方法の歴
史についてまとめる。 

第４回 

日本における保育内容と保育方法の歴史を学ぶ(戦後) 
1. 経験主義の教育方法と「保育要領」(1948 年) 
2. 総合的な指導と「幼稚園教育要領」(1956 年、1964 
年)・「保育所保育指針」(1965 年) 
3. 環境による保育と「幼稚園教育要領」(1989 年)・「保
育所保育指針」(1990 年) 
4. 生きる力の基礎を育む保育と「幼稚園教育要領」
(1998 年)・「保育所保育指針」(1999 年) 
5. 「子育て支援」と幼稚園教育要領(2008 年)・保育所
保育指針(2008 年) 
6. アクティブ・ラーニングと幼稚園教育要領(2017 年),
保育所保育指針(2017 年),及び幼保連携型認定こども園
教育・保育要領(2017 年) 

事前学習 教教科書第４章を読み、感想をまとめる。 

事後学習 
戦後の日本における保育内容と保育方法の歴
史について整理する。 

第５回 

「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」における教育・保育方法に
ついて学ぶ 
1. 「 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」の改訂(改定)とそのポイ
ント  
2. 「 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」と教育・保育の方法 

事前学習 教科書第５章を読み、感想をまとめる。 

事後学習 
幼稚園教育要領、保育所保育指針についてまと

める。 

第６回 

子どもの発達と特性を知る 
1. 発達とは何か 
2. 子どもの標準の発達 
3. 特別な支援を必要とする子どもの発達 

事前学習 教科書第６章を読み、感想をまとめる。 

事後学習 子どもの発達について整理する。 

第７回 
環境を通して行う保育を学ぶ 

1. 一人ひとりの子どもを理解する(幼児理解) 

事前学習 教科書第７章を読み、感想をまとめる。 

事後学習 環境を通して行う保育の内容を整理しておく。 



 

 

2. 子どもの発達の時期をとらえる 

3. 幼児保育に基づく保育の方法 
4. これからにつながる保育 

第８回 

幼児理解とその方法について学ぶ 
1. 環境を通して行う保育 
2. 保育の環境 
3. 子どもにふさわしい保育環境の構成 
4. 身近な自然環境との関わり 
5. 環境を生かした保育方法 

事前学習 教科書第８章を読み、感想をまとめる。 

事後学習 幼児教育の特徴について理解する。 

第９回 
遊びと保育の関係を学ぶ 

1. 幼児期にふさわしい遊びとは 
2. 遊びを支える保育者の役割 

事前学習 教科書教科書第９章を読み、感想をまとめる。 

事後学習 幼児の遊びと学びの関係について理解する。 

第１０回 

幼児とのコミュニケーションを実践する 
1. 幼児とのコミュニケーション 
2. 「言葉による伝え合い」の姿を育むために 
3. 保護者と子どものコミュニケーションの架け橋に 
4. 外国のルーツをもつ幼児とのコミュニケーション 

事前学習 教科書第１０章を読み、感想をまとめる。 

事後学習 
幼児とのコミュニケーションの課題について

まとめる 

第１１回 

幼児教育とメディアについて学ぶ 
1. 幼児向け教育番組の変遷 
2. メディアとしての児童文化財 
3. メディアへの依存の危険性と注意の喚起 
4. 子どもの遊びとメディアーメディアの正しい活用― 
5. 今後のメディアと保育の課題―メディアリテラシー
の獲得と保育者の専門性向上のために― 

事前学習 教科書第１１章を読み、感想をまとめる。 

事後学習 
幼児教育とメディアについて光と影の部分に
注目してまとめる。 

第１２回 

保育計画とは何か,考え方を学ぶ 
1. 保育の計画の必要性 
2. 保育の計画の種類 
3. 保育の計画の基本となるポイント 
4. 保育の計画の考え方 
5. カリキュラム・マネジメントとの関連 

事前学習 教科書第１２章を読み、感想をまとめる。 

事後学習 
保育計画について，保育実習に向けて整理す
る。 

第１３回 

保育計画とは何か,指導案を立ててみよう 
1. 保育計画とは 
2. 指導計画案作成の基本 
3. 指導計画と保育実践における留意点 
4. 指導案作成でのポイント 
5. 指導案作成の具体的な書き方 
6. 指導案例の提示と解説 

事前学習 教科書第１３章を読み、感想をまとめる。 

事後学習 指導計画作りについて、まとめる。 

第１４回 

発達障害のある子どもへの保育のあり方を学ぶ 
1. 園におけるさまざまな子どもたち 
2. 発達障害のある子どもたちを支援する保育者として 
3. 発達障害のある子どもたちを子育てする保護者への
支援 
4. 発達障害のある子どもたちの内面を理解する 
5. 保幼小中高の連続性での「今」を大切にする保育実
践 

事前学習 教科書第１４章を読み、感想をまとめる。 

事後学習 
障害のある子どもへの対応とその保護者への
援助や関係諸機関との連携等について考える。 

第１５回 

保幼小連携をふまえた保育のあり方を学ぶ 
1. 小学校との接続における幼児教育 
2. 環境を通して行う保育 アクティブ・ラーニング 
3. 幼児期に育みたい資質・能力 
4. 保幼小連携協働を目指すための保育者の専門性 
5. 幼児教育と小学校教育のつながりを大切にするため
に 

事前学習 教科書第１５章を読み、感想をまとめる。 

事後学習 保幼小の連携について整理する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教員開発演習ⅠB （4 単位） 

３．科目番号 GECD3212 

２．授業担当教員 大上 忠幸 

４．授業形態 講義・演習・グループディスカッション ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
教員基礎演習ⅠＢと教員基礎演習ⅡＢの履修後が望ましい 

７．講義概要 

この授業では、「就職活動の準備教育」として、日本国内の企業や海外の日系企業で日本語を使って仕事が

できる能力の養成を目指す。具体的には、就職活動から入社直前までと、さらに新入社員として直面する様々

な場面を設定し、実際の場面に即した適切な日本語運用能力を伸ばす。また、口頭能力の養成に重点を置き

つつも、エントリーシート作成、履歴書作成、メール作成、ディスカッションなども同時に学ぶことにより、

「就職活動の準備教育」としての総合的な日本語能力を身に付ける。 

８．学習目標 

1．日本国内の企業や海外の日系企業で働くために必要な総合的日本語能力を養う。 

2．就職活動から入社直前までと、さらに新入社員として直面する様々な場面に適した日本語運用能力を養う。 

3．日本の企業文化についての知識を学ぶ。 

4．エントリーシート作成、履歴書作成、メール作成等、書く力を養う。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1． 指示した事前学習・事後学習を必ず行うこと 

2． 授業中に配付するプリント課題は必ず実施し、提出すること 

3． 課題などは各自ファイルをし、復習できるようにすること 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

・村野節子・山辺真理子・向山陽子著『中級レベル ロールプレイで学ぶ ビジネス日本語 – 就活から入社ま

で -』スリーエーネットワーク、2018。 

【参考書】 

・斎藤仁志・深澤道子・酒井理恵子・中村雅子著『シャドーイング 日本語を話そう！ 就職・アルバイト・

進学面接編』（英語・中国語・韓国語訳版／インドネシア語・タイ語・ベトナム語訳版）くろしお出版、2016。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1．日本国内の企業や海外の日系企業で働くために必要な総合的日本語能力を養うことができたか。 

2．就職活動から入社直前までと、さらに新入社員として直面する様々な場面に適した日本語運用能力を養う
ことができたか。 

3．日本の企業文化についての知識を学ぶことができたか。 

4．エントリーシート作成、履歴書作成、メール作成等、書く力を養うことができたか。 

○評定の方法：以下の点を総合して評価する。 

1. 授業への参加態度 総合点の 30％ 

2. 試験（小テスト・中間テスト・期末試験、口頭発表による試験等） 総合点の 30％ 

3. 提出課題（レポート等） 総合点の 40％ 

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 

1． 欠席、遅刻、早退などせず、事前学習をして積極的に授業に参加すること 

2． 宿題や提出物は必ず提出すること 

3． 授業のプリントはなくさないようにファイルすること 

4． 授業と関係のない私語はしないこと 

5． わからないことは、教員に質問・確認をすること 

6． 授業計画は、学習者の授業の様子を見て変更する場合もある 

13．オフィスアワー 授業のある日の休み時間 

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 

事前学習 
教科書を購入し、目次に目を通しこの授業の

全体像を把握する 

事後学習 
教科書内でわからなかったところを確認し

ておく 

第２回 

Unit 1 就活（就職活動）の準備 

１課 インターンシップ情報を得る 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.1～7の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第３回 

Unit 1 就活（就職活動）の準備 

２課 インターンシップに応募する 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.8～14の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第４回 

Unit 1 就活（就職活動）の準備 

ケーススタディ１ カラスの集団？ 就活ルックって？ 

         ディスカッション 

事前学習 教科書 pp.15の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第５回 

Unit 2 インターンシップ 

３課 インターンシップに参加するー１ 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.17～23の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第６回 

Unit 2 インターンシップ 

４課 インターンシップに参加するー２ 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.24～28の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

  



 

 

第７回 

Unit 2 インターンシップ 

４課 インターンシップに参加するー２ 

   封筒の書き方 

ケーススタディ２ 「ほうれんそう」って必要？ 

          ディスカッション 

事前学習 教科書 pp.29～30の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第８回 

Unit 3 就職の面接 

５課 面接を受けるー１ 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.31～35の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第９回 

Unit 3 就職の面接 

６課 面接を受けるー２ 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.38～41の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１０回 

Unit 3 就職の面接 

６課 面接を受けるー２ 

   志望動機を書く 

事前学習 教科書 pp.41～42の内容確認 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１１回 

Unit 3 就職の面接 

６課 面接を受けるー２ 

   返信メールを読む 

ケーススタディ３ 私の意見は正しいのに… 

         ディスカッション 

事前学習 教科書 pp.43～44の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１２回 Unit 1～3 復習 
事前学習 教科書 pp.1～44の復習 

事後学習 わからなかったところを確認しておく 

第１３回 振り返りと中間テスト 

事前学習 中間テストに備える 

事後学習 
中間テストでわからなかったところを確認

しておく 

第１４回 

Unit 4 初めての仕事 

７課 報告書を書く 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.45～53の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１５回 

Unit 4 初めての仕事 

８課 データをまとめる 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.54～58の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１６回 

Unit 4 初めての仕事 

８課 データをまとめる 

   社内メールを書く 

ケーススタディ４ 「例の」、「あれ」って何？ 

          ディスカッション 

事前学習 教科書 pp.58～60の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１７回 

Unit 5 電話対応 

９課 電話を取り次ぐ 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.61～66の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１８回 

Unit 5 電話対応 

１０課 伝言を受ける 

    会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.67～71の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１９回 

Unit 5 電話対応 

１０課 伝言を受ける 

    電話クイズ 

ケーススタディ５ 「（さ）せていただく」の洪水？ 

          ディスカッション 

事前学習 教科書 pp.72～74の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第２０回 

Unit 6 社外の交渉 

１１課 アポを取る 

    会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.75～81の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第２１回 

Unit 6 社外の交渉 

１２課 謝罪をする 

    会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.82～86の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第２２回 

Unit 6 社外の交渉 

１２課 謝罪をする 

    謝罪のメールを書く 

事前学習 教科書 pp.87の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第２３回 

Unit 6 社外の交渉 

ケーススタディ６ ダメならダメと早く言って！ 

                  ディスカッション 

事前学習 教科書 pp.88～89の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第２４回 

Unit 7 社内の交渉 

１３課 誘いを断る 

    会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.91～96の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第２５回 

Unit 7 社内の交渉 

１４課 許可を得る 

    会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.97～100の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

  



 

 

第２６回 

Unit 7 社内の交渉 

１４課 許可を得る 

    有給休暇について考える 

ケーススタディ７ 10 分遅れただけなのに… 

         ディスカッション 

事前学習 教科書 pp.101～102の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第２７回 敬語表現、Unit 4～7 復習 
事前学習 教科書 pp.45～103の復習 

事後学習 わからなかったところを確認しておく 

第２８回 振り返りと日本語到達度チェック 

事前学習 日本語到達度チェックに備える 

事後学習 
日本語到達度チェックでわからなかったと

ころを確認しておく 

課題研究

１ 

課題テーマ：Unit 1 就活 ２課「自己ピーアール（履歴書）」を書いてください。 

作文  ：原稿用紙 1 枚（800 字程度） 

実施期間：第３回目の授業後に実施する。 

提出期限：第４回目の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第７回目授業時に教室で行う。 

事後学習：作文と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

課題テーマ：Unit 3 就職の面接 ５課「学生時代に熱心に取り組んだこと」について、書いてください。 

作文  ：原稿用紙 1 枚（800 字程度） 

実施期間：第８回目の授業後に実施する。 

提出期限：第９回目の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第１２回目授業時に教室で行う。 

事後学習：作文と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

 

 



 

１．科目名（単位数） 教員開発演習ⅠA （4 単位） 

３．科目番号 
GECD3411 

GECD3211 
２．授業担当教員 チームティーチング 

４．授業形態 講義・問題演習 ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
2年次までの教職課程科目並びに教員基礎演習Ⅰ/教員基礎演習ⅡAをすでに単位取得していることが望ましい。 

７．講義概要 

教員には、校種別の専門的知識、教育に関する基礎的な教養、一般教養などを身に付けることが求められる。した

がって、教員採用試験においても、専門教養、教職教養、一般教養の記述試験が課される。本学の教員採用試験の記

述試験対策は、1 年次の教員基礎演習Ⅰ（一般教養）、2 年次の教員基礎演習ⅡA（専門教養）、3 年次の教員開発演習

ⅠA（教職教養）と一貫したプログラムで構成されている。教員開発演習ⅠA においては、「教職教養」の重要ポイン

トを理解し、問題演習を行い、実践力を身につけることを目標とする。各回の演習においては、「教職教養」の各領

域の傾向と対策の説明、重要ポイントの解説、過去問演習を行う。 

８．学習目標 

1．教育に関する基礎的な教養を身に付け、それを教育の現場で実践するための応用力を獲得することができる。 

2．教職教養の各領域の出題傾向を理解したうえで、各自治体の出題傾向を自ら調べ、対策を立てることができる。 

3．教職教養の各領域の重要ポイントを理解し、説明できる。 

4．教職教養の各領域の過去問演習により、出題方法を実践的に理解する。そのうえで、自ら問題集等に取り組み、

自己学習できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1．各回の確認テスト 

2．習熟度確認まとめテスト 

10．教科書・参考書・

教材 
【教科書】東京アカデミー編『2021 年度 教員採用試験対策 問題集１ 教職教養』七賢出版。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・教育における基礎的教養にかかわる知識を身に付け、現場で実践するための応用力を身に付けることができる。（学

習目標 1） 

・教職教養の各領域における重要なポイントを押さえ、説明できる。（学習目標 2、3） 

・興味関心をもって意欲的に学習に取り組んでいる。（興味・関心・意欲） 

○評価の方法 

・成績評価については、授業への積極的参加度（30％）、各界の確認テストの成績（50％）、習得度確認テストの成績

（20％）の結果を総合的に判断した。また、上記のほかに、本学既定に定められている 3/4以上の出席が単位取得の

条件であることも配慮した。 

12．受講生への 

メッセージ 

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

ため、受講生は以下の条件を守ること。 

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

② 「確認テスト」までの暗記・反復学習時間は、静粛に取り組むこと。 

③ 遅刻および授業中の私語、居眠り、携帯電話の操作は厳禁である。 

④ わからなかった点は各担当教員に積極的に質問すること。 

⑤ 本演習を契機として、各自が積極的に学習を進めること。重要ポイントの暗記、問題の反復練習が重要である。 

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

場合あります。その際にはコーディネーターが事前に連絡します。 

13．オフィスアワー 各担当教員のオフィスアワーを参照 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

教育原理①教育の意義と目的および教育方法（pp.2～

11） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第２回 
教育原理②教育方法（pp.5～11） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな
かった点など復習しておくこと。 

第３回 
教育原理③教育課程（pp.12～15） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな
かった点など復習しておくこと。 

第４回 
教育原理④学習指導要領（pp.16～24） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな
かった点など復習しておくこと。 

第５回 
教育原理⑤道徳教育（pp.25～32） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな
かった点など復習しておくこと。 

第６回 
教育原理⑥特別活動（pp.33～38） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな
かった点など復習しておくこと。 

第７回 教育原理⑦生徒指導（pp.39～47） 事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 



 

＊授業の後半に確認テストを実施 
事後学習 

確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第８回 
教育原理⑧障害児教育（pp.48～55） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第９回 
教育原理⑨人権教育・同和教育（pp.56～63） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第１０回 
教育原理⑩社会教育・生涯学習（pp.64～69） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第１１回 
教育原理⑪学校と学級の運営（pp.70～74） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第１２回 
教育原理⑫教育時事（pp.75～82） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第１３回 習熟度確認まとめテスト／授業評価 

事前学習 これまで学習した内容を復習してくること。 

事後学習 
習熟度確認まとめテストの結果を通じて自己の成果

と課題を確認すること。 

第１４回 
西洋教育史①古代・中世を中心に（pp.84～98） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第１５回 
西洋教育史②近世を中心に（pp.84～98） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第１６回 
西洋教育史③近代を中心に（pp.84～98） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第１７回 
西洋教育史④現代を中心に（pp.84～98） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第１８回 
教育法規①日本国憲法を中心に（pp.172～225） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第１９回 
教育法規②教育基本法を中心に（pp.172～225） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第２０回 
教育法規③学校に関する法規を中心に（pp.172～225） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第２１回 

教育法規④学校運営・教科書・教材・著作権を中心に

（pp.172～225） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第２２回 
教育法規⑤学校保健・安全を中心に（pp.172～225） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第２３回 

教育法規⑥子どもに関する法規を中心に（pp.172～

225） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第２４回 
教育法規⑦児童虐待を中心に（pp.172～225） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第２５回 

教育法規⑧地方公務員法、教育公務員特例法を中心に

（pp.172～225） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな
かった点など復習しておくこと。 

第２６回 

教育法規⑨教職員の種類と職務を中心に（pp.172～

225） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第２７回 
教育法規⑩教育行政、生涯学習を中心に（pp.172～225） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第２８回 習熟度確認まとめテスト／授業評価 

事前学習 これまで学習した内容を復習してくること。 

事後学習 
習熟度確認まとめテストの結果を通じて自己の成果
と課題を確認すること。 

  



 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：教育原理「生徒指導」の問題 73～81（pp.39～42）を解き(A4 1 枚程度)、終了後、間違えたところを中心

に復習を行う。最後に自ら同じ問題についての確認テストを行う(A4 1 枚程度)。 

レポート形式：A4 用紙 2 枚程度 

実施時期：第 6 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 7 回の授業開始時に提出する。 

事後学習：確認テストを見直し、よくわからなかった点など復習しておくこと。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：教育原理「障害児教育」の問題 89～99（pp.48～52）を解き(A4 1 枚程度)、終了後、間違えたところを中
心に復習を行う。最後に自ら同じ問題についての確認テストを行う(A4 1 枚程度)。 

レポート形式： A4 用紙 2 枚程度 

実施時期：第 7 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 8 回の授業開始時に提出する。 

事後学習：確認テストを見直し、よくわからなかった点など復習しておくこと。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
教員基礎演習ⅠB （2 単位） 

３．科目番号 GECD1212 

２．授業担当教員 大上 忠幸 

４．授業形態 講義・演習・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 

この授業では、日本語運用能力を中級レベルから上級レベルへ引き上げることを目的としながら、ビジネス

場面で対応し得る日本語運用能力を目指す。具体的には、様々な場面において論理的思考による理解・表現

能力は不可欠であることから、論理的な文章を読むための基礎的な読解技術としての文章構造に関する知

識、文章の論理構造に関する知識、文法に関する知識を会得し、論理的な文章を読み書きする能力を養成

し、そこから、ビジネスで必要なコミュニケーションを行うためのコミュニケーション活動へとつなげるこ

とで、「読む、書く、聴く、話す」の４技能を総合的に育成する。 

８．学習目標 

１）日本語の運用能力を一段階上へあげ、日本文化・社会・ビジネスに関する理解を深める。 

２）論理的な文章を読むための基礎的な読解技術を身につけ、文章理解・表現ができるようになる。 

３）論理的な思考による複雑なコミュニケーションが行えるようになる。 

４）多様な文化背景を持つ人たちと、お互いの考えを尊重しながら議論できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．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．教科書の各ケース毎に自分の見解を論理的に提示する能力を養うため、授業で扱うケースから１つテー

マを選び、レポートを作成する。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】宮崎七湖編著『留学生のためのケースで学ぶ日本語―問題発見解決能力を伸ばす』ココ出版（税

抜 1,800円） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．日本語の運用能力を一段階上へあげ、日本文化・社会・ビジネスに関する理解を深めることができた

か。 

２．日本語の文章構造等を理解し、内容を正しく理解できるようになったか。 

３．論理的思考による理解・表現能力を養うことができたか。 

４．多様な文化的背景を持つ人たちと、お互いの考えを尊重しながら議論できるようになったか。 

○評定の方法：以下の点を総合して評価する。 

１. 授業への参加態度 総合点の 30％ 

２. 試験（小テスト・期末試験、口頭発表による試験等） 総合点の 30％ 

３. 提出課題（レポート等） 総合点の 40％ 

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 

この授業では、日本で経験する様々なことをケーススタディで学ぶ。受講生が自ら考え、討論や発表を通

じ、日本語運用能力を高めることを重視する。受講生の関心や状況に応じて、新聞記事等を補充する等して、

タスク活動などの調整する場合がある。 

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、グループワークでの活動で迷惑にならないよう積極的に授業に参加する。 

２．提出物、宿題は必ず提出する。 

３．授業での配布物はなくさない。 

４．教科書は毎回必ず持参する。 

５．分からないことは、担当教員に必ず質問、確認をする。 

６．授業に関係のない私語はしない。スマートフォン等の関係のないものはカバンにしまう。 

13．オフィスアワー 授業のある日の休み時間 

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・授業概要・日本での暮

らしの悩みについて話し合い発表する 

事前学習 
教科書を購入し、目次に目を通してこの授業の全体像を

把握する。 

事後学習 
教科書のケース 01 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第２回 ケース 01 上下関係 

事前学習 
教科書のケース 01 の本文を読み、質問の答えを準備して

おく 

事後学習 
教科書のケース 02 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第３回 ケース 02 どうして掃除してくれないの? 

事前学習 
教科書のケース 02 の本文を読み、質問の答えを準備して

おく 

事後学習 
教科書のケース 03 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第４回 ケース 03 アパートの大家さんとのトラブル 

事前学習 
教科書のケース 03 の本文を読み、質問の答えを準備して

おく 

事後学習 
教科書のケース 04 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第５回 ケース 04 期待はずれのホームステイ 事前学習 
教科書のケース 04 の本文を読み、質問の答えを準備して

おく 



 

 

事後学習 
教科書のケース 05 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第６回 ケース 05 おせっかいな伯母さん 

事前学習 
教科書のケース 05 の本文を読み、質問の答えを準備して

おく 

事後学習 
教科書のケース 06 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第７回 ケース 06 引っ越したいけれど 

事前学習 
教科書のケース 06 の本文を読み、質問の答えを準備して

おく  

事後学習 
教科書のケース 07 の語彙を確認しておく。授業中に行っ

た内容を復習する 

第８回 ケース 07 バーベキューはダメ? 

事前学習 
教科書のケース 07 の本文を読み、質問の答えを準備して

おく 

事後学習 
教科書のケース 08 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第９回 ケース 08 とりあえず謝る? 

事前学習 
教科書のケース 08 の本文を読み、質問の答えを準備して

おく 

事後学習 
教科書のケース 09 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第１０回 ケース 09 親友がほしい 

事前学習 
教科書のケース 09 の本文を読み、質問の答えを準備して

おく 

事後学習 
教科書のケース 10 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第１１回 ケース 10 私っておとなしいの? 

事前学習 
教科書のケース 10 の本文を読み、質問の答えを準備して

おく 

事後学習 
教科書のケース 11 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第１２回 ケース 11 同国人との付き合い 

事前学習 
教科書のケース 11 の本文を読み、質問の答えを準備して

おく 

事後学習 
教科書のケース 12 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第１３回 ケース 12 愚痴ばかり言う友だち 

事前学習 
教科書のケース 12 の本文を読み、質問の答えを準備して

おく 

事後学習 
これまで学んだケース 1～12 を振り返り、興味のあるテ

ーマでレポートを作成する 

第１４回 

レポート発表（同一テーマを選んだ学生同士

でグループ討論の後、グループ毎で発表し質

疑応答を行う） 

事前学習 
これまで学んだケース 1～12 から興味のあるテーマでレ

ポートを完成させる 

事後学習 
発表への質疑応答やコメント等を整理し、レポートを修

正する 

第１５回 振り返りおよび日本語到達度チェック 
事前学習 レポートの内容を修正し提出する 

事後学習 全ての授業で行った内容を復習する 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教員基礎演習ⅠA （2 単位） 

３．科目番号 
GECD1411 

GECD1211 
２．授業担当教員 チームティーチング 

４．授業形態 講義・問題演習 ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

教員になるためには「一般教養」をはじめ、校種・教科別の「専門教養」、あるいは教職に関する基礎的な

教養としての「教職教養」等の知識を確実に身につけることが求められる。本学の教員採用試験の記述試験

対策は、1 年次、2 年次の教員基礎演習 IA および IIA（専門教養）、3 年次の教員開発演習 IA（教職教養）

と一貫したプログラムで構成されている。教員基礎演習 I においては、「専門教養（小学校全科）」のうち、

特に国語、社会および算数の一部の重要ポイントを理解し、問題演習を行い、実践力を身につけることを目

標とする。なお、「専門教養（小学校全科）」は「一般教養」を含んでいるので、小学校教諭免許取得希望者

以外も積極的に取り組んでもらいたい。 

８．学習目標 

１．教育に関する基礎的な教養を身につけ、それを教育の現場で実践するための応用力を獲得する。 

２．専門教養の各領域の出題を理解したうえで、各自治体の出題傾向を自ら調べ、対策を立てることができ

る。 

３．専門教養の各領域の重要ポイントを理解し、説明できる。 

４．専門教養の各領域において過去に教員採用試験で出題された問題を演習することにより、出題方法を実

践的に理解する。そのうえで、自ら問題集などに取り組み、自己学習できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1．各回の確認テスト 

2．習熟度確認まとめテスト 

10．教科書・参考書・

教材 
【教科書】東京アカデミー編『2021 年度 教員採用試験対策 問題集 小学校全科』七賢出版。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・学習すべき各領域（教科）において未習熟の箇所を確認し習得することができる。（学習目標 1） 

・自分が習得すべき領域（教科）における「学習の仕方」や「学習計画の立て方」を身に付けることができ

る。（学習目標 2、3） 

・各分野、領域あるいは教科等の重要なポイントを押さえ、これを応用する能力を身に付けることができる。

（学習目標 4） 

・興味関心をもって意欲的に学習に取り組んでいる。（興味・関心・意欲） 

○評価の方法 

・成績評価については、授業への積極的参加度（30％）、各回の確認テストの成績（50％）、習得度確認テス

トの成績（20％）の結果を総合的に判断した。また、上記のほかに、本学既定に定められている 3/4 以上の

出席が単位取得の条件であることも配慮した。 

12．受講生への 

メッセージ 

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

的達成のため、受講生は以下の条件を守ること。 

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

② 「確認テスト」までの暗記・反復学習時間は、静粛に取り組むこと。 

③ 遅刻および授業中の私語、居眠り、携帯電話の操作は厳禁である。 

④ わからなかった点は各担当教員に積極的に質問すること。 

⑤ 本演習を契機として、各自が積極的に学習を進めること。重要ポイントの暗記、問題の反復練習が重要

である。 

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

更される場合あります。その際にはコーディネーターが事前に連絡します。 

13．オフィスアワー 各担当教員のオフィスアワーを参照 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

＊本演習における特性と今後の展望。教科書

の確認。 

事前学習 本講義内容をシラバスにてあらかじめ把握し臨む。 

事後学習 小学校全科における学習内容を大まかに理解する。 

第２回 

国語①学習指導要領の教科目標を中心に（問

題集 pp.2～37） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

第３回 

国語②学習指導要領の学年目標を中心に（問

題集 pp.2～37） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

第４回 
国語③漢字を中心に（問題集 pp.2～37） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

  



 

 

第５回 
国語④語句を中心に（問題集 pp.2～37） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

第６回 
国語⑤文法を中心に（問題集 pp.2～37） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

第７回 
国語⑥敬語を中心に（問題集 pp.2～37） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

第８回 
国語⑦文学史を中心に（問題集 pp.2～37） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

第９回 

国語⑧文学作品の読解を中心に（問題集 pp.2

～37） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

第１０回 

国語⑨文学作品の読解を中心に（問題集 pp.2

～37） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

第１１回 
国語⑩短歌、俳句を中心に（問題集 pp.2～37） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

第１２回 

社会①学習指導要領の教科目標を中心に（問

題集 pp.40～110） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

第１３回 習熟度確認まとめテスト／授業評価 

事前学習 これまで学習した内容を復習してくること。 

事後学習 
習熟度確認まとめテストの結果を通じて自己の成果と課

題を確認すること。 

第１４回 

社会②学習指導要領の学年目標を中心に（問

題集 pp.40～110） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

第１５回 

社会③世界地理を中心に（問題集 pp.40～

110） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

第１６回 

社会④日本地理を中心に（問題集 pp.40～

110） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

第１７回 

社会⑤原始・古代～中世の歴史を中心に（問

題集 pp.40～110） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

第１８回 

社会⑥近世～近代・現代の歴史を中心に（問

題集 pp.40～110） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

第１９回 

社会⑦政治・経済を中心に（問題集 pp.40～

110） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

第２０回 

社会⑧国際社会を中心に（問題集 pp.40～

110） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

第２１回 

算数①分数の計算を中心に（問題集 pp.112

～146） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

第２２回 

算数②因数分解を中心に（問題集 pp.112～

146） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

  



 

 

第２３回 
算数③平方根を中心に（問題集 pp.112～146） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

第２４回 
算数④数列を中心に（問題集 pp.112～146） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

第２５回 

算数⑤公倍数・公約数を中心に（問題集

pp.112～146） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

第２６回 

算数⑥一次方程式を中心に（問題集 pp.112

～146） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

第２７回 

算数⑦二次方程式を中心に（問題集 pp.112

～146） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

第２８回 習熟度確認まとめテスト／授業評価 

事前学習 これまで学習した内容を復習してくること。 

事後学習 
習熟度確認まとめテストの結果を通じて自己の成果と課

題を確認すること。 

課題研究 1 

課題研究テーマ：算数の学習指導要領の問題 1 から問題 7（問題集 pp.112～116）を解きなさい。その際、内容の理解

に努め、答えだけではなく問題文も用紙に手書きすること。 

レポート形式：A4 用紙を用いて解答に適切な分量 

実施時期：第 11 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 12 回の授業開始時に提出する。 

事後学習：よくわからなかった点についてさらに調べるなどして復習しておくこと。 

課題研究 2 

課題研究テーマ：算数の学習指導要領の問題 8 から問題 15（問題集 pp.116～118）を解きなさい。その際、内容の理

解に努め、答えだけではなく問題文も用紙に手書きすること。 

レポート形式：A4 用紙を用いて解答に適切な分量 

実施時期：第 13 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 14 回の授業開始時に提出する。 

事後学習：よくわからなかった点についてさらに調べるなどして復習しておくこと。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教員基礎演習ⅡB（4 単位） 

３．科目番号 GECD2212 

２．授業担当教員 岩井 智重 

４．授業形態 講義・演習・グループディスカッション ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
教員基礎演習ⅠB（教養基礎演習ⅡB)を履修していることが望ましい 

７．講義概要 

この授業では、日本語運用能力を中級レベルから上級レベルへ引き上げることを目的とし、そこからビジ

ネス場面や教育場面を含む様々な場面で対応し得る日本語運用能力への橋渡しを目指す。具体的には、日

常的な言語活動を文レベルでの発話で表現・理解できるが、文を超えた談話レベルの発話や理解ができず、

パターンから外れた場面での複雑なコミュニケーションに困難をきたすレベルから、非日常的な場面にお

ける複雑なコミュニケーションが行える日本語レベルへと「聴く、話す、読む、書く」の 4 技能を総合的

に育成する。 

８．学習目標 

１）日本語の運用能力を一段階上へあげ、日本文化・社会・ビジネスに関する理解を深める。 

２）日本語で書かれた説明文や資料を正確に理解し、自分の言葉で要約できるようになる。 

３）議論を進めるために適切な質問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．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．教科書の各ケース毎に自分の見解を論理的に提示する能力を養うため、授業で扱うケースから１つテ

ーマを選び、レポートを作成する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】宮崎七湖編著『留学生のためのケースで学ぶ日本語―問題発見解決能力を伸ばす』ココ出版（税

抜 1,800円） 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 日本語の運用能力を一段階上へあげ、日本文化・社会・ビジネスに関する理解を深めることができたか。 

2. 日本語で書かれた説明文や資料を正確に理解し、自分の言葉で要約できるようになったか。 

3. 議論を進めるために適切な質問ができるようになったか。 

4. 日本語での口頭発表を行う能力を養うことができたか。 

5. 自分とは異なる文化背景を持つ人たちと協働して作業が出来るようになったか。 

○評定の方法：以下の点を総合して評価する。 

1. 授業への参加態度 総合点の 30％ 

2. 試験（小テスト・期末試験、口頭発表による試験等） 総合点の 30％ 

3. 提出課題（レポート等） 総合点の 40％ 

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 

この授業では、日本で経験する様々なことをケーススタディで学ぶ。受講生が自ら考え、討論や発表を

通じ、日本語運用能力を高めることを重視する。受講生の関心や状況に応じて、新聞記事等を補充する等

して、タスク活動などの調整する場合がある。 

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、グループワークでの活動で迷惑にならないよう積極的に授業に参加する。 

２．提出物、宿題は必ず提出する。 

３．授業での配布物はなくさない。 

４．教科書は毎回必ず持参する。 

５．分からないことは、担当教員に必ず質問、確認をする。 

６．授業に関係のない私語はしない。スマートフォン等の関係のないものはカバンにしまう。 

13．オフィスアワー 授業のある日の休み時間 

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・授業概要・日本人とのコミュニケ

ーションの悩みについて話し合い発表する 

事前学習 
教科書の目次に目を通してこの授業の全体

像を把握する。 

事後学習 
教科書のケース 14 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第２回 ケース 14 あなたのためを思って忠告したのに…… 

事前学習 
教科書のケース 14 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 15 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第３回 ケース 15 男同士の友情と彼女 

事前学習 
教科書のケース 15 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 16 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第４回 ケース 16 友だちとの旅行 

事前学習 
教科書のケース 16 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 17 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

  



 

 

第５回 ケース 17 お客様は神様? 

事前学習 
教科書のケース 17 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 18 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第６回 ケース 18 会社の予算を超えちゃった 

事前学習 
教科書のケース 18 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
これまで学んだケース 14～18 を振り返り、

興味のあるテーマでレポートを作成する 

第７回 
レポート発表（同一テーマを選んだ学生同士でグループ

討論し、グループ毎で発表する） 

事前学習 
これまで学んだケース 14～18 から興味のあ

るテーマでレポートを提出する 

事後学習 
教科書のケース 19 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第８回 ケース 19 もらえなかったアルバイト代 

事前学習 
教科書のケース 19 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 20 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第９回 ケース 20 誘いを断っても大丈夫? 

事前学習 
教科書のケース 20 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 21 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第１０回 ケース 21 アルバイトの先輩が……どうしよう! 

事前学習 
教科書のケース 21 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 22 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第１１回 ケース 22 大学って何をするところ?  

事前学習 
教科書のケース 22 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 23 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第１２回 ケース 23 クラス発表の準備 

事前学習 
教科書のケース 23 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
これまで学んだケース 19～23 を振り返り、

興味のあるテーマでレポートを作成する 

第１３回 
レポート発表（同一テーマを選んだ学生同士でグループ

討論し、グループ毎で発表する） 

事前学習 
これまで学んだケース 19～23 から興味のあ

るテーマでレポートを提出する 

事後学習 

これまでの授業内容を復習しケース 14～23

で最も関心のあるテーマでレポートを作成

する 

第１４回 日本での大学生活の悩みについて話し合い発表する 

事前学習 
これまで学んだケース 14～23 を振り返り、

特に日本大学生活での悩みについて考える 

事後学習 
教科書のケース 27 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第１５回 ケース 27 メールに返事をくれない先生 

事前学習 
教科書のケース 27 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 28 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第１６回 ケース 28 時間がもったいない 

事前学習 
教科書のケース 28 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 29 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第１７回 ケース 29 研究か、恋愛か 

事前学習 
教科書のケース 29 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 30 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第１８回 ケース 30 私はマネージャーじゃない! 

事前学習 
教科書のケース 30 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 31 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第１９回 ケース 31 インターナショナル・フェスティバル 

事前学習 
教科書のケース 31 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 32 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第２０回 ケース 32 年齢はそんなに重要? 

事前学習 
教科書のケース 32 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 33 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

  



 

 

第２１回 ケース 33 剣道部の部長になったけれど…… 

事前学習 
教科書のケース 33 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 34 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第２２回 ケース 34 私、彼氏いるんですけど…… 

事前学習 
教科書のケース 34 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 35 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第２３回 ケース 35 どこで就職する? 

事前学習 
教科書のケース 35 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 36 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第２４回 ケース 36 人生の岐路 

事前学習 
教科書のケース 36 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 37 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第２５回 ケース 37 家族の期待と自分のしたいことのはざまで 

事前学習 
教科書のケース 37 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 38 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第２６回 ケース 38 ちゃんとした仕事をさせてくれない 

事前学習 
教科書のケース 38 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
これまで学んだケース 27～38 を振り返り、

興味のあるテーマでレポートを作成する 

第２７回 
レポート発表（同一テーマを選んだ学生同士でグループ

討論の後、グループ毎で発表し質疑応答を行う） 

事前学習 
これまで学んだケース 27～38 から興味のあ

るテーマでレポートを完成させる 

事後学習 
発表への質疑応答やコメント等を整理し、レ

ポートを修正する 

第２８回 

レポート発表（同一テーマを選んだ学生同士でグループ

討論し、グループ毎で発表する）および日本語到達度チ

ェック 

事前学習 レポートの内容を修正し提出する 

事後学習 全ての回の授業中に行った内容を復習する 

課題研究 

1 

課題内容：授業で学んだケース 14～18 から興味のあるテーマでレポートを提出する 

実施時期：第 7 回終了後 

提出期限：第 7 回の授業開始時に提出する。 

事後学習：レポート作成、またその授業でのフィードバックを通し学んだことをまとめる。 

課題研究 

2 

実施時期：第 13 回終了後、 

提出期限：第 13 回授業終了後 1 週間以内に、メールで教科担当教員に提出する。 

事後学習：授業で学んだこと、新たに気づいたことをノートにまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教員基礎演習ⅡA （4 単位） 

３．科目番号 
GECD2411 

GECD2211 
２．授業担当教員 チームティーチング 

４．授業形態 講義･問題演習 ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「教員基礎演習Ⅰ」を履修していることが望ましい 

７．講義概要 

教員には、校種別の専門知識、教育に関する基礎的な教養、一般教養などを身につけることが求められる。した

がって、教員採用試験においても、専門教養、教職教養、一般教養の記述試験が課される。 

本学の教員採用試験の記述試験対策は、1、2 年次の教員基礎演習 IA および教員基礎演習ⅡA（専門教養）、3 年

次の教員開発演習 IA（教職教養）と一貫したプログラムで構成されている。教員基礎演習ⅡA においては、「専門

教養（小学校全科）」のうち、特に算数の一部および理科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育、外国語活動・外

国語の重要ポイントを理解し、問題演習を行い、実践力を身につけることを目標とする。なお、「専門教養（小学

校全科）」は「一般教養」を含んでいるので、小学校教諭免許取得希望者以外も積極的に取り組んでもらいたい。 

８．学習目標 

１．教育に関する基礎的な教養を身につけ、それを教育の現場で実践するための応用力を獲得する。 

２．専門教養の各領域の出題を理解したうえで、各自治体の出題傾向を自ら調べ、対策を立てることができる。 

３．専門教養の各領域の重要ポイントを理解し、説明できる。 

４．専門教養の各領域の過去問練習により、出題方法を実践的に理解する。そのうえで、自ら問題集などに取り組

み、自己学習できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1．各回の確認テスト 

2．習熟度確認まとめテスト 

10．教科書・参考書・

教材 
【教科書】東京アカデミー編『2020 年度 教員採用試験対策 問題集 小学校全科』七賢出版。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・教育に関する基礎的な教養にかかわる知識を身に付けることができる。（学習目標 1） 

・専門教養の各領域における重要なポイントを押さえ、説明できる。（学習目標 3、4） 

・興味関心をもって意欲的に学習に取り組んでいる。（興味・関心・意欲） 

○評価の方法 

・成績評価については、授業への積極的参加度（30％）、各回の確認テストの成績（50％）、習得度確認テストの成

績（20％）の結果を総合的に判断した。また、上記のほかに、本学既定に定められている 3/4以上の出席が単位取

得の条件であることも配慮した。 

12．受講生への 

メッセージ 

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

成のため、受講生は以下の条件を守ること。 

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

② 「確認テスト」までの暗記・反復学習時間は、静粛に取り組むこと。 

③ 遅刻および授業中の私語、居眠り、携帯電話の操作は厳禁である。 

④ わからなかった点は各担当教員に積極的に質問すること。 

⑤ 本演習を契機として、各自が積極的に学習を進めること。重要ポイントの暗記、問題の反復練習が重要である。 

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

る場合あります。その際にはコーディネーターが事前に連絡します。 

13．オフィスアワー 各担当教員のオフィスアワーを参照 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

理科①学習指導要領を中心に（小学校全科

pp.148～200） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第２回 
理科②光を中心に（小学校全科 pp.148～200） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第３回 
理科③音を中心に（小学校全科 pp.148～200） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第４回 
理科④力を中心に（小学校全科 pp.148～200） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第５回 
理科⑤運動を中心に（小学校全科 pp.148～200） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第６回 

理科⑥化学全般を中心に（小学校全科 pp.148～

200） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 



 

第７回 

理科⑦化学反応式を中心に（小学校全科 pp.148

～200） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第８回 
理科⑧植物を中心に（小学校全科 pp.148～200） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第９回 
理科⑨動物を中心に（小学校全科 pp.148～200） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第１０回 
理科⑩宇宙を中心に（小学校全科 pp.148～200） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第１１回 
理科⑪岩石を中心に（小学校全科 pp.148～200） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第１２回 

音楽①学習指導要領を中心に（小学校全科

pp.214～245） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第１３回 習熟度確認まとめテスト／授業評価 

事前学習 これまで学習した内容を復習してくること。 

事後学習 
習熟度確認まとめテストの結果を通じて自己の成果
と課題を確認すること。 

第１４回 

音楽②音楽一般を中心に（小学校全科 pp.214～

245） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第１５回 

音楽③表現、鑑賞、総合を中心に（小学校全科

pp.214～245） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第１６回 

家庭①衣生活を中心に（小学校全科 pp.272～

295） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第１７回 

家庭②食生活を中心に（小学校全科 pp.272～

295） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第１８回 

家庭③家族の生活と住居を中心に（小学校全科

pp.272～295） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第１９回 

体育①学習指導要領を中心に（小学校全科

pp.298～322） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第２０回 

体育②器械運動、陸上運動を中心に（小学校全科

pp.298～322） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第２１回 

体育③水泳、ボール運動、保健を中心に（小学校

全科 pp.298～322） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第２２回 

外国語①学習指導要領を中心に（小学校全科

pp.324～342） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第２３回 

外国語②英語の語彙を中心に（小学校全科

pp.324～342） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第２４回 

外国語③英文法を中心に（小学校全科 pp.324～

342） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第２５回 

外国語④英会話を中心に（小学校全科 pp.324～

342） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第２６回 

外国語⑤英文読解を中心に（小学校全科 pp.324

～342） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第２７回 

外国語⑥英文読解を中心に（小学校全科 pp.324

～342） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第２８回 習熟度確認まとめテスト／授業評価 

事前学習 これまで学習した内容を復習してくること。 

事後学習 
習熟度確認まとめテストの結果を通じて自己の成果
と課題を確認すること。 

課題研究 1 課題研究テーマ：理科の電磁気に関する問題 27 から問題 35（問題集 pp.161～164）を解きなさい。 



 

 

レポート形式：A4 用紙を用いて解答に適切な分量 

実施時期：第 5 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 6 回の授業開始時に提出する。 

事後学習：よくわからなかった問題について復習しておくこと。 

課題研究 2 

課題研究テーマ：理科の水溶液の濃度に関する問題 42 から問題 46（問題集 pp.167～169）を解きなさい。 

レポート形式：A4 用紙を用いて解答に適切な分量 

実施時期：第 7 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 8 回の授業開始時に提出する。 

事後学習：よくわからなかった問題について復習しておくこと。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教職実践演習（小学校） （2 単位） 

３．科目番号 EDTE4391 

２．授業担当教員 池田 芳和 

４．授業形態 講義、演習、実習等を適宜利用する ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

教職実践演習（小学校）は、本学の教員養成に必要な「理論と実践」の融合を目指す科目として設定さ
れている。これまでの学習を通じて身に付けた資質能力が、教員として最小限必要な資質能力として有機
的に統合され、形成されたかについて、最終的に確認する科目である。 
この科目の履修を通じて、将来、教員になる上で、自己にとって何が課題であるのかを自覚し、必要に

応じて不足している知識や技能等を補い、その定着を図ることにより、教職生活をより円滑にスタートで
きるようになることを期待して実施される科目である。 

８．学習目標 

教員として求められる資質・能力の形成に関して、以下の目標を設定し、達成することができる。  
① 職務遂行に必要な使命感や責任感、教育的愛情等に関する事項を再確認する。 
② 社会性や対人関係能力に関する事項の発揮に関しての再確認をする。 
③ 実習等で得られた幼児・児童・生徒理解の仕方や学級経営の在り方等に関する事項の再確認をする。 
④ 教科・領域等教育課程の実施に当たっての指導力・実践力に関する事項の再確認をする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

「学び続ける教師」として生きていけるように、座学で得た知識・技能、自らの教育実習、ボランティア
体験や社会参加した経験の生かし方を中心に、自分の考えをまとめられるように課題を設定していく。 
① 目指す教師像との関連から理論や経験を整理させる。 
② 教育課題への適切な対応ができるよう考えを広げる。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】※ 特定の教科書は使用しない。 
【参考書】 文部科学省発行『小学校学習指導要領「総則編」』 

文部科学省発行『生徒指導提要』 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

学習目標の実現度において評価する。 

◯評定の方法 

日々の授業態度、参加度 ３０％ 

レポート課題      ４０％ 

日常の学習状況     ３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

大学で４年間学習を積み多くのことを身に着けたことと考える。毎回のテーマにかかわる知識を基に教育
者としての資質を高めるように努力してほしい。 

13．オフィスアワー 授業日の授業のない時間、随時（一時間目に伝達） 

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 目指す教師像について考える。 
事前学習 目指す教師像を考える。 

事後学習 目指す教師像のマインドマップを作り、完成させる。 

第２回 
目指す教師像からみて 教育実習の経験の
課題とその解決方法 

事前学習 マインドマップから自分にとっての課題を抽出しておく。 

事後学習 自らの課題の携行性をまとめる。 

第３回 
学校が見た東京福祉大学の教育実習生の姿

から課題を考える。 

事前学習 教育実習記録で指摘されたことを抽出しておく。 

事後学習 
福祉大学の学生の課題と目標を整理し、自らの課題につい

て解決策を考え、レポートにまとめる。 

第４回 小学校教員の仕事を振り返る。 
事前学習 

実習やボランティアで分かった学校の仕事の実際をメモす
る。 

事後学習 経験できなかった仕事について、概要をまとめておく。 

第５回 校務分掌と服務の在り方について 
事前学習 

服務の根本基準をはじめ、教育公務員の守るべき法規につ

いて整理する。 

事後学習 事例を通して、問題を整理する。 

第６回 キャリア教育と資質能力について 
事前学習 キャリア教育について調べておく。 

事後学習 資質能力について、趣旨と目的をしっかりとらえておく。 

第７回 学校における組織マネジメントについて 

事前学習 「もしドラ」を読んでおく。 

事後学習 
組織マネジメントと学級経営についてを関連づけ、まとめ

る。 

第８回 学級経営案の書き方について」 
事前学習 

目指す教師像から見て、どのような子供を育てるのかを明
確にしておく。 

事後学習 学級経営案を実習校の経験を生かして完成させる。 

第９回 授業改善のための研修の在り方について 
事前学習 

多くの友達の学級経営案の学習指導の方策について確認す

る 

事後学習 研修の意義と方策についてまとめておく。 

第１０回 児童理解にたった学習指導について 
事前学習 子供を生かす学習指導の要素を考えておく。 

事後学習 DVDの感想をまとめておく。 

第１１回 授業の進め方 授業参観 
事前学習 授業参観の下調べをしておく。 

事後学習 参観後の感想、自分にとっての課題を記述する。 

第１２回 
生徒（生活）指導の進め方 事例研究 いじ
め対応 

事前学習 いじめについて調べる。 

事後学習 いじめを出さない学級経営の在り方についてまとめる。 

第１３回 
生徒（生活）指導の進め方 事例研究 不登
校への対応 

事前学習 不登校の発生する原因について調べる。 

事後学習 不登校を出さない学級経営についてまとめる。 

第１４回 保護者会の進め方 
事前学習 保護者会について、教育実習で得た経験を整理しておく。 

事後学習 保護者との真の連携を目指す方法についてまとめる。 



 

 

第１５回 初任者研修への臨み方 
事前学習 初任者研修の概要を調べる。 

事後学習 初任者研修に期待すること、学びたいことをまとめる。 

  



 

 

１．科目名（単位数） 教職実践演習（小学校） （2 単位） 

３．科目番号 
EDTE4391 

SJTC4576 
２．授業担当教員 坂本 史生 

４．授業形態 講義、演習、実習等を適宜利用する ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

教職実践演習（小学校）は、本学の教員養成に必要な「理論と実践」の融合を目指す科目として設定され
ている。これまでの学習を通じて身に付けた資質能力が、教員として最小限必要な資質能力として有機的に
統合され、形成されたかについて、最終的に確認する科目である。 
この科目の履修を通じて、将来、教員になる上で、自己にとって何が課題であるのかを自覚し、必要に応

じて不足している知識や技能等を補い、その定着を図ることにより、教職生活をより円滑にスタートできる
ようになることを期待して実施される科目である。 

８．学習目標 

教員として求められる資質・能力の形成に関して、以下の目標を設定し、達成することができる。  
① 職務遂行に必要な使命感や責任感、教育的愛情等に関する事項を再確認する。 
② 社会性や対人関係能力に関する事項の発揮に関しての再確認をする。 
③ 実習等で得られた幼児・児童・生徒理解の仕方や学級経営の在り方等に関する事項の再確認をする。 
④ 教科・領域等教育課程の実施に当たっての指導力・実践力に関する事項の再確認をする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

「学び続ける教師」として生きていけるように、座学で得た知識・技能、自らの教育実習、ボランティア体
験や社会参加した経験の生かし方を中心に、自分の考えをまとめられるように課題を設定していく。 
① 目指す教師像との関連から理論や経験を整理させる。 

② 教育課題への適切な対応ができるよう考えを広げる。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】※特定の教科書は使用しない。 
【参考書】 文部科学省発行『小学校学習指導要領「総則編」』 

文部科学省発行『生徒指導提要』 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

学習目標の実現度において評価する。 

◯評定の方法 

日々の授業態度、参加度 ３０％ 

レポート課題      ４０％ 

日常の学習状況     ３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

大学で４年間学習を積み多くのことを身に着けたことと考える。毎回のテーマにかかわる知識を基に教育者

としての資質を高めるように努力してほしい。 

13．オフィスアワー 初回授業時に伝える。 

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 目指す教師像について考える。 

事前学習 目指す教師像を考える。 

事後学習 目指す教師像のマインドマップを作り、完成させる。 

第２回 
目指す教師像からみて 教育実習の経験

の課題とその解決方法 

事前学習 マインドマップから自分にとっての課題を抽出しておく。 

事後学習 自らの課題の携行性をまとめる。 

第３回 
学校が見た東京福祉大学の教育実習生の

姿から課題を考える。 

事前学習 教育実習記録で指摘されたことを抽出しておく。 

事後学習 
福祉大学の学生の課題と目標を整理し、自らの課題について解

決策を考え、レポートにまとめる。 

第４回 小学校教員の仕事を振り返る。 

事前学習 実習やボランティアで分かった学校の仕事の実際をメモする。 

事後学習 経験できなかった仕事について、概要をまとめておく。 

第５回 校務分掌と服務の在り方について 

事前学習 
服務の根本基準をはじめ、教育公務員の守るべき法規について

整理する。 

事後学習 事例を通して、問題を整理する。 

第６回 人事考課制度について 

事前学習 教員評価について調べておく。 

事後学習 人事考課の趣旨と目的をしっかりとらえておく。 

第７回 学校における組織マネジメントについて 

事前学習 「もしドラ」を読んでおく。 

事後学習 組織マネジメントと学級経営について関連づけ、まとめる。 



 

 

第８回 学級経営案の書き方について 

事前学習 
目指す教師像から見て、どのような子供を育てるのかを明確に

しておく。 

事後学習 学級経営案を実習校の経験を生かして完成させる。 

第９回 自己申告書の書き方について 

事前学習 自己申告用紙に下書きをする。 

事後学習 指摘事項を生かして、自己申告書を完成させる。 

第１０回 児童理解にたった学習指導について 

事前学習 子供を生かす学習指導の要素を考えておく。 

事後学習 映像の感想をまとめておく。 

第１１回 授業の進め方 授業参観 

事前学習 授業参観の下調べをしておく。 

事後学習 参観後の感想、自分にとっての課題を記述する。 

第１２回 
生徒（生活）指導の進め方 事例研究  

いじめ対応 

事前学習 いじめについて調べる。 

事後学習 いじめを出さない学級経営の在り方についてまとめる。 

第１３回 
生徒（生活）指導の進め方 事例研究  

不登校への対応 

事前学習 不登校の発生する原因について調べる。 

事後学習 不登校を出さない学級経営についてまとめる。 

第１４回 保護者会の進め方 

事前学習 保護者会について、教育実習で得た経験を整理しておく。 

事後学習 保護者との真の連携を目指す方法についてまとめる。 

第１５回 初任者研修への臨み方 

事前学習 初任者研修の概要を調べる。 

事後学習 初任者研修に期待すること、学びたいことをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教職実践演習（中・高） （2 単位） 

３．科目番号 EDTS4393 

２．授業担当教員 北林 敬 

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション、模擬授業など ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

大学でこれまで学んできた理論や学習知と教育実習等で獲得してきた実践知との関連や統合を図る。特に、

教育実習成果・課題を踏まえて、生徒の実態に即した授業設計の在り方、教材の準備など、作業や演習をす

る。具体的には 

①これまでの講義や実習で積み重ねた「教職履修カルテ」と「教育実習日誌」、および資料等を基に、教員

として必要な資質・能力に関する自己課題を明確にする。 

②教育実習の体験を基に、討論、事例検討、ロールプレイ、模擬授業等を行う。 

③教育に対する使命感、責任感、生徒・保護者とのコミュニケーションやよい授業を実施するための様々

な準備について、実践的に学ぶ。 

更に、生徒への指導場面で、生徒理解や個に応じること、生徒の多様性に対応することなど実習で、実感

した現場の実態と教員が配慮していること、身に付けたい能力などについて深める。 

また、学校という職場で組織の一員として働くことと、一人の教員として自己実現を図ることを仕事の仕

方として掘り下げ、学校の教員として働くことの現実性を増し、実践力を高める。 

８．学習目標 

 中学校、高等学校の教員として必要な基礎的資質・能力の形成に関して、以下の４項目をテーマおよび到

達目標とする。 

① 職務に対して使命感や責任感を持ち、生徒に対する愛情が豊かであること。 

② 学校で働く組織人として、社会性や対人関係能力が適切であること。 

③ 生徒理解や学級経営等に関する基礎的な能力が身についていること。 

④ 教科内容等の実践的な指導力が習得されていること。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・ミニレポート・ワークシート（各回の講義内容に沿った課題を提示する。） 

・課題レポート（授業内で課題を提示する。） 

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。 

【参考書】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 

・職務に対する使命感や責任感を自覚することができたか。 

・教員として必要な社会性や対人関係能力を身につけることができたか。 

・生徒理解や学級経営等に関する基礎的な知識・能力を身につけることができたか。 

・教科内容等の実践的な指導力を習得したか。 

○評定の方法 

・平常点（積極的参加度・授業態度・発表・発言等） 30％ 

・課題（中間レポート・学習指導案等）       30％ 

・期末評価（レポート・試験等）          40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

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。 

１．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。 

２．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。 

３．レポートや課題の提出期限を守ってください。 

４．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‐教職実践演習とは何か 

事前学習 
履修カルテや教育実習日誌を見かえし、これまでの学習

の成果について振り返る。 

事後学習 教職実践演習の意義について自分なりに考えをまとめておく。 

第２回 
教育の現状および諸課題についての検討 

（教員環境） 

事前学習 
中等教育の教員環境の問題についてどのようなものがあ

るか事前に調べておく。 

事後学習 
ディスカッションで話し合ったことを踏まえて、自分の

考えをまとめる。 

第３回 
教育の現状および諸課題についての検討 

（いじめ） 

事前学習 
子どもどうしのいじめの問題について事前に調べてお

く。 

事後学習 
ディスカッションで話し合ったことを踏まえて、自分の

考えをまとめる。 

第４回 
教育の現状および諸課題についての検討 

（いじめへの対処） 

事前学習 
子どものいじめの問題について大人（教員・親）はどの

ように対処すべきか事前に調べておく。 

事後学習 
ディスカッションで話し合ったことを踏まえて、自分の

考えをまとめる。 



 

 

第５回 
教育の現状および諸課題についての検討 

（不登校） 

事前学習 
子どもの不登校についてどのようなものがあるか事前に

調べておく。 

事後学習 
ディスカッションで話し合ったことを踏まえて、自分の

考えをまとめる。 

第６回 
教育の現状および諸課題についての検討 

（発達障害） 

事前学習 
子どもの発達障害にはどのようなものがあるか事前に調

べておく。 

事後学習 
ディスカッションで話し合ったことを踏まえて、自分の

考えをまとめる。 

第７回 
教育の現状および諸課題についての検討 

（問題行動） 

事前学習 
学校における問題行動にはどのようなものがあるか事前

に調べておく。 

事後学習 
ディスカッションで話し合ったことを踏まえて、自分の

考えをまとめる。 

第８回 
教育の現状および諸課題についての検討 

（危機管理） 

事前学習 
学校における危機管理にはどのようなものがあるか事前

に調べておく。 

事後学習 
ディスカッションで話し合ったことを踏まえて、自分の

考えをまとめる。 

第９回 
履修カルテの振り返り・現代的課題に取り組

む教育について論文作成Ⅰ 

事前学習 

履修カルテを見かえし、これまでどのような学習をして

きたかについてまとめておく。また、第3回から第8回ま

でに取り上げた課題について自ら教師となった際にどう対処

するのかについて考えをまとめておく。 

事後学習 

授業を踏まえて教員になるために今後どのような能力を

伸ばしていけばよいのかについて自分の考えをまとめて

おく。 

第１０回 
教育の現状および諸課題についての検討 

（学級担任） 

事前学習 
学校において学級担任はどのような立場にあるのか事前

に調べておく。 

事後学習 
ディスカッションで話し合ったことを踏まえて、自分の

考えをまとめる。 

第１１回 学級経営①（意義と方法） 

事前学習 学級経営の意義と方法について調べておく。 

事後学習 
ディスカッションで話し合ったことを踏まえて、自分の

考えをまとめる。 

第１２回 学級経営②（２つの R・学級経営案） 

事前学習 
学級経営における 2 つの R（ルールとリレーション）づ

くり及び学級経営案について調べておく。 

事後学習 
ディスカッションで話し合ったことを踏まえて、自分の

考えをまとめる。 

第１３回 学校の運営・教職員の近年の動きについて① 

事前学習 
学校運営・教職員の近年の動きについて、教育実習校の

資料を基にまとめておく。 

事後学習 
ディスカッションで話し合ったことを踏まえて、自分の

考えをまとめる。 

第１４回 学校の運営・教職員の近年の動きについて② 

事前学習 
学校運営・教職員の近年の動きについて、教育実習校の

資料を基にまとめておく。 

事後学習 
ディスカッションで話し合ったことを踏まえて、自分の

考えをまとめる。 

第１５回 
 履修カルテの返却・教職実践演習を振り返っ

て論文作成Ⅱ 

事前学習 
教職実践演習ワークシートを見返し、これまでどのよう

な学習をしてきたかについてまとめておく。 

事後学習 
履修カルテ及び教職実践演習の授業を踏まえて、どのよ

うな教師をめざすのかについて考えをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教職実践演習（養護） （2 単位） 

３．科目番号 EDHE4395 

２．授業担当教員 石垣 久美子 

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 

 養護実習の振り返り、実習日誌を基に自分の課題を明確にし、近年の子ども達の抱える健康課題を自主的

にテーマ設定し、課題発表をする。発表から見える子どもの健康課題から実際の実習中の子どもの捉え方を
検討し、養護教諭としての実践的な関わりについて理解を深める。 
 この学習を通して、社会性や対人関係、コミュニケーション、コーティネートの能力を培い、養護教諭と

しての意識や使命感を高めるとともに、保健教育教材研究において実習中実施した保健指導、保健学習の指
導案について、現場での指導講評を踏まえディスカッションを取り入れ、指導案改定案を作成しプレゼンテ
ーションの力も養い、実践的な指導力や向上につながる課題解決のための能力の伸長をめざす。 

８．学習目標 

養護実習の振り返りを活かし、養護教育に関する自己課題を見出すことができる。 
教員に求められる資質（職務への使命感・責任感、子どもに対する愛情）を身につけることができる 
養護活動に必要な能力や保健室経営等に関する基礎的な能力を身につけることができる。 

保健室経営におけるコミュニケーション力を高め、自らの目指す養護教諭像を明らかにできる。 
健康教育に必要な指導力の基礎を形成することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・授業毎に,講義内容についての感想、まとめに関する小レポートを出題する。 

・中間課題レポート：保健室経営案の作成  

・最終課題レポート：「あなたが目指す養護教諭像」について自分の考えを記述する。（800字程度） 

10．教科書・参考書・

教材 

【参考書】 

学校保健・安全実務研究会編著『 学校保健実務必携 新訂版 』第一法規。（購入済み） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１）養護実習の振り返りを活かし、養護教育に関する自己課題を見出すことができたか。 

２）教員に求められる資質（職務への使命感・責任感、子どもに対する愛情）を身につけることができたか。 

３）養護活動に必要な能力や保健室経営等に関する基礎的な能力を身につけることができたか。 

４）保健室経営におけるコミュニケーション力を高め、自らの目指す養護教諭像を明らかにできたか。 

５）健康教育に必要な指導力の基礎を形成することができたか。 

○評定の方法 

授業中の発言等の積極的な活動（総合点の 60％）、中間課題レポート（同 20％）、最終課題レポート（同 20％）

の結果から総合的に判断する。また、本学の規定に定められている、１５回中１２回以上の出席が単位修得

の条件であることを加味する。 

12．受講生への 

メッセージ 

  養護実習の振り返りを活かし、お互いがそれぞれの現地実習で学んだことや、気づいたことをディスカッ

ションし、抱えた問題ケースを出し合い、学びの幅を広げていきましょう。より子どもを理解し、より学校

を理解し、より地域を理解してどのように専門性を発揮していくかを一緒に学びより高めていきましょう。 

13．オフィスアワー 別途通知いたします。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

・「教職実践演習」の目的、意義、授業運営の説明 

事前学習 各自の実習後の目的や意義を振り返りまとめておく。 

事後学習 
授業の目的、意義について理解したことを小レポート

にまとめる。 

第２回 

養護実習の振り返りと今後の課題                    

・各自の実習についての振り返り 

・養護実習体験の共有 

事前学習 
各自の実習の振り返りから自分の課題を考えまと

めておく。 

事後学習 
他者の実習経験を聞いて感じたこと、わかったこ

とを小レポートにまとめる。 

第３回 

実習校の児童生徒の健康課題① 

・養護実習中にとらえた児童生徒の健康に関する実

態を振り返る。 

事前学習 
養護実習日誌等に目を通し、実習校の児童生徒の

健康上の特徴が説明できるよう整理しておく。 

事後学習 
ディスカッションを通して共有した子どもの健康

課題について総括し、小レポートにまとめる。 

第４回 

実習校の児童生徒の健康課題② 

・実習校の学校保健計画、保健室経営計画を 

振り返る 

事前学習 
実習校の学校保健計画と保健室経営計画に目を通

し、その特徴が説明できるよう整理しておく。 

事後学習 

ディスカッションを通して理解した、子どもたち

の健康課題と養護教諭の活動の関連性について総

括し，小レポートにまとめる。 

第５回 

保健室経営計画の検討と作成の実際 

・保健室経営計画作成上の留意事項 

・保健室経営目標と具体策の案出 

事前学習 
実習校の児童生徒に特徴的な健康課題を整理し、

保健室経営上の具体策の例を調べておく。 

事後学習 
第３〜５回までの講義内容を踏まえ、独自の保健

室経営計画を作成する。 

第６回 

健康診断 

・計画立案から実施、事後措置における 

留意点の整理 

事前学習 
実習校での健康診断の実践を振り返り、反省点や

改善点を説明できるよう、整理しておく。 

事後学習 
ディスカッションを通して理解した健康診断実施

上の留意点について、小レポートにまとめる。 

第７回 
外科的救急処置事例検討① 

・学校における外科的救急処置の留意点の整理 
事前学習 

実習中に経験した外科的救急処置から学んだこと

を説明できるよう、整理しておく。 



 

 

 

事後学習 
ディスカッションを通して理解した外科的救急処

置の留意点について、小レポートにまとめる。 

第８回 
外科的救急処置事例検討② 

・困難事例等に関するディスカッション 

事前学習 
前時にあげられた救急処置に関する疑問や困難事

例への対応について、自分の考えをまとめておく。 

事後学習 

事例に対する討論を総括し、外科的救急処置にお

ける養護教諭の対応のあり方について、小レポー

トにまとめる。 

第９回 
内科的救急処置事例検討① 

・学校における内科的救急処置の留意点の整理 

事前学習 
実習中に経験した内科的救急処置から学んだこと

を説明できるよう、整理しておく。 

事後学習 
ディスカッションを通して理解した内科的救急処

置の留意点について、小レポートにまとめる。 

第１０回 
内科的救急処置事例検討② 

・困難事例等に関するディスカッション 

事前学習 
前時にあげられた救急処置に関する疑問や困難事

例への対応について、自分の考えをまとめておく。 

事後学習 

事例に対する討論を総括し、内科的救急処置にお

ける養護教諭の対応のあり方について、小レポー

トにまとめる。 

第１１回 

保健教育 

・保健指導、保健学習実践上の留意点の整理 

・養護実習中に指導を受けた内容の総括 

事前学習 
実習中の保健教育の実践と、指導講評の内容を説

明できるよう、整理しておく。 

事後学習 
ディスカッションを通して理解した保健教育実施

上の留意点について、小レポートにまとめる。 

第１２回 

学校保健組織活動・特別活動 

・養護実習中に経験した保健行事等について 

・各種行事における養護教諭の役割の整理 

事前学習 
実習中の保健行事の実践と、指導講評の内容を説

明できるよう、整理しておく。 

事後学習 

ディスカッションを通して理解した保健行事等に

おける養護教諭の役割やその留意点について、小

レポートにまとめる。 

第１３回 
健康相談事例検討① 

・学校における健康相談の留意点の整理 

事前学習 
実習中に経験した健康相談の事例から学んだこと

説明できるよう、整理しておく。 

事後学習 
ディスカッションを通して理解した健康相談実践

上の留意点について、小レポートにまとめる。 

第１４回 
健康相談事例検討② 

・困難事例等に関するディスカッション 

事前学習 
前時にあげられた健康相談に関する疑問や困難事

例への対応について、自分の考えをまとめておく。 

事後学習 

事例に対する討論を総括し、健康相談における養

護教諭の対応のあり方について、小レポートにま

とめる。 

第１５回 

これからの時代に求められる養護教諭  

・大学での学びや養護実習を総括し、自らの目指す

養護教諭像を明らかにする。 

・本演習を通して明確化された、今後の研鑽を積む

べき事項について整理する。 

事前学習 
養護実習、本演習を総括し、自ら目指す養護教諭

像をまとめておく。 

事後学習 
本授業から明確化された自分自身の今後の研鑽事

項についてまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教職実践演習（幼稚園） （2 単位） 

３．科目番号 SJTC4575 

２．授業担当教員 太田 節子 

４．授業形態 演習、グル－プ討議、ロ－ルプレイング ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 教員に求められる事項として､中教審答申では次の４つを挙げている。すなわち、①使命感や責任感・教育
的愛情に関する事項、②社会性や対人関係能力に関する事項、③幼児理解や学級経営に関する事項、④保育
内容等の指導力に関する事項である。本科目では、これらについて履修カルテを見直すとともに教育実習で

の自分自身の実践を振り返って自己課題を見出し、課題解決の方策を自分たちで検討する学習のプロセスを
経て、実践的指導力を身に付けるようにする。 

８．学習目標 

１．実習を通して、幼児教育に関する自己課題を見出すことができる。 

２．教員に求められる資質（職務への使命感・責任感、幼児に対する愛情）を理解し、自ら振り返る。 
３．幼児理解や学級経営に関する基礎的な能力を身に付ける。 
４．社会性や対人関係能力を身に付ける。 

５．保育内容や指導力に関する実践力を身に付ける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ
ート課題 

レポート課題を課します。 

実習を通して、どのようなことが幼児教育を巡る課題と考えられるか、その他、具体的なテーマを設けて
レポートを作成します。作成を通して自己課題を捉え、自分で考えながら進めていく力を培ってください。 

10．教科書・参考書・

教材 

必要に応じてプリントを配布します。 

参考書は、適宜授業の中で提示します。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

〇成績評価の規準 

１ 教員に求められる資質(職務への使命感・責任感、幼児に対する愛情)を理解し、ふるまえるか。 

２ 幼児理解やクラス経営に関する基礎的な能力を身に付け、説明でき、ふるまえるか。 

〇評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度およびレポ－ト等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加       総合点の３０％ 

２ 期末レポ－ト          総合点の３０％ 

３ 課題レポ－ト          総合点の２０％ 

４ 日常の学習状況         総合点の２０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

幼稚園教育実習での自分自身の実践がどうであったか、振り返りを基に自己課題を見出していきます。 

実習での自分の実践を評価して、実践的指導力を身につけるための自己課題を捉えて、自分でどのような
力をつけようとするかを常に意識しながら授業に臨むようにしてください。 

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 
イントロダクション：本演習の目的と
展開方法について 

事前学習 幼児教育の専門性の内容の復習 

事後学習 これまでの実習の反省からの自己課題を整理する。 

第２回 幼児教育における今日的課題 
事前学習 

「幼稚園教育要領」のキーワードから幼児教育が目指すものにつ
いて確認しておく。 

事後学習 保育の理想の実現化における多様な実態について整理する。 

第３回 
教員に求められる資質① 

（使命感・責任感、他） 

事前学習 資質①の意味することについての予習。 

事後学習 自己反省と改善のための方法を文章化する。 

第４回 
教員に求められる資質② 

外部講師によるレクチャー 

事前学習 資質②の意味することについての予習。 

事後学習 自己反省と改善の内容を文章化する。 

第５回 
学級経営① 

（教育力のある学級にするために） 

事前学習 学級経営①の意味することについての予習。 

事後学習 自己反省と改善の内容を文章化する。 

第６回 
学級経営② 

（学級集団育成の具体的な方法） 

事前学習 学級経営②の意味することについての予習。 

事後学習 自己反省と改善の内容を文章化する。 

第７回 保育者間の人間関係、リーダ－の役割 
事前学習 保育において保育者間の協力の必要性について確認する。 

事後学習 実習における職場の人間関係の体験について振り返える。 

第８回 
保護者との望ましい関係① 

（保護者対応の基本） 

事前学習 保護者の抱える問題を調べる。 

事後学習 保護者対応における保育者の基本的役割について整理する。 

第９回 
保護者との望ましい関係② 

（事例に学ぶ保護者支援） 

事前学習 保護者対応の問題事例を調べておく。 

事後学習 保護者対応の改善の仕方について確認する。 

第１０回 
責任実習の反省と実践課題その① 

（保育内容の観点から） 

事前学習 
自分の責任実習におけるねらいと内容の関係を実践結果から整

理しておく。 

事後学習 保育のねらいから内容を選択する過程を整理する。 

第１１回 
責任実習の反省と実践課題その② 

（方法の観点から） 

事前学習 自分の責任実習の展開方法の問題点を整理しておく。 

事後学習 保育展開（一日の流れ、課題活動）のポイントについて確認する。 

第１２回 
責任実習模擬保育（モデル）による 

討論① 

事前学習 模擬保育指導案の問題点について整理しておく。 

事後学習 当日の保育実践の改善法の整理、レポート。 

第１３回 
責任実習模擬保育（モデル）による 

討論② 

事前学習 模擬保育指導案の問題点について整理しておく。 

事後学習 当日の保育実践の改善法の整理、レポート。 

第１４回 
責任実習模擬保育（モデル）による 

討論③ 

事前学習 模擬保育指導案の問題点について整理しておく。 

事後学習 当日の保育実践の改善法の整理、レポート。 

第１５回 
幼稚園教諭としての成長と専門性の
習得 

事前学習 自分の実習カルテから、専門性修得についての自己評価をする。 

事後学習 専門性向上のための方策をまとめ、レポートを作成する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教職実践演習（幼稚園） （2 単位） 

３．科目番号 SJTC4575 

２．授業担当教員 戸次 佳子 

４．授業形態 演習、グル－プ討議、ロ－ルプレイング ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 

 教員に求められる事項として､中教審答申では次の４つを挙げている。すなわち、①使命感や責任感・教育

的愛情に関する事項、②社会性や対人関係能力に関する事項、③幼児理解や学級経営に関する事項、④保育
内容等の指導力に関する事項である。本科目では、これらについて履修カルテを見直すとともに教育実習で
の自分自身の実践を振り返って自己課題を見出し、課題解決の方策を自分たちで検討する学習のプロセスを

経て、実践的指導力を身に付けるようにする。 

８．学習目標 

１．実習を通して、幼児教育に関する自己課題を見出すことができる。 
２．教員に求められる資質（職務への使命感・責任感、幼児に対する愛情）を理解し、自ら振り返る。 

３．幼児理解や学級経営に関する基礎的な能力を身に付ける。 
４．社会性や対人関係能力を身に付ける。 
５．保育内容や指導力に関する実践力を身に付ける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

事前学習・事後学習はノートに記録しましょう。また，課題レポートをまとめながら，自分で考える力，表

現する力を身につけていってください。課題については授業内で指示します。 

10．教科書・参考書・

教材 
必要に応じてプリントを配布する。参考書は，適宜授業の中で指示します。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

〇成績評価の規準 

１ 教員に求められる資質(職務への使命感・責任感、幼児に対する愛情)を理解し、ふるまえるか。 

２ 幼児理解やクラス経営に関する基礎的な能力を身に付け、説明でき、ふるまえるか。 

〇評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度およびレポ－ト等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加       総合点の３０％ 

２ 期末レポ－ト          総合点の３０％ 

３ 課題レポ－ト          総合点の２０％ 

４ 日常の学習状況         総合点の２０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

自分の実習を振り返り，関連付けながら事前学習を行ってください。授業でのディスカッションを通して，

自分なりの考えと，さらなる問い（自己課題）をもち，事後学習に臨んでください。 

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 
ガイダンス 

（授業の概要と展開について） 

事前学習 自己の実習を振り返り課題点を見つける。 

事後学習 本授業における自己課題を設定する。 

第２回 幼児教育における今日的課題 
事前学習 

新聞記事などから幼児教育における今日的課題

を知る。 

事後学習 幼児教育における今日的課題をまとめる。 

第３回 
教員に求められる資質⑴ 

（職務への使命感・責任感） 

事前学習 教員に求められる資質とは何かを考える。 

事後学習 
職務への使命感と責任感について自分の考えを

まとめる。 

第４回 
教員に求められる資質⑵ 

（幼児理解と保育の専門性） 

事前学習 教員に求められる資質とは何かを考える。 

事後学習 
幼児理解と保育専門性について自分の考えをま

とめる。 

第５回 
教員に求められる資質⑶ 

（社会性や対人関係能力） 

事前学習 教員に求められる資質とは何かを考える。 

事後学習 
社会性や対人関係能力の必要性について自分の

考えをまとめる。 

第６回 
学級経営⑴ 

（クラスの実態を踏まえた指導） 

事前学習 
教育実習を振り返り学級経営の難しさについて

考える。 

事後学習 教育実習を振り返り改善点を考える。 

第７回 
学級経営⑵ 

（子どもの心理的安定の場としての教室環境） 

事前学習 教育実習を振り返り教室環境について考える。 

事後学習 
子どもが安定する教室環境について自分の考え

をまとめる。 

第８回 
学級経営⑶ 

（保育者間の連携） 

事前学習 保育者間の連携の必要性について考える。 

事後学習 
保育者間の連携がなぜ必要か自分の考えをまと

める。 

第９回 
学級経営⑷ 

（保護者との連携） 

事前学習 保護者との連携の必要性について考える。 

事後学習 保護者との連携のために必要なことをまとめる。 

第１０回 
責任実習の振り返り⑴ 

（保育内容の観点から） 

事前学習 自分の責任実習を振り返って反省点を見つける。 

事後学習 
保育内容の観点から責任実習の改善点をまとめ

る。 

第１１回 
責任実習の振り返り⑵ 

（方法の観点から） 

事前学習 自分の責任実習を振り返って反省点を見つける。 

事後学習 方法の観点から責任実習の改善点をまとめる。 



 

 

第１２回 
責任実習の振り返り⑶ 

（自己の学びと課題を見つける） 

事前学習 責任実習で学んだことを見つける。 

事後学習 自己の学びと課題についてまとめる。 

第１３回 
幼稚園経営について⑴ 

（ゲストティーチャーによる講義） 

事前学習 幼稚園経営の難しさを考える。 

事後学習 講義から学んだことをまとめる。 

第１４回 
幼稚園経営について⑵ 

（幼稚園の社会的役割） 

事前学習 幼稚園の社会的役割について考える。 

事後学習 
幼稚園の社会的役割について自分の考えをまと

める。 

第１５回 認定こども園の増加と保幼小連携について 

事前学習 認定こども園について調べる。 

事後学習 
幼稚園における今後の課題について自分の考

えをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教師論（初等） （2 単位） 

３．科目番号 
EDTE1102 

EDTE1302 
２．授業担当教員 後藤 泰博 

４．授業形態 講義、事例研究（グループワーク）、演習（論作文）、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 

今日の学校教育が抱える様々な課題を解決する上で、その主たる担い手である教員の役割や責任は極めて大

きい。これからの教員は、教科・科目に関する知識を教授するだけでなく、広い視野に立ち、思いやりのあ
る人間性豊かな子どもたちを育成することが求められている。現代社会における教職の重要性の高まりを背
景に、教職の意義、教員の役割・資質能力・職務内容等について身に付け、教職への意欲を高め、さらに適

性を判断し、進路選択に資する教職の在り方を理解する。 

８．学習目標 

1. 我が国における今日の学校教育や教職の社会的意義を理解し、説明が出来るようになる。 

2. 教育の動向を踏まえ、今日の教員に求められる役割や資質能力を理解し、態度化できる。 

3. 教員の職務内容の全体像や教員に課せられる服務上・身分上の義務を理解し、説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

① 宿題として、次回の授業内容に関連する用語調べを求めることもある。 

② 「私の目指す教師像」という内容の課題レポートを求める。成績評価の対象となるため必ず最後の授業ま

でに提出すること。なお次の点に注意すること。 

  ・字数は 1000～1200字とする。一般的な内容ではなく，自分が教師になるという想定で具体的に記述す

ること。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

佐藤晴雄著『教職概論-教職を目指す人のために（第５次改訂版）』学陽書房、2018。 

【参考書】 

文部科学省『小学校学習指導要領解説 総則編』東洋館出版社。 

東京福祉大学編『教職科目要説』ミネルヴァ書房。 

【教材】 

必要に応じて授業内でプリントを配布する。  

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

教職の意義や教員の役割・職務内容に関心を持ち、教員に求められる資質・能力、教育を支える法律上の規
定などを理解し、説明ができる。 

○評定の方法 

・学習記録・演習課題６０％、レポート２０％、受講態度２０％とする。 

12．受講生への 

メッセージ 

１）授業は、発表や議論など学生が中心となって進めていきます。ぜひ積極的に取り組んでください。 

２）教科書の内容を分担発表するので、教科書は必ず購入してください。 

３）授業中の迷惑行為（私語など）、飲食、携帯電話の使用などは禁止します。 

４）適切な理由のない遅刻や早退のないように努めてください。また、授業中の許可のない教室の出入りは

認めません。 

13．オフィスアワー 初回講義で告知する。 

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（シラバスの確認） 
教職を目指した理由や過去に接してきた教員
の人となり、仕事ぶりを通じてもっている教
師像の内容について出し合い、知っている範
囲での教師の仕事についてまとめ、望ましい
教師像を発表するとともに、教職についての
知りたいことを発表する。 

事前学習 
教職を目指したきっかけや理由と過去にお世話になった
教員のイメージと心に残る教員の姿について整理してお
く。 

事後学習 
過去の経験から教員の職務を整理し、自分はどのような
教員になりたいかを話し合いを参考にしてまとめる。 

第２回 

教員に求められる資質･能力 
国や各都道府県が求める教員の資質や能力を
調べ、自分たちが描いていた教師像との違い
や共通性について話し合い、発表を通して教
員の役割について新たな知識を持つ。 

事前学習 
国や各都道府県教育委員会が求める教師像の資料を見
て、教員に求められる資質や能力について読んでおく。 

事後学習 

教員に求められる資質･能力を通して、自分たちがもって
きた教師像の修正を行う。教職に対する知識を整理する。
教員に求められる資質･能力から、大学生活をどのように
送ればよいか考える。 

第３回 

教職の意義 
いつの時代にも教員に求められる資質･能力
は高い要求がされていることを資料の読み取
りを通して確認するとともに、なぜ高い要求
がされているのかグループで考え、発表する。 
また、教員の仕事と他の職業の違いについて
比較し、教員の仕事の特徴を知る。 

事前学習 

教員の職務は各種の法規で規定されていることを理解
し、職務遂行を行うこと、教諭の職務も規定されている
ことを理解し、教諭の役割について自分の意見をまとめ
る。 

事後学習 
教員の仕事は、未来を担う子供たちを育成する教育を担
う重要な仕事であることから、資質能力や資格が定めら
れていることをまとめる。 

第４回 

教師観と理想の教師像 
児童・生徒から見た理想の教師像と保護者や
管理職、行政との視点の違いを理解し、学習
者自らが理想の教師像について資料などを通
して明らかにする。 

事前学習 
教員に求められる資質・能力は、いつの時代においても
変わらず高い要求がされていることを資料に基づき、調
べる。 

事後学習 
授業学んだ内容を振り返り、自分なりの理想の教師像を
持つ。 

第５回 

教師と教員養成の歴史 
その時代時代における教員養成の背景を学ぶ
とともに、教員養成には社会的要求が深くか
かわっていることを学ぶ 

事前学習 教員養成の歴史を事前に調べておく 

事後学習 
教員養成の変化についてその理由について考えた事をま
とめるとともに、その時代ごとにおける教員に求められ
る資質について整理する。 



 

 

第６回 

教員の任用と服務 
各種の資料から教員になる資格要件を調べ、
教職の果たす役割の重要性について話し合
い、考えを発表する。学校の仕事は、教育課
程に示されるとともに、校務分掌にも示され
ていることを調べ、学級担任の仕事のほかに
も様々な職務があることを知る。 

事前学習 
教員の身分がどのようになっているかについて、資料を
調べておく 

事後学習 
教諭は、児童の指導のほかにも，校務を分担してよりよ
い教育の実現を目指していることをまとめる。 

第７回 

教師の役割と仕事 
学級担任の職務には，学習指導や生徒指導な
ど多くの仕事があることを、学級経営案を基
に調べ、どのような姿勢で職務に取り組むこ
とが大切か話し合い、まとめを発表し合う。 

事前学習 
学校の仕事は教育課程の実施に示されていることを、教
育課程の資料から読み取る。児童の教育をつかさどるの
内容について，資料を調べ、概要をとらえておく。 

事後学習 
学級経営案を基に、学級担任の指導の内容の概略をつか
み、まとめる。学級を経営するための教員の姿勢につい
て自分の考えを整理する。 

第８回 

管理職・主任の役割 
学校長の職務権限を調べるとともに、地方公
務員法や教育公務員特例法などをしらべ、教
員には服務上･身分上の義務があることを理
解し、教員としての自覚を持つ努力をどのよ
うに進めるか話し合う。 

事前学習 
教員には，職務遂行に当たって，服務上・身分上の義 
務があること等があることを調べ、その概要を理解して
おく。 

事後学習 
校長は、教員の服務上・身分上の監督があることや法規
によって教員の服務上・身分上の義務が決められている
ことをまとめ、自覚を高めるための方策を考える。 

第９回 

教師の職場環境 
学校でも働き方改革が叫ばれている今日、学
校が教育成果を創出するためには，組織の一
員として教育課題に取り組みが求められてい
ることについて調べ、教員としてどのような
態度形成が望まれるかについて話し合い、考
えを発表する。 

事前学習 教師の職場環境について調べておく。 

事後学習 
学校における働き方改革の行政の工夫や、学校現場での
努力を理解し、教職への意欲を高める 

第１０回 

学級経営と生徒指導 
児童が楽しく生き生きと学校生活できるため
には、支持的風土作りが重要である事を調べ、
担任として学習指導と生徒指導に対してどの
ように取り組むことが望ましいのか話し合
い、発表し合う。 

事前学習 
学級経営と生徒指導の関係について調べ、豊かな学校生
活にとって支持的風土を作る教師の働きの重要性につい
て知識を持っておく。 

事後学習 
児童に意欲を持たせたり達成感をもたせたりし、自信を
持って生活できるよう個に応じた指導や集団の指導の大
切さについてまとめる。 

第１１回 

教師の資質向上と研修 
教員が学び続けることができるための研修の
権利と義務が与えられていることを調べ、そ
の制度を有効に使って自らの資質･能力の向
上を目指す努力をどのように進めるかについ
て話し合い、発表し合う。 

事前学習 
教員の資質の向上に向けて、教員を育成する仕組みがあ
ることについて資料を基に、調べておく。 

事後学習 
教員研修について調べたこと、資質向上の機会があり有
効に活用するための方策について、話し合いを基にまと
める。 

第１２回 

学校生活の実際 
学校は，児童の健全な育成のために，家庭・
地域･関係諸機関とどのように連携していけ
ばよいのかについて，調べ、まとめる。 

事前学習 
開かれた教育課程について調べ、学校はどのような姿勢
で取り組めばよいのかについて考えておく。 

事後学習 
コミュニティスクール等が実施されている実際の状況と
学校と家庭・地域・関係諸機関との連携の重要性につい
てまとめる。 

第１３回 

教師と生徒指導（教育実習の意義と心得） 
豊かな心を育むための教師の役割をしらべ、
豊かな心を育むために教員はどのような努力
をする必要があるのか考え、発表し合う。 

事前学習 
現代の学校が置かれている立場や学校教育の課題に対し
て、学校組織の一員として、どのような働きが期待され
ているか、中教審答申を読んでおく。 

事後学習 チーム学校の考え方について要点をまとめ、考えをもつ。 

第１４回 

教師と学習指導要領 
学習指導を進めるに当たっては、学校の教育
目標を実現することや学習指導要領に基づい
て職務遂行することを調べ、生きる力を育て
る学習指導をどのように進めたらよいか話し
合い、考えを発表し合う。 

事前学習 
学習指導の進め方について、学習指導要領の総則を事前
に読んでおく。 

事後学習 

指導に当たっては、基礎的・基本的な知識技能の習得を
始め思考力･判断力・表現力の育成、学びに向かう力の育
成など、生きる力の育成を目指すことについて考えをま
とめる。 

第１５回 

教員への進路選択 
これまでの学習を振り返りまとめ、今後の進
路選択に当たり、大学生活をどのように送っ
ていくのかについて話し合い、発表する。 

事前学習 
教員免許法や教育学部のカリキュラム、都道府県の教員
採用選考の資料に目を通して、自分の進路を考えておく。 

事後学習 
授業全体をふり返り、教育者にふさわしい資質能力を高
めるために自分に必要なことが何かを考え、レポートを
まとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教師論（中等） （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP1320 

SCMP1320 

SBMP1320 

SPMP1320 

EDTS1102 

２．授業担当教員 北林 敬 

４．授業形態 講義・グループ討議・ワークシート・レポート・試験  ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

国際化・情報化・科学技術の発展・環境問題など変化の激しい今日の社会において、学校教育の場において
も様々な課題が生じている。この課題を解決するためには、学校教育の主たる担い手である教員の役割や責
任が今まで以上に大きくなっている。これからの教員は、教科に関する知識を単に教授するだけでなく、広

い視野に立ち、思いやりのある人間性豊かな子どもを育成することが求められている。本科目では、教職と
は何か、これからの教員に求められる資質・能力とは何か、教員の仕事と役割とはどのようなものか、教員
の権利や義務（服務・研修・身分保障などを含む。）は、法律上、どのように規定されているのかなど教職を

志す学生があらかじめ教職について知っておく必要がある事項を考察する。 

８．学習目標 

1. 教職観の変遷について理解するとともに、教師に求められる資質・能力について考察することができる

ようになる。 

2. 教員養成の歴史的変遷について理解するとともに、現在の教員養成の現状について考察することができ

るようになる。 

3. 教員の役割と仕事について理解するとともに、現在、教員に期待されている役割について考察すること

ができるようになる。 

4 .教員の養成・採用・研修について理解し、教師のライフコースについて考察することができるようにな

る。 

5. 自分の適性を理解し、なりたい教師像について考察することができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

予習課題や探求的な課題を積極的に取り組み、主体的、対話型の学習によって理解を確かにすると共に問題

解決力を培うように努めること。 

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．課題レポート「教師論を学ぶ意義について述べよ。」(1000字) 

3．期末レポート 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】佐藤晴雄『教職概論 第５次改訂版』学陽書房、2018。 

【参考書】必要に応じてプリント資料を配付する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 教職観の変遷について理解するとともに教師に求められる資質・能力について考察することができたか。 

2. 教員養成の歴史的変遷について理解するとともに教員養成の現状について考察することができたか。 

3. 教員の役割と仕事について理解し、教員に期待されている役割について考察することができたか。 

4. 教員の養成・採用・研修について理解し、教師のライフコースについて考察することができたか。 

5.  自分の適性を理解し、なりたい教師像について考察することができたか。 

○評定の方法 

［授業への積極的参加度、日常の受講態度、課題ワークシート、課題レポート、期末試験、期末レポート等

を総合して評価する。］ 

1. 授業への積極的参加       総合点の４０％ 

2. 課題ワークシート・課題レポート 総合点の３０％ 

3. 期末試験または期末レポート   総合点の３０％ 

また、本学の規定に定められている 3/4 以上の出席が成績付与の条件となることとした。 

12．受講生への 

メッセージ 

1．授業中は私語を慎み、携帯電話の電源を切って参加すること。 

2．グループワークやグループ討議には積極的に参加すること。 

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すること。 

4．レポートや課題（ワークシート等）の提出期限を守ること。 

5．正当な理由のない遅刻、早退、欠席はしないこと。 

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‐教師とは何か‐ 

事前学習 教科書「序章」（pp.13～18）を読んでおく。 

事後学習 
教師論を学ぶ意義について自分なりに考えをまとめ

ておく。 

第２回 教職の意義（第１章） 

事前学習 
教科書「第１章」（pp.19～32）を読み、分からない

部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やグループ討議で話し合ったことをワーク

シートにまとめ、分からなかったところがあれば教

員に質問する。 

第３回 教職観と理想の教師像（第２章） 

事前学習 
教科書「第２章」（pp.33～55）を読み、分からない

部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やグループ討議で話し合ったことをワーク

シートにまとめ、分からなかったところがあれば教

員に質問する。 



 

 

第４回 教師と教員養成の歴史（第３章） 

事前学習 
教科書「第３章」（pp.56～73）を読み、分からない

部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やグループ討議で話し合ったことをワーク

シートにまとめ、分からなかったところがあれば教

員に質問する。 

第５回 教員の任用と服務（第４章） 

事前学習 
教科書「第４章」（pp.74～91）を読み、分からない

部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やグループ討議で話し合ったことをワーク

シートにまとめ、分からなかったところがあれば教

員に質問する。 

第６回 
教師の役割と仕事（第５章前半―法的役割や仕
事の特質―） 

事前学習 
教科書「第５章」１・２（pp.92～107）を読み、分

からない部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やグループ討議で話し合ったことをワーク

シートにまとめ、分からなかったところがあれば教

員に質問する。 

第７回 
教師の役割と仕事（第５章後半―仕事の実際や
生涯学習社会における教師への期待＿） 

事前学習 
教科書「第５章」３・４（pp.107～115）を読み、分

からない部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やグループ討議で話し合ったことをワーク

シートにまとめ、分からなかったところがあれば教

員に質問する。 

第８回 管理職・主任の役割（第６章） 

事前学習 
教科書「第６章」（pp.116～132）を読み、分からな

い部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やグループ討議で話し合ったことをワーク

シートにまとめ、分からなかったところがあれば教

員に質問する。 

第９回 学校組織マネジメント（プリント） 

事前学習 
配布プリント「学校組織マネジメント」を読み、分

からない部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やグループ討議で話し合ったことをワーク

シートにまとめ、分からなかったところがあれば教

員に質問する。 

第１０回 教師の職場環境（第７章） 

事前学習 
教科書「第７章」（pp.133～154）を読み、分からな

い部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やグループ討議で話し合ったことをワーク

シートにまとめ、分からなかったところがあれば教

員に質問する。 

第１１回 教師の資質向上と研修（第８章） 

事前学習 
教科書「第８章」（pp.155～174）を読み、分からな

い部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やグループ討議で話し合ったことをワーク

シートにまとめ、分からなかったところがあれば教

員に質問する。 

第１２回 教育実習の意義と心得(第９章) 

事前学習 
教科書「第９章」（pp.175～194）を読み、分からな

い部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やグループ討議で話し合ったことをワーク

シートにまとめ、分からなかったところがあれば教

員に質問する。 

第１３回 教職への進路選択と教員採用選考（第１０章） 

事前学習 
教科書「第１０章」（pp.195～220）を読み、分から

ない部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やグループ討議で話し合ったことをワーク

シートにまとめ、分からなかったところがあれば教

員に質問する。 

第１４回 面接模擬授業にどう臨むか（第１１章） 

事前学習 
教科書「第１１章」（pp.221～233）を読み、分から

ない部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やグループ討議で話し合ったことをワーク

シートにまとめ、分からなかったところがあれば教

員に質問する。 

第１５回 
どのような教師を目指すのか 
（教師の資質能力・学び続ける教師） 

事前学習 どのような教師をめざすのか考えをまとめておく。 

事後学習 
全 15 回の授業内容について整理し、筆記試験の準備を

おこなう。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教養基礎演習ⅡB (2 単位)  

３．科目番号 

GECD1205 

GECD1215 

GECD2205 ２．授業担当教員 

青木 優子・石川 英伸・岩井 智重・ヴェステリ テチ

アナ・大上 忠幸・庄司 養昌 

４．授業形態 講義・演習・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 

この授業では、日本語運用能力を中級レベルから上級レベルへ引き上げることを目的とし、そこからビ

ジネス場面で対応し得る日本語運用能力への橋渡しを目指す。具体的には、日常的な言語活動を文レベル

での発話で表現・理解できるが、文を超えた談話レベルの発話や理解ができず、パターンから外れた場面

での複雑なコミュニケーションに困難をきたすレベルから、非日常的な場面における複雑なコミュニケー

ションが行える日本語レベルへと「聴く、話す、読む、書く」の 4技能を総合的に育成する。 

８．学習目標 

１）日本語の運用能力を一段階上へあげ、日本文化・社会・ビジネスに関する理解を深める。 

２）日本語で書かれた説明文や資料を正確に理解し、自分の言葉で要約できるようになる。 

３）議論を進めるために適切な質問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．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．教科書の各ケース毎に自分の見解を論理的に提示する能力を養うため、授業で扱うケースから１つテ

ーマを選び、レポートを作成する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】宮崎七湖編著『留学生のためのケースで学ぶ日本語―問題発見解決能力を伸ばす』ココ出版（税

抜 1,800円） 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 日本語の運用能力を一段階上へあげ、日本文化・社会・ビジネスに関する理解を深めることができたか。 

2. 日本語で書かれた説明文や資料を正確に理解し、自分の言葉で要約できるようになったか。 

3. 議論を進めるために適切な質問ができるようになったか。 

4. 日本語での口頭発表を行う能力を養うことができたか。 

5. 自分とは異なる文化背景を持つ人たちと協働して作業が出来るようになったか。 

○評定の方法：以下の点を総合して評価する。 

1. 授業への参加態度 総合点の 30％ 

2. 試験（小テスト・期末試験、口頭発表による試験等） 総合点の 30％ 

3. 提出課題（レポート等） 総合点の 40％ 

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 

この授業では、日本で経験する様々なことをケーススタディで学ぶ。受講生が自ら考え、討論や発表を

通じ、日本語運用能力を高めることを重視する。受講生の関心や状況に応じて、新聞記事等を補充する等

して、タスク活動などの調整する場合がある。 

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、グループワークでの活動で迷惑にならないよう積極的に授業に参加する。 

２．提出物、宿題は必ず提出する。 

３．授業での配布物はなくさない。 

４．教科書は毎回必ず持参する。 

５．分からないことは、担当教員に必ず質問、確認をする。 

６．授業に関係のない私語はしない。スマートフォン等の関係のないものはカバンにしまう。 

13．オフィスアワー 授業のある日の休み時間 

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・授業概要・日本での暮らしの悩み

について話し合い発表する 

事前学習 
教科書を購入し、目次に目を通してこの授業

の全体像を把握する。 

事後学習 
教科書のケース 01 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第２回 ケース 01 上下関係 

事前学習 
教科書のケース 01 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 02 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第３回 ケース 02 どうして掃除してくれないの? 

事前学習 
教科書のケース 02 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 03 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第４回 ケース 03 アパートの大家さんとのトラブル 

事前学習 
教科書のケース 03 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 04 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第５回 ケース 04 期待はずれのホームステイ 事前学習 
教科書のケース 04 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 



 

 

事後学習 
教科書のケース 05 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第６回 ケース 05 おせっかいな伯母さん 

事前学習 
教科書のケース 05 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 06 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第７回 ケース 06 引っ越したいけれど 

事前学習 
教科書のケース 06 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 07 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第８回 ケース 07 バーベキューはダメ? 

事前学習 
教科書のケース 07 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 08 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第９回 ケース 08 とりあえず謝る? 

事前学習 
教科書のケース 08 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 09 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第１０回 ケース 09 親友がほしい 

事前学習 
教科書のケース 09 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 10 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第１１回 ケース 10 私っておとなしいの? 

事前学習 
教科書のケース 10 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 11 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第１２回 ケース 11 同国人との付き合い 

事前学習 
教科書のケース 11 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 12 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第１３回 ケース 12 愚痴ばかり言う友だち 

事前学習 
教科書のケース 12 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
これまで学んだケース 1～12 を振り返り、興

味のあるテーマでレポートを作成する 

第１４回 
レポート発表（同一テーマを選んだ学生同士でグループ

討論の後、グループ毎で発表し質疑応答を行う） 

事前学習 
これまで学んだケース1～12から興味のある

テーマでレポートを完成させる 

事後学習 
発表への質疑応答やコメント等を整理し、レ

ポートを修正する 

第１５回 振り返りおよび日本語到達度チェック 
事前学習 レポートの内容を修正し提出する 

事後学習 全ての授業で行った内容を復習する 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教養基礎演習ⅢB (4 単位)  

３．科目番号 GECD2205 

２．授業担当教員 大上 忠幸・ヴェステリ テチアナ・石川 英伸 

４．授業形態 講義・演習・グループディスカッション ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
教養基礎演習ⅡB（教員基礎演習ⅠB)を履修していることが望ましい 

７．講義概要 

この授業では、日本語運用能力を中級レベルから上級レベルへ引き上げることを目的とし、そこからビ

ジネス場面で対応し得る日本語運用能力への橋渡しを目指す。具体的には、日常的な言語活動を文レベル

での発話で表現・理解できるが、文を超えた談話レベルの発話や理解ができず、パターンから外れた場面

での複雑なコミュニケーションに困難をきたすレベルから、非日常的な場面における複雑なコミュニケー

ションが行える日本語レベルへと「聴く、話す、読む、書く」の 4技能を総合的に育成する。 

８．学習目標 

１）日本語の運用能力を一段階上へあげ、日本文化・社会・ビジネスに関する理解を深める。 

２）日本語で書かれた説明文や資料を正確に理解し、自分の言葉で要約できるようになる。 

３）議論を進めるために適切な質問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．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．教科書の各ケース毎に自分の見解を論理的に提示する能力を養うため、授業で扱うケースから１つテ

ーマを選び、レポートを作成する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】宮崎七湖編著『留学生のためのケースで学ぶ日本語―問題発見解決能力を伸ばす』 

ココ出版（税抜 1,800円） 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 日本語の運用能力を一段階上へあげ、日本文化・社会・ビジネスに関する理解を深めることができたか。 

2. 日本語で書かれた説明文や資料を正確に理解し、自分の言葉で要約できるようになったか。 

3. 議論を進めるために適切な質問ができるようになったか。 

4. 日本語での口頭発表を行う能力を養うことができたか。 

5. 自分とは異なる文化背景を持つ人たちと協働して作業が出来るようになったか。 

○評定の方法：以下の点を総合して評価する。 

1. 授業への参加態度 総合点の 30％ 

2. 試験（小テスト・期末試験、口頭発表による試験等） 総合点の 30％ 

3. 提出課題（レポート等） 総合点の 40％ 

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 

この授業では、日本で経験する様々なことをケーススタディで学ぶ。受講生が自ら考え、討論や発表を

通じ、日本語運用能力を高めることを重視する。受講生の関心や状況に応じて、新聞記事等を補充する等

して、タスク活動などの調整する場合がある。 

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、グループワークでの活動で迷惑にならないよう積極的に授業に参加する。 

２．提出物、宿題は必ず提出する。 

３．授業での配布物はなくさない。 

４．教科書は毎回必ず持参する。 

５．分からないことは、担当教員に必ず質問、確認をする。 

６．授業に関係のない私語はしない。スマートフォン等の関係のないものはカバンにしまう。 

13．オフィスアワー 授業のある日の休み時間 

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・授業概要・日本人とのコミュニケ

ーションの悩みについて話し合い発表する 

事前学習 
教科書の目次に目を通してこの授業の全体

像を把握する。 

事後学習 
教科書のケース 14 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第２回 ケース 14 あなたのためを思って忠告したのに…… 

事前学習 
教科書のケース 14 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 15 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第３回 ケース 15 男同士の友情と彼女 

事前学習 
教科書のケース 15 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 16 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第４回 ケース 16 友だちとの旅行 

事前学習 
教科書のケース 16 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 17 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第５回 ケース 17 お客様は神様? 

事前学習 
教科書のケース 17 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 18 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 



 

 

第６回 ケース 18 会社の予算を超えちゃった 

事前学習 
教科書のケース 18 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
これまで学んだケース 14～18 を振り返り、

興味のあるテーマでレポートを作成する 

第７回 
レポート発表（同一テーマを選んだ学生同士でグループ

討論し、グループ毎で発表する） 

事前学習 
これまで学んだケース 14～18 から興味のあ

るテーマでレポートを提出する 

事後学習 
教科書のケース 19 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第８回 ケース 19 もらえなかったアルバイト代 

事前学習 
教科書のケース 19 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 20 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第９回 ケース 20 誘いを断っても大丈夫? 

事前学習 
教科書のケース 20 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 21 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第１０回 ケース 21 アルバイトの先輩が……どうしよう! 

事前学習 
教科書のケース 21 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 22 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第１１回 ケース 22 大学って何をするところ?  

事前学習 
教科書のケース 22 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 23 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第１２回 ケース 23 クラス発表の準備 

事前学習 
教科書のケース 23 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
これまで学んだケース 19～23 を振り返り、

興味のあるテーマでレポートを作成する 

第１３回 
レポート発表（同一テーマを選んだ学生同士でグループ

討論し、グループ毎で発表する） 

事前学習 
これまで学んだケース 19～23 から興味のあ

るテーマでレポートを提出する 

事後学習 

これまでの授業内容を復習しケース 14～23

で最も関心のあるテーマでレポートを作成

する 

第１４回 日本での大学生活の悩みについて話し合い発表する 

事前学習 
これまで学んだケース 14～23 を振り返り、

特に日本大学生活での悩みについて考える 

事後学習 
教科書のケース 27 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第１５回 ケース 27 メールに返事をくれない先生 

事前学習 
教科書のケース 27 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 28 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第１６回 ケース 28 時間がもったいない 

事前学習 
教科書のケース 28 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 29 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第１７回 ケース 29 研究か、恋愛か 

事前学習 
教科書のケース 29 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 30 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第 18 回 ケース 30 私はマネージャーじゃない! 

事前学習 
教科書のケース 30 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 31 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第１９回 ケース 31 インターナショナル・フェスティバル 

事前学習 
教科書のケース 31 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 32 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第２０回 ケース 32 年齢はそんなに重要? 

事前学習 
教科書のケース 32 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 33 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第２１回 ケース 33 剣道部の部長になったけれど…… 

事前学習 
教科書のケース 33 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 34 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

  



 

 

第２２回 ケース 34 私、彼氏いるんですけど…… 

事前学習 
教科書のケース 34 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 35 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第２３回 ケース 35 どこで就職する? 

事前学習 
教科書のケース 35 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 36 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第２４回 ケース 36 人生の岐路 

事前学習 
教科書のケース 36 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 37 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第２５回 ケース 37 家族の期待と自分のしたいことのはざまで 

事前学習 
教科書のケース 37 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 38 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第２６回 ケース 38 ちゃんとした仕事をさせてくれない 

事前学習 
教科書のケース 38 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
これまで学んだケース 27～38 を振り返り、

興味のあるテーマでレポートを作成する 

第２７回 
レポート発表（同一テーマを選んだ学生同士でグループ

討論の後、グループ毎で発表し質疑応答を行う） 

事前学習 
これまで学んだケース 27～38 から興味のあ

るテーマでレポートを完成させる 

事後学習 
発表への質疑応答やコメント等を整理し、レ

ポートを修正する 

第２８回 

レポート発表（同一テーマを選んだ学生同士でグループ

討論し、グループ毎で発表する）および日本語到達度チ

ェック 

事前学習 レポートの内容を修正し提出する 

事後学習 全ての回の授業中に行った内容を復習する 

課題研究 

1 
第 7 回終了後、授業で学んだケース 14～18 から興味のあるテーマでレポートを提出する 

課題研究 

2 
第 13 回終了後、授業で学んだケース 14～23 から最も関心を持ったテーマでレポートを提出する 
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１．科目名（単位

数） 
教養基礎演習ⅡA（2 単位） 

３．科目番号 

GECD1204 

GELA1204 

GELA1304 

GELA2204 

GELA2304 

２．授業担当教員 チームティーチング 

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション、発表など ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本講義では、「教養」を身に付けるための一環として、①知能分野（文章理解、判断推理、数的推理、資料解
釈）と、②知識分野（政治、経済、社会、地理）の問題を解きながら、その解法や留意点などについて理解を深
め、応用力を高めていく。また、「教養」とは何かを再認識して、それを身に付けることの意義についても考察

する。さらに、問題発見・解決能力や協調性を高めるためのディスカッション、表現力を高めるための発表やレ
ポート課題なども取り入れ、幅広い意味での教養を身に付ける。 

８．学習目標 

本講義では、以下の目標を達成することが期待されている。 

①希望する就職先や資格などを明確にし、具体的な目標を設定することができる。 
②目標を達成するために、自主的に勉強して必要な知識を身に付けられる。 
③職場で必要とされる思考力、文章作成能力、問題解決能力、コミュニケーション能力を身に付けられる。 

④人間として必要なマナー、常識、モラルを身に付けられる。 
⑤教養を身に付けることについて、その意義を十分に理解し、自ら実践することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート課題：期末試験日に「教養を身に付けることの意義について」というテーマで、1000字程度の 

レポートを作成し、提出する。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】『無敵の地方公務員、初級、過去問クリア問題集』高橋書店 

【参考書】国語辞典、英和辞典、高校時代に使用した教科書や参考書 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

①希望する就職先や資格などを明確にし、具体的な目標を設定できたか 

②目標を達成するために、自主的に勉強して必要な知識を身に付けられたか 

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

④人間として必要なマナー、常識、モラルを身に付けられたか 

⑤教養を身に付けることについて、その意義を十分に理解し、自ら実践することができたか 

○評定の方法 

・学生の参加意欲（態度、取り組み、発言、行動、気配りなど）20％ 

・理解度（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％ 

・最終試験（総合評価が可能なレポート試験等）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。 

・特別な事情で欠席、遅刻、早退した場合には考慮し、課題を与えるなどして対応する。 

12．受講生への 

メッセージ 

本授業を通じて、「基本的な勉強法」や「教養を身に付けることの意義」を学んで頂き、自分の将来の目標 

に向かって、自らが積極的に勉強できるようになることを願っている。 

13．オフィスアワー オリエンテーションで連絡 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション（授業の進め方、マナーなど） 

就職・資格試験対策（勉強法、最近の傾向など） 

事前学習 自分の将来像について考えてくる。 

事後学習 就きたい職業や必要な資格について調べてくる。 

第２回 知能分野の攻略法、文章理解（現代文） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第３回 文章理解（現代文、古文、漢文） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第４回 文章理解（英文） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第５回 文章理解（国語①～④） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第６回 文章理解（国語⑤～⑧） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第７回 判断推理（集合①） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第８回 判断推理（集合②） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第９回 判断推理（論理①②） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１０回 判断推理（対応関係、出張） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。  

第１１回 判断推理（海釣り、対応関係） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１２回 判断推理（位置、順序、発言） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 
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第１３回 判断推理（試合、油分け算、一筆書き） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１４回 
判断推理（図形、軌跡、サイコロ、裁ち合わせ、回転

体、立体図形） 

事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１５回 判断推理の再確認テスト（第 13～16 回の授業内容） 
事前学習 教科書の左記の試験に備えて勉強してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１６回 数的推理（整数、約数） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１７回 数的推理（比、方程式） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１８回 数的推理（年齢算、濃度） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１９回 数的推理（速さ、旅人算、通過算、流水算） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２０回 数的推理の再確認テスト（第 18～21 回の授業内容） 
事前学習 教科書の左記の試験に備えて勉強してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２１回 数的推理（仕事算、給排水算） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２２回 数的推理（最短経路、場合の数、組合せ） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２３回 数的推理（確率、図形） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２４回 数的推理（図形） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２５回 数的推理の再確認テスト（第 23～26 回の授業内容） 
事前学習 教科書の左記の試験に備えて勉強してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２６回 資料解釈 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２７回 資料解釈の再確認テスト（第 29 回の授業内容） 
事前学習 教科書の左記の試験に備えて勉強してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２８回 
教養を身に付けることの意義について、ディスカッ

ションと発表（期末試験対策） 

事前学習 教養を身に付ける意義について考えてくる 

事後学習 期末試験でレポートを書けるように準備する。 

課題研究１ 

課題：文章理解（第２～６回の授業）を勉強する上で重要なことについて、具体例を挙げつつ、1000 字程度のレポート

（A4用紙 1枚）を作成しなさい。 

実施期間：第６回の授業終了後に実施する。 

提出期限：第７回の授業開始時に教員へ課題を提出する。 

事後学習：返却されたレポートについて内容を確認し、学んだことについて復習する。 

課題研究２ 

課題：判断推理（第７～10回の授業）を勉強する上で重要なことについて、具体例を挙げつつ、1000字程度のレポート

（A4用紙 1枚）を作成しなさい。 

実施期間：第 10回の授業終了後に実施する。 

提出期限：第 11回の授業開始時に教員へ課題を提出する。 

事後学習：返却されたレポートについて内容を確認し、学んだことについて復習する。 

期末試験 
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１．科目名 (単位数) 教養基礎演習ⅢA（4 単位） 

３．科目番号 
GELA2204 

GECD2204 
２．授業担当教員 チームティーチング 

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション、発表など ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本講義では、「教養」を身に付けるための一環として、知識分野（思想、文学芸術、数学、物理、化学、生物、地

学）の問題や、SPI の非言語能力問題を解きながら、その解法や留意点について理解を深めていく。また、問題発
見・解決能力と協調性を高めるためのディスカッション、表現力を高めるための発表やレポート課題なども取り入
れ、幅広い意味での教養を身に付ける。 

８．学習目標 

本講義では、以下の目標を達成することが期待されている。 
①希望する就職先や資格などを明確にし、具体的な目標を設定することができる。 

②目標を達成するために、自主的に勉強して必要な知識を身に付けられる。 
③職場で必要とされる思考力、文章作成能力、問題解決能力、コミュニケーション能力を身に付けられる。 
④人間として必要なマナー、常識、モラルを身に付けられる。 

⑤教養を身に付けることについて、その意義を十分に理解し、自ら実践することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート課題：期末試験日に「有能な社会人となるために、大学時代にできることは何か」というテーマで、1000

字程度のレポートを作成する。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】『無敵の地方公務員 初級 過去問クリア問題集』高橋書店 

【参考書】高校時代に使用した教科書や参考書 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

①希望する就職先や資格などを明確にし、具体的な目標を設定できたか 

②目標を達成するために、自主的に勉強して必要な知識を身に付けられたか 

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

④人間として必要なマナー、常識、モラルを身に付けられたか、⑤教養を身に付けることについて、その意義を十

分に理解し、自ら実践することができたか 

○評定の方法 

・学生の参加意欲（態度、取り組み、発言、行動、気配りなど）20％ 

・理解度（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％ 

・最終試験（総合評価が可能なレポート試験等）60％ 

また、3/4 以上の出席が確認できない場合、原則として、単位を認めないこととする。ただし、特別な事情で欠席、

遅刻、早退した場合には考慮し、課題を与えるなどして対応する。 

12．受講生への 

メッセージ 

本授業を通じて、「基本的な勉強法」や「教養はなぜ必要なのか」を学んで頂き、自分の将来の目標に向かって、自

らが積極的に勉強できるようになることを願っている。 

13．オフィスアワー オリエンテーションの時に説明 

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 思想 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２回 文学芸術  
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第３回 数学（1次方程式、２次方程式、等差数列）  
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第４回 物理（ばね、加速度、エネルギーなど）  
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第５回 化学（炎色反応、アンモニア、セラミックスなど） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第６回 生物（遺伝、血液型、発生、光合成、神経など）  
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第７回 地学（惑星、電磁波、高気圧と低気圧、大気など）  
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第８回 文章理解の復習と再確認テスト  
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第９回 資料解釈の復習と再確認テスト  
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１０回 政治・経済の復習と再確認テスト  
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１１回 日本史・世界史・地理・思想・文学芸術の再確認テスト  
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１２回 数学・物理の復習と再確認テスト 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１３回 化学・生物・地学の復習と再確認テスト 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 
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第１４回 国語の関連問題（漢字の読み書き） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１５回 国語の関連問題（四字熟語 慣用句） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１６回 英語の関連問題（英文読解） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１７回 数学の関連問題（整数・比・図形） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１８回 数学の関連問題（場合の数、組み合わせ、確率） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１９回 政治の関連問題（基本的人権、自由権、社会権、国会など） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２０回 経済の関連問題（需要と供給、景気、経済学説など） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２１回 日本史の関連問題（鎌倉・室町・江戸・明治・昭和など） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２２回 世界史の関連問題（絶対王政、市民革命、世界大戦など） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２３回 地理の関連問題（気候、土壌、農業、鉱業、地図など） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２４回 物理の関連問題（バネ、加速度、運動） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２５回 化学の関連問題（物資の状態変化、コロイドなど） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２６回 生物の関連問題（遺伝、循環系、脳神経系など） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２７回 地学の関連問題（気圧、天気、大気など） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２８回 期末試験対策（ディスカッション・発表） 
事前学習 

有能な社会人に必要なことについて考えてく

る。 

事後学習 期末試験でレポートを書けるように準備する。 

課題研究

１ 

課題：判断推理の勉強をする上で重要なことについて、教科書等を参考にしながら、1000字程度のレポート（A4用紙 1枚）

を作成しなさい。 

実施期間：第８回の授業終了後に実施する。 

提出期限：第９回の授業開始時に教員へ課題を提出する。 

事後学習：返却されたレポートについて内容を確認し、学んだことについて復習する。 

課題研究

２ 

課題：数的推理の勉強をする上で重要なことについて、教科書等を参考にしながら、1000字程度のレポート（A4用紙 1枚）

を作成しなさい。 

実施期間：第９回の授業終了後に実施する。 

提出期限：第１０回の授業開始時に教員へ課題を提出する。 

事後学習：返却されたレポートについて内容を確認し、学んだことについて復習する。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 金融論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP2135 

２．授業担当教員 岡田 高明 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
暮らしと経済や経済学を受講してあるとより望ましい。会計学を併せて受講することをお勧めする。 

７．講義概要 

金融論の場合は、入門であっても、講師によって扱う内容が様々に異なっている。それだけ金融という

現象が幅広い経済分野にまたがっているからである。本講義は、金融論の基礎について体系的・包括的に

全体像を学ぶだけでなく、そうした知識・理論を用いて、基礎的な個人の金融行動選択の方法を学ぶこと

に特徴がある。予備知識が少ない学生でも理解できるようになるべく平易に解説する。 

前半では、金融論の基礎知識・理論として、金融の役割、金融の方法、金融取引を行う場である金融市

場、貨幣、金融機関、金融政策を解説する。後半は、個々の経済主体の意思決定に必要な基礎知識として、

お金を融通することの対価である利子率、家計や企業等の金融行動に関する基本的な理論や方法を解説す

る。 

講義の進行方法については、受講者の理解を深めるため項目ごとに問題演習を行う。また課題として提

出するレポートをもとに、グループディスカッションを行い、理解を深める。 

８．学習目標 

1. 日本の金融経済の現状を把握し、説明できるようになる。 

2. 金融の基礎理論を理解し、説明できるようになる。 

3. 預金や株式、社債などの金融商品の取引や、その結果である利益と損失の発生を理解し、説明できるよ

うになる。 

4. 家計や個人の金融行動の選択に関する考え方と方法を習得し、日常生活で実践できるようになる。 

5. 金融の理論や方法を企業や社会福祉関連施設等の運営・管理において応用できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

アサインメントは特に課さないが、前半部分で議論したことが後半部分でわかっていることを前提とし

て授業が進んでいきますので、必ず事後学習を行い、知識を定着させておくこと。 

 また、年末年始休暇に向けてレポート課題を課します。その詳細は講義中に追って指示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

家森信善『金融論ベーシックプラス』中央経済社、2019年。 

【参考書】 

代田純『誰でもわかる金融論』学文社、2016年。 

森澤龍也『レクチャー＆エクササイズ金融論』新世社、2015年。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．テキストの輪読を通じて、金融論の基礎知識が理解できているか。  

２．（中間）レポート課題に対して的確に検討し、説明できるようになっているか。 

３．期末試験（又はレポート）を通じて、専門用語等を理解し、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１０％ 

２．（中間）レポート          総合点の３０％ 

３．期末試験（又はレポート）     総合点の６０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

金融は経済の血液と呼ばれています。お金が回らないビジネスは死んでしまうからであり、これは営利

を目的としない福祉事業等も同様です。日本では、お金に関して学ぶことは「金儲け」を学ぶことである

との誤解が広がっていますが、お金に関する正しい知識を学ぶことは、お金の使い方を学ぶことになるの

です。 

この講義は、このお金、つまり金融について、経済学的思考法により、その役割や機能を学びます。そ

のため、若干数学的な議論も出てきますので、事後学習による知識の定着を図り、自己の意思決定を合理

的に行えるようになるよう、頑張ってついてきてください。 

また、課題レポートを踏まえてのグループディスカッションでは、テキストでは取り上げていない銀行実

務を想定した演習を行う予定ですので、将来、自ら事業運営にかかわることになった場合に関わってくる

融資の申し込みに当たって注意すべき点を理解してもらいたいと考えています。 

13．オフィスアワー 別途通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション（講義概要の説明等） 
事前学習 

シラバスを読んで授業の概要を確認してお

く。 

事後学習 講義内容の確認まとめを行う。 

第２回 第 1 章 金融論で何を学ぶか 
事前学習 テキスト pp.13～28 を読んでくること 

事後学習 授業内容を振り返り、知識を定着させる 

第３回 第 2 章 貨幣 
事前学習 テキスト pp.29～44 を読んでくること 

事後学習 授業内容を振り返り、知識を定着させる 

第４回 第 3 章 金利 
事前学習 テキスト pp.45～62 を読んでくること 

事後学習 授業内容を振り返り、知識を定着させる 

第５回 第 4 章 金融政策のためのマクロ経済学 
事前学習 テキスト pp.63～75 を読んでくること 

事後学習 授業内容を振り返り、知識を定着させる 

第６回 
第 5 章 金融政策の課題と日本銀行 

年末年始休暇中の課題レポートのテーマの発表 

事前学習 テキスト pp.77～92 を読んでくること 

事後学習 授業内容を振り返り、知識を定着させる 



 

 

第７回 第 6 章 金融政策の基本手段と新しい展開 
事前学習 テキスト pp.93～110 を読んでくること 

事後学習 授業内容を振り返り、知識を定着させる 

第８回 第 7 章 金融システムと金融仲介機関の役割 
事前学習 テキスト pp.111～127 を読んでくること 

事後学習 授業内容を振り返り、知識を定着させる 

第９回 第 8 章 銀行以外の金融機関 
事前学習 テキスト pp.129～144 を読んでくること 

事後学習 授業内容を振り返り、知識を定着させる 

第１０回 第 9 章 金融システムの安定化のための政策 
事前学習 テキスト pp.145～160 を読んでくること 

事後学習 授業内容を振り返り、知識を定着させる 

第１１回 第 10 章 金融機関の破綻への対応策 
事前学習 テキスト pp.161～173 を読んでくること 

事後学習 授業内容を振り返り、知識を定着させる 

第１２回 第 11 章 金融市場に関する規制 
事前学習 テキスト pp.175～192 を読んでくること 

事後学習 授業内容を振り返り、知識を定着させる 

第１３回 第 12 章 間接金融型の金融商品 
事前学習 テキスト pp.193～208 を読んでくること 

事後学習 授業内容を振り返り、知識を定着させる 

第１４回 第 13章 直接金融型の金融商品 
事前学習 テキスト pp.209～225 を読んでくること 

事後学習 授業内容を振り返り、知識を定着させる 

第１５回 第 14 章 ファイナンスの基礎理論 
事前学習 テキスト pp.227～242 を読んでくること 

事後学習 授業内容を振り返り、知識を定着させる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 金融論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP2135 

２．授業担当教員 相馬 一天 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「暮らしと経済」、「経済学」の履修後の受講が望ましい。 

７．講義概要 

金融論の場合は、入門であっても、講師によって扱う内容が様々に異なっている。それだけ金融という現

象が幅広い経済分野にまたがっているからである。本講義は、金融論の基礎について体系的・包括的に全体

像を学ぶだけでなく、そうした知識・理論を用いて、基礎的な個人の金融行動選択の方法を学ぶことに特徴

がある。予備知識が少ない学生でも理解できるようになるべく平易に解説する。 

前半では、金融論の基礎知識・理論として、金融の役割、金融の方法、金融取引を行う場である金融市場、

貨幣、金融機関、金融政策を解説する。後半は、個々の経済主体の意思決定に必要な基礎知識として、お金

を融通することの対価である利子率、家計や企業等の金融行動に関する基本的な理論や方法を解説する。 

講義の進行方法については、受講者の理解を深めるため項目ごとに問題演習を行う。また課題として提

出するレポートをもとに、グループディスカッションを行い、理解を深める。 

８．学習目標 

1. 日本の金融経済の現状を把握し、説明できるようになる。 

2. 金融の基礎理論を理解し、説明できるようになる。 

3. 預金や株式、社債などの金融商品の取引や、その結果である利益と損失の発生を理解し、説明できるよ

うになる。 

4. 家計や個人の金融行動の選択に関する考え方と方法を習得し、日常生活で実践できるようになる。 

5. 金融の理論や方法を企業や社会福祉関連施設等の運営・管理において応用できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

必ず事後学習を行い、知識を定着させておくこと。 

レポート課題の詳細は講義中に指示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

吉田真理子、大野早苗『はじめての金融理論』中央経済社。 

【2017年 5月よりも古いものは内容に間違いがあるので注意】 

【参考書】 

家森伸善著『はじめて学ぶ金融のしくみ〔第 4版〕』中央経済社など 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．テキストの輪読を通じて、金融論の基礎知識が理解できているか。  

２．（中間）レポート課題に対して的確に検討し、説明できるようになっているか。 

３．期末試験（又はレポート）を通じて、専門用語等を理解し、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１０％ 

２．（中間）レポート          総合点の３０％ 

３．期末試験（又はレポート）     総合点の６０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

モノの価値と貨幣の価値は相反する特性があり、金融政策はこの特性を利用して物価の安定を図ってい

ます。金融は経済活動の統制だけでなく、社会における投資活動でも重要な役割を担っています。株式会社

においても投資家の投資判断には金融理論が利用されています。この講義は、金融について、経済学的思考

法により、その役割や機能を学びます。若干数学的な議論も出てきますので、事後学習により知識の定着を

図ってください。 

13．オフィスアワー 第 1回講義において通知する。 

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（講義概要の説明） 

金融とは何か 

事前学習 
金融とは何かインターネットで調べてくる

こと。 

事後学習 授業で学んだことをまとめておく。 

第２回 金融の役割：貸借取引 
事前学習 テキスト pp.2～3 を読んでくること。 

事後学習 テキストの確認問題を解く。 

第３回 金融の特徴：情報の非対称性、逆選択、モラルハザード 
事前学習 テキスト pp.4～8 を読んでくること。 

事後学習 テキストの確認問題を解く。 

第４回 金融取引：株式、債券 
事前学習 テキスト pp.9～11 を読んでくること。 

事後学習 テキストの確認問題を解く。 

第５回 日本の金融取引 
事前学習 テキスト pp.12～17 を読んでくること。 

事後学習 テキストの確認問題を解く。 

第６回 貨幣 
事前学習 テキスト pp.18～24 を読んでくること。 

事後学習 テキストの確認問題を解く。 

第７回 日本銀行と物価の安定 
事前学習 テキスト pp.25～30 を読んでくること。 

事後学習 テキストの確認問題を解く。 

第８回 日本の金融機関 
事前学習 テキスト pp.34～41 を読んでくること。 

事後学習 テキストの確認問題を解く。 

第９回 信用創造 
事前学習 テキスト pp.42～48 を読んでくること。 

事後学習 テキストの確認問題を解く。 



 

 

第１０回 信用乗数 
事前学習 テキスト pp.49～56 を読んでくること。 

事後学習 テキストの確認問題を解く。 

第１１回 現在価値、将来価値 
事前学習 テキスト pp.57～65 を読んでくること。 

事後学習 テキストの確認問題を解く。 

第１２回 債券の投資収益率 
事前学習 テキスト pp.66～72 を読んでくること。 

事後学習 テキストの確認問題を解く。 

第１３回 株式の投資収益率 
事前学習 テキスト pp.73～77 を読んでくること。 

事後学習 テキストの確認問題を解く。 

第１４回 家計と企業の金融行動 
事前学習 テキスト pp.782～93 を読んでくること。 

事後学習 テキストの確認問題を解く。 

第１５回 為替とまとめ 
事前学習 テキスト pp.94～99 を読んでくること。 

事後学習 授業内容を振り返り、知識を定着させる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 金融論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP2135 

２．授業担当教員 長谷川 記央 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
受講前後において、「会計学入門」あるいは「会計学」を受講することを推奨する。 

７．講義概要 

金融論の場合は、入門であっても、講師によって扱う内容が様々に異なっている。それだけ金融という現

象が幅広い経済分野にまたがっているからである。本講義は、金融論の基礎について体系的・包括的に全体

像を学ぶだけでなく、そうした知識・理論を用いて、基礎的な個人の金融行動選択の方法を学ぶことに特徴

がある。予備知識が少ない学生でも理解できるようになるべく平易に解説する。 

前半では、金融論の基礎知識・理論として、金融の役割、金融の方法、金融取引を行う場である金融市場、

貨幣、金融機関、金融政策を解説する。後半は、個々の経済主体の意思決定に必要な基礎知識として、お金

を融通することの対価である利子率、家計や企業等の金融行動に関する基本的な理論や方法を解説する。 

講義の進行方法については、受講者の理解を深めるため項目ごとに問題演習を行う。また課題として提出

するレポートをもとに、グループディスカッションを行い、理解を深める。 

８．学習目標 

1. 日本の金融経済の現状を把握し、説明できるようになる。 

2. 金融の基礎理論を理解し、説明できるようになる。 

3. 預金や株式、社債などの金融商品の取引や、その結果である利益と損失の発生を理解し、説明できるよう

になる。 

4. 家計や個人の金融行動の選択に関する考え方と方法を習得し、日常生活で実践できるようになる。 

5. 金融の理論や方法を企業や社会福祉関連施設等の運営・管理において応用できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

アサインメントは特に課さないが、前半部分で議論したことが後半部分でわかっていることを前提として

授業が進んでいきますので、必ず事後学習を行い、知識を定着させておくこと。 

 また、年末年始休暇に向けてレポート課題を課します。その詳細は講義中に追って指示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

中島真志著『入門 企業金融論』東洋経済新報社、2015。 

【参考書】 

講義内で適宜に指導する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．テキストの輪読を通じて、金融論の基礎知識が理解できているか。  

２．（中間）レポート課題に対して的確に検討し、説明できるようになっているか。 

３．期末試験（又はレポート）を通じて、専門用語等を理解し、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１０％ 

２．（中間）レポート          総合点の３０％ 

３．期末試験（又はレポート）     総合点の６０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

会計学入門、会計学あるいは簿記などで利用する金融用語を整理することができる授業である。このため、

会計学入門、会計学あるいは簿記の授業を、履修前後で受講することが望ましいといえる。 

グループディスカッションについては、適宜に実施し、受講生の知識の定着度を確認しながら、講義を進

めていく。 

中間レポートについては，「メインバンクの役割について」調査し、まとめることとする。 

期末試験については実施をし、受講生に覚えて欲しい用語等を指導するので、それらを身に着けることで

単位取得が可能であると考える。 

13．オフィスアワー 追って指示する 

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 オリエンテーション 
事前学習 教科書を用意すること。 

事後学習 教科書の序章を読むこと。 

第２回 企業の資金需要 

事前学習 教科書の序章を読み直すこと。 

事後学習 
企業の資金需要とは、どのようなものがあるのか、

まとめておくこと。 

第３回 資金調達の形態 
事前学習 

企業はどのような資金調達の方法があるのか、調べ

ること。 

事後学習 資金調達の方法について、まとめること。 

第４回 財務諸表の見方 
事前学習 会計用語などを復習すること。 

事後学習 貸借対照表・損益計算書の役割などを理解すること。 

第５回 キャッシュフロー 
事前学習 キャッシュフロー計算書の雛形を確認すること。 

事後学習 キャッシュフローに関する用語を整理すること。 

第６回 借入金 種類と返済方法 
事前学習 

金融機関等からの借り入れ方法について、どのよう

なものがあるか、検討すること。 

事後学習 種類と返済方法についてまとめること。 

第７回 借入金 借入金利とメインバンク制 

事前学習 メインバンク制について、まとめること。 

事後学習 
メインバンクの役割について、興味がある事項を探

求すること。 



 

 

第８回 借入金 担保 
事前学習 どのような担保があるのか、調べること。 

事後学習 担保について、まとめること。 

第９回 

借入金 保証 

中間レポートの提出 

（メインバンクの役割について） 

事前学習 保証とは何か、調べること。 

事後学習 保証の種類について、まとめること。 

第１０回 社債 社債の種類 
事前学習 社債とは何か、調べること。 

事後学習 社債の種類について、まとめること。 

第１１回 社債 応募債と私募債 
事前学習 応募債と私募債について、調べること。 

事後学習 社債について、まとめること。 

第１２回 
株式 株式による資金調達 

   企業の合併・買収 

事前学習 株式による資金調達について調べること。 

事後学習 株式についてまとめること。 

第１３回 アセット・ファイナンス 
事前学習 

アセット・ファイナンスについて、言葉の意味を調

べること。 

事後学習 本書のまとめの問題を解くこと。 

第１４回 ベンチャー・ファイナンス 
事前学習 

ベンチャー・ファイナンスについて、言葉の意味を

まとめること。 

事後学習 本書のまとめの問題を解くこと。 

第１５回 総括 
事前学習 教科書の総復習を行うこと。 

事後学習 期末試験の準備を行うこと。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
暮らしと経済 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP1118 

２．授業担当教員 岡田 高明 

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 
経営学入門並びに会計学入門を履修しておくと理解が深まる。 

７．講義概要 

日常、テレビや新聞で見聞きする、我々の身近な生活を取り巻く経済問題を、経済学的な観点から考察する。

またそれらの経済問題を題材にして、経済学的なものの考え方を身につける。経済問題や経済学というと何

かとっつきにくく、縁遠い感覚を覚えるかもしれないが、実際には、意外とシンプルで、いったん身につけ

てしまうと、今後の社会生活を営んで行く中でも非常に便利なツールとなることがわかる。この講義を通じ

て、その生きていく上で有効なツールとしての経済学的な考え方が自然と身につくことを目指す。また、こ

れまでなんとなく気になっていたにも関わらず未理解だった経済問題に整理をつけていくことを目指す。今

回は日本経済を中心に学習する。 

８．学習目標 

１．現在、日本経済でどのようなことが起こり、問題になっているかを認識する。 

２．現在の日本を取り巻く経済問題を経済学の枠組みでとらえ直す。 

３．経済学（ミクロ経済学、マクロ経済学）の基本的な考え方を身につける。 

４．数式やグラフを通じて物事を整理するという習慣を身につける。 

５．今後、日本や世界で展開する経済問題に関心がもてるようにする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

アサイメントは課さない。授業内で長期休暇中の課題レポートを提示する 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】重川純子『新訂 生活経済学』放送大学教育振興会 2017年 3月 

【参考書】小峰隆夫『ビジュアル日本経済の基本』日本経済新聞出版社 2018年 

塩路悦朗『やさしいマクロ経済学』日経文庫，2019年 2月 

藤井彰夫『日本経済入門』日経文庫，2018年 

          鶴光太郎・前田佐恵子・村田啓子『日本経済のマクロ分析』日本経済新聞出版社、2019年 

          水野勝之『マクロ経済学＆日本経済』創成社、2005年 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．日本経済に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．経済学的な思考が身についたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の２０％ 

２ 期末試験        総合点の５０％ 

３ 課題レポート      総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

本講座は、私たちが社会生活を営む上で、知っていると便利な経済学の基礎的な知識を学習するものです。

特に、私たちの生活の基盤である家庭の経済活動における基本単位となる、経済主体としての家計について、

その基本概念と家計調査、家計にみるくらしの変化や地域差並びに消費社会と家計といった問題を学習する

ほか、私たちの日々の暮らしにおける経済問題という観点から、生活設計と経済的リスク、生活と金融、生

活経済と環境といったことについても取り上げて行いきます。さらに、将来、福祉事業を展開しようとする

受講生にとって、必要不可欠な知識となる、NPOについても、家計との関連で学習します。このように受講生

の将来の生活を充実させるための経済学の知識の修得を目指します。 

13．オフィスアワー 別途通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 ガイダンス，この科目で何を学ぶか，成績評価など 
事前学習 経済に関する新聞，雑誌を読んでくる。 

事後学習 授業に振り返りをする。 

第２回 １生活の経済 
事前学習 教科書の pp 10〜25 を読んでくる。 

事後学習 授業での講義や議論を整理しておく。 

第３回 ２家計に関する基本概念と家計調査 
事前学習 教科書の pp 26〜40 及を読んでくる。 

事後学習 授業での講義や議論の内容を整理しておく。 

第４回 ３家計にみるくらしの変化 
事前学習 教科書の pp 41〜56 を読んでくる。 

事後学習 授業での講義や議論の内容を整理しておく。 

第５回 ４生活の設計とリスク 
事前学習 教科書の pp 57〜73 を読んでくる。 

事後学習 授業での講義や議論の内容を整理しておく。 

第６回 ５賃金と所得格差・貧困 
事前学習 教科書の pp 74〜92 を読んでくる。 

事後学習 授業での講義や議論の内容を整理しておく。 

第７回 ６家計にみる地域差 
事前学習 教科書の pp 93〜109 を読んでくる。 

事後学習 授業での講義や議論の内容を整理しておく。 

第８回 ７消費社会と家計－消費行動 
事前学習 教科書の pp 110〜128 を読んでくる。 

事後学習 授業での講義や議論の内容を整理しておく。 

第９回 ８消費社会と家計問題 
事前学習 教科書の pp 129〜143 を読んでくる。 

事後学習 授業での講義や議論の内容を整理しておく。 



 

 

第１０回 ９生活と金融 
事前学習 教科書の pp 144〜160 を読んでくる。 

事後学習 授業での講義や議論の内容を整理しておく。 

第１１回 10 妻と夫の経済関係 
事前学習 教科書の pp 161〜177 を読んでくる。 

事後学習 授業での講義や議論の内容を整理しておく。 

第１２回 11 親と子の経済関係 
事前学習 教科書の pp 178〜195 を読んでくる。 

事後学習 授業での講義や議論の内容を整理しておく。 

第１３回 12 高齢期の生活と経済保障 
事前学習 教科書の pp 196〜215 を読んでくる。 

事後学習 授業での講義や議論の内容を整理しておく。 

第１４回 13 NPO と家計 
事前学習 教科書の pp 216〜235 を読んでくる。 

事後学習 授業での講義や議論の内容を整理しておく。 

第１５回 14 生活経済と環境＆まとめ 総括 

事前学習 教科書の pp 236〜254 を読んでくる。 

事後学習 
私たちの暮らしと経済の関係について総合

的に考える。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 暮らしと経済 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP1118 

２．授業担当教員 松尾 仁 

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 
経済学関連科目を履修していることが望ましい。 

７．講義概要 

日常、テレビや新聞で見聞きする、我々の身近な生活を取り巻く経済問題を、経済学的な観点から考察す

る。またそれらの経済問題を題材にして、経済学的なものの考え方を身につける。経済問題や経済学とい

うと何かとっつきにくく、縁遠い感覚を覚えるかもしれないが、実際には、意外とシンプルで、いったん

身につけてしまうと、今後の社会生活を営んで行く中でも非常に便利なツールとなることがわかる。この

講義を通じて、その生きていく上で有効なツールとしての経済学的な考え方が自然と身につくことを目指

す。また、これまでなんとなく気になっていたにも関わらず未理解だった経済問題に整理をつけていくこ

とを目指す。今回は日本経済を中心に学習する。 

８．学習目標 

１．現在、日本経済でどのようなことが起こり、問題になっているかを認識する。 

２．現在の日本を取り巻く経済問題を経済学の枠組みでとらえ直す。 

３．経済学（ミクロ経済学、マクロ経済学）の基本的な考え方を身につける。 

４．数式やグラフを通じて物事を整理するという習慣を身につける。 

５．今後、日本や世界で展開する経済問題に関心がもてるようにする。 

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】 

小峰隆夫・村田啓子『最新 日本経済入門〔第 6版〕』日本評論社、2020年。 

【参考書】 

藤井彰夫『日本経済入門』日経文庫、2018年。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．日本経済に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．経済学的な思考が身についたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の２０％ 

２ 期末試験        総合点の５０％ 

３ 課題レポート      総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

主体的に授業に参加し、経済の基礎的な理論と現状を学び、われわれの生活と経済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/われわれの生活と経済 
事前学習 教科書を準備し、経済について考えてくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第２回 日本経済の全体像 
事前学習 教科書の第 1 章を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第３回 日本の経済成長 
事前学習 教科書の第 2 章を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第４回 景気循環 
事前学習 教科書の第 3 章を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第５回 日本型雇用慣行 
事前学習 教科書の第 4 章を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第６回 産業構造の変化 
事前学習 教科書の第 5 章を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第７回 物価の変動 
事前学習 教科書の第 6 章を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第８回 貿易と国際収支 
事前学習 教科書の第 7 章を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第９回 為替レート 
事前学習 教科書の第 8 章を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第１０回 グローバル化と日本経済 
事前学習 教科書の第 9 章を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第１１回 日本の財政 
事前学習 教科書の第 10 章を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第１２回 経済と金融 
事前学習 教科書の第 11 章を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

  



 

 

第１３回 格差問題 
事前学習 教科書の第 12 章を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第１４回 社会保障 
事前学習 教科書の第 13 章を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第１５回 地域振興 
事前学習 教科書の第 15 章を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） ケアマネジメント演習 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP3325 

SCMP3325 

SBMP3325 

SPMP3325 
２．授業担当教員 櫻井 恵美 

４．授業形態 講義及び演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
ケアマネジメント論を併せて履修することが望ましい。 

７．講義概要 

ケアマネジメントは社会福祉援助技術の 1 手法として、わが国の社会福祉の現場で幅広く活用されてお

り、特に、介護保険制度や自立支援法の中で位置づけられている。本講義では、ケアマネジメント論で学ん

だ知識を活かしながら、実際にケアマネジメントの事例を通じ展開し、ケアマネジメントを理解していく。 

８．学習目標 

１）ケアマネジメントの実際を理解し、説明できる。 

２）ケアマネジメントの過程を実践し、実践現場で行えるようにする。 

３）事例検討・ロールプレイ等を通じて、様々な分野におけるケアマネジメントについて理解ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

事例演習シートおよび事例演習の感想等をまとめ提出する。（第3～14回） 

10．教科書・参考書・

教材 

＊ケアマネジメント論と同じ。 

【教科書】 

太田貞司、國光登志子『対人援助職を目指す人のケアマネジメント Learning10』(株)みらい、2007。 

その他、授業中にプリントを配布する。 

【参考書】 

・一般社団法人日本ケアマネジメント学会認定ケアマネジャーの会編集『ケアマネジメントのエッセンス 

～利用者の思いが輝く援助技術～』中央法規、2017。 

・東美奈子・大久保薫・島村聡著『障がい者ケアマネジメントの基本』中央法規出版、2015。 

【教材】事例演習時に DVDまたはビデオを用いる。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

・事例を用いてアセスメントを行い、ケアプランの作成ができたか。 

・カンファレンスを実施し、ケアプランの検討が行えたか。 

・各事例検討における話し合いが適切にできたか。 

・ケアプランの実際についてレポートにまとめることができたか。 

○評定の方法 

授業への積極性・発表 50％ 

レポート提出 50％ 

12．受講生への 

メッセージ 

・ケアマネジメント論の授業内容の事前確認と、授業後の振り返りをすること。 

・やむを得ず遅刻・早退・欠席をする際は、必ずその理由を申し出ること。また、プリントや授業内容につ 

いて確認しておくこと。 

・演習シートやレポート等の提出物は、決められた期限内に必ず提出すること。 

・携帯電話など授業中に必要のないものを机上等に置かないこと。他者の学習の迷惑となる行為は慎むこ

と。 

・演習は、積極的に参加し、他者の意見をよく聴き、自分の考えをしっかり述べること。 

13．オフィスアワー 第 1回の授業で説明します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
・授業ガイダンス 

・ケアマネジメントの実際の理解 

事前学習 
シラバスを読んでおく。ケアマネジメントの展開

過程を確認しておく。 

事後学習 
ケアマネジメントを実践するうえで必要な方法、

知識について整理する。 

第２回 ケアマネジメントの展開過程 

事前学習 
テキストを読み、ケアマネジメントの展開過程を

確認しておく。 

事後学習 
ケアマネジメントの各過程における展開の視点を

整理する。 

第３回 ケアマネジメントに必要な知識 

事前学習 
ケアマネジメントに必要な知識について、既に学

習した内容（科目）から確認する。 

事後学習 
ケアマネジメントに必要な科目のテキスト・ノー

ト等を整理し、準備する。 

第４回 ケアマネジメントの技法 観察、コミュニケーション 

事前学習 
観察、言語及び非言語コミュニケーションについ

て確認しておく。 

事後学習 
観察、コミュニケーションの視点と留意点につい

てノートに整理しておく。 

第５回 ケアマネジメントにおける他職種連携・協働 

事前学習 
ケアマネジメントを担う専門職について確認して

おく。 

事後学習 演習シートを整理する。 



 

 

第６回 アセスメントの実際① 情報の整理 

事前学習 観察の視点、記録の留意点について確認しておく。 

事後学習 事例の情報を演習シートに整理する。 

第７回 アセスメントの実際② 課題分析の実際 

事前学習 
自身で立案したケアプランの見直し整理する。カ

ンファレンスに向け整理する。 

事後学習 
グループ検討、発表を踏まえ、事例演習シートを

整理しまとめる。 

第８回 
アセスメントの実際③ 情報の分析・統合化、課題抽

出 

事前学習 
テキストの「高齢者におけるケアマネジメントの

事例」を読んでおく。 

事後学習 
グループ検討、発表を踏まえ、事例演習シートを

整理し、まとめる。 

第９回 カンファレンスの実際の理解 

事前学習 
自身のアセスメントシートを見直し、カンファレ

ンスに向け整理する。 

事後学習 
カンファレンスを振り返り、事例演習シートを整

理しまとめる。 

第１０回 ケアプラン作成の実際 

事前学習 ケアプラン立案の留意点を確認しておく。 

事後学習 
グループ検討、発表を踏まえ、事例演習シートを

整理し、まとめる。 

第１１回 
高齢者におけるケアマネジメントの実際の理解① 

居宅サービス 

事前学習 
介護保険制度の居宅サービスについて確認してお

く。 

事後学習 
グループ検討、発表を踏まえ、事例演習シートを

整理し、まとめる。 

第１２回 
高齢者におけるケアマネジメントの実際の理解② 

施設サービス 

事前学習 
テキストの高齢者におけるケアマネジメントの事

例を読んでおく。 

事後学習 
グループ検討、発表を踏まえ、事例演習シートを

整理し、まとめる。 

第１３回 身体障害者におけるケアマネジメントの実際の理解 

事前学習 
テキストの「身体障害者におけるケアマネジメン

トの事例」を読んでおく。 

事後学習 
グループ検討、発表を踏まえ、事例演習シートを

整理し、まとめる。 

第１４回 精神障害者におけるケアマネジメントの実際の理解 

事前学習 
テキストの「精神障害者におけるケアマネジメン

トの事例」を読んでおく 

事後学習 
グループ検討、発表を踏まえ、事例演習シートを

整理し、まとめる。 

第１５回 
まとめ 

 ケアマネジメント実践における価値・知識・技術 

事前学習 第 1～14 回までの授業を振り返る。 

事後学習 ケアマネジメントの視点について整理する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） ケアマネジメント論 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP3321 

SCMP3321 

SBMP3321 

SPMP3321 
２．授業担当教員 櫻井 恵美 

４．授業形態 講義及び演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「ケアマネジメント演習」を合わせて履修することが望ましい。 

７．講義概要 

ケアマネジメントは社会福祉援助技術の 1 手法として、わが国の社会福祉の現場で幅広く活用されてい

る。特に、介護保険制度や自立支援法の中で位置づけられている。本講義では、ケアマネジメントの概要

を理解し、実際の活用に必要な知識を学べるように講義を進めていく。 

８．学習目標 

１）ケアマネジメントの概要を理解し、説明できる。 

２）ケアマネジメントの活用について理解し、説明できる。 

３）ケアマネジメントの機能について理解し、説明できる。 

４）対象別ケアマネジメントの実際について理解し、説明できる。 

５）在宅・施設におけるケアマネジメントについて理解し、説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

１）ケアマネジメントの展開過程における社会福祉士等の専門職の役割についてレポートにまとめ、 

第６回の授業で提出する。 

２）カンファレンスの利点について、指定用紙にまとめ、第9回の授業で提出する。 

３）高齢者が、居宅サービスから施設サービスへ円滑に移行できるためのケアマネジメントの視点につい

てまとめ、第14回の授業で提出する。（指定用紙を配布します） 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

太田貞司、國光登志子『対人援助職を目指す人のケアマネジメント Learning10』(株)みらい、2007。 

その他、授業中にプリントを配布する。 

【参考書】 

・一般社団法人日本ケアマネジメント学会認定ケアマネジャーの会編集『ケアマネジメントのエッセンス 

～利用者の思いが輝く援助技術～』中央法規、2017。 

・東美奈子・大久保薫・島村聡著『障がい者ケアマネジメントの基本』中央法規出版、2015。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１）ケアマネジメントの実際を理解し、説明できたか。 

２）ケアマネジメントの過程を実践し、実践現場で行えたか。 

３）事例検討・ロールプレイ等を通じて、様々な分野におけるケアマネジメントについて理解ができたか。 

○評定の方法 

授業への積極性・発表 50％ 

レポート提出 50％ 

12．受講生への 

メッセージ 

・講義内容の事前確認と、授業後の振り返りをすること。 

・授業内容の理解度を確認する小テストを 3 回行います。テストの結果は、授業への積極性として評定に

反映します。 

・やむを得ず遅刻・早退・欠席をする際は、必ずその理由を申し出ること。また、プリントや授業内容に   

 ついて確認しておくこと。 

・提出物は評定に反映されるので、決められた期限内に必ず提出すること。 

・携帯電話等授業中に必要のないものを机上等に置かないこと。他者の学習の迷惑となる行為は慎むこと。 

13．オフィスアワー 第 1回の講義で説明します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
授業ガイダンス 

ケアマネジメントとは  定義・構成要素 

事前学習 シラバスをよく読んでおく。 

事後学習 ケアマネジメントの意義を整理する。 

第２回 ケアマネジメントの歴史 

事前学習 テキストを読んでおく。 

事後学習 ケアマネジメントの誕生の歴史を整理する。 

第３回 ケアマネジメントの目的･役割 

事前学習 テキストを読んでおく。 

事後学習 
ケアマネジメントの目的と、社会福祉実践におけるケアマネ

ジメント活用の効果について整理する。 

第４回 ケアマネジメントの実践原則･技法･過程 

事前学習 テキストを読んでおく。 

事後学習 
ケアマネジメントの展開過程について整理する。第 1～4 回

までの授業の要点を整理しておく。 

第５回 
ケアマネジメントを担う機関と専門職 

小テスト① 

事前学習 第 3・4 回の授業内容を確認しておく。 

事後学習 

ケアマネジメントの展開過程における社会福祉士等の 

専門職の役割についてレポートにまとめ、次回の授業で 

提出する。*レポート課題１） 

第６回 
ケアマネジメントの展開① 

情報収集、アセスメント（情報の解釈、分析） 
事前学習 

テキストの「ケアマネジメントの展開過程」、「ニーズの把握

と課題分析」をよく読んでおく。 



 

 

事後学習 情報収集の方法とポイントについて整理する。 

第７回 
ケアマネジメントの展開② 

アセスメント（課題抽出） 

事前学習 
テキストの「アセスメントの方法」を読み、アセスメントに

必要な知識について整理しておく。 

事後学習 
アセスメントの視点、ディマンズとニーズの捉え方について

整理しておく。 

第８回 

ケアマネジメントの展開③ 

カンファレンス、記録と報告 

＊グループカンファレンスの実際 

小テスト② 

事前学習 

テキストの「ケアプランの作成」「カンファレンスの開催」を

読んでおく。対人援助専門職として求められる記録・報告に

ついて調べ、留意点を整理しておく。 

事後学習 
カンファレンスの利点についてまとめ、次回の授業で提出す

る。*レポート課題２） 

第９回 
ケアマネジメントにおける 

社会資源の枠組み 

事前学習 
テキストの「ケアマネジメントの利用者と社会資源の活用」

を読んでおく。 

事後学習 
ケアマネジメントにおける社会資源の活用について整理す

る。モニタリングの意義・目的を整理する。 

第１０回 
ケアマネジメントの展開④ 

プランニング 

事前学習 
ケアマネジメントの展開におけるプランニングの視点につ

いて確認しておく。 

事後学習 
ケアマネジメントの展開におけるプランニングの留意点に

ついて整理する。 

第１１回 
ケアマネジメントに展開⑤ 

ケアの実施とモニタリング 

事前学習 
テキストの「介護保険におけるケアマネジメント」を読んで

おく。モニタリングについて調べておく。 

事後学習 モニタリングの意義・目的を整理する。 

第１２回 

介護保険制度とケアマネジメント① 

施設におけるケアマネジメントの 

過程とケアプラン 

小テスト③ 

事前学習 介護保険制度の施設サービスの種類について確認しておく。 

事後学習 
ケアプラン立案におけるケアマネジャーの役割について 

整理する。 

第１３回 

介護保険制度とケアマネジメント② 

社会福祉施設におけるケアマネジメントと

ケアプラン 

事前学習 介護保険制度の居宅サービスの種類について確認しておく。 

事後学習 

第 12 回の授業内容をも踏まえ、施設ケアプランと居宅ケア

プランの関係、共通点・相違点、利用者の生活ニーズの違い

についてまとめ、次回の授業で提出する。*レポート課題３） 

第１４回 

障害者自立支援法とケアマネジメント① 

身体障害者におけるケアマネジメントとケ

アプラン 

事前学習 
テキストの「障害者におけるケアマネジメント」を読んでお

く。身体障害について調べておく。 

事後学習 
身体障害者の支援におけるケアマネジメントの意義につい

て整理する。 

第１５回 

障害者自立支援法とケアマネジメント② 

精神障害者におけるケアマネジメントとケ

アプラン 

事前学習 
テキストの「障害者におけるケアマネジメント」を読んでお

く。精神障害について調べておく。 

事後学習 
精神障害者の支援におけるケアマネジメントの意義につい

て整理する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 経営学入門 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1352 

２．授業担当教員 垰本 一雄 

４．授業形態 

テキストの輪読とその解説が中心となるが、講師からの一方通行

ではなく、ディスカッション（学生からの講師への質問、学生間

のディスカッション等）を伴ったものにする。 

５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
経営戦略論、マーケティング論、福祉と経営などに発展していく重要な基礎科目です。 

７．講義概要 

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

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

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

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

める力を身に着ける方法論であると考えるべきであろう。この講義では、経営学を理論的に学ぶ前に、ま

ず経営の現場からモノを考える習慣をつけることに主眼を置き、議論を深めていく。 

８．学習目標 

１．経営学に関心を持てるようになる。 

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

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

毎回の授業の中でケーススタディーなどを通じて学んだことを受けて、一定の課題について自分の意見を

記述し、回答を提出していただきます。中間まとめの後と総まとめの前に、それまでの学習内容を受けて、

理解を確認する目的も持つ課題レポートを提出していただきます。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】プリント教材を用います。 

【参考書】 

ピーター・F・ドラッカー著・上田惇生訳『マネジメント[エッセンシャル版] - 基本と原則』ダイヤモン

ド社、2001 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．何が経営課題であるということに気付けているか。 

２．発見した経営課題は何が問題であるかを考えることができるか。 

３．発見した問題の解決策を考えることができるか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 期末試験        総合点の３０％ 

３ 課題レポート      総合点の４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

企業を経営する立場になる場合にも、組織の一員として働く場合にも、必要となる基礎知識を、色々な企

業のケーススタディーなどを通じて、幅広く学ぶ科目です。教員のリアルビジネスの世界での 30年の経験

もふまえて、できるだけ具体的な企業活動を描くビデオ視聴の機会を持ちつつ、分かりやすい授業を心が

けます。将来の現場で役に立つ原理原則を学ぶことができますので、一歩ずつ理解を深めてください。 

13．オフィスアワー 授業中に指示します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 企業とビジネス 

事前学習 
シラバスの内容を基に、学習内容の全体像を

あらかじめ理解しておく。 

事後学習 
学習内容を身近な企業のケースに当てはめ

てまとめ、理解を現実的にする。 

第２回 企業の目的・成果と会社制度 

事前学習 
身近な企業の目的や成果とは何かについて

考えてみる。 

事後学習 

著名企業の HP を見て、その目的や目指して

いる成果、採用している会社制度についてま

とめる。 

第３回 経営戦略 

事前学習 
著名企業がどのような経営戦略を採用して

いるのか、調べてみる。 

事後学習 

著名企業の経営戦略について、HPを見て学習

内容を当てはめてまとめ、理解を現実的にす

る。 

第４回 経営組織 

事前学習 
興味ある企業の経営組織について、調べてみ

る。 

事後学習 

その企業が採用している経営組織とその理

由について、学習内容を当てはめてまとめ、

理解を深める。 

第５回 マーケティング 

事前学習 
一般企業がマーケティングをどのように展

開しているのか、調べてみる。 

事後学習 

興味ある企業のマーケティング活動につい

て、学習内容を当てはめてまとめ、理解を深

める。 



 

 

第６回 人的資源 

事前学習 
身近な企業勤務者がどのような働き方をし

ているのか、考察する。 

事後学習 
その企業勤務者の働き方に、学習内容を当て

はめてまとめ、理解を深める。 

第７回 中間まとめ 

事前学習 

ここまでの学習内容をレビューして、理解が

不十分な部分について、教員に質問できるよ

うにしておく。 

事後学習 

理解が不十分だと考えた部分について、よく

復習し理解を深める。教員が与える課題に関

するレポートを作成して提出する。 

第８回 財務 

事前学習 
企業にとって、お金が持つ意味を考えてみ

る。 

事後学習 

著名企業の HP で投資家情報を見て、学習し

た内容がどのように説明されているのか、確

認する。 

第９回 企業統治 

事前学習 最近の企業の不祥事について、調べてみる。 

事後学習 

実際の企業不祥事について、何が理由だった

のか調べ、学習内容をふまえてまとめ、理解

を深める。 

第１０回 グループ経営 

事前学習 
わが国の著名な企業グループには、どんなと

ころがあるのか、調べてみる。 

事後学習 
著名企業グループについて、学習内容を当て

はめてまとめ、理解を現実的にする。 

第１１回 グルーバル経営 

事前学習 
わが国で活躍する外資系企業にはどんなと

ころがあるのか、調べてみる。 

事後学習 

わが国企業がグローバル化する必要性をふ

まえて、今後活躍する企業はどんなところ

か、考察しまとめる。 

第１２回 ベンチャー 

事前学習 
今注目されているベンチャー企業はどんな

ところか、調べてみる。 

事後学習 

ベンチャーから大企業に発展した企業（ソフ

トバンクや楽天など）がなぜ成功したのか、

学習内容をふまえてまとめる。 

第１３回 企業経営と IT 

事前学習 
企業において IT がどのように活用されてい

るのか、調べてみる。 

事後学習 
ITをうまく活用している企業について、学習

内容を当てはめてまとめ、理解を深める。 

第１４回 経営倫理 

事前学習 
社会的な貢献活動に積極的な企業はどこか、

調べてみる。 

事後学習 

企業の真の社会貢献は何なのか、学習内容を

著名企業の活動に当てはめてまとめ、理解を

深める。教員が与える課題に関するレポート

を作成して提出する。 

第１５回 総まとめ 

事前学習 

ここまでの学習内容をレビューして、理解が

不十分であった部分を抽出し教員に質問で

きるようにする。 

事後学習 
期末試験に向けたレビューの予定を立て、実

行する。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 経営学（非営利組織の経営含む） （2 単位） 

３．科目番号 SBMP1119 

２．授業担当教員 垰本 一雄 

４．授業形態 講義、グループワーク、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 
経営戦略論、マーケティング論、福祉と経営などに発展していく重要な基礎科目です。 

７．講義概要 

本講義では、企業の活動における基礎的な諸概念、経営学用語、原理などの初歩を体系的に学ぶことに

よって、経営学の基本を身につけることを目的としている。そのために、経営学の学問的な性質、企業・

経営の概念、経営管理、企業経営の内容、現代の経営学の役割など、各理論の概要の初歩を説明する。講

義が抽象的にならないように、なるべく具体例を用いながら講義を進め、理論と実例の両側面から説明を

展開していく。また、グループワークやグループディスカッションを通じて、受講者の主体的な参加によ

って、理解向上をはかる。 

８．学習目標 

1. 企業経営に関する基礎的知識を習得し、説明できるようになる。 

2. 経営各分野について基礎的知識を習得し、専門科目履修時の理解力を向上させる。 

3. 現代企業や団体の経営課題を把握し、課題解決の取り組み方法を選択できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

毎回出される課題について自分の意見を発表し、回答を提出していただきます。中間まとめとして前半の

学習内容をレビューした後、理解を確認する目的も持つ課題レポートを提出していただきます。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】指定せず、プリント教材を用います。 

【参考書】 

ピーター・F・ドラッカー著・上田惇生訳『マネジメント[エッセンシャル版] - 基本と原則』ダイヤモン

ド社、2001。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

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

２．経営学的な思考が身についたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の２０％ 

２ 期末試験        総合点の５０％ 

３ 課題レポート      総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

社会福祉組織において、それを経営する立場になる場合にも、組織の一員として働く場合にも、必要とな

る基礎知識を幅広く学ぶ科目です。教員のリアルビジネスの世界での 30年の経験もふまえて、できるだけ

具体的な企業活動を描くビデオ視聴の機会を持ちつつ、分かりやすい授業を心がけます。間違いなく将来

の現場で役に立つ原理原則を学ぶことができますので、一歩ずつ理解を深めてください。 

13．オフィスアワー 授業中に指示します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 企業とビジネス 

事前学習 
シラバスの内容を基に、学習内容の全体像をあらかじめ理解して

おく。 

事後学習 
学習内容を身近な企業の活動に当てはめてまとめ、理解を現実的

にする。 

第２回 企業の目的・成果と会社制度 

事前学習 身近な企業の目的や成果とは何かを考察してみる。 

事後学習 
著名企業の HPを見て、その目的や目指している成果、採用してい

る会社制度についてまとめる。 

第３回 経営戦略 

事前学習 著名企業がどのような経営戦略を採用しているのか、調べてみる。 

事後学習 
著名企業の経営戦略について、HP を見て学習内容を当てはめてま

とめ、理解を現実的にする。 

第４回 経営組織 

事前学習 興味ある企業の経営組織について、調べてみる。 

事後学習 
その企業が採用している経営組織とその理由について、学習内容

を当てはめてまとめ、理解を深める。 

第５回 マーケティング 

事前学習 
一般企業がマーケティングをどのように展開しているのか、調べ

てみる。 

事後学習 
興味ある企業のマーケティング活動について、学習内容を当ては

めてまとめ、理解を深める。 

第６回 人的資源 

事前学習 身近な企業勤務者がどのような働き方をしているのか、考察する。 

事後学習 
その企業勤務者の働き方に、学習内容を当てはめてまとめ、理解を

深める。 

第７回 企業組織内外の活動 中間まとめ 

事前学習 
ここまでの学習内容をレビューして、理解が不十分な部分につい

て、教員に質問できるようにしておく。 

事後学習 
理解が不十分だと考えた部分について、よく復習し理解を深める。

教員が与える課題に関するレポートを作成して提出する。 

  



 

 

第８回 財務 

事前学習 企業にとって、お金が持つ意味を考えてみる。 

事後学習 
著名企業の HPで投資家情報を見て、学習した内容がどのように説

明されているのか、確認する。 

第９回 企業統治 

事前学習 最近の企業の不祥事について、調べてみる。 

事後学習 
実際の企業不祥事について、何が理由だったのか調べ、学習内容

をふまえてまとめ、理解を深める。 

第１０回 グループ経営 

事前学習 
わが国の著名な企業グループには、どんなところがあるのか、調

べてみる。 

事後学習 
著名企業グループについて、学習内容を当てはめてまとめ、理解

を現実的にする。 

第１１回 グルーバル経営 

事前学習 
わが国で活躍する外資系企業にはどんなところがあるのか、調べ

てみる。 

事後学習 
わが国企業がグローバル化する必要性をふまえて、今後活躍する

企業はどんなところか、考察しまとめる。 

第１２回 ベンチャー 

事前学習 今注目されているベンチャー企業はどんなところか、調べてみる。 

事後学習 
ベンチャーから大企業に発展した企業（ソフトバンクや楽天など）

がなぜ成功したのか、学習内容をふまえてまとめる。 

第１３回 企業経営と IT 

事前学習 企業において ITがどのように活用されているのか、調べてみる。 

事後学習 
ITをうまく活用している企業について、学習内容を当てはめてま

とめ、理解を深める。 

第１４回 経営倫理 

事前学習 社会的な貢献活動に積極的な企業はどこか、調べてみる。 

事後学習 
企業の真の社会貢献は何なのか、学習内容を著名企業の活動に当

てはめてまとめ、理解を深める。 

第１５回 経営学とは何か 総まとめ 
事前学習 

ここまでの学習内容をレビューして、理解が不十分であった部分

を抽出し教員に質問できるようにする。 

事後学習 期末試験に向けたレビューの予定を立て、実行する。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 経営管理論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP3112 

２．授業担当教員 田中 正秀 

４．授業形態 講義、集団討議、学生との応答など ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 

 本講義では組織の管理についての解説を行い、経営管理の理論的な部分に関して初歩的な理解を促すこと

が目的である。そのために、まずは、代表的な経営学説を学ぶことから始める。 

 講義の流れとしては、経営管理の全体を把握するため、経営学の誕生、近代組織における経営管理の登場

とその発展について学習する。変革する経営管理について、組織の活性化、モチベーション及び経営のリー

ダーシップについて学習を進める。 

 また、経営の創始者としてのテイラーや管理原則を展開したファヨールの議論などを紹介する。最終的に

は人事労務管理論や財務管理論へと議論を展開して、経営管理の全体像を把握できるようにする。 

８．学習目標 

１．企業はもちろん病院・学校・公共団体などをはじめ家庭・個人にいたるまで経営管理能力が必要とされ

ている。組織の経営管理活動の過去・現在・未来を理解できるようになる。 

２．社会で要求される管理能力の基礎を身に付けると共に、行動案を立案できるようになる。 

３．自分自身のマネジメント、即ちセルフマネジメントを理解し、実践力をつけることを目的とする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

定期的なアサイメントやレポートについては特に課さない。しかし、学習に必要な場合はレポートを課す。

また、授業展開の中で特に重要となる授業内容の予備知識を調べてくるように提示する。前回の授業とのつ

ながりを解説しながら授業を進めるが、特に重要となる授業内容については、その都度、各自でその要点を

まとめてくるよう提示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

塩次清代明・高橋伸夫・小林敏男著『有斐閣アルマ、経営管理〔新版〕』有斐閣、2011。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．企業の経営を実践と理論の両面から平易な資料を用意して授業を進めたため、組織経営の基本的仕組は

理解できたか。 

２．組織の管理能力の基礎的な考え方を身に付けることで、グローバルな視点で経営管理を考えるような力

が付いたか。 

３．企業の経営管理の理解だけでなく、病院や公共施設などの経営管理の違いを理解できるようになったか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、課題レポート、期末試験等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 課題レポート      総合点の３０％ 

３ 期末試験        総合点の４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

あらゆる人は何らかの組織に所属します。組織の活動は経営管理の知識が必要です。また、経営管理の学

習は、未来の自分の人生の目標を定めその生き方を方向付ける試みができ、セルフマネジメント手法を学ぶ

ことにもつながります。 

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 
オリエンテーション（講義概要の説明） 経営管理の

概念 

事前学習 
テキストの著者の考え方、を知る上で、「はしが

き」（pp.ⅰ～ⅸ）の内容を読みまとめる。 

事後学習 
経営管理の概要を聴いたうえで、経営体の経営管

理について自分の考えをまとめて提出。 

第２回 

経営の誕生、資本主義経済の発展と経営管理の形成 

人と社会システム、組織的な経済活動・公共的な経済

活動 

事前学習 
テキスト序章（pp.1～12）を読んでまとめる。ま

た、関心のある企業について調べる。   

事後学習 
テキストにある日本の会社と、各自が関心のある

会社を比較し、その違いなどをまとめる。 

第３回 
管理の生成と発展、専門経営管理と組織能力 

近代的組織の登場、所有と支配の分離 

事前学習 テキスト第 1章（pp.16～41）をまとめる。 

事後学習 
専門経営者の台頭、経営管理論の始祖ファヨール

を中心に管理の必要性をまとめる。 

第４回 
経営管理の発展 

生産性と創造性の探究として経営管理論 

事前学習 
テキスト第 2 章前半（pp.42～47）を熟読、テー

ラーの科学的管理法をまとめる。 

事後学習 
経営管路の発展、経営管理論の系統図を理解しま

とめ、現代企業との比較をする。 



 

 

 

第５回 
経営管理の諸理論 

資本主義と企業組織の発展、経営管理の生成 

事前学習 
テキスト第 2 章後半（pp.48～62）を熟読し、ま

とめ、諸理論の流れをつかんでおく。 

事後学習 
科学的管理法、サイモンの意思決定論を中心に内

容をまとめる。 

第６回 

経営管理の諸理論 

科学的管理法と大量生産方式、コンティンジェンシー

理論 

事前学習 
人間関係論誕生につながるホーソン実験をよく

理解し、その内容をまとめる。 

事後学習 人の管理から組織の理論の流れをまとめる。 

第７回 
組織のデザイン、環境適応へ向けての構造設計 

機能別組織管理と管理諸原則、ファヨールの貢献 

事前学習 
テキスト第 3章の pp.64～71を熟読し、その内容

をまとめる。 

事後学習 
経営管理におけるファヨールの貢献、機能別組織

のデザインについてまとめる。 

第８回 

事業別組織の経営管理、部門管理の標準化 

事業部制組織の設計理念およびメリットとディメリ

ット 

事前学習 テキスト第 3章 pp.70～76を熟読しまとめる。 

事後学習 
新聞や雑誌などから事業部制をもつ企業を 1 社

選択し、学習内容と比較検討しまとめる。 

第９回 
日本型組織デザイン 

組織のヨコの連携、競争優位の確立に向けて 

事前学習 
テキスト第 3章 pp.76～89を熟読するとともに、

関心のある企業の組織図を記録しておく。 

事後学習 
日本型組織の新しい展開という視点でまとめ、理

解を深める。 

第１０回 
経営戦略、組織経営の指針 

戦略と組織の適合性、企業ドメインの策定 

事前学習 テキスト第 4章 pp.90～96を熟読しまとめる。 

事後学習 
戦略的思考、成長ベクトル、SWOT分析をまとめ、

理解を深めておく。 

第１１回 
競争戦略、戦略的事業単位の経営管理 

ポーター理論 

事前学習 テキスト第 4章 pp.96～112を熟読しまとめる。 

事後学習 
企業の競争戦略事例を取り上げ、PPM 分析に適

応・考察してまとめ、理解を深める。 

第１２回 

組織資源の管理 

伝統的資源管理、情報資源の蓄積と利用、組織風土の

適性 

事前学習 
テキスト第 5章 pp.115～136を読み、企業の伝統

的な経営資源と新潮流について把握する。 

事後学習 
経営資源管理から日本型社内ネットワークへの

発展と組織風土の関係を中心にまとめる。 

第１３回 
組織間関係の管理、戦略的提携に向けての基礎 

日本における組織間関係、戦略的提携のロジック 

事前学習 
テキスト第 6章 pp.138～160を読み、これまでの

組織間関係の事例をまとめる。 

事後学習 
なぜ企業間連携をするのか、戦略的提携ロジック

を中心にまとめ、理解を深める。 

第１４回 
変革の経営管理、組織を支える人的要因 

人間関係論と行動科学、組織開発と組織活性化、 

事前学習 
テキスト第 7章 pp.164～184を読み、経営管理と

人的資源の関係を理解する。 

事後学習 
新しい時代に相応しい変革の経営管理と組織の

活性化を中心にまとめる。 

第１５回 授業のまとめ 

事前学習 
経営の誕生から始まったこの学習の内容を再確

認し、疑問点や問題点などをまとめる。 

事後学習 

この学習で理解した経営管理のあり方をまとめ

ると共に、関心ある企業などを取り上げて理論と

実践との差異などを比較しまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 経営管理論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP3112 

２．授業担当教員 吉沢 正広 

４．授業形態 講義、集団討議、学生との応答など ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
経営戦略論や企業統治論などの科目を履修することが望ましい。 

７．講義概要 

 本講義では組織の管理についての解説を行い、経営管理の理論的な部分に関して初歩的な理解を促すこ

とが目的である。そのために、まずは、代表的な経営学説を学ぶことから始める。 

 講義の流れとしては、経営管理の全体を把握するため、経営学の誕生、近代組織における経営管理の登

場とその発展について学習する。変革する経営管理について、組織の活性化、モチベーション及び経営の

リーダーシップについて学習を進める。 

 また、経営の創始者としてのテイラーや管理原則を展開したファヨールの議論などを紹介する。最終的

には人事労務管理論や財務管理論へと議論を展開して、経営管理の全体像を把握できるようにする。 

８．学習目標 

１．企業はもちろん病院・学校・公共団体などをはじめ家庭・個人にいたるまで経営管理能力が必要とさ

れている。組織の経営管理活動の過去・現在・未来を理解できるようになる。 

２．社会で要求される管理能力の基礎を身に付けると共に、行動案を立案できるようになる。 

３．自分自身のマネジメント、即ちセルフマネジメントを理解し、実践力をつけることを目的とする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

レポートは期間中4回を予定している，内容はテキストに沿って出題する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
吉沢正広編著『やさしく学ぶ経営学』学文社、2015。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．企業の経営を実践と理論の両面から平易な資料を用意して授業を進めたため、組織経営の基本的仕組

は理解できたか。 

２．組織の管理能力の基礎的な考え方を身に付けることで、グローバルな視点で経営管理を考えるような

力が付いたか。 

３．企業の経営管理の理解だけでなく、病院や公共施設などの経営管理の違いを理解できるようになった

か。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、課題レポート、期末試験等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 課題レポート      総合点の３０％ 

３ 期末試験        総合点の４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

あらゆる人は何らかの組織に所属します。組織の活動は経営管理の知識が必要です。また、経営管理の
学習は、未来の自分の人生の目標を定めその生き方を方向付ける試みができ、セルフマネジメント手法を
学ぶことにもつながります。 
担当教員は新事業のリーダーとして、長年企業で多くの新製品の開発とその事業化のための経営管理を

進めました。その研究と実務経験を生かして、医療・福祉・介護などの組織の経営管理へ活用するための
研究・学習を皆さんと共に討議を重ねながら追求して行きます。 

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 
オリエンテーション（講義概要の説明） 経営管理の概

念，成績評価方法など説明 

事前学習 
テキストの著者の考え方、を知る上で、「はしが
き」（pp.ⅰ～ⅸ）の内容を読みまとめる。 

事後学習 
経営管理の概要を聴いたうえで、経営体の経営
管理について自分の考えをまとめて提出。 

第２回 企業システムとマネジメントについての概略 

事前学習 
テキスト第 1 章を読んでまとめる。また、関心
のある企業について調べる。   

事後学習 
テキストにある日本の会社と、各自が関心のあ
る会社を比較し、その違いなどをまとめる。 

第３回 
管理の生成と発展、専門経営管理と組織能力 
近代的組織の登場、所有と支配の分離 

事前学習 テキスト第 1章をまとめる。 

事後学習 
専門経営者の台頭、経営管理論の始祖ファヨー
ルを中心に管理の必要性をまとめる。 

第４回 
事例研究の展開を概観する－経営学の今後の課題につ
いてー 

事前学習 
テキスト第 2 章前半を熟読，企業の拡大や国際
化のプロセスを理解する。 

事後学習 
経営管路の発展、経営管理論の系統図を理解し
まとめ、現代企業との比較をする。 

第５回 マーケティングとは何かを理解する 

事前学習 
テキスト第３章を熟読し、まとめ，マーケティン

グ理論の概要を理解する。 

事後学習 
科学的管理法、サイモンの意思決定論を中心に

内容をまとめる。 

第６回 グローバルマーケティングを理解する 
事前学習 企業活動の国際化についての概要を理解する。 

事後学習 グローバルに活躍する企業を理解する。 

第７回 経営革新とは何かを理解する 
事前学習 テキスト第６章を熟読し、その内容をまとめる。 

事後学習 事例をまとめる。 

  



 

 

第８回 経営戦略の概要を知る 

事前学習 テキスト第 6章を熟読しまとめる。 

事後学習 
経営戦略の概要について知り，今後どのように
勉強するかヒントを得る。 

第９回 イノベーションとは何かを理解する 

事前学習 
テキスト第章を熟読するとともに，今後の学習
のヒントにする。 

事後学習 
日本型組織の新しい展開という視点でまとめ、
理解を深める。 

第１０回 
日本企業の海外進出を理解するー組織面での理解を深

めるー 

事前学習 テキスト第 10章を熟読しまとめる。 

事後学習 
日本企業がいかに国際化し組織を作り上げたか
を理解する。 

第１１回 ヒトに関する管理論の変遷を理解する 

事前学習 テキスト第 11章を熟読しまとめる。 

事後学習 
企業で働くとはどう行くことか，その概要を知

る。 

第１２回 日本的経営の変容を知る 

事前学習 
テキスト第 1 章を読み、企業の中での働き方の

変容を知る。 

事後学習 
経営資源管理から日本型社内ネットワークへの
発展と組織風土の関係を中心にまとめる。 

第１３回 企業のコーポレート・ガバナンスとは何かを理解する 

事前学習 
テキスト第 13章を読み、これまでの企業のコー
ポレート・ガバナンスを理解する。 

事後学習 
なぜ企業間連携をするのか、戦略的提携ロジッ
クを中心にまとめ、理解を深める。 

第１４回 企業の資金調達について理解する 

事前学習 
テキスト第 14章を読み，企業活動における資金
調達を理解する。 

事後学習 
企業における資金調達がなぜ重要かを理解す

る。 

第１５回 
情報のマネジメントについての理解を得るおよび総ま

とめ 

事前学習 
現代の企業が重要視している情報について理解

する。 

事後学習 

企業に情報が必要である，これが実現できない
と企業活動は危うくなる，それはどう一ことか

理解する。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 経営組織論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP3114 

２．授業担当教員 相馬 一天 

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 

事前に経営学（非営利組織の経営を含む）の履修が望ましい。意欲ある学生は歓迎する。経営学を履修済

でない場合、事前に経営学の入門書を一冊読了しておくおことが望ましい。 

７．講義概要 

企業・学校・病院など、多数の人間から構成される組織を運営するためには、これらの組織を合理的、
効率的な「一つの組織」として運営する必要がある。経営組織論は、社会の基礎的構成要素としての組織

を対象として、その行動やメカニズムの解明を基礎的課題とした学問領域である。 
私たちは常に組織との相互作用の中にあり、そして取り巻く組織は常に変化しながら、行動の制約や発

展・成長を私たちに与えたり、逆に私たちがより良い組織や機能を提供したりしている。この講義では、

この組織の機能に着目して、組織論的課題解決手法を探索する。そして、効率的に運営される組織とは何
かという観点から課題を提起し、ディスカッションを通じて課題解決に取り組む。 
この講義は、科目の性質上、経営管理論や経営戦略論等の関連科目の基礎的知識も必要となる応用科目

となるので、これまで学習してきた経営学に関する知識をしっかり復習しておくことが必要である。また、
必要に応じて、適宜解説を加える。 

８．学習目標 

１．経営組織論を構成する理論の概要と具体的事例の内容を理解し、説明することができる。 

２．経営組織を取り巻く経営環境を理解し、その環境への適合方法及び戦略を考察し、立案できるように
なる。 

３．経営戦略を実行するのに最適な経営組織のあり方を提起し、戦略的思考を理解し、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 

定期的なアサインメントは課さないが、授業展開の中で特に重要となる授業内容の予備知識を調べてく

るように提示する。また、前回の授業とのつながりを解説しながら授業を進めるが、特に重要となる授業

内容については、その都度、各自でその要点をまとめてくるよう提示する。 

10．教科書・参考書・ 

教材 

【教科書】 

稲葉祐之他著『キャリアで語る 経営組織』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．企業の経営を実践と理論の両面から、平易な資料を用意して授業を進めたため、組織の基本的仕組は

理解できたか。 

２．企業だけでなく学校、病院などの多くの人間から構成組織を運営するための、社会で要求される組織

経営の基礎的な考え方を身に付け、留学生にとっても日本と母国を含めたグローバルな視点で組織の

あり方を考えるような力が付いたか。 

３．企業の経営組織の理解だけでなく、病院や公共施設などの組織及び組織運営の違いを理解できるよう

になったか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、課題レポート、期末試験等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 課題レポート      総合点の３０％ 

３ 期末試験        総合点の４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

1．人は何らかの組織に所属する。組織の活動は、経営戦略、経営管理の知識が必要である。また、経営組

織の学習は、変化する社会のあり方を考察し、未来の自分の人生の目標を定めその生き方を方向付ける試

みができ、セルフマネジメント手法を学ぶことにもつながる。 

2．本学における双方向対話型授業の効果を最大限生かすためには、積極的に質問することが大切ですが、

事前に予習を行わなければ双方向対話型授業が成立しませんので、予習をしていることを前提に授業を行

います。予習してもわからないこともあると思いますが、分からないのは自分だけ、と思い込まずに、積

極的に質問し、復習することにより、理解を深めて下さい。 

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 
オリエンテーション（講義概要の説明）経営

組織論の概念 

事前学習 

テキストの著者の考え方を知る上で、「はしがき」（pp.ⅰ～

ⅶ）を読み理解する。参考書などを調べて、経営組織論の

持つ意味をまとめる。 

事後学習 
オリエンテーションによって得た、経営組織論についての 

自分の考えをまとめ提出。 

第２回 

個人の欲求と組織の目的 

人間の欲求と行動、 組織・企業のあり方と

価値 

事前学習 

テキスト第 1章 pp.1～13を読んでまとめる。また、関心の

ある企業を取り上げ、事業内容会社組織体制などについて

まとめる。 

事後学習 
テキストを通して学んだ人間の欲求と組織の行動との関係

についてまとめる。 

第３回 

付加価値を生むプロセス 

経営資源、 組織で働くことと個人で働く

こと 

事前学習 テキスト第 1章の pp.13～26を熟読し、内容をまとめる。 

事後学習 
当該学習を通して、付加価値とは何か、それを生むプロセ

ス、人的資源の重要性、組織で働くことの意義をまとめる。 

第４回 
組織社会化と組織社会プロセス 

組織社会化、 組織文化とは何か、 組織文
事前学習 

テキスト第 2章 pp.27～57を読んで、組織社会化とは何か

について考察しまとめる。 



 

 

化の機能、  
事後学習 

組織文化が企業活動のなかでどう機能するのかまとめ、企

業の実態と比較考察する。 

第５回 

組織と仕事への順応化、 モチベーション

と規則 

人材教育、 仕事に対する欲求、 内発的動

機付け 

事前学習 
テキスト第 3章 pp.59～88を読み、モチベーション、人材

育成などを中心にまとめる。 

事後学習 
仕事に対する意欲、モチベーションと組織とのつながりを

中心に内容をまとめる。 

第６回 

人事異動、 会社のなかでのキャリア開発 

組織の人事管理、 個人のキャリアマネジ

メント 

事前学習 
テキスト第 4 章 pp.89～114 を読んで、自分なりに適材適

所に関する考え方をまとめる。 

事後学習 
この学習を通して、組織と個人の関係についてまとめ、経

営組織について理解を深める。 

第７回 

リーダーシップ、 リーダーシップの意義 

優れたリーダー行動と権限委譲、 状況適

応理論 

事前学習 
テキスト第 5章の pp.117～143を読み、リーダーシップの

重要性についてまとめる。 

事後学習 
優れたリーダーシップとはどういうものかという視点か

ら、事前学習での考察を再度見直し、まとめる。 

第８回 

集団組織のダイナミズム、 意思決定のプ

ロセス  

集団組織の意思決定と個人の意思決定のメ

リット 

事前学習 テキスト第 6章 pp.145～163を熟読し、内容をまとめる。 

事後学習 
組織活動のなかで最も重要なテーマの一つである意思決定

について、過去の事例を加えながらまとめる。 

第９回 
意思決定のごみ箱モデル、 集団の失敗 

グループ・シンク、 グループシフト 

事前学習 
テキスト第 6章 pp.163～174を熟読するとともに、集団の

圧力について考察する。 

事後学習 
学習をもとに、集団が誤った意思決定をした事例をまとめ、

考察力を深める。 

第１０回 

コンフリクト・マネジメント 

コンフリクトのプロセス、 ダイバシティ・

マネジメント 

事前学習 
テキスト第 7章 pp.177～208を熟読しまとめ、コンフリク

トについての予備知識を得る。 

事後学習 
学習成果を応用して、コンフリクトの無い集団はあるのか、

という視点からまとめる。 

第１１回 

組織デザイン 

組織における分業、 分業されたタスクの

調整方法 

事前学習 
テキスト第 8章 pp.211～240を熟読し、組織デザインにつ

いての内容をまとめる。 

事後学習 
組織における分業について、事例を取り上げ適応・考察し

てまとめ、理解を深める。 

第１２回 

ヒエラルキーの設計 

機能性組織と事業部制組織、  グルーピ

ングの基本 

事前学習 
テキスト第 8章 pp.241～270を読み、企業の伝統的なヒエ

ラルキーをまとめる。 

事後学習 
機能別組織から事業部制組織に発展した企業事例を取り上

げて、まとめることで理解を深める。 

第１３回 

環境のマネジメント 

制度・市場・利害者集団と組織、 利害者集

団との関係 

事前学習 
テキスト第 9章 pp.241～270を読み、利害者集団を中心に

まとめる。 

事後学習 
利害者集団とのつながりがいかに重要かという視点を中心

に学習内容まとめ、企業活動への理解を深める。 

第１４回 

組織変革とトップの役割 

経営理念とビジネスシステム、 企業の社

会的責任  

事前学習 
テキスト第 10 章 pp.273～305 を読みまとめる。組織の変

革という概念を理解する。 

事後学習 

明確なる経営理念とリーダーシップのもとで変革するビジ

ネスシステムという視点で学習内容をまとめ、創造・思考

力を高める。 

第１５回 授業のまとめ 

事前学習 
会社という組織を通してキャリアの育成からはじまった当

該学習の内容を再確認し、疑問点や問題点などをまとめる。 

事後学習 

この学習で理解した経営組織のあり方をまとめると共に、

関心ある企業などを取り上げて理論と実践との差異などを

比較・考察する。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 経営組織論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP3114 

２．授業担当教員 谷口 彰一 

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 
 

７．講義概要 

企業・学校・病院など、多数の人間から構成される組織を運営するためには、これらの組織を合理的、効
率的な「一つの組織」として運営する必要がある。経営組織論は、社会の基礎的構成要素としての組織を対

象として、その行動やメカニズムの解明を基礎的課題とした学問領域である。 
私たちは常に組織との相互作用の中にあり、そして取り巻く組織は常に変化しながら、行動の制約や発展・

成長を私たちに与えたり、逆に私たちがより良い組織や機能を提供したりしている。この講義では、この組

織の機能に着目して、組織論的課題解決手法を探索する。そして、効率的に運営される組織とは何かという
観点から課題を提起し、ディスカッションを通じて課題解決に取り組む。 
この講義は、科目の性質上、経営管理論や経営戦略論等の関連科目の基礎的知識も必要となる応用科目と

なるので、これまで学習してきた経営学に関する知識をしっかり復習しておくことが必要である。また、必
要に応じて、適宜解説を加える。 

８．学習目標 

１．経営組織論を構成する理論の概要と具体的事例の内容を理解し、説明することができる。 

２．経営組織を取り巻く経営環境を理解し、その環境への適合方法及び戦略を考察し、立案できるようにな
る。 

３．経営戦略を実行するのに最適な経営組織のあり方を提起し、戦略的思考を理解し、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 

定期的なアサイメントについては、特に課さない。しかし、授業展開の中で特に重要となる授業内容の予

備知識を調べてくるように提示する。また、前回の授業とのつながりを解説しながら授業を進めるが、特に
重要となる授業内容については、その都度、各自でその要点をまとめてくるよう提示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

稲葉祐之他著『キャリアで語る経営組織』有斐閣アルマ、2012。 

【参考書】 

岡田広司編著『戦略的イノベーション経営の潮流 現代経営学講座Ⅱ』あるむ、2008。 

岡田広司著『商品開発とビジネス戦略 現代経営学基礎講座Ⅱ』あるむ、2009。 

桑田耕太郎・田尾雅夫著『組織論』有斐閣アルマ、2012。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．企業の経営を実践と理論の両面から、平易な資料を用意して授業を進めたため、組織の基本的仕組は理

解できたか。 

２．企業だけでなく学校、病院などの多くの人間から構成組織を運営するための、社会で要求される組織経

営の基礎的な考え方を身に付け、留学生にとっても日本と母国を含めたグローバルな視点で組織のあり

方を考えるような力が付いたか。 

３．企業の経営組織の理解だけでなく、病院や公共施設などの組織及び組織運営の違いを理解できるように

なったか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、課題レポート、期末試験等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 課題レポート      総合点の３０％ 

３ 期末試験        総合点の４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

あらゆる人は何らかの組織に所属する。組織の活動には、経営戦略、経営管理の知識が必要である。また、
経営組織の学習は、変化する社会のあり方を考察し、未来の自分の人生の目標を定めその生き方を方向付け

る試みができ、セルフマネジメント手法を学ぶことにもつながる。医療・福祉・介護などの経営組織論の学
習を皆さんと共に討議を重ねながら追究していく。 

13．オフィスアワー 授業内（初回授業）で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション（講義概要の説明） 
経営組織論の概念 

事前学習 

テキストの著者の考え方を知る上で、「はしがき」
（pp.1～7）を読み、理解する。参考書などを調べ

て、経営組織論の持つ意味をまとめる。 

事後学習 
オリエンテーションによって得た、経営組織論に

ついての自分の考えをまとめ提出する。 

第２回 

個人の欲求と組織の目的 
人間の欲求と行動 

組織・企業のあり方と価値 

事前学習 

テキスト第 1章 pp.7～13を読んでまとめる。また、
関心のある企業を取り上げ、事業内容会社組織体

制などについてまとめる。 

事後学習 
テキストを通して学んだ人間の欲求と組織の行動

との関係についてまとめる。 

第３回 

付加価値を生むプロセス 
経営資源 
組織で働くことと個人で働くこと 

事前学習 
テキスト第 1 章の pp.13～26 を熟読し、内容をま
とめる。 

事後学習 

当該学習を通して、付加価値とは何か、それを生

むプロセス、人的資源の重要性、組織で働くこと

の意義をまとめる。 

  



 

 

第４回 

組織社会科と組織社会プロセス 
組織社会化 
組織文化とは何か 

組織文化の機能  

事前学習 
テキスト第 2 章 pp.27～57 を読んで、組織社会化
とは何かについて考察しまとめる。 

事後学習 
組織文化が企業活動のなかでどう機能するのかま

とめ、企業の実態と比較考察する。 

第５回 

組織と仕事への順応化 

モチベーションと規則 
人材教育 
仕事に対する欲求 

内発的動機付け 

事前学習 
テキスト第 3 章 pp.59～88 を読み、モチベーショ

ン、人材育成などを中心にまとめる。 

事後学習 
仕事に対する意欲、モチベーションと組織とのつ

ながりを中心に内容をまとめる。 

第６回 

人事異動 
会社のなかでのキャリア開発 

組織の人事管理 
個人のキャリアマネジメント 

事前学習 
テキスト第 4章 pp.89～114を読んで、自分なりに
適材適所に関する考え方をまとめる。 

事後学習 
この学習を通して、組織と個人の関係についてま

とめ、経営組織について理解を深める。 

第７回 

リーダーシップ 

リーダーシップの意義 
優れたリーダー行動と権限委譲 
状況適応理論 

事前学習 
テキスト第 5 章の pp.117～143 を読み、リーダー
シップの重要性についてまとめる。 

事後学習 

優れたリーダーシップとはどういうものかという

視点から、事前学習での考察を再度見直し、まと

める。 

第８回 

集団組織のダイナミズム 
意思決定のプロセス  

集団組織の意思決定と個人の意思決定のメリット 

事前学習 
テキスト第 6 章 pp.145～163 を熟読し、内容をま
とめる。 

事後学習 

組織活動のなかで最も重要なテーマの一つである

意思決定について、過去の事例を加えながらまと

める。 

第９回 

意思決定のごみ箱モデル 
集団の失敗 
グループ・シンク 

グループシフト 

事前学習 
テキスト第 6章 pp.163～174を熟読するとともに、
集団の圧力について考察する。 

事後学習 
学習をもとに、集団が誤った意思決定をした事例

をまとめ、考察力を深める。 

第１０回 

コンフリクト・マネジメント 
コンフリクトのプロセス 

ダイバシティ・マネジメント 

事前学習 
テキスト第 7 章 pp.177～208 を熟読しまとめ、コ

ンフリクトについての予備知識を得る。 

事後学習 
学習成果を応用して、コンフリクトの無い集団は

あるのか、という視点からまとめる。 

第１１回 

組織デザイン 
組織における分業 
分業されたタスクの調整方法 

事前学習 
テキスト第 8 章 pp.211～240 を熟読し、組織デザ
インについての内容をまとめる。 

事後学習 
組織における分業について、事例を取り上げ適

応・考察してまとめ、理解を深める。 

第１２回 

ヒエラルキーの設計 

機能性組織と事業部制組織 
グルーピングの基本 

事前学習 
テキスト第 8 章 pp.241～255 を読み、企業の伝統
的なヒエラルキーをまとめる。 

事後学習 
機能別組織から事業部制組織に発展した企業事例

を取り上げて、まとめることで理解を深める。 

第１３回 

環境のマネジメント 
制度・市場・利害者集団と組織 
利害者集団との関係 

事前学習 
テキスト第 9 章 pp.256～270 を読み、利害者集団

を中心にまとめる。 

事後学習 

利害者集団とのつながりがいかに重要かという視

点を中心に学習内容をまとめ、企業活動への理解

を深める。 

第１４回 

組織変革とトップの役割 
経営理念とビジネスシステム 
企業の社会的責任  

事前学習 
テキスト第 10章 pp.273～305を読みまとめる。組

織の変革という概念を理解する。 

事後学習 

明確なる経営理念とリーダーシップのもとで変革

するビジネスシステムという視点で学習内容をま

とめ、創造・思考力を高める。 

第１５回 授業のまとめ 

事前学習 

会社という組織を通してキャリアの育成からはじ

まった当該学習の内容を再確認し、疑問点や問題
点などをまとめる。 

事後学習 

この学習で理解した経営組織のあり方をまとめる

と共に、関心ある企業などを取り上げて理論と実

践との差異などを比較・考察する。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 経営組織論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP3114 

２．授業担当教員 長谷川 記央 

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 
経営学、経営管理論を事前に受講していることが望ましい。 

７．講義概要 

企業・学校・病院など、多数の人間から構成される組織を運営するためには、これらの組織を合理的、効率
的な「一つの組織」として運営する必要がある。経営組織論は、社会の基礎的構成要素としての組織を対象と

して、その行動やメカニズムの解明を基礎的課題とした学問領域である。 
私たちは常に組織との相互作用の中にあり、そして取り巻く組織は常に変化しながら、行動の制約や発展・

成長を私たちに与えたり、逆に私たちがより良い組織や機能を提供したりしている。この講義では、この組織

の機能に着目して、組織論的課題解決手法を探索する。そして、効率的に運営される組織とは何かという観点
から課題を提起し、ディスカッションを通じて課題解決に取り組む。 
この講義は、科目の性質上、経営管理論や経営戦略論等の関連科目の基礎的知識も必要となる応用科目とな

るので、これまで学習してきた経営学に関する知識をしっかり復習しておくことが必要である。また、必要に
応じて、適宜解説を加える。 

８．学習目標 

１．経営組織論を構成する理論の概要と具体的事例の内容を理解し、説明することができる。 

２．経営組織を取り巻く経営環境を理解し、その環境への適合方法及び戦略を考察し、立案できるようになる。 
３．経営戦略を実行するのに最適な経営組織のあり方を提起し、戦略的思考を理解し、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 

定期的なアサイメントについては、グループ学習で割り当てられた課題について検討を行うこと。 
大学の図書館などを利用して、研究課題について調査すること。 
レポートについては、グループ学習で研究した成果を3,600字程度でまとめること。 

レポートの提出については、第15回の講義の際に提出すること。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

グロービス経営大学院著『グロービス MBA 組織と人材マネジメント』ダイヤモンド社、2007。 

【参考書】 

各グループによって研究課題が異なるため、必要な場合には適時提示する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．企業の経営を実践と理論の両面から、平易な資料を用意して授業を進めたため、組織の基本的仕組は理解

できたか。 

２．企業だけでなく学校、病院などの多くの人間から構成組織を運営するための、社会で要求される組織経営

の基礎的な考え方を身に付け、留学生にとっても日本と母国を含めたグローバルな視点で組織のあり方を

考えるような力が付いたか。 

３．企業の経営組織の理解だけでなく、病院や公共施設などの組織及び組織運営の違いを理解できるようにな

ったか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、課題レポート、期末試験等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 課題レポート      総合点の３０％ 

３ 期末試験        総合点の４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

本講義については、経営組織論の講義を経て、受講生が自ら研究課題を発掘し、その問題について検討する
ことを目的とした講義である。 

また、グループ学習を中心としているため、欠席をすると他の受講生に迷惑となるため、やむを得ない場合
を除き、欠席はしないようにすること。また、自主性が乏しい生徒の受講については差し控えることが望まし
い。 

病院・公共施設などに興味を持つ受講生が多数いると思われるため、各施設に興味がある受講生については、
1つのグループとして編成し、各施設の組織戦略などを検討するように講義を展開する。 
私企業に興味がある受講生については、どのような業種を研究課題としたいのかを考えて、講義に望むこと

がもとめられる。 
グループ学習については、他の単位で身に着けたコミュニケーション能力を生かして、より円滑に行えるよ

う、他の受講生との関わり方や自らの発言の仕方について、復習することが期待される。 

期末試験については、講義で取り扱った経営組織論の論点に関する問題を出題する。 

13．オフィスアワー  授業の際に指示をする。 

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 
オリエンテーション 
グループ学習の準備 

事前学習 教科書を準備すること。 

事後学習 
グループ学習のメンバーと、学習が円滑に行

えるようにコミュニケーションをとること。 

第２回 

講義：組織の戦略と行動 

グループ学習：トップダウン・アプローチとボトムアッ
プ・アプローチの長所と短所 

事前学習 
これまで学習した経営学の用語の復習をする
ことが望ましい。 

事後学習 組織学習のコラムを読み直す。 

第３回 

講義：組織文化の役割・機能 
グループ学習：組織文化① 
グループ学習で検討する企業組織を決める。 

事前学習 興味のある企業組織をいくつか検討する。 

事後学習 
グループ学習で割り当てられた自分の課題に

ついて研究する。 



 

 

検討する企業組織につき、どのような組織文化があるか
調査する準備をする。 
また、調査方法などを検討する。 

第４回 

講義：組織構造のデザイン 
グループ学習：組織文化② 
アサイメントとして調査した結果を話し合う。 

事前学習 
グループの生徒間で情報共有できるように、
調査した結果をまとめる。 

事後学習 グループ学習の報告の準備を行う。 

第５回 
グループ学習：組織文化③ 
第３回・4回で検討を行った結果を報告する。 

事前学習 
グループ学習の報告の準備を行う。 

質疑・応答に対応できるように努める。 

事後学習 組織文化についてまとめる。 

第６回 
講義：組織構造・具体的モデル 

グループ学習：具体的モデルの長所・短所 

事前学習 
第 2 回から第 4 回までの講義の内容を復習し

ておくこと。 

事後学習 

組織の具体的なモデルについてまとめ、どの

ようなものがあるか答えられるように努める

こと。 

第７回 
講義：組織構造を規定するもの 
グループ学習：外部環境と内部環境 

事前学習 
組織構造に影響を与える要因について考える

こと。 

事後学習 
組織構造がどのような要因に規定されるか復

習すること。 

第８回 

講義：人事システムと戦略 
グループ学習：人事システムと戦略 

アルバイト経験者については、今までの職場がどのよう
な人事システムと戦略を行っていたのか考える。 
アルバイト未経験者については、どのような人事システ

ムであれば、従業員の士気が向上するのか検討する。 

事前学習 指定された項目につき、教科書を読むこと。 

事後学習 人事システムについてまとめる。 

第９回 

報酬制度 

能力開発システム 
働き方の多様化 
※グループ学習は実施しない 

事前学習 人事システムについて復習を行うこと。 

事後学習 

講義の内容を通常より多いため、教科書の該

当箇所を読み直し、わからないことは次回の

講義で質問すること。 

第１０回 

講義：人と組織のグローバル化 
グループ学習：研究課題① 

研究課題においては、各グループが選択した企業組織が
どのような組織構造（モデル）を採用し、どのような経
営組織を行っているのか研究する。 

研究課題の対象となる企業組織の学ぶべき事柄と改善
すべき事柄を考え、最終報告を行う。 

事前学習 
研究課題の対象とする企業組織を準備してお
くこと。 

事後学習 
グループ学習のメンバーで、研究課題の目的

などを共有すること。 

第１１回 

講義：マネジャーの課題 

グループ学習：研究課題② 
どのような組織構造（モデル）を採用しているのかをま
とめる。 

事前学習 
研究課題の対象となる企業について、ホーム

ページなどで調査すること。 

事後学習 
研究課題となる企業組織の文献を調べるこ

と。 

第１２回 

講義：実践例の検討① 

グループ学習：研究課題③ 
どのような経営戦略を採用しているのかをまとめる。 

事前学習 
発表媒体について、PC を用いるのか、模造紙
で行うのか、どのようにするのか考えること。 

事後学習 

研究課題について、問題を解決できるように、

グループ学習で話し合った結果をまとめてお

くこと。 

第１３回 

講義：実践例の検討② 
グループ学習：研究課題④ 

採用を行っている組織構造（モデル）と経営戦略の関係
について検討を行う。 

事前学習 
研究課題を解決し、まとめられるようにする
こと。 

事後学習 
最終報告の準備が終わらないグループについ

ては、発表の準備を終わらせておくこと。 

第１４回 

グループ学習：研究課題⑤ 
       最終報告会 
講義：最終報告会から発見した経営戦略の課題 

事前学習 グループ学習の成果をまとめること 

事後学習 
他のグループの報告をまとめて、今後の研究

等に役立てられるようにすること 

第１５回 授業のまとめ 

事前学習 レポートを作成し、準備すること。 

事後学習 
経営組織論に関する用語・内容について、復

習すること。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 経営組織論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP3114 

２．授業担当教員 吉沢 正広 

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 
経営学，経営管理論，経営戦略論などを履修していることが望ましい。 

７．講義概要 

企業・学校・病院など、多数の人間から構成される組織を運営するためには、これらの組織を合理的、効
率的な「一つの組織」として運営する必要がある。経営組織論は、社会の基礎的構成要素としての組織を対
象として、その行動やメカニズムの解明を基礎的課題とした学問領域である。 

私たちは常に組織との相互作用の中にあり、そして取り巻く組織は常に変化しながら、行動の制約や発展・
成長を私たちに与えたり、逆に私たちがより良い組織や機能を提供したりしている。この講義では、この組
織の機能に着目して、組織論的課題解決手法を探索する。そして、効率的に運営される組織とは何かという

観点から課題を提起し、ディスカッションを通じて課題解決に取り組む。 
この講義は、科目の性質上、経営管理論や経営戦略論等の関連科目の基礎的知識も必要となる応用科目と

なるので、これまで学習してきた経営学に関する知識をしっかり復習しておくことが必要である。また、必

要に応じて、適宜解説を加える。 

８．学習目標 

１．経営組織論を構成する理論の概要と具体的事例の内容を理解し、説明することができる。 
２．経営組織を取り巻く経営環境を理解し、その環境への適合方法及び戦略を考察し、立案できるようにな

る。 

３．経営戦略を実行するのに最適な経営組織のあり方を提起し、戦略的思考を理解し、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 

定期的なアサイメントについては、特に課さない。しかし、授業展開の中で特に重要となる授業内容の予
備知識を調べてくるように提示する。また、前回の授業とのつながりを解説しながら授業を進めるが、特に

重要となる授業内容については、その都度、各自でその要点をまとめてくるよう提示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

松崎和久著『マネジメント基本全集 経営組織論』学文社、2006。 

【参考書】 

岡田広司編著『戦略的イノベーション経営の潮流 現代経営学講座Ⅱ』あるむ、2008。 

岡田広司著『商品開発とビジネス戦略 現代経営学基礎講座Ⅱ』あるむ、2009。 

桑田耕太郎・田尾雅夫著『組織論』有斐閣アルマ、2012。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．企業の経営を実践と理論の両面から、平易な資料を用意して授業を進めたため、組織の基本的仕組は理

解できたか。 

２．企業だけでなく学校、病院などの多くの人間から構成組織を運営するための、社会で要求される組織経

営の基礎的な考え方を身に付け、留学生にとっても日本と母国を含めたグローバルな視点で組織のあり

方を考えるような力が付いたか。 

３．企業の経営組織の理解だけでなく、病院や公共施設などの組織及び組織運営の違いを理解できるように

なったか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、課題レポート、期末試験等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 課題レポート      総合点の３０％ 

３ 期末試験        総合点の４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

あらゆる人は何らかの組織に所属する。組織の活動には、経営戦略、経営管理の知識が必要である。また、
経営組織の学習は、変化する社会のあり方を考察し、未来の自分の人生の目標を定めその生き方を方向付け
る試みができ、セルフマネジメント手法を学ぶことにもつながる。 

担当教員は新事業のリーダーとして、長年企業で多くの新製品の開発とその事業化のための経営組織の研
究を進めた。その事例の一つに世界初の通信カラオケの事業化がある。事業を成功するにはそれに相応しい
経営組織や経営戦略がある。これらの研究や実務経験を生かして、医療・福祉・介護などの経営組織論の研

究・学習を皆さんと共に討議を重ねながら追究していく。 

13．オフィスアワー  授業の際に指示をする。 

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 
オリエンテーション（講義概要の説明） 
経営組織論の概念 

事前学習 

テキストの著者の考え方を知る上で、「はし
がき」（pp.1～7）を読み、理解する。参考書

などを調べて、経営組織論の持つ意味をまと
める。 

事後学習 
オリエンテーションによって得た、経営組織

論についての自分の考えをまとめ提出する。 

第２回 

個人の欲求と組織の目的 
人間の欲求と行動 
組織・企業のあり方と価値 

事前学習 

テキスト第 1章 pp.7～13を読んでまとめる。

また、関心のある企業を取り上げ、事業内容
会社組織体制などについてまとめる。 

事後学習 
テキストを通して学んだ人間の欲求と組織

の行動との関係についてまとめる。 



 

 

第３回 

付加価値を生むプロセス 
経営資源 

組織で働くことと個人で働くこと 

事前学習 
テキスト第 1 章の pp.13～26を熟読し、内容
をまとめる。 

事後学習 

当該学習を通して、付加価値とは何か、それ

を生むプロセス、人的資源の重要性、組織で

働くことの意義をまとめる。 

第４回 

組織社会科と組織社会プロセス 
組織社会化 
組織文化とは何か 

組織文化の機能  

事前学習 
テキスト第 2 章 pp.27～57を読んで、組織社
会化とは何かについて考察しまとめる。 

事後学習 
組織文化が企業活動のなかでどう機能する

のかまとめ、企業の実態と比較考察する。 

第５回 

組織と仕事への順応化 

モチベーションと規則 
人材教育 
仕事に対する欲求 

内発的動機付け 

事前学習 
テキスト第 3 章 pp.59～88を読み、モチベー

ション、人材育成などを中心にまとめる。 

事後学習 
仕事に対する意欲、モチベーションと組織と

のつながりを中心に内容をまとめる。 

第６回 

人事異動 
会社のなかでのキャリア開発 

組織の人事管理 
個人のキャリアマネジメント 

事前学習 
テキスト第 4 章 pp.89～114 を読んで、自分
なりに適材適所に関する考え方をまとめる。 

事後学習 
この学習を通して、組織と個人の関係につい

てまとめ、経営組織について理解を深める。 

第７回 

リーダーシップ 

リーダーシップの意義 
優れたリーダー行動と権限委譲 
状況適応理論 

事前学習 
テキスト第 5 章の pp.117～143 を読み、リー
ダーシップの重要性についてまとめる。 

事後学習 

優れたリーダーシップとはどういうものか

という視点から、事前学習での考察を再度見

直し、まとめる。 

第８回 

集団組織のダイナミズム 
意思決定のプロセス  

集団組織の意思決定と個人の意思決定のメリット 

事前学習 
テキスト第 6 章 pp.145～163を熟読し、内容
をまとめる。 

事後学習 

組織活動のなかで最も重要なテーマの一つ

である意思決定について、過去の事例を加え

ながらまとめる。 

第９回 

意思決定のごみ箱モデル 
集団の失敗 
グループ・シンク 

グループシフト 

事前学習 
テキスト第6章 pp.163～174を熟読するとと
もに、集団の圧力について考察する。 

事後学習 
学習をもとに、集団が誤った意思決定をした

事例をまとめ、考察力を深める。 

第１０回 

コンフリクト・マネジメント 
コンフリクトのプロセス 
ダイバシティ・マネジメント 

事前学習 

テキスト第 7 章 pp.177～208 を熟読しまと

め、コンフリクトについての予備知識を得
る。 

事後学習 
学習成果を応用して、コンフリクトの無い集

団はあるのか、という視点からまとめる。 

第１１回 

組織デザイン 
組織における分業 

分業されたタスクの調整方法 

事前学習 
テキスト第 8 章 pp.211～240 を熟読し、組織

デザインについての内容をまとめる。 

事後学習 
組織における分業について、事例を取り上げ

適応・考察してまとめ、理解を深める。 

第１２回 

ヒエラルキーの設計 

機能性組織と事業部制組織 
グルーピングの基本 

事前学習 
テキスト第 8 章 pp.241～255を読み、企業の
伝統的なヒエラルキーをまとめる。 

事後学習 

機能別組織から事業部制組織に発展した企

業事例を取り上げて、まとめることで理解を

深める。 

第１３回 

環境のマネジメント 

制度・市場・利害者集団と組織 
利害者集団との関係 

事前学習 
テキスト第 9 章 pp.256～270を読み、利害者
集団を中心にまとめる。 

事後学習 

利害者集団とのつながりがいかに重要かと

いう視点を中心に学習内容をまとめ、企業活

動への理解を深める。 

第１４回 

組織変革とトップの役割 

経営理念とビジネスシステム 
企業の社会的責任  

事前学習 
テキスト第 10 章 pp.273～305 を読みまとめ
る。組織の変革という概念を理解する。 

事後学習 

明確なる経営理念とリーダーシップのもと

で変革するビジネスシステムという視点で

学習内容をまとめ、創造・思考力を高める。 

第１５回 授業のまとめ 

事前学習 

会社という組織を通してキャリアの育成か
らはじまった当該学習の内容を再確認し、疑

問点や問題点などをまとめる。 

事後学習 

この学習で理解した経営組織のあり方をま

とめると共に、関心ある企業などを取り上げ

て理論と実践との差異などを比較・考察す

る。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 健康・スポーツ （2 単位） 

３．科目番号 

GEHL1101 

GEHL1112 

GEBS1301 ２．授業担当教員 清水 信好 

４．授業形態 
・講義および演習 

・実技（現場での対象者を考慮した運動の企画・運営） 
５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
レクリエーション関連の授業を履修すると理解が深まる。 

７．講義概要 

本講義では、以下に提示された健康に関わる現代的課題を知り、教育および関連する当該の現場において

本講義で身に付けた知識および技能を十分に活用できるようにすることを目的としている。 

１．現代っ子の体力的課題を明らかにするとともに、それを補うためにはどのような手立てや実践が必要な

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

２．児童の発達課題である「生きる力」の基盤となる運動機能の発達や安全能力の発達を促す各種スポーツ

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

けるため、運動欲求を促すスポーツの必要性を理解する。 

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

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

ず参加すること。 

８．学習目標 

本講義を履修することによって以下の項目を達成することを期待する。 

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

スができるようにする。 

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

実践できるようにする。 

３．それぞれの立場や対象者に即した運動計画を立案できるようにする。 

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

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

９．アサイメント 
（宿題）及びレポ
ート課題 

１．授業で学んだ内容についてミニレポートなどにまとめ、提出する。 

２．「運動プログラムの作成」、「健康的ダイエットの方法」などについてレポートを求める。 

10．教科書・参考書・ 
教材 

配布するプリント等を教材とする。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

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

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

○評定の方法 

1. 授業への積極的参加態度 60％（出席状況や意見発表を含む） 

2. 実技試験・課題レポート 30％ 

3. 振り返りのレポート   10％ 

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

以上の結果を総合して評価をする。 

12．受講生への 
メッセージ 

肥満、高血圧、加齢、睡眠、食と健康など、受講生の日常生活にもそのまま該当する内容を扱っていきます。 
人体の仕組みや生理についてよく理解し、生活習慣の改善、運動スポーツの実践ができるようになってくださ

い。 

13．オフィスアワー 授業前後の休憩時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション（本科目のねらい

と到達目標等） 
日常生活と健康の関わり 
運動不足の害１ 

事前学習 
大学生になって、自分は日常生活をどのように過ごしているの
か、客観的に把握しておく。 

事後学習 
健康という観点から自分の生活状況をどのように評価するか。問題点、改

善点を具体的に考え、記述する。 

第２回 

運動と健康の関係性 
運動不足の害２   

日常生活の乱れと健康の関係性 
基本的生活習慣の重要性 

事前学習 
生活習慣の乱れは身体にどのような影響をもたらすか 考えた
うえで授業に臨む。 

事後学習 講義内容から自分が受容したことについてまとめる。 

第３回 

身体の仕組み １ 

  嗜好品と体の健康 
  喫煙の恐怖 

事前学習 
喫煙に関する健康の害および他人に及ぼす悪影響について調べ

て臨む。  

事後学習 
講義内容および視聴覚教材から自分が受容したことについて専

用用紙にまとめる。 

第４回 
身体の仕組み ２ 
低体温と健康障害 

運動の貢献 

事前学習 バイタルサインとは何か、又、自分の数値について確認して臨む。 

事後学習 低体温改善に貢献する運動の効果についてまとめる。 

第５回 
身体の仕組み ３ 
生命の維持（水分、酸素） 
運動との関わり 

事前学習 
からだと水分、酸素と健康。運動時の水分補給について 事前学
習して授業に臨む。 

事後学習 
講義の内容および視聴覚教材から受容したことを専用用紙にま

とめる。 



 

 

第６回 
運動による身体の変化 1 
準備運動と整理運動の持つ意義と 
傷害予防 

事前学習 準備運動と、整理運動の重要性について考えて臨む。 

事後学習 講義内容について自分の考えを専用用紙にまとめる。 

第７回 
運動による身体の変化 ２ 
肥満の原理と食の実態 

事前学習 肥満は何故健康に良くないのかを調べて臨む。 

事後学習 講義内容についての自分の感想を専用用紙にまとめる。 

第８回 
運動による身体の変化 ３ 
メタボリックシンドローム 
ダイエット方法 

事前学習 
ダイエットの方法について、身の回りの事例、体験等からまとめ
ておく。 

事後学習 

正しいダイエットを理解する。第三者にもアドバイスできるよう

に理解する。前回の授業内容を加味して自分の受容したことを総

括する。 

第９回 前半授業の総括と・確認テスト 

事前学習 
運動・スポーツは生活習慣病を予防し、健康寿命を延伸できるの
か、自分の考えをまとめておく。 

事後学習 
他学生の健康・スポーツ対する考えを聴き、自分の健康・運動感

の視点と比較し、自分の前半授業の内容を総括する。 

第１０回 

スポーツと健康 １ 

運動の身体に及ぼす効用 
軽運動（歩行を主として） 

事前学習 歩行の健康に対する貢献度について調べて臨む。 

事後学習 
軽運動の身体に及ぼす影響と運動不足の差について自分の考え

を専用用紙にまとめる。 

第１１回 
スポーツと健康 ２ 

トレーニングの原理・原則 

運動処方 

事前学習 体力の概念と向上のためのトレーニング法を調べておく。 

事後学習 
トレーニングの原理・原則に基づいた健康維持のための運動プロ

グラムの作成方法をまとめる。 

第１２回 
スポーツと健康 ３ 
筋力低下と傷害の関係性  

 体力測定  

事前学習 腰痛発生のメカニズムについて事前に学習してくる。 

事後学習 高校生時代との筋力、筋持久力を比較し、現有体力を把握する。 

第１３回 

スポーツと健康 ４ 

疲労回復法 
疲労しにくい身体づくり 

事前学習 疲労を回復するためのいろいろな方法を調べて授業に臨む。 

事後学習 自分なりの疲労回復方法についてまとめ上げ、実践する。 

第１４回 
スポーツと健康 ５ 
 ストレッチング 

安全管理（暑熱、寒冷、湿度等） 

事前学習 
ストレッチングとは何か、実施方法は、身体に及ぼす影響につい
て調べて臨む。 

事後学習 
スポーツを安全かつ効果的に実践するための留意点、方法につい

て総括して専用用紙にまとめる。 

第１５回 
日常生活と健康 

 スポーツできる幸福 （好循環） 

事前学習 
健康とは何か、これまでの授業を振り返り自分の考えをまとめて
おく。 

事後学習 
資料、講義内容および視聴覚の内容を参考にし、自分の健康観を

まとめ、健康行動を実践するという意識をもつ。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 健康・スポーツ （2 単位） 

３．科目番号 GEHL1101 

２．授業担当教員 中村 裕 

４．授業形態 
・講義および演習 

・実技（現場での対象者を考慮した運動の企画・運営） 
５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
レクリエーション関連の授業を履修すると理解が深まる。 

７．講義概要 

本講義では、以下に提示された健康に関わる現代的課題を知り、教育および関連する当該の現場において

本講義で身に付けた知識および技能を十分に活用できるようにすることを目的としている。 

１．現代っ子の体力的課題を明らかにするとともに、それを補うためにはどのような手立てや実践が必要な

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

２．児童の発達課題である「生きる力」の基盤となる運動機能の発達や安全能力の発達を促す各種スポーツ

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

けるため、運動欲求を促すスポーツの必要性を理解する。 

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

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

ず参加すること。 

８．学習目標 

本講義を履修することによって以下の項目を達成することを期待する。 

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

スができるようにする。 

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

実践できるようにする。 

３．それぞれの立場や対象者に即した運動計画を立案できるようにする。 

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

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題：１、健康とスポーツの関連性を私見でまとめる。 

   ２、授業で学んだ内容についてレポートにまとめる。 

    適宜、学生に通知  

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】使用しない（授業内で配布するプリント等を教材とする。 

【参考書】・「健康とスポーツ」玉川大学教育学部編 

      ・出村慎一 監修「健康・スポーツ科学講義」杏林書院 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

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

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

○評定の方法 

1. 授業への積極的参加態度 60％（出席状況や意見発表を含む） 

2. 実技試験・課題レポート 30％ 

3. 振り返りのレポート   10％ 

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

以上の結果を総合して評価をする。 

12．受講生への 

メッセージ 

現代社会における健康に対する問題点（肥満、高血圧、食生活など）を扱っていきます。人体の仕組みや生

理についてよく理解し生活習慣の改善、健康増進にも役立てて下さい。 

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 

オリエンテーション（本科目のねらいと到達目標、授業

内容の確認、成績評価方法等） 

スポーツとフィットネス 

事前学習 
自らの日常生活を振り返り、健康について自

己評価をしてみる。 

事後学習 日常生活で健康への問題点を記述してみる。 

第２回 
からだの仕組み１ 骨（頭部、上肢、下肢、関節、体幹）

骨格筋の構造 

事前学習 骨、骨格筋について調べて授業に臨む。 

事後学習 学習した骨、骨格筋を確認。 

第３回 からだの仕組み２ 脳、消化器、内分泌、神経の構造 
事前学習 消化器の役割を調べ授業に臨む。 

事後学習 脳、消化器、内分泌神経構造をまとめる。 

第４回 
運動と健康の関係性 

基本的生活習慣の重要性 

事前学習 
生活習慣の乱れは身体にどのような影響を

もたらすか調べて授業に臨む。 

事後学習 基本的生活習慣の重要性をまとめる。 

第５回 
嗜好品と健康 

（タバコ、アルコール、薬物） 

事前学習 
喫煙、飲酒、薬物に関する健康に及ぼす影響

について調べて授業に臨む。 

事後学習 他に健康を害するものがあるか調べる。 

第６回 
からだと栄養  

食物アレルギーとアナフラキシー 

事前学習 
三大栄養素、五大栄養素について調べて授業

に臨む。 

事後学習 身体に対する栄養素の働きをまとめる。 

第７回 
肥満とメタボリックシンドロームの予防 

ダイエット方法 

事前学習 肥満はなぜ身体に悪いか調べて授業に臨む。 

事後学習 
生活習慣病を予防するために自分で実践で

きることを考える。 



 

 

第８回 
体力の科学１ 

子どもの体力と発育・発達 

事前学習 
発育と発達の違いについて調べて授業に臨

む。 

事後学習 
発育と発達について身近な例をとって説明

できるようにする。 

第９回 

体力の科学２ 

青年期 壮年期 高齢者の体力（ロコモ、フレイル、サ

ルコペニア） 

事前学習 高齢者の特徴を調べてくる。 

事後学習 

高齢者が日常生活を送るための問題点をま

とめる。また、高齢者の向き不向き運動をま

とめる。 

第１０回 
体力の科学３ 

神経系の分類 自律神経系のはたらき ストレス 

事前学習 自律神経の働きを調べて授業に臨む。 

事後学習 
自分のストレッサーはないか考え、対処法を

実践してみる。 

第１１回 
スポーツと健康１ 

運動が身体に及ぼす効用 

事前学習 
歩くことが健康に良い理由を調べて授業に

臨む。 

事後学習 
運動の強度について身体に及ぼす影響につ

いてまとめる。 

第１２回 
スポーツと健康２ 

トレーニングの原理・原則 運動処方 

事前学習 
体力の概念と向上のためにトレーニング法

を調べて授業に臨む。 

事後学習 

トレーニングの原理・原則に基づいた健康維

持のための運動プログラムの作成方法をま

とめる。 

第１３回 
スポーツと健康３ 

疲労回復法 疲労しにくい体づくり クエン酸の効用 

事前学習 
疲労回復をするためのいろいろな方法を調

べて授業に臨む。 

事後学習 自分なりの疲労回復方法をまとめ実践する。 

第１４回 
救命救急法 

創傷・打撲に対する処置 心肺蘇生法 

事前学習 創傷ついて調べて授業に臨む。 

事後学習 様々な怪我の手当てについてまとめる。 

第１５回 
日常生活と健康 

日常生活を振り返り健康について考える 

事前学習 
健康とは何かこれまでの授業の振り返りを

まとめる 

事後学習 自分の健康観をまとめ、健康行動を実戦する 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 健康・スポーツ （2 単位） 

３．科目番号 

GEHL1301 

GEHL1112 

GEHL1101 ２．授業担当教員 山内 健次 

４．授業形態 
・講義および演習 

・実技（現場での対象者を考慮した運動の企画・運営） 
５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
レクリエーション関連の授業を履修すると理解が深まる。 

７．講義概要 

本講義では、以下に提示された健康に関わる現代的課題を知り、教育および関連する当該の現場において

本講義で身に付けた知識および技能を十分に活用できるようにすることを目的としている。 

１．現代っ子の体力的課題を明らかにするとともに、それを補うためにはどのような手立てや実践が必要な

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

２．児童の発達課題である「生きる力」の基盤となる運動機能の発達や安全能力の発達を促す各種スポーツ

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

けるため、運動欲求を促すスポーツの必要性を理解する。 

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

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

ず参加すること。 

８．学習目標 

本講義を履修することによって以下の項目を達成することを期待する。 

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

スができるようにする。 

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

実践できるようにする。 

３．それぞれの立場や対象者に即した運動計画を立案できるようにする。 

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

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

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

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】使用しません（授業内で配布したプリントを使用します） 

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

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

     出村慎一 監修「健康・スポーツ科学講義」杏林書院 

     黒川隆志 他「健康スポーツ科学」技法堂出版 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

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

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

○評定の方法 

1. 授業への積極的参加態度 60％（出席状況や意見発表を含む） 

2. 実技試験・課題レポート 30％ 

3. 振り返りのレポート   10％ 

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

以上の結果を総合して評価をする。 

12．受講生への 

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

13．オフィスアワー 授業内でお知らせいたします 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

ガイダンス（受講にあたっての服装や態度

と注意点、授業内容の確認、成績評価方法） 

現代社会と健康①（平均寿命と健康寿命 

少子化 老年化指数 

事前学習 日本の 2019年度国民医療費について調べてくる。 

事後学習 他の国の老年化指数を調べてみる。 

第２回 
現代社会と健康②（日本人の死亡原因 子

どもの死亡原因 

事前学習 近年の日本人の死亡三大要因について調べてくる。 

事後学習 30代、40代、それ以上の成人の死亡原因は何か調べてみる。 

第３回 

現代社会と健康③（（健康に対する定義 病

気の一次予防・二次予防・三次予防 健康

を作る社会づくり  国民健康づくり対

策 ） 

事前学習 健康とは何かについて考えてくる。 

事後学習 健康の維持増進のために自分にできることを実践する。 

第４回 からだと栄養 
事前学習 

自分自身の体脂肪量を確認してくる。自分の一日の消費カ

ロリー量を考えてくる。 

事後学習 食品に含まれる栄養素をまとめる。 

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

事後学習 自身の食事の摂り方について見直す。 

第６回 
生活習慣と健康② 健康づくりのための身

体活動基準 2013 健康づくりのための睡眠

事前学習 自分の一日の身体活動を書き留めておく。 

事後学習 身体活動量が増す生活を実践する。 



 

 

指針 2014）） 

第７回 
生活習慣と健康③ 飲酒・喫煙がからだに

及ぼす影響 

事前学習 日本人の喫煙率を調べてくる。 

事後学習 
飲酒・喫煙以外の嗜好品によって、健康を害するものがあ

るのか調べてみる。 

第８回 
メタボリック症候群と生活習慣病① 高血

圧 脂質異常症 

事前学習 
生活習慣病を予防するには、どのように生活を送ればよい

のか考えてくる。 

事後学習 
生活習慣病を予防するために、自分で実践できることを決

める。 

第９回 
メタボリック症候群と生活習慣病② 心疾

患 脳血管疾患 

事前学習 生活習慣病の罹患率を調べてくる。 

事後学習 自分の生活習慣で修正する点をまとめる。 

第１０回 

メタボリック症候群と生活習慣病③ 糖尿

病 生活慣病と運動の関係 健康診断書の

数値の読み方） 

事前学習 自分自身の健康診断結果について確認してくる。 

事後学習 何か生涯スポーツとして活動できるものを考える。 

第１１回 

体力の科学①（生活変化に伴う体力の衰え

体力の定義 体力の分類 発育と発達 子

どもの体力） 

事前学習 自分自身の体力測定結果を確認してくる。 

事後学習 子どもの発育発達に応じた運動をまとめる。 

第１２回 
体力の科学②（青年期 壮年期 高齢者の

体力 ロコモティブシンドローム） 

事前学習 高齢者が日常生活を送る上での、問題点を考えてくる。 

事後学習 高齢者に優しい社会づくりを実践する。 

第１３回 
身体（からだ）のしくみ①（骨＝頭部・体

幹・上肢・下肢 関節 歯） 

事前学習 おおまかなからだのしくみについて調べてくる。 

事後学習 学習した骨の名称を自分の身体で確認する。 

第１４回 

身体（からだ）のしくみを知る②（筋肉の

種類と構造 神経系の分類 自律神経系の

はたらき ストレスと自律神経 ストレス

の対処法）） 

事前学習 自分自身のストレッサーは何か考えてくる。 

事後学習 学習したストレス対処法を実践してみる。 

第１５回 

救急手当（心肺蘇生法 気道内異物除去）

と応急手当（創裂刺傷 骨折・捻挫の固定

法 熱傷 鼻血等）の実際 

事前学習 これまで習ってきた心肺蘇生法について復習してくる。 

事後学習 傷の手当てや熱傷の手当てなどを復習する。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 健康管理学（健康相談活動を含む） （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP2345 

SCMP2345 

SBMP2345 

SPMP2345 
２．授業担当教員 清水 信好 

４．授業形態 講義、演習、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 

 健康は、人がより豊かで充実した人生を過ごすという目的を達成するための手段であるという観点から、 

自分の視点や考え方を盛り込んだ健康観を確立することをねらい、健康とは何かを理解し、健康増進のため

の生活習慣の知識および実践方法を学習する。また人間の健康を保持増進するための社会や環境はどうある

べきかなど社会や環境と健康とのかかわりについて理解し習得する。 

 身体の構造や仕組みについても併行して理解する。 

８．学習目標 

１、健康の捉え方、健康観を確立することができるようになる。 

２、生活習慣と健康との関係性を理解し、健康行動に結びつける意識を高めることができるようになる。 

３、健康阻害要因の排除と健康行動の実践を日常生活に導入できる動機づけと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 

「生活習慣が健康に及ぼす影響、健康行動」、「疾病の予防」、「健康管理の具体的進め方」などについて

のレポートを課す。 

10．教科書・参考書・

教材 
【教科書】木村庸一 他著『学生のための健康管理学』南山堂。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．健康の捉え方、健康観を確立することができたか。 

２．生活習慣と健康との関係性を理解し、健康行動に結びつける意識を高めることができたか。 

３．健康阻害要因の排除と健康行動の実践を日常生活に導入できる動機づけとすることができたか。 

○評定の方法 

授業への参加度･････････････70％ 

発表(グループワーク等)･････10％ 

課題レポート（提出物）･････20％ 

            計 100％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１．本授業を通じて自ら健康行動を実践するようにしてください。 

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、明らかな不適切授業態度に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 

健康行動、不健康行動 

事前学習 
大学生になってからの自分の日常生活の実状を客観的に

把握して臨む。 

事後学習 

健康という観点から自分の日常生活をどのように評価す

るか、問題点改善点を考えたうえ専用用紙に記述し提出

する。 

第２回 

健康の概念 

 図表から健康を考える 

 健康の定義   

事前学習 
健康とは何か自分流に考えたうえでテキスト pp.2～3、

を読んで臨む。 

事後学習 
講義内容およびグループワークを通じて自分の健康観と

健康の重要性を理解しまとめる。 

第３回 
健康観（１） 

江戸時代 （養生訓） 

事前学習 
事前に配付されたプリント（養生訓概要）を熟読して授

業に臨む。 

事後学習 
プリントおよび講義、視聴覚内容から養生訓について感ず

るところを専用用紙にまとめ提出する。 

第４回 

健康観（２） 

明治   昭和（戦後）  平成 

最近の健康観 

事前学習 
親や祖父母の時代の生活環境、食事情について情報を入

手して授業に臨む。 

事後学習 歴史背景と健康観についてノートに整理する。 

第５回 

健康づくりのための施策（１） 

 国民健康づくり運動 

 健康増進対策の沿革 

事前学習 
国が進める健康増進等の政策にはどのようなものがある

か、概要を把握して授業に臨む。 

事後学習 

実施されてきた健康づくり運動の概要を理解し、自分が

実践できているかのチェックと目標値に向けた行動変容

が起こす動機づけとする。 

第６回 
健康づくりのための政策（２） 

健康日本 21（第 2次） 

事前学習 
健康日本 21 と健康日本 21（第 2 次）の違いについて理

解してくる。 

事後学習 
講義内容、資料から現在の我が国の健康づくり対策の考

え方、内容等をまとめる。 

第７回 
職場における健康づくり（１） 

職場における傷害、疾病等の実情 

事前学習 
テキストの職場における健康管理および図表を理解して

くる。 

事後学習 
職場における健康障害を体系的に分類し、概要をノート

にまとめる。 



 

 

第８回 
職場における健康づくり（２） 

腰痛①  

事前学習 
腰痛発生の原因について事前学習し、基礎知識を持って

授業に臨む。 

事後学習 
腰痛とは何か、職場で起こりやすい具体的腰痛、種類、

原因、予防法についてまとめる。 

第９回 

職場における健康づくり（３） 

 腰痛② 

  職場における腰痛予防指針 

  KWテストの実施 

事前学習 「職場における腰痛予防指針」を理解して授業に臨む。 

事後学習 
腰痛予防の重要性を認識し、腰痛予備軍としての目安と

なる体力テストを実施し、現有体力を体感する。 

第１０回 

職場における健康管理対策 

KW テストの評価 

業務上疾病、受療状況から考える管理対策 

事前学習 今までの授業内容を十分理解したうえで授業に臨む。 

事後学習 
受講学生全体評価と個別評価を受容し、健康行動への動

機づけとする。 

第１１回 

中高齢者の健康管理（１） 

       飲酒 

       喫煙 

事前学習 飲酒及び喫煙の害について調べてくる。 

事後学習 
他者へ及ぼす影響について理解し、特に非喫煙教育の重

要性を認識する。 

第１２回 
中高年者の健康管理（２） 

        高血圧 

事前学習 高血圧の概念、血圧のメカニズムについて理解する。 

事後学習 
運動、食事、休養と血圧の関係を理解し健康行動の実践

の重要性を認識する。 

第１３回 
中高年者の健康管理（３） 

       糖尿病 

事前学習 
糖尿病の発生原因およびメカニズムについて概要を把握

しておく。 

事後学習 

糖尿病を始め、疾病の多くが日常生活習慣に原因がある

ことを深く理解し、日常生活処方の指導的立場になるこ

とを認識する。 

第１４回 
中高年の健康管理（４） 

        ストレス 

事前学習 
事前に配布されたプリントを熟読し、ストレスとは何か

について考えてくる。 

事後学習 
ストレスコーピングについて、より専門的に学習するき

っかけとする。 

第１５回 健康相談活動と健康教育 

事前学習 
望ましい成人の日常生活行動とは何か。また、健康相談

のポイントを学習して臨む。 

事後学習 

健康教育および健康相談の専門性を認識し、そのための

学習意欲を高め、共に健康に関する知識の拡大と健康行

動の実践の動機づけとする。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 権利擁護と成年後見 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP3101 

SCMP3101 

SBMP3301 

SPMP3301 

PSMP3401 

２．授業担当教員 上野 義光 

４．授業形態 講義・討議 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 

１ 権利擁護の基本的な考え方・成年後見制度の概要・成年後見人の活動の実際について、実務の動向も含
めて学ぶとともに、成年後見制度と関わりのある諸制度や専門職の役割について学ぶ。 

２ 権利擁護・成年後見制度の理解の前提となる憲法と民法の基本的な考え方を学ぶ。 

８．学習目標 

１ 権利擁護相談援助と日本国憲法、民法、行政法とのかかわりを理解、習得し、説明できる。 

２ 成年後見制度の概要及び成年後見人等の役割、実務について理解、習得し、説明できる。 
３ 日常生活自立支援事業の概要と成年後見制度との連携について理解し、説明できる。 
４ 成年後見活動の実際及び権利擁護活動の実際について考察し、理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート設題：「成年後見制度と日常生活自立支援事業についておよびその両制度の違いについて」 

3000字程度にまとめて、12月中旬までに提出。 

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19巻 権利擁護と成年後見制度』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．授業を通じて、権利擁護の基本的な考え方、成年後見制度の概要、成年後見人の活動等を理解し、説明

できるようになっているか。 

２．レポート課題を通じて、授業で学んだ知識を活用して、説明できるようになっているか。 

３．期末試験を通じて、専門用語等を理解し、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４０％ 

２．レポート              総合点の３０％ 

３．期末試験             総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

 日常生活に何らかの援助を必要とする人々に接することが多い専門職として、鋭い人権感覚を身に付けて

おくことは大切です。年々、成年後見制度や日常生活自立支援事業の需要が増加しており、援助の専門職と

して法制度と実際の知識が必要です。法律は難解な用語が多いので分りやすく説明します。 

授業中の私語、携帯電話の使用は禁止します。学生としてのマナーを守ってください。 

13．オフィスアワー 休憩時間に相談に応じる（4号館 2階非常勤講師室）。 

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、相談援助活動にお

いて想定される法律問題 

事前学習 教科書第 1章第 1節（pp.2~6）を熟読し、その要点をまとめる。 

事後学習 
相談援助活動における法律問題について、その内容をまとめ

る。 

第２回 

日本国憲法（近代憲法の基本原理、憲法

上の権利と基本的人権、自由権と社会

権）の理解 

事前学習 
教科書第 1 章第 2 節（pp.7~16）を熟読し、その要点をまとめ

る。 

事後学習 
特に基本的人権、社会権に関する理解を深め、その内容をまと

める。 

第３回 
日本国憲法（外国人と法人の人権、統治

機構、地方自治、財政の原理等）の理解 

事前学習 
教科書第 1章第 2節（pp.16~27）を熟読し、その要点をまとめ

る。 

事後学習 統治機構、地方自治、財政について、その内容をまとめる。 

第４回 

行政法（行政法とは何か、行政行為、行

政事件訴訟、行政不服申立制度、国家賠

償法等）の理解 

事前学習 
教科書第 1章第 3節（pp.28~47）を熟読し、その要点をまとめ

る。 

事後学習 
行政行為、行政事件訴訟、行政不服申立制度、国家賠償法につ

いて、その内容をまとめる。 

第５回 
民法（総則・自己決定と代理、物権と債

権、契約と消費者保護）の理解 

事前学習 
教科書第 1章第 4節（pp.48~62）を熟読し、その要点をまとめ

る。 

事後学習 
民法総則、物権と債権、契約と消費者保護についての理解を深

め、その内容をまとめる。 

第６回 
民法（不法行為と損害賠償、親族法、相

続法）の理解 

事前学習 教科書第 1章（pp.62~78）を熟読し、その要点をまとめる。 

事後学習 
不法行為と損害賠償、親族法、相続法について、その内容をま

とめる。 

第７回 
成年後見制度（成年後見・保佐・補助の

概要、申立の流れ）について 

事前学習 教科書第 2章（pp.82~106）を熟読し、その要点をまとめる。 

事後学習 成年後見制度について理解し、その内容をまとめる。 

第８回 

成年後見制度（任意後見制度、成年後見

人等の義務と責任、成年後見制度の動

向）について 

事前学習 教科書第 2章（pp.107~127）を熟読し、その要点をまとめる。 

事後学習 
任意後見制度、成年後見人等の義務と責任について理解し、そ

の内容をまとめる。 

第９回 

日常生活自立支援事業（日常生活自立支

援事業の概要、日常生活自立支援事業と

成年後見制度との連携）について 

事前学習 教科書第 3章（pp.130~138）を熟読し、その要点をまとめる。 

事後学習 
日常生活自立支援事業について理解を深め、その内容をまとめ

る。 



 

 

第１０回 

成年後見制度利用支援事業（成年後見制

度利用支援事業の概要、その他の財政支

援の活用）について 

事前学習 教科書第 4章（pp.140~145）を熟読し、その要点をまとめる。 

事後学習 成年後見制度利用支援事業について、その内容をまとめる。 

第１１回 
権利擁護にかかわる組織・団体（家庭裁

判所・法務局・市町村の役割）について 

事前学習 教科書第 5章（pp.148~161）を熟読し、その要点をまとめる。 

事後学習 
特に家庭裁判所,法務局の役割について理解を深め、その内容

をまとめる。 

第１２回 
権利擁護にかかわる組織・団体（社会福

祉協議会・児童相談所の役割）について 

事前学習 教科書第 5章（pp.162~171）を熟読し、その要点をまとめる。 

事後学習 
社会福祉協議会と児童相談所の役割について、その内容をまと

める。 

第１３回 

権利擁護にかかわる専門職（弁護士・司

法書士・公証人・医師の役割等）につい

て 

事前学習 教科書第 6章（pp.174~196）を熟読し、その要点をまとめる。 

事後学習 弁護士・司法書士等の役割について、その内容をまとめる。 

第１４回 成年後見活動の実際（事例検討） 
事前学習 教科書第 7章（pp.198～214）を吟味し、その要点をまとめる。 

事後学習 グループで検討したことを、もう一度振り返ってみる。 

第１５回 権利擁護活動の実際（事例検討） 
事前学習 教科書第 8章（pp.216~243）を吟味し、その要点をまとめる。 

事後学習 グループで検討したことを、もう一度振り返ってみる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 公衆衛生 （2 単位） 

３．科目番号 

EDHE3314 

SSMP3335 

SCMP3335 ２．授業担当教員 石本 強 

４．授業形態 講義、ディスカッション、発表 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 

公衆衛生は、健康上の問題を集団で捉えることにより、疾病の予防や健康増進のための組織的な対策や制

度を考える学問である。福祉や医療に携わる専門職には、必須の分野である。 

本科目では公衆衛生の概念や基本的な考え方、我が国が直面しているさまざまな健康問題（感染症、生活
習慣病など）の現状と課題を学び、疾病予防や健康増進のための公衆衛生活動について考察する。さらにこ

れからの保健・医療・福祉の方向性と互いの連携の在り方について、学生自身が考察できる力を身につける
ことができるようにする。 

８．学習目標 

１．公衆衛生の歴史と概念について説明できるようになる。 

２．保健統計の各指標について説明できるようになる。 

３．疫学の考え方について説明できるようになる。 

４．各健康問題（感染症、生活習慣病など）の現状に関心を持ち、課題の解決に対して意欲を持てるように

なる。 

５．専門職として理解しておくべき公衆衛生に関する知識や考え方を習得し応用できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

各学生は、割り当てられた範囲について資料を調査後、グループでディスカッションし発表する。 

課題についてレポートを提出する。 

詳細は授業の中で説明する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】清水忠彦・南波正宗『わかりやすい公衆衛生学』ヌーベルヒロカワ、第４版 

【参考書】厚生統計協会編集・発行『国民衛生の動向 2018/2019年』。 

     鈴木庄亮・久道 茂監修『シンプル衛生公衆衛生学 2019』南江堂、2019。 

     澤口彰子他「人体のしくみとはたらき」朝倉書店、2015。 

東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．保健統計・疫学などの用語や考え方を説明できるようになったか。 

２．身近な健康問題の現状に関心を持ち、自らの考えで対処できる力を身につけたか。 

○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、態度）   総合点の４０％ 

２．課題発表・期末試験など         総合点の６０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

少子高齢化が世界で最も進んでいる日本において福祉や保健を志す人は社会の健康問題に常に敏感になる

ことが必要である。新聞などのメディアが報じるニュースをよくチェックし解決策を考えてみよう。あなた

が考える対策がこれからの日本の将来を決めるかもしれない。なお健康問題を考えるにあたって、人体の仕

組みについてもよく復習すること。 

[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。 

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。 

３．授業中の居眠り、私語、携帯電話の使用については厳格に対処する。 

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 

オリエンテーション 

公衆衛生の概念、ウィンスロウの公衆衛生の定義 

国の責務、WHOの健康の定義、疾病構造の変化、予防の

概念 

事前学習 
教科書第 1章「公衆衛生学とは」を読んで 

おく 

事後学習 
公衆衛生の概念及び健康、予防について復習

する 

第２回 
ヘルスプロモーション、国際協力活動 

公衆衛生の歴史、感染症対策 

事前学習 
教科書第１章「公衆衛生学とは」を読んで 

おく 

事後学習 

ヘルスプロモーション、国際協力活動 

公衆衛生の歴史、感染症対策について復習す

る 

第３回 

疫学（疫学とは何か、疫学調査の手順と留意事項、選択

バイアス・情報バイアス・交絡バイアス、無作為化比較

試験（RCT）） 

事前学習 
教科書第２章「疫学的方法」を読んでおく 

 

事後学習 疫学について復習する。 

第４回 
人口問題、人口動態統計、 

健康状態、受療状況 

事前学習 教科書第３章「健康の指標」を読んでおく 

事後学習 
健康の指標について復習する。 

 

  



 

 

 

第５回 感染症とその予防（感染症の成立要因、感染症予防対策） 

事前学習 教科書第４章「感染症の予防」を読んでおく 

事後学習 
感染症について復習する 

 

第６回 

感染症とその予防についてのグループディスカッショ

ンと、発表 

 

事前学習 
教科書第４章「感染症の予防」を読んでおく 

 

事後学習 感染症とその予防について復習する 

第７回 

食品と健康（食中毒の原因（病原微生物・自然毒・化学

物質）と発生状況、予防対策について、食品の安全性を

確保するための法律について） 

事前学習 
教科書第５章「食品保健」を読んでおく 

 

事後学習 
食品と健康について復習しワークシートを

提出する 

第８回 

医療・介護の保障制度（わが国の医療保障の制度、公費

負担医療、医療保険制度のしくみ、国民皆保険制度、診

療報酬制度、国民医療費の現状、介護保険制度）、難病

対策（難病の概念） 

事前学習 
教科書第７章「医療・介護の保障制度」を読

んでおく 

事後学習 医療・介護の保障制度について復習する 

第９回 

母子保健（日本の母子保健の水準、乳児死亡率、周産期

死亡率、妊産婦死亡率、幼児死亡率、母子保健対策、健

康診査、母子健康手帳、保健指導と医療援護、母子保健

の課題と動向） 

事前学習 
教科書第９章「母子保健」を読んでおく 

 

事後学習 母子保健対策について復習する 

第１０回 
学校保健 

環境保健 

事前学習 
教科書第 10章、６章を読んでおく 

 

事後学習 
学校保健、環境保健について復習する。 

 

第１１回 
生活習慣病の概念と現状 

健康づくり、生活習慣改善と健康 

事前学習 教科書第 1１章「生活習慣病」を読んでおく 

事後学習 生活習慣病について復習する 

第１２回 
生活習慣病とその予防についてのグループディスカッ

ションと、発表 

事前学習 教科書第 1１章「生活習慣病」を読んでおく 

事後学習 生活習慣病対策について復習する 

第１３回 
難病対策 

精神保健 

事前学習 
教科書第 1２章「難病対策」１４章 精神保

健を読んでおく 

事後学習 生活習慣病、精神保健について復習する 

第１４回 
精神疾患とその予防、対策についてのグループディスカ

ッションと、発表 

事前学習 
教科書第 1２章「難病対策」１４章 精神保

健を読んでおく 

事後学習 精神疾患とその予防、対策について復習する 

第１５回 まとめ 

事前学習 

今まで学習したことを振り返り、日本の公衆

衛生にはどのような問題があるか考えてく

る。 

事後学習 
公衆衛生全体について学習したことをまと

める 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
公的扶助論 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP2106 

SCMP2106 

SBMP2106 ２．授業担当教員 李 青雅 

４．授業形態 講義、グループ学習等 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
特になし 

７．講義概要 

我が国の社会保障制度の一部であり、生活を支えるうえでの「セーフティネット」ともいわれる公的扶助

に関する制度の基礎知識を体系的に学習する。具体的には、貧困や低所得階層の生活実態とこれを取り巻く
社会情勢、福祉需要とその実際などに着目しながら、公的扶助の考え方やその歴史について学習する。ま
た、我が国の公的扶助として中心的な役割を持つ生活保護制度について、その原理、原則、実施体制、制度

運用の現状と問題点、被保護者の権利及び義務、相談援助活動や自立支援の取り組みを学ぶとともに、低所
得層対策の考え方や具体的な制度について学習する。 

８．学習目標 

１ 現代における貧困・低所得者の問題について理解し、説明することができる。 

２ 社会保障制度における公的扶助の役割について理解し、説明することができる。 

３ 公的扶助制度の歴史について理解し、説明することができる。 

４ 生活保護制度と低所得者支援の制度について理解し、説明することができる。 

５ 生活保護の動向と課題について理解し、説明することができる。 

６ 生活保護制度・低所得者支援における相談援助活動について理解し、説明することができる。 

７ 社会福祉士・精神保健福祉士国家試験の試験問題（低所得者支援と生活保護制度）について、解ける力

を持つ。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポートの課題は以下のものを予定している。 
・貧困について 
・現在の生活保護制度が抱えている課題について 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

新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 16 巻 低所得者に対する支援と生活保護制度（第 5 版）』中央法規出版。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・生活保護制度、低所得者に対する制度の内容や、これらの制度をとりまく問題について理解できたか。 

・国家試験に対応できる知識を、身につけられたかどうか。 

○評定の方法 

授業への参加度 30% 

試験・レポート 70% 

12．受講生への 

メッセージ 

新型コロナウィルスの影響でこれからの日本でも失業者や貧困者の数がかつてない規模で増えていくだろ
う。そのなか、貧困問題に対処するための仕組みである公的扶助について学ぶことの意義は大きい。政策立
案者という立場から公的扶助のあり方について吟味してもらいたい。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
イントロダクション 貧困とは何か 
（第 2章） 

事前学習 第 2章を読んでおくこと。 

事後学習 貧困の基準について考えること。 

第２回 公的扶助の概念と範囲 

事前学習 第 1章を読んでおくこと。 

事後学習 
公的扶助とは何かについて説明できるよう

にしておくこと。 

第３回 公的扶助の歴史 

事前学習 3章を読んでおくこと。 

事後学習 
日本の公的扶助制度がどのように変わって

きたのかを説明できるようにしておくこと。 

第４回 生活保護法の目的・原理・原則 

事前学習 第 4章 2節を読んでおくこと。 

事後学習 
生活保護制度の二つの目的について説明で

きるようにしておくこと。 

第５回 生活保護の種類と内容 

事前学習 第 4章 3節を読んでおくこと。 

事後学習 

生活扶助の第 1類費、第 2類費、加算のそれ

ぞれの機能について説明できるようにして

おくこと。 

第６回 被保護者の権利と義務・不服申し立て・財源 

事前学習 第 4章後半を読んでおくこと。 

事後学習 
被保護者の権利と義務について説明できる

ようにしておくこと。 

第７回 生活保護基準 

事前学習 第 5章を読んでおくこと。 

事後学習 
最低生活水準と生活保障について考えてい

くこと。 

第８回 生活保護の動向 

事前学習 第 6章を読んでおくこと。 

事後学習 
近年の生活保護の動向について説明できる

ようにしておくこと。 

第９回 
低所得者支援の制度① 
生活困窮者自立支援制度など 

事前学習 第 7章 1・2・5節を読んでおくこと。 

事後学習 
貸付の手順について説明できるようにして

おくこと。 

第１０回 
低所得者支援の制度② 
ホームレス支援 
 

事前学習 第 7章 4節を読んでおくこと。 

事後学習 ビデオを見て考えたことをまとめること。 



 

 

第１１回 生活保護の運営実施体制 

事前学習 第 8章を読んでおくこと。 

事後学習 
福祉事務所の役割について説明できるよう

にしておくこと。 

第１２回 貧困・低所得者に対する相談援助活動 

事前学習 第 9章を読んでおくこと。 

事後学習 
生活保護における相談援助のプロセスにつ

いて説明できるようにしておくこと。 

第１３回 生活保護における自立支援①就労自立 
事前学習 第 10章を読んでおくこと。 

事後学習 ビデオを見て考えたことをまとめること。 

第１４回 生活保護における自立支援②社会生活自立 
事前学習 前週のビデオの内容を振り返っておくこと。 

事後学習 ビデオを見て考えたことをまとめること。 

第１５回 まとめ 

事前学習 前週のビデオの内容を振り返っておくこと。 

事後学習 
生活保護における自立支援の意義について

説明できるようにしておくこと。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 公的扶助論 （2単位） 

３．科目番号 SBMP2106 

２．授業担当教員 飯島 裕子 

４．授業形態 講義、グループ学習等 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 

我が国の社会保障制度の一部であり、生活を支えるうえでの「セーフティネット」ともいわれる公的扶助

に関する制度の基礎知識を体系的に学習する。具体的には、貧困や低所得階層の生活実態とこれを取り巻く
社会情勢、福祉需要とその実際などに着目しながら、公的扶助の考え方やその歴史について学習する。また、
我が国の公的扶助として中心的な役割を持つ生活保護制度について、その原理、原則、実施体制、制度運用

の現状と問題点、被保護者の権利及び義務、相談援助活動や自立支援の取り組みを学ぶとともに、低所得層
対策の考え方や具体的な制度について学習する。 

８．学習目標 

１ 現代における貧困・低所得者の問題について理解し、説明することができる。 

２ 社会保障制度における公的扶助の役割について理解し、説明することができる。 

３ 公的扶助制度の歴史について理解し、説明することができる。 

４ 生活保護制度と低所得者支援の制度について理解し、説明することができる。 

５ 生活保護の動向と課題について理解し、説明することができる。 

６ 生活保護制度・低所得者支援における相談援助活動について理解し、説明することができる。 

７ 社会福祉士・精神保健福祉士国家試験の試験問題（低所得者支援と生活保護制度）について、解ける力

を持つ。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業内（2回に1回程度）のミニテストを実施する。 

欠席すると成績評価に大きく響くため、必ず出席すること。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

新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 16巻 低所得者に対する支援と生活保護制度（第 5版）』中央法規出版。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・生活保護制度、低所得者に対する制度の内容や、これらの制度をとりまく問題について理解できたか。 

・国家試験に対応できる知識を、身につけられたかどうか。 

○評定の方法 

授業への参加度 30% 

試験・レポート 70% 

12．受講生への 

メッセージ 

日本では子どもの７人に１人が貧困状態にあり、生活保護（＝公的扶助）受給者数は増加を続けています。

公的扶助制度について理解することは、現代日本を生きていく上で欠かせません。貧困の問題を“自分事”と

して考える積極的な姿勢が望まれます。なお、本科目は国家試験科目であり、社会福祉士・精神保健福祉士

を目指す人はしっかりした基礎知識を身につける必要があります。 

＜その他注意点＞私語は厳禁。携帯電話の操作もしないこと。授業が始まってからは、勝手に退室しないこ

と。退室には必ず許可をとること。 

13．オフィスアワー 授業内で通知する。 

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 
イントロダクション、公的扶助とは何か 

＜教科書：１章＞ 

事前学習 
教科書に軽く目を通し、全体像を把握してお

くこと。 

事後学習 

授業概要について理解し、わからないことが

ないか確認しておくこと。復習を兼ねて教科

書１章を読んでおくこと。 

第２回 
貧困・社会的排除  

＜教科書：２章＞ 

事前学習 
教科書２章を読み、分からない言葉は調べて

おくこと。 

事後学習 
貧困と社会的排除について説明できるよう

にすること。 

第３回 
生活保護の動向  

＜教科書：６章＞ 

事前学習 
教科書６章を読み、分からない言葉は調べて

おくこと。 

事後学習 
生活保護の現況及び動向について説明でき

るようにすること。 

第４回 
生活保護制度とは何か（１）目的と原理、原則 

＜教科書：４章１節、２節＞ 

事前学習 
教科書４章１節、２節を読み、分からない言

葉は調べておくこと。 

事後学習 
生活保護の目的、原理、原則についてしっか

り理解し、説明できるようにすること。 

第５回 
生活保護制度とは何か（２）種類と内容等  

＜教科書：４章３節、４節＞ 

事前学習 
教科書４章３節、４節を読み、分からない言

葉は調べておくこと。 

事後学習 
生活保護の種類と内容についてしっかりし

っかり理解し、説明できるようにすること。 

第６回 
生活保護制度とは何か（３）被保護者の権利と義務等 

＜教科書：第４章５節～８節＞ 

事前学習 
教科書第４章５節～８節を読み、分からない

言葉は調べておくこと。 

事後学習 
被保護者の権利と義務について説明できる

ようにすること。 



 

 

第７回 
生活保護制度とは何か（４）生活保護基準  

＜教科書：５章＞ 

事前学習 
教科書：５章を読み、分からない言葉は調べ

ておくこと。 

事後学習 
生活保護基準及び生活扶助基準額について

理解し、説明できるようにすること。 

第８回 中間のまとめ 

事前学習 
これまでの学習を振り返り、わからない点を

まとめておくこと。 

事後学習 
生活保護の仕組みについてしっかりと理解

し、説明できるようになっておくこと。 

第９回 
公的扶助制度の歴史  

＜教科書：３章＞ 

事前学習 
教科書３章を読み、分からない言葉は調べて

おくこと。 

事後学習 
公的扶助制度の歴史について説明できるよ

うにすること。 

第１０回 
低所得者対策の概要（１）生活困窮者自立支援法  

＜教科書：７章１節～３節＞ 

事前学習 
教科書７章１節～３節を読み、分からない言

葉は調べておくこと。 

事後学習 
生活困窮者自立支援法について説明できる

ようにすること。 

第１１回 
低所得者対策の概要（２）ホームレス対策  

＜教科書：７章４節、５節＞ 

事前学習 
教科書７章４節、５節を読み、分からない言

葉は調べておくこと。 

事後学習 
ホームレス問題について理解し、説明できる

ようにすること。 

第１２回 
生活保護の運営実施体制  

＜教科書：８章＞ 

事前学習 
教科書８章を読み、分からない言葉は調べて

おくこと。 

事後学習 
生活保護の運営実施体制についてしっかり

把握し、説明できるようにすること。 

第１３回 
低所得者に対する相談援助活動  

＜教科書：９章＞ 

事前学習 
教科書９章を読み、分からない言葉は調べて

おくこと。 

事後学習 
低所得者に対する相談援助活動について説

明できるようにすること。 

第１４回 
生活保護における自立支援とこれから  

＜教科書：１０章＞ 

事前学習 
教科書１０章を読み、分からない言葉は調べ

ておくこと。 

事後学習 
生活保護における自立について説明できる

ようにすること。 

第１５回 全体のまとめ 

事前学習 
授業全体を通して不明な点、理解できていな

い点がないか確認しておく。 

事後学習 
期末テストに向け、これまで学習した内容を

しっかり復習すること。 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 高齢者福祉論 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP1101 

SPMP1301 

PSMP1401 ２．授業担当教員 宮崎 栄二 

４．授業形態 講義、グループレポート作成と発表、ディスカッション、小テスト ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 人類の長年の願望だった長寿化社会の実現が先進国のみならず開発途上国でも見られる現象となった。

現在日本は、少子高齢化の影響で人口の減少と介護人材の不足が社会問題となっており、社会が健全に発

展するためには、少子・高齢社会の的確な現状の把握と問題の本質を理解し、ニーズに基づいた積極的な

対応が必要である。 

 本講義では、第１に、人口構造と世帯構成、高齢者の精神的・身体的状態、経済的状態など高齢者を取

り巻く環境について理解を深める。第２に、高齢者福祉の発展過程として高齢者福祉制度の萌芽から老人

福祉法、現在に至るまでの変化について検討する。第３に、支援が必要な虚弱高齢者、予防高齢者と要介

護高齢者の現状、公的サービスの現状と問題点などについて把握する。第４に、介護保険法に規定されて

いる介護に関連する介護予防と各種サービス、ケアマネジメント、終末期ケアなど諸事項に関する法律に

ついて、現状と問題点を検討する。最後に、要介護状態になっても住み慣れた地域や選好する場所で生活

し続けるためには、どのような政策や実践が必要であるかを地域で調査を実施し、社会に貢献できること

を目指す。 

８．学習目標 

1．人口学的特徴とライフサイクルの観点から高齢者の生活実態や世帯構成、経済的状況について理解を深

める。 

2．高齢者福祉制度の仕組み、発展過程と課題について理解を深め、今後実現可能な政策とは何かを調査す

る。 

3．公的介護保険制度の現状と問題点について把握し、要介護高齢者の介護ニーズに適切に対応するために

解決すべき課題を把握する。 

4．高齢者ニーズを満たす方法として、血縁関係のみならず地域ネットワークの在り方についても理解を深

め、高齢者が社会参加を積極的にするためには、どのような環境づくりが必要であるか、調べる。 

5．終末期ケアの在り方（人間観や倫理を含む）について理解し、高齢者が望む場所で最期を迎えるために、

必要な政策と地域ネットワークのありがたを理解する。 

6．介護保険制度の仕組みについて理解を深め、介護サービス事業所の現状と問題点を調査し、改善策を把

握する。 

7．相談援助活動において、要介護高齢者の人権を守るための成年後見制度など法制度の内容を理解し、成

年後見制度が普及しない理由や問題点を把握する。 

8．本科目は、国家試験科目であり、国家試験に通用するレベルまで実力アップを図ることを目指す。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポート

課題 

・学生本人が居住している市町村を訪ねて、その市町村が発行している高齢者福祉、介護保険関連のパン

フレット、冊子等を収集し、その町独自のサービスなどを理解する。 

・同時に、それぞれの市町村の介護保険事業の実態（高齢者人口、要介護認定者数、施設利用者数等）を

調査する。 

・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】 

杉本敏夫・橋本有里子編、『学びを追及する高齢者福祉』保育出版社。 

【参考書】 

社会福祉士養成講座編集委員会『高齢者に対する支援と介護保険制度』中央法規。 

＊授業中に適宣資料を配布する。 

東京福祉大学編『新・社会福祉要説』ミネルヴァ書房。 

東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 

11．成績評価の規準と評

定の方法 

○成績評価の規準 

1．高齢社会の理解と高齢者の特徴について理解されているのか 

2．高齢者と関連した法律や制度について理解されているか 

3．介護保険制度（財政やサービス等）について理解されているのか 

○評定の方法 

1．ミニテスト及び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 

・高齢者になることは、誰にも避けることが出来ないことです。高齢化が著しく進む日本で、高齢者福祉・

介護福祉は大変大きな、深刻な課題です。十分に学習し、理解しなければなりません。 

・介護保険制度は主要な柱です。興味を持って学習してください。 

・介護保険制度は変化が急です。国家試験に対応するために新たな情報にも注意して下さい。 

・授業内容は、基本的に教科書に沿って進めていくので、必ず予習してきて下さい。 

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席は前から男女で座ること。 

④他の人が発言している時には、他の受講生は静かに傾聴すること。 

⑤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 講義概要について説明 

教科書『学びを追究する高齢者福祉』 

第 1 章 高齢者の生きがいと社会的参加につい

て、居場所を中心に理解する。 

事前学習 
教科書第 1 章 1 節を読み、高齢者の生きがいとは何

かについて調べる。 

事後学習 高齢者の社会参加への課題と対応策をまとめる。 

第２回 

教科書『学びを追究する高齢者福祉』 

第 2 章 1 節 高齢化の現状をとおして、少子高齢

社会と社会的問題、少子高齢社会の実態とその要

因、地域間格差について理解する。 

事前学習 
教科書第 2 章 1 節を読み、自分の住んでいる市町村

の高齢化実態の概略を調べる。 

事後学習 
一人暮らし高齢者や高齢者夫婦の実態をまとめる。

（練習問題） 

第３回 

教科書『学びを追究する高齢者福祉』 

第 3 章 日本の高齢者福祉の発展過程と諸外国の

高齢者福祉の発展過程を比較し違いを理解する。 

事前学習 
教科書第 3 章 1 節を読み、高齢者保健福祉制度の歩

みを、戦後の日本を中心に、概略を調べる。 

事後学習 
日本の平成年間に入っての、高齢者保健福祉制度理

念の変化についてまとめる。（練習問題） 

第４回 

教科書『学びを追究する高齢者福祉』 

第 4 章 高齢者の加齢に伴う身体的、心理的、社

会的変化に対する理解を深める。ライフサイクル・

コースについて理解する。 

事前学習 
教科書第 4 章 2 節を読み、高齢者の有訴者率と受療

率を調べる。 

事後学習 
ライフサイクルとライフコースについてまとめる。

（練習問題） 

第５回 

教科書『学びを追究する高齢者福祉』 

第 5 章 介護の概念、対象と、高齢者虐待につい

て、最近の動向を理解する。 

事前学習 教科書第 5章 1節を読み、介護の現状を調べる。 

事後学習 
高齢者虐待の現状を、「高齢社会白書」などを使って

まとめる。（練習問題） 

第６回 

教科書『学びを追究する高齢者福祉』 

第 6 章 認知症ケアを中心に、高齢者のケアを理

解する。 

事前学習 教科書第 6章 3節を読み、認知症について調べる。 

事後学習 
終末期ケアと高齢者の人権、家族の生活維持につい

てまとめる。（練習問題） 

第７回 
教科書『学びを追究する高齢者福祉』 

第 7章 高齢者福祉に関わる法制度を理解する。 

事前学習 
教科書第 7 章 1 節を読み、老人福祉法成立の経緯に

ついて調べる。 

事後学習 
高齢者医療制度をめぐる動向と課題をまとめる。（練

習問題） 

第８回 

教科書『学びを追究する高齢者福祉』 

第 8 章 介護保険制度の全体像、制度成立の背景

について理解する。 

事前学習 
教科書第 8 章 1 節を読み、介護保険制度の概要を調

べる。 

事後学習 介護保険制度の今後の課題をまとめる。（練習問題） 

第９回 

教科書『学びを追究する高齢者福祉』 

第 9 章 介護保険制度における介護サービスにつ

いて理解する。 

事前学習 
教科書第 9 章 2 節を読み、介護保険居宅サービスの

概要を調べる。 

事後学習 

介護サービス実施における、介護サービス事業者、専

門職の連携（多職種連携）についてまとめる。（練習

問題） 

第１０回 

教科書『学びを追究する高齢者福祉』 

第 10章 介護保険 3施設を中心に、施設の役割と

他の専門機関を理解する。 

事前学習 
教科書第 10章 1節を読み、介護老人福祉施設（特別

養護老人ホーム）を調べる。 

事後学習 
地域包括支援センターについて、その役割や配置さ

れる専門職についてまとめる。（練習問題） 

第１１回 

教科書『学びを追究する高齢者福祉』 

第 11 章 高齢者福祉、介護保険制度における、

国、都道府県、市町村などの役割を理解する。 

事前学習 
教科書第 11 章 1 節を読み、介護保険制度における

国・都道府県の役割を調べる。 

事後学習 
介護保険制度における、市町村の役割をまとめる。

（練習問題） 

第１２回 

教科書『学びを追究する高齢者福祉』 

第 12 章 高齢者に対する相談援助の実際を理解

する。 

事前学習 
教科書第 12章 1節を読み、個別援助技術を念頭に、

高齢者の相談援助を、介護保険を中心に調べる。 

事後学習 

グループワークを念頭に、地域を活用した当事者グ

ループ結成などの事業について、メディアを利用し

てまとめる。（練習問題） 

第１３回 

教科書『学びを追究する高齢者福祉』 

第 13章 高齢者の住まい方について、自宅と老人

ホームなどを比較しながら理解する。 

事前学習 
教科書第 13章 1節を読み、有料老人ホームについて

調べる。 

事後学習 
サービス付高齢者住宅についてまとめる。（練習問

題） 

第１４回 

教科書『学びを追究する高齢者福祉』 

第 14 章 福祉用具と福祉住環境について理解す

る。 

事前学習 
教科書第 14 章 1 節を読み、福祉用具とは何か調べ

る。 

事後学習 
バリアフリー住宅について調べ、バリアが高齢者に

対しどの様な影響があるかまとめる。（練習問題） 

第１５回 

教科書『学びを追究する高齢者福祉』 

第 15章、高齢者支援の方法と実際について、介護

保険制度や介護の実際を通して理解する。（全体の

まとめ） 

事前学習 

教科書第 15章「事例研究 在宅福祉」を読み、要介

護・要支援高齢者が地域での生活を継続していくに

は、どう対応すればよいか調べる。 

事後学習 
介護保険制度について、自分の住んでいる市町村の

パンフレットなどで全体像を改めてまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 高齢者福祉論 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP1101 

SCMP1301 

SBMP1301 ２．授業担当教員 村川 浩一 

４．授業形態 講義、グループレポート作成と発表、ディスカッション、小テスト 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 

 人類の長年の願望だった長寿化社会の実現が先進国のみならず開発途上国でも見られる現象となった。現

在日本は、少子高齢化の影響で人口の減少と介護人材の不足が社会問題となっており、社会が健全に発展す

るためには、少子・高齢社会の的確な現状の把握と問題の本質を理解し、ニーズに基づいた積極的な対応が

必要である。 

 本講義では、第１に、人口構造と世帯構成、高齢者の精神的・身体的状態、経済的状態など高齢者を取り

巻く環境について理解を深める。第２に、高齢者福祉の発展過程として高齢者福祉制度の萌芽から老人福祉

法、現在に至るまでの変化について検討する。第３に、支援が必要な虚弱高齢者、予防高齢者と要介護高齢

者の現状、公的サービスの現状と問題点などについて把握する。第４に、介護保険法に規定されている介護

に関連する介護予防と各種サービス、ケアマネジメント、終末期ケアなど諸事項に関する法律について、現

状と問題点を検討する。最後に、要介護状態になっても住み慣れた地域や選好する場所で生活し続けるため

には、どのような政策や実践が必要であるかを地域で調査を実施し、社会に貢献できることを目指す。 

８．学習目標 

1．人口学的特徴とライフサイクルの観点から高齢者の生活実態や世帯構成、経済的状況について理解を深め

る。 

2．高齢者福祉制度の仕組み、発展過程と課題について理解を深め、今後実現可能な政策とは何かを調査する。 

3．公的介護保険制度の現状と問題点について把握し、要介護高齢者の介護ニーズに適切に対応するために解 

決すべき課題を把握する。 

4．高齢者ニーズを満たす方法として、血縁関係のみならず地域ネットワークの在り方についても理解を深め、

高齢者が社会参加を積極的にするためには、どのような環境づくりが必要であるか、調べる。 

5．終末期ケアの在り方（人間観や倫理を含む）について理解し、高齢者が望む場所で最期を迎えるために、

必要な政策と地域ネットワークのありがたを理解する。 

6．介護保険制度の仕組みについて理解を深め、介護サービス事業所の現状と問題点を調査し、改善策を把握

する。 

7．相談援助活動において、要介護高齢者の人権を守るための成年後見制度など法制度の内容を理解し、成年

後見制度が普及しない理由や問題点を把握する。 

8．本科目は、国家試験科目であり、国家試験に通用するレベルまで実力アップを図ることを目指す。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1.毎回の授業の最後に当日の講義内容の要点、意見メモを提出する。 

2.グループディスカッションは、討議内容をまとめ発表する。 
3.レポート課題「高齢者ケアの現状と課題」1000字程度 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

杉本敏夫・橋本有里子編、『学びを追及する高齢者福祉』保育出版社。 

【参考書】 

社会福祉士養成講座編集委員会『高齢者に対する支援と介護保険制度』中央法規。 

＊授業中に適宣資料を配布する。 

東京福祉大学編『新・社会福祉要説』ミネルヴァ書房。 

東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1．高齢社会の理解と高齢者の特徴について理解されているのか 

2．高齢者と関連した法律や制度について理解されているか 

3．介護保険制度（財政やサービス等）について理解されているのか 

○評定の方法 

1．ミニテスト及び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 

・高齢者福祉とその課題を理解する上で多様な内容が含まれているが、講義に集中しノートを作り復習する
ことで、高齢者福祉の将来のあり方等に役立つ。意見や質問を遠慮せずに出して行こう。また、高齢者施
設等を見学するなど理解を深めていこう。 

13．オフィスアワー 初回授業で連絡 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
なぜ高齢者福祉を学習するのか？ 
・ディスカッション（高齢者福祉への関心、動機づけ） 

事前学習 教科書用意、シラバス確認 

事後学習 講義資料等の復習（配付された資料による） 

第２回 
高齢者福祉の歴史（戦前～現代） 
・人口動向：少子高齢化、後期高齢者の増加、 
人口減少社会 

事前学習 前回資料の復習、シラバス確認 

事後学習 講義及び討議内容等の復習（人口動向ほか） 

第３回 
高齢者の法制度(1)老人福祉法 
   （VTR活用） 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（老人福祉法等） 

  



 

 

第４回 
高齢者の法制度(2)老人保健法～高齢者医療確保法 
（予防、治療、リハビリテーション、高齢者の医療費） 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（老人保健・高齢者医療法） 

第５回 
高齢者の法制度(3)介護保険法 
・要介護認定、ケアプラン（介護サービス計画）、 

保険料・利用料） 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習介護保険法等 

第６回 
地域包括支援センター（DVD）と居宅介護支援事業所 

・ケアマネジャーの役割等を含む（VTR） 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料の復習（地域包括支援センター等） 

第７回 
高齢者福祉サービス(1)施設サービス・特別養護老人ホーム
（介護老人福祉施設）、養護老人ホームその他 VTR 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（施設ケア・施設サービス） 

第８回 
高齢者福祉サービス(2)在宅サービス・訪問介護、通所介護、
短期入所その他（DVD） 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（在宅ケア・サービス 

第９回 
高齢者福祉サービス(3)福祉用具 
・福祉用具の貸与、購入（DVD） 
（関連）補装具／住宅改修 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（在宅ケア・福祉用具等） 

第１０回 
高齢者福祉サービス(4)認知症関係 
・認知症グループホーム（VTR）、認知症自立度判定基準 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（認知症ケア） 

第１１回 
認知症ケアの要点、 
・医療との関連、介護福祉士の役割 

＊ディスカッション「認知症ケアを考える」 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（認知症の医療と介護） 

第１２回 
高齢者虐待防止法、その他高齢者関係法 

・人権尊重、権利擁護（成年後見等） 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（高齢者虐待防止法ほか） 

第１３回 
高齢者の健康づくり・生きがい 

・フレイル（Frail）の理解：予防の重要性 
・高齢者の多様な活動 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（健康づくり・介護予防） 

第１４回 
関連事項：アジア諸国における少子高齢化の動向について 
＊ディスカッション「高齢者福祉の今後」 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（配布プリントによる） 

第１５回 
総括講義―2025地域包括ケアシステムに向かって、 
高齢者福祉の課題と展望 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 
キイワードの確認・復習（地域包括ケアシス

テム） 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 国語科指導法（書写を含む） （2 単位） 

３．科目番号 

SJMP2391 

SJMP2291 

EDEL2311 ２．授業担当教員 小本 そのみ 

４．授業形態 講義 演習 グループ討議 発表 実技 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

国語科は全教科の基礎基本であり、中心的教科である。そのため、人間形成や社会力及び創造力の基礎と

なる国語科の指導者として必須の知識への理解と実践力の基礎を育てるのがねらいである。そこで本講義で
は、学習指導要領に示された「Ａ話すこと・聞くこと」領域、「Ｂ書くこと」領域、「Ｃ読むこと」領域に
基づき、各学年に応じた目標、内容及び指導法についての理解と実践力を育てるようにする。 

特に、指導法に関しては単なる理解ではなく、発表や討論、模擬授業等を通して指導技術の習得を図る。
また、教材や学習活動の開発創造を大切にする意欲的態度を育てる。 

８．学習目標 

1.小学校学習指導要領国語について概観し、目標や内容について説明できるようになる。 

2.各領域に関する指導事項を理解し、言語活動を通してそれらを指導していくことについて説明できるよう
になる。 

3.小学校の具体的な国語教材を基に、教材研究、指導案作成、模擬授業などを行い、小学校国語科の学習指

導の実際を体験的に身に付ける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

○学習指導案の作成、修正加筆 

○模擬授業の準備 

○模擬授業の記録整理 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

文部科学省『小学校学習指導要領解説国語編』東洋館出版。 

【参考書】 

文部科学省『【小学校版】言語活動の充実に関する指導事例集』教育出版。 

小学校学習指導要領（平成 29 年 3 月告示 文部科学省） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.小学校国語科の目標や内容について説明できるようになったか。 

2.各領域に関する指導事項を理解し、言語活動を通してそれらを指導していくことについて説明できるよう
になったか。 

3.小学校国語科の学習指導を行う上で必要な教材研究、指導案作成、授業実践等の知識・技能を体験的に身
に付けることができたか。 

○評定の方法 

授業態度  ５０％ 

模擬授業等 ３０％ 

期末試験  ２０％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

いろいろな教科や領域で言葉を通して教育が行われますが、国語科では、全ての教科の基盤となる言語の

教育を進めます。言葉への自覚を高め、国語で正確に理解し適切に表現する資質・能力を、言語活動を通し

て育成しなければなりません。したがって、受講に当たっては、受講生自らが、言葉に対して鋭敏になって

言語感覚を磨こうとする真摯な態度、また、進んで情報を集め、思考力・判断力・表現力を駆使しながら子

どもの学びを助ける工夫・手立てを考えようとする積極的な姿勢を大切にして、本科目の言語活動に臨んで

ほしいと思います。 

座席は指定とします。 

13．オフィスアワー 授業時間の前後。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 
国語科の目標（教科、学年）及び内容の構成につ
いて理解する。 

事前学習 
自分が受けた国語科教育について振り返り、まと
める。 

事後学習 
教科書を熟読し、国語科の目標及び内容について
理解を深める。 

第２回 学習指導案の作成の仕方を理解する。 

事前学習 
配付された学習指導案例を読み、どのような内容
が書かれているのかを考える。 

事後学習 
学習指導案を作成する手順や書くべき内容につ
いて整理し、理解する。 

第３回 
「Ａ話すこと・聞くこと」領域の指導について、
具体的な教材を基に、学年目標、指導事項、言語
活動等の関連を考え、単元の指導計画を構想する。 

事前学習 
教科書を読み、「Ａ話すこと・聞くこと」領域の
指導事項や言語活動例について知る。 

事後学習 
具体的な教材を基に、単元全体を見通した指導の
在り方について理解する。 

第４回 

「Ａ話すこと・聞くこと」領域の指導について、
指定された教材を基に、一時間の学習目標と評価
を構想し、学習指導案を作成する。また、教材の
工夫、情報機器の活用等を踏まえた授業展開を構
想する。 

事前学習 
指定された教材について、単元全体を見通し、そ
のうちの一時分の授業の展開（本時の展開）を構
想する。 

事後学習 学習指導案（本時の展開）の作成方法を理解する。 

第５回 
「Ａ話すこと・聞くこと」領域の指導について、
第４回で作成した学習指導案を基に模擬授業を実
践し、検討(評価)する。 

事前学習 
作成した学習指導案を基に、授業実践を構想す
る。 

事後学習 
模擬授業を振り返り、自身で作成した学習指導案
の不足部分を補う。 

第６回 
「Ｂ書くこと」領域の指導について、具体的な教
材を基に、学年目標、指導事項、言語活動等の関
連を考え、単元の指導計画を構想する。 

事前学習 
教科書を読み、「Ｂ書くこと」領域の指導事項や
言語活動例について知る。 

事後学習 
具体的な教材を基に、単元全体を見通した指導の
在り方について理解する。 



 

 

第７回 

「Ｂ書くこと」領域の指導について、指定された
教材を基に、一時間の学習目標と評価を構想し、
学習指導案を作成する。また、教材の工夫、情報
機器の活用等を踏まえた授業展開を構想する。 

事前学習 
指定された教材について、単元全体を見通し、そ
のうちの一時分の授業の展開（本時の展開）を構
想する。 

事後学習 学習指導案（本時の展開）の作成方法を理解する。 

第８回 
「Ｂ書くこと」領域の指導について、第７回で作
成した学習指導案を基に模擬授業を実践し、検討
(評価)する。 

事前学習 
作成した学習指導案を基に、授業実践を構想す
る。 

事後学習 
模擬授業を振り返り、自身で作成した学習指導案
の不足部分を補う。 

第９回 

「Ｃ読むこと」領域（説明的な文章）の指導につ
いて、具体的な教材を基に、学年目標、指導事項、
言語活動等の関連を考え、単元の指導計画を構想
する。 

事前学習 
教科書を読み、「Ｃ読むこと」領域（説明的な文
章）の指導事項や言語活動例について知る。 

事後学習 
具体的な教材を基に、単元全体を見通した指導の
在り方について理解する。 

第１０回 

「Ｃ読むこと」領域（説明的な文章）の指導につ
いて、指定された教材を基に、一時間の学習目標
と評価を構想し、学習指導案を作成する。また、
教材の工夫、情報機器の活用等を踏まえた授業展
開を構想する。 

事前学習 
指定された教材について、単元全体を見通し、そ
のうちの一時分の授業の展開（本時の展開）を構
想する。 

事後学習 学習指導案（本時の展開）の作成方法を理解する。 

第１１回 
「Ｃ読むこと」領域（説明的な文章）の指導につ
いて、第 10 回で作成した学習指導案を基に模擬
授業を実践し、検討(評価)する。 

事前学習 
作成した学習指導案を基に、授業実践を構想す
る。 

事後学習 
模擬授業を振り返り、自身で作成した学習指導案
の不足部分を補う。 

第１２回 

「Ｃ読むこと」領域（文学的な文章）の指導につ
いて、具体的な教材を基に、学年目標、指導事項、
言語活動等の関連を考え、単元の指導計画を構想
する。 

事前学習 
教科書を読み、「Ｃ読むこと」領域（文学的な文
章）の指導事項や言語活動例について知る。 

事後学習 
具体的な教材を基に、単元全体を見通した指導の
在り方について理解する。 

第１３回 

Ｃ読むこと領域（文学的な文章）の指導について、
指定された教材を基に、一時間の学習目標と評価
を構想し、学習指導案を作成する。また、教材の
工夫、情報機器の活用等を踏まえた授業展開を構
想する。 

事前学習 
指定された教材について、単元全体を見通し、そ
のうちの一時分の授業の展開（本時の展開）を構
想する。 

事後学習 学習指導案（本時の展開）の作成方法を理解する。 

第１４回 
Ｃ読むこと領域（文学的な文章）の指導について、
第 13 回で作成した学習指導案を基に模擬授業を
実践し、検討(評価)する。 

事前学習 
作成した学習指導案を基に、授業実践を構想す
る。 

事後学習 
模擬授業を振り返り、自身で作成した学習指導案
の不足部分を補う。 

第１５回 

領域ごとに［知識及び技能］の内容と関連させた
指導の在り方について振り返り具体的な教材を基
に確認する。また、書写指導について、基本点画
を中心に指導の実際を学習し、実践意欲を高める。 

事前学習 
教科書を読み、［知識及び技能］の内容を確認す
る。 

事後学習 

具体的な教材を基に、［知識及び技能］の内容と
関連させた指導の方法を整理し、理解する。また、
硬筆、毛筆による書写を実践し、児童にとっての
難しさを理解した上で、指導の在り方を構想す
る。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 国語科指導法（書写を含む） （2単位） 

３．科目番号 EDEL2311 

２．授業担当教員 西田 太郎 

４．授業形態 講義 演習 グループ討議 発表 実技 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

国語科は全教科の基礎基本であり、中心的教科である。そのため、人間形成や社会力及び創造力の基礎と

なる国語科の指導者として必須の知識への理解と実践力の基礎を育てるのがねらいである。そこで本講義で
は、学習指導要領に示された「Ａ話すこと・聞くこと」領域、「Ｂ書くこと」領域、「Ｃ読むこと」領域に
基づき、各学年に応じた目標、内容及び指導法についての理解と実践力を育てるようにする。 

特に、指導法に関しては単なる理解ではなく、発表や討論、模擬授業等を通して指導技術の習得を図る。
また、教材や学習活動の開発創造を大切にする意欲的態度を育てる。 

８．学習目標 

1.小学校学習指導要領国語について概観し、目標や内容について説明できるようになる。 

2.各領域に関する指導事項を理解し、言語活動を通してそれらを指導していくことについて説明できるよう
になる。 

3.小学校の具体的な国語教材を基に、教材研究、指導案作成、模擬授業などを行い、小学校国語科の学習指

導の実際を体験的に身に付ける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・レポート課題 

 「小学校の国語科の教師は、子どもたちに①何を、②どのように指導すればよいのか」について、授業で

の学習内容を踏まえ、1200字程度でまとめる。このレポートの内容を踏まえた期末試験を行う。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

文部科学省『小学校学習指導要領解説国語編』東洋館出版 

【参考書】 

文部科学省『【小学校版】言語活動の充実に関する指導事例集』教育出版 

小学校学習指導要領（平成 29年 3月告示 文部科学省） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.小学校国語科の目標や内容について説明できるようになったか。 

2.各領域に関する指導事項を理解し、言語活動を通してそれらを指導していくことについて説明できるよう
になったか。  

3.小学校国語科の学習指導を行う上で必要な教材研究、指導案作成、授業実践等の知識・技能を体験的に身

に付けることができたか。 

○評定の方法 

授業態度  ５０％ 

模擬授業等 ３０％ 

期末試験  ２０％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

国語科の授業では、他の教科と比較して子どもに指導する内容が曖昧になりがちです。この科目では、子
どもたちに国語の力をつける授業とはどのようなものかを考え、どう指導すればよいのかを探ります。 

講義内では、学生同士の討議により理解を深め、模擬授業等により実践力を身に付けていきます。毎回の事

前学習を踏まえた積極的な授業参加により、力のある国語科教師を目指しましょう。 

13．オフィスアワー 授業内(初回授業)で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 
国語科の目標（教科、学年）及び内容の構成につ
いて理解する。 

事前学習 
自分が受けた国語科教育について振り返り、まとめ
る。 

事後学習 
教科書を熟読し、国語科の目標及び内容について理
解を深める。 

第２回 学習指導案の作成の仕方を理解する。 
事前学習 

配付された学習指導案例を読み、どのような内容が
書かれているのかを考える。 

事後学習 
学習指導案を作成する手順や書くべき内容につい
て整理し、理解する。 

第３回 
「Ａ話すこと・聞くこと」領域の指導について、
具体的な教材を基に、学年目標、指導事項、言語
活動等の関連を考え、単元の指導計画を構想する。 

事前学習 
教科書を読み、「Ａ話すこと・聞くこと」領域の指
導事項や言語活動例について知る。 

事後学習 
具体的な教材を基に、単元全体を見通した指導の在
り方について理解する。 

第４回 

「Ａ話すこと・聞くこと」領域の指導について、
指定された教材を基に、一時間の学習目標と評価
を構想し、学習指導案を作成する。また、教材の
工夫、情報機器の活用等を踏まえた授業展開を構
想する。 

事前学習 
指定された教材について、単元全体を見通し、その
うちの一時分の授業の展開（本時の展開）を構想す
る。 

事後学習 学習指導案（本時の展開）の作成方法を理解する。 

第５回 
「Ａ話すこと・聞くこと」領域の指導について、
第４回で作成した学習指導案を基に模擬授業を実
践し、検討(評価)する。 

事前学習 作成した学習指導案を基に、授業実践を構想する。 

事後学習 
模擬授業を振り返り、自身で作成した学習指導案の
不足部分を補う。 

第６回 
「Ｂ書くこと」領域の指導について、具体的な教
材を基に、学年目標、指導事項、言語活動等の関
連を考え、単元の指導計画を構想する。 

事前学習 
教科書を読み、「Ｂ書くこと」領域の指導事項や言
語活動例について知る。 

事後学習 
具体的な教材を基に、単元全体を見通した指導の在
り方について理解する。 

第７回 

「Ｂ書くこと」領域の指導について、指定された
教材を基に、一時間の学習目標と評価を構想し、
学習指導案を作成する。また、教材の工夫、情報
機器の活用等を踏まえた授業展開を構想する。 

事前学習 
指定された教材について、単元全体を見通し、その
うちの一時分の授業の展開（本時の展開）を構想す
る。 

事後学習 学習指導案（本時の展開）の作成方法を理解する。 



 

 

第８回 
「Ｂ書くこと」領域の指導について、第７回で作
成した学習指導案を基に模擬授業を実践し、検討
(評価)する。 

事前学習 作成した学習指導案を基に、授業実践を構想する。 

事後学習 
模擬授業を振り返り、自身で作成した学習指導案の
不足部分を補う。 

第９回 

「Ｃ読むこと」領域（説明的な文章）の指導につ
いて、具体的な教材を基に、学年目標、指導事項、
言語活動等の関連を考え、単元の指導計画を構想
する。 

事前学習 
教科書を読み、「Ｃ読むこと」領域（説明的な文章）
の指導事項や言語活動例について知る。 

事後学習 
具体的な教材を基に、単元全体を見通した指導の在
り方について理解する。 

第１０回 

「Ｃ読むこと」領域（説明的な文章）の指導につ
いて、指定された教材を基に、一時間の学習目標
と評価を構想し、学習指導案を作成する。また、
教材の工夫、情報機器の活用等を踏まえた授業展
開を構想する。 

事前学習 
指定された教材について、単元全体を見通し、その
うちの一時分の授業の展開（本時の展開）を構想す
る。 

事後学習 学習指導案（本時の展開）の作成方法を理解する。 

第１１回 
「Ｃ読むこと」領域（説明的な文章）の指導につ
いて、第 10 回で作成した学習指導案を基に模擬
授業を実践し、検討(評価)する。 

事前学習 作成した学習指導案を基に、授業実践を構想する。 

事後学習 
模擬授業を振り返り、自身で作成した学習指導案の
不足部分を補う。 

第１２回 

「Ｃ読むこと」領域（文学的な文章）の指導につ
いて、具体的な教材を基に、学年目標、指導事項、
言語活動等の関連を考え、単元の指導計画を構想
する。 

事前学習 
教科書を読み、「Ｃ読むこと」領域（文学的な文章）
の指導事項や言語活動例について知る。 

事後学習 
具体的な教材を基に、単元全体を見通した指導の在
り方について理解する。 

第１３回 

Ｃ読むこと領域（文学的な文章）の指導について、
指定された教材を基に、一時間の学習目標と評価
を構想し、学習指導案を作成する。また、教材の
工夫、情報機器の活用等を踏まえた授業展開を構
想する。 

事前学習 
指定された教材について、単元全体を見通し、その
うちの一時分の授業の展開（本時の展開）を構想す
る。 

事後学習 学習指導案（本時の展開）の作成方法を理解する。 

第１４回 
Ｃ読むこと領域（文学的な文章）の指導について、
第 13 回で作成した学習指導案を基に模擬授業を
実践し、検討(評価)する。 

事前学習 作成した学習指導案を基に、授業実践を構想する。 

事後学習 
模擬授業を振り返り、自身で作成した学習指導案の
不足部分を補う。 

第１５回 

領域ごとに［知識及び技能］の内容と関連させた
指導の在り方について振り返り具体的な教材を基
に確認する。また、書写指導について、基本点画
を中心に指導の実際を学習し、実践意欲を高める。 

事前学習 教科書を読み、［知識及び技能］の内容を確認する。 

事後学習 

具体的な教材を基に、［知識及び技能］の内容と関
連させた指導の方法を整理し、理解する。また、硬
筆、毛筆による書写を実践し、児童にとっての難し
さを理解した上で、指導の在り方を構想する。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 国際社会と日本 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1334 

２．授業担当教員 宮田 繁幸 

４．授業形態 講義、グループディスカッション、グループ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 
特になし 

７．講義概要 

「グローバル化」という言葉を頻繁に耳にするようになりましたが、それは一体何を意味するのでしょ
うか。 この授業では、国際社会の状況に関する事例を使用教材（教科書、随筆記事、映像等）を適宜用い

て紹介し、それを基にグループ討議を行い、「グローバル化」が世界の人々に及ぼしている影響を多角的に
学び、理解を深めます。また、学期を通 して、世界各地で起こっている出来事と日本との関わりについて
も考察を深めていきます。 

８．学習目標 

１．「グローバル化」がもたらしている影響について多角的な理解を深め、説明できる。 

２．「グローバル化」と日本の関わりについて多角的に考察し、自分の意見を言える。 

３．国際社会の一員として国際社会の今後の展望に関し自分の意見を言える。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

○ほぼ毎回、課題を設定し、提出を求める。 

○期末レポートとして「国際社会の一員として考えること」というタイトルのレポートを作成する。 

10．教科書・参考書・ 

教材 

【教科書】 

山本富美子編著『留学生・日本人学生のための一般教養書 国境を越えて［本文編］改訂版』新曜社、2007。 

【参考資料】適宜授業で配布する 

11．成績評価の規準と
評定の方法 

○成績評価の規準 

１．「グローバル化」がもたらしている影響について多角的な理解を深め、説明できる。 

２．「グローバル化」と日本の関わりについて多角的に考察し、自分の意見を言える。 

３．国際社会の一員として国際社会の今後の展望に関し自分の意見を言える。 

○評定の方法 

成績評価の規準１～３についての達成度を以下の方法により評価する。 

・各受講生の参加意欲・態度（課題の提出状況も含む）について総合的に評価する。（30％） 

・各受講生の授業での発言・共同作業（ディスカッションなど）の実態等から総合的に評価する。（30％） 

・各受講生の知識理解や思考の深まりについて、試験・レポートから評価する。（40％） 

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、必ず事前学習は行うこと。 

2．授業で扱ったすべてのプリント類はいつでも参照できるようまとめ、期末までなくさないこと。 

3. スマートフォン・携帯電話の電源を切り授業に臨むこと。 

4. 授業中の私語は決してしないこと。 

5. 不明な点は、授業中または授業後に教員に質問すること。 

6. 授業に際しては、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。 

13．オフィスアワー 初回授業時に周知する 

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 

事前学習 教科書全体に目を通しておく 

事後学習 
授業の要点と自分で考えたことをノートに

まとめておく 

第２回 国際社会における人口動態（第２課） 

事前学習 
教科書第 2 課を読み、不明な用語・疑問点等

を調べておく 

事後学習 
授業の要点と自分で考えたことをノートに

まとめておく 

第３回 
国際社会における人口動態に関するグループディスカ

ッションとスピーチ 

事前学習 
ディスカッションで発表する内容をまとめ

ておく 

事後学習 
授業の要点と自分で考えたことをノートに

まとめておく 

第４回 戦後の社会構造の変容の国際比較（第３課） 

事前学習 
教科書第 3 課を読み、不明な用語・疑問点等

を調べておく 

事後学習 
授業の要点と自分で考えたことをノートに

まとめておく 

第５回 
戦後の社会構造の変容の国際比較に関するグループデ

ィスカッションとスピーチ 

事前学習 
ディスカッションで発表する内容をまとめ

ておく 

事後学習 
授業の要点と自分で考えたことをノートに

まとめておく 

第６回 戦後の経済構造の変容の国際比較（第４課） 

事前学習 
教科書第 4 課を読み、不明な用語・疑問点等

を調べておく 

事後学習 
授業の要点と自分で考えたことをノートに

まとめておく 

第７回 
戦後の経済構造の変容の国際比較に関するグループデ

ィスカッションとスピーチ 

事前学習 
ディスカッションで発表する内容をまとめ

ておく 

事後学習 
授業の要点と自分で考えたことをノートに

まとめておく 

第８回 グローバル化と開発の功罪（第５課） 事前学習 教科書第 5 課を読み、不明な用語・疑問点等



 

 

を調べておく 

事後学習 
授業の要点と自分で考えたことをノートに

まとめておく 

第９回 
グローバル化と開発の功罪に関するグループディスカ

ッションとスピーチ 

事前学習 
ディスカッションで発表する内容をまとめ

ておく 

事後学習 
授業の要点と自分で考えたことをノートに

まとめておく 

第１０回 地球規模の環境問題と対策（第６課） 

事前学習 
教科書第 6 課を読み、不明な用語・疑問点等

を調べておく 

事後学習 
授業の要点と自分で考えたことをノートに

まとめておく 

第１１回 
地球規模の環境問題と対策に関するグループディスカ

ッションとスピーチ 

事前学習 
ディスカッションで発表する内容をまとめ

ておく 

事後学習 
授業の要点と自分で考えたことをノートに

まとめておく 

第１２回 グローバル化時代の課題（第９課） 

事前学習 
教科書第 9 課を読み、不明な用語・疑問点等

を調べておく 

事後学習 
授業の要点と自分で考えたことをノートに

まとめておく 

第１３回 

グローバル化時代の課題に関するグループディスカッ

ションとスピーチ 

 

事前学習 
ディスカッションで発表する内容をまとめ

ておく 

事後学習 
授業の要点と自分で考えたことをノートに

まとめておく 

第１４回 国際社会におけるＳＤＧSの課題（オリジナルテーマ） 

事前学習 
ＳＤＧS とは何か、ネット等で情報収集をし

ておく 

事後学習 
授業の要点と自分で考えたことをノートに

まとめておく 

第１５回 
ＳＤＧS に関するグループディスカッションとスピー

チ 

事前学習 
ディスカッションで発表する内容をまとめ

ておく 

事後学習 
授業の要点と自分で考えたことをノートに

まとめておく 

 



 

 

１．科目名（単位数） 国際社会と日本 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1334 

２．授業担当教員 越野 香子 

４．授業形態 
講義、グループディスカッション、グループプレゼンテーシ
ョン 

５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
特になし 

７．講義概要 

「グローバル化」という言葉を頻繁に耳にするようになりましたが、それは一体何を意味するのでしょ
うか。 この授業では、国際社会の状況に関する事例を使用教材（教科書、随筆記事、映像等）を適宜用い
て紹介し、それを基にグループ討議を行い、「グローバル化」が世界の人々に及ぼしている影響を多角的に

学び、理解を深めます。また、学期を通 して、世界各地で起こっている出来事と日本との関わりについて
も考察を深めていきます。 

８．学習目標 

１．「グローバル化」がもたらしている影響について多角的な理解を深め、説明できる。 

２．「グローバル化」と日本の関わりについて多角的に考察し、自分の意見を言える。 

３．国際社会の一員として国際社会の今後の展望に関し自分の意見を言える。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ
ート課題 

毎週、一つのグループにアクティビティとディスカッション・リーダーとしての役割が課せられ、その準
備状況と完成度は課題の一部として評価される。グループ内での役割と具体的な活動と積極的参加は特に 

全体的評価の中で高い比重を占める。 

10．教科書・参考
書・ 

教材 

【教科書】毎授業、適宜必要な資料を配布する。 

11．成績評価の規準
と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．「グローバル化」がもたらしている影響について多角的な理解を深め、説明できる。 

２．「グローバル化」と日本の関わりについて多角的に考察し、自分の意見を言える。 

３．国際社会の一員として国際社会の今後の展望に関し自分の意見を言える。 

○評定の方法 

成績評価の規準１～３についての達成度を以下の方法により評価する。 

・各受講生の参加意欲・態度（課題の提出状況も含む）について総合的に評価する。（30％） 

・各受講生の授業での発言・共同作業（ディスカッションなど）の実態等から総合的に評価する。（30％） 

・各受講生の知識理解や思考の深まりについて、試験・レポートから評価する。（40％） 

12．受講生への 

メッセージ 

1. シラバスを熟読し、講義の学習目標、成績評価等についてよく把握しておくこと。 

2. iphone, smartphone, 携帯電話,その他通信機能のあるノートパソコンやタブレットの電源は切り、かば

んの中にしまうこと。 

3. 本学規定により、3/4（4 回）以上欠席すると単位の修得が認められないので留意しておくこと（遅延に
ついては、遅延証明書を当日又は次回講義までに担当教員に提出すること。遅延の累計回数が多い場合、

遅延を認めない場合もあるため、注意すること）。 

4. 成績総合評価の内、授業での積極的参加は比重が大きいので、分からないことは積極的に質問し、ディ
スカッションにも意欲を持って臨むことを勧める。 

5. 不正行為への対応等について、本学は、「東京福祉大学・短期大学部 研究活動における不正行為への対
応等に関する規程」を平成 26 年 12 月 4 日に制定しています。詳しくは、本学ホームページの大学紹介・
研究活動のところを参照してください。文部科学省のガイドラインでは、「学生に対する研究倫理教育」を

行うことが要請されているので、皆さんは、大学で自分の学習成果をレポートにしたり発表したりしてい
くうえでの倫理、つまり、守らなければならない事があります。不正行為としては、１．捏造(ねつぞう)、
２．改ざん、３．盗用があります。不正行為については、適宜、処置がなされるので、これらについて十分

に注意をして、勉学に臨んでください。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 本講義のねらいと目的について 

事前学習 
シラバスを確認し、扱うテーマや内容について把握してお

く。 

事後学習 
シラバスをよく読み、不明な点は次の授業で質問するよう

備えておく。 

第２回 第 3 章 グローバル化と文化・文化遺産 

事前学習 
教科書 28~40 ページを読んでおく。発表担当のグループ

は、発表準備をする。 

事後学習 
授業中のアクティビティと議論を顧み、各自、講義から得

たことをまとめる。 

第３回 第 5 章 グローバル化と移民 
事前学習 

教科書 54~65 ページを読んでおく。発表担当のグループ

は、発表準備をする。 

事後学習 日本社会と移民受け入れについて分かったことを顧みる。 

第４回 第 6章 グローバル化と難民 
事前学習 

教科書 66~77 ページを読んでおく。発表担当のグループ

は、発表準備をする。 

事後学習 日本の難民受け入れ政策について各自調べる。 

第５回 第 7 章 グローバル化と宗教 

事前学習 
教科書 78~89 ページを読んでおく。発表担当のグループ

は、発表準備をする。 

事後学習 
授業中のメモを参考にしながら、理解したこと、まだ分か

らないことを、ノートにまとめる。 

  



 

 

第６回 第 8章 グローバル化と環境 

事前学習 
教科書 90~101 ページを読んでおく。発表担当のグループ

は、発表準備をする。 

事後学習 
日常生活で。私達が自然との共生のため取り組けることは

何か、考える。 

第７回 第 9章 グローバル化とジェンダー 

事前学習 
教科書 102~114 ページを読んでおく。発表担当のグループ

は、発表準備をする。 

事後学習 
ジェンダーについての自らの認識がどのように変化したか

顧みる。 

第８回 第 11 章 日本の貧困問題 

事前学習 
教科書 130~142 ページを読んでおく。発表担当のグループ

は、発表準備をする。 

事後学習 
授業中のアクティビティと議論を顧み、各自、自国では、

貧困問題についてどのような傾向があるか調べる。 

第９回 第 15 章 国際社会における日本語教育 
事前学習 

教科書 180~191 ページを読んでおく。発表担当のグループ

は、発表準備をする。 

事後学習 現時点での日本語教育の課題は何か各自考えを巡らせる。 

第１０回 第 16 章 日本における留学生教育 

事前学習 
教科書 192~203 ページを読んでおく。発表担当のグループ

は、発表準備をする。 

事後学習 
授業中のアクティビティと議論を顧み、各自、講義から得

たことをまとめる。 

第１１回 第 17 章 国際化する日本の就職 

事前学習 
教科書 24~216 ページを読んでおく。発表担当のグループ

は、発表準備をする。 

事後学習 
今後益々国際化する日本の職場での課題、個人の取り組み

について考える。 

第１２回 第 18 章 日本在留外国人と言語 

事前学習 
教科書 218~230 ページを読んでおく。発表担当のグループ

は、発表準備をする。 

事後学習 
授業中のアクティビティと議論を顧み、各自、講義から得

たことをまとめる。 

第１３回 第 19 章 多文化共生と社会 

事前学習 
教科書 232~243 ページを読んでおく。発表担当のグループ

は、発表準備をする。 

事後学習 
今後、多様化する日本社会での課題について考えを巡らせ

る。 

第１４回 発表テーマについての意見交換 
事前学習 

授業から学んだ知識や得た経験を顧み、今後教育者として

どのように生かすか思慮する。 

事後学習 議論から学んだことを自分なりにまとめる。 

第１５回 

総括 

グローバル化の進行する現代の異文化

コミュニケーションの現状・課題・意義

と異文化理解に必要な要因について教

科書の既習内容に留意しながら総括す

る。 

事前学習 
既習内容について総復習し、不明な点がないか確認してお

く。 

事後学習 

発表について、クラスメートから出されたコメントを基に、

発表スキルや内容について良かった点を確認し、また今後

どのように進歩していけるか自分なりに考えをまとめる。 

  

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 国際社会理解研究Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号 EIIE4102 

２．授業担当教員 越野 香子 

４．授業形態 講義、議論、発表 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
国際教育コース4年次必修科目 

７．講義概要 

４年次前期に提供された「国際社会理解研究 I」では、グローバル化が進む中、教育の在り方について模索

しました。本授業では、「国際社会をよりよく理解するための教育の在り方」について更に追及し、各自、

将来の進路や希望に合わせて、国際社会理解と教育に関するテーマを決定し、プロジェクトとして探求し

ます。プロジェクトの例としては、社会調査法を使った研究調査、教材開発、国際理解をテーマとした授

業計画の作成、などが考えられます。どのようなテーマを選ぶにしろ、プロジェクトを行うことにより、

国際社会と教育について、自発的に問題を見出し、探求能力を高め、解決策を提案し、実行する力を育む

ことを目的とします。   

８．学習目標 

１．国際社会について理解を深めるため、教育の役割についてテーマを選ぶ。 

２．プロジェクトとおして、国際社会問題について、発見、探求、提案ができる。  

３．教育者として今回選んだプロジェクトの意義について、他者に説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

各自選んだ実地調査（フィールドワーク）、研究計画書に基づいて行われた研究発表 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】住原則也（他）著『異文化の学びかた・描き方』世界思想社、2011。 

【参考書】随時、参考資料を配布する。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

以下の点が達成されたかを基準とし、評価される。 

１．国際社会について理解を深めるため、教育の役割についてテーマを選ぶことができるようになったか。 

２．プロジェクトとおして、国際社会問題について、発見、分析、提案ができるようになったか。 

３．教育者として今回選んだプロジェクトの意義について、他者に説明できるか。 

○評定方法 

以下の点を総合して評価する 

１ 授業への参加意欲・態度 総合点の 20％ 

２ 提出課題 総合点の 50％ 

３ プロジェクト 総合点の 30％ 

なお、本学規定により、3/4以上の出席が確認できない場合は単位の修得は基本的に認められない。 

12．受講生への 

メッセージ 

1. シラバスを熟読し、講義の学習目標、成績評価等についてよく把握しておくこと。 

2. iphone, smartphone, 携帯電話,その他通信機能のあるノートパソコンやタブレットの電源は切り、か

ば 

んの中にしまうこと。 

3. 本学規定により、3/4（4 回）以上欠席すると単位の修得が認められないので留意しておくこと（遅延

については、遅延証明書を当日又は次回講義までに担当教員に提出すること。遅延の累計回数が多い場合、

遅延を認めない場合もあるため、注意すること）。 

4. 成績総合評価の内、授業での積極的参加は比重が大きいので、分からないことは積極的に質問し、ディ

ス 

カッションにも意欲を持って臨むことを勧める。 

5. 不正行為への対応等について、本学は、「東京福祉大学・短期大学部 研究活動における不正行為への

対 

応等に関する規程」を平成 26年 12 月 4日に制定しています。詳しくは、本学ホームページの大学紹介・

研究活動のところを参照してください。文部科学省のガイドラインでは、「学生に対する研究倫理教育」を

行うことが要請されているので、皆さんは、大学で自分の学習成果をレポートにしたり発表したりしてい

くうえでの倫理、つまり、守らなければならない事があります。不正行為としては、１．捏造(ねつぞう)、

２．改ざん、３．盗用があります。不正行為については、適宜、処置がなされるので、これらについて十

分に注意をして、勉学に臨んでください。 

13．オフィスアワー 授業時に通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 教育を通しての国際理解と研究プロジェクト 
事前学習 

各自、国際社会理解研究 I の授業で作成した

研究計画書を見直し、改善点があれば授業で

共有できる準備をしておく。 

事後学習 研究計画書の見直し・加筆・修正 

第２回 教育現場での異文化理解・国際理解 
事前学習 

教科書『異文化の学びかた・描き方』pp.1~22

を読み、昨年の授業の内容と照らし合わしな

がら「国際社会理解」「異文化理解」を教育現

場における実例を見ながら考える。 

事後学習 研究計画書の見直し・加筆・修正 

第３回 教育における異文化・国際理解のための視点 事前学習 
教科書『異文化の学びかた・描き方』pp.23~48

を読み、昨年の授業の内容と照らし合わしな



 

 

がら「国際社会理解」「異文化理解」を教育現

場における実例を見ながら考える。 

事後学習 研究計画書の見直し・加筆・修正 

第４回 研究倫理審査申請の流れについて 
事前学習 

配布された資料に目を通し、研究倫理審査申

請の流れについて大まかな流れを把握して

おく。 

事後学習 研究計画書の見直し・加筆・修正 

第５回 フィールドワーク: 調査スケジュール 
事前学習 

教科書『異文化の学びかた・描き方』

pp.113~134 を読み、調査スケジュールにつ

いて確認する。 

事後学習 研究計画書の見直し・加筆・修正 

第６回 フィールドワーク: 現地での注意点 
事前学習 

教科書『異文化の学びかた・描き方』

pp.135~149 を読み、現地での注意点につい

て確認する。 

事後学習 研究計画書の見直し・加筆・修正 

第７回 フィールドワーク: インタビュー 

事前学習 

教科書『異文化の学びかた・描き方』

pp.150~166 を読み、インタビューについて

確認する。 

事後学習 
研究計画書の見直し・加筆・修正。フィール

ドワークの準備をする。 

第８回 フィールドワーク・ジャーナル」について 

事前学習 
フィールドワーク・ジャーナルに記入し授業

で報告する準備を進める。 

事後学習 
意見交換で出た内容を参考に。ジャーナルに

記録した内容を顧みる。 

第９回 フィールドワーク開始にあたっての確認事項 

事前学習 

フィールドワーク・ジャーナル記入し授業で

報告する準備を進める傍ら、5 回～8 回で学

んだフィールドワークについて復習してお

く。 

事後学習 
意見交換で出た内容を参考に。ジャーナルに

記録した内容を顧みる。 

第１０回 フィールドワーク内容報告 

事前学習 
フィールドワーク・ジャーナル記入し授業で

報告する準備を進める。 

事後学習 
意見交換で出た内容を参考に。ジャーナルに

記録した内容を顧みる。 

第１１回 フィールドワーク内容報告 

事前学習 
フィールドワーク・ジャーナル記入し授業で

報告する準備を進める。 

事後学習 
意見交換で出た内容を参考に。ジャーナルに

記録した内容を顧みる。 

第１２回 フィールドワーク内容報告を終えて 

事前学習 
フィールドワーク・ジャーナル記入し授業で

報告する準備を進める。 

事後学習 

各自、内容報告を顧み意見交換で出た内容も

参考に。ジャーナルに記録した内容を再度確

認する。 

第１３回 研究計画書に基づいて行われた研究発表 1 

事前学習 研究発表者は、準備をする。 

事後学習 
質疑応答で出た意見を顧み、今後研究計画・

実行する上で役立てる。 

第１４回 研究計画書に基づいて行われた研究発表 2 

事前学習 研究発表者は、準備をする。 

事後学習 
質疑応答で出た意見を顧み、今後研究計画・

実行する上で役立てる。 

第１５回 まとめ 

事前学習 

春・秋期の授業を振り返り、教育を通しての

国際理解と研究について意見交換の準備を

しておく 

事後学習 
意見交換ででた内容を基に、国際社会理解を

深めるため、教育の役割について考える。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 国際社会理解入門 （2 単位） 

３．科目番号 EIIE2101 

２．授業担当教員 越野 香子 

４．授業形態 講義、グルーブ議論、発表 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
国際教育コース2年必修 

７．講義概要 

国際社会とは何か。国家間や多文化に生じる問題を理解するには、どのような視点が必要なのでしょうか。

この講義では、「国民」とはだれか、「移民」と「難民」の境界線は何なのか、国境を越えて維持される家族

は増加し、文化的価値観や言語がメディアや SNS を通して拡散されることは何を意味するのかということを

考えていきます。また、これらの「国境を越えた社会現象についてのテーマ」を基に、文献や映像に触れな

がら、講義、議論そして発表を通して理解を深め考えていくことを目的としています。 

８．学習目標 

１．「国際社会」を形成する要因について理解を深め、説明できる。 

２．国際社会問題について多角的な視点から捉えることができる。 

３．議論を用いて、効果的に問題の解決法等を導き出すことができる。 

４．発表を通して、関心のあるテーマについて効果的に他者に説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

毎週、一つのテーマについて議論が行われるが、それについて課題が設定される。 

議論と発表が主な評価の対象となる。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

三成美保・姫岡とし子・小浜正子著 『歴史を読み替える ジェンダーから見た世界史』大月書店、2018。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

以下の点が達成されたかを基準とし、評価される。 

１．「国際社会」を形成する要因について理解を深め、説明できるようになったか。 

２．国際社会問題について多角的な視点から捉えることができるようになったか。 

３．議論を用いて、他者と効果的に問題の解決法等を導き出すことができるようになったか。 

４．発表を通して、関心のあるテーマについて効果的に他者に説明できるようになったか。 

○評定方法 

成績評価の基準１～４についての達成度を照合しながら、以下の点を総合的に評価する。 

１． 全体的な授業への参加意欲・態度 (30%) 

２． 議論や共同作業への貢献  （30％） 

３． 課題提出   （40％） 

なお、本学規定により、3／4 以上(4 回)の出席が確認できない場合は、単位の修得が認められないので留意

しておくこと。 

12．受講生への 

メッセージ 

１. シラバスを熟読し、講義の学習目標、成績評価等についてよく把握しておくこと。 

２. iphone, smartphone, 携帯電話,その他通信機能のあるノートパソコンやタブレットの電源は切り、かば

んの中にしまうこと。 

３. 本学規定により、3/4（4回）以上欠席すると単位の修得が認められないので留意しておくこと（遅延に

ついては、遅延証明書を当日又は次回講義までに担当教員に提出すること。遅延の累計回数が多い場合、

遅延を認めない場合もあるため、注意すること）。 

４．授業を欠席した場合、その授業で出された課題等を自ら教員へ確認し、後に提出することにより挽回で

きるが、これを放置しておくと減点となるので留意すること。 

５．成績総合評価の内、授業での積極的参加は比重が大きいので、分からないことは積極的に質問し、ディ

スカッションにも意欲を持って臨むことを勧める。 

６．不正行為への対応等について、本学は、「東京福祉大学・短期大学部 研究活動における不正行為への対

応等に関する規程」を平成 26年 12月 4日に制定しています。詳しくは、本学ホームページの大学紹介・

研究活動のところを参照してください。文部科学省のガイドラインでは、「学生に対する研究倫理教育」

を行うことが要請されているので、皆さんは、大学で自分の学習成果をレポートにしたり発表したりし

ていくうえでの倫理、つまり、守らなければならない事があります。不正行為としては、１．捏造(ねつ

ぞう)、２．改ざん、３．盗用があります。不正行為については、適宜、処置がなされるので、これらに

ついて十分に注意をして、勉学に臨んでください。 

13．オフィスアワー 授業時に通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

1 章 

 

ジェンダーの視点から見る国際社会 

事前学習 教科書を購入し、pp.2~28 を読んでおく。 

事後学習 
シラバスをよく読み、不明な点は次の授業で質問するよう備えて

おく。 

第２回 

2 章 

 

古代ローマの共和政と家父長制 

事前学習 
教科書 pp. 32~46 を読み、授業中に提示された質問に対して答え

られるよう準備をしておく。 

事後学習 
授業で議論された内容を顧み、何を学んだか、まだわからないこ

とについて、ノートにまとめる。 

  



 

 

第３回 

3 章 

 

アジア・アフリカ・アメリカの古代文

明における性別分業、親族組織、宗

教・宇宙観 

事前学習 教科書 pp. 50~60 を読み、議論に備えておく。 

事後学習 
議論中書き止めたメモを参考にしながら、理解したこと、まだ分

からないことを、ノートにまとめる。 

第４回 

４章 

 

東アジアにおける貴族制社会の女性

と農耕社会における母権 

事前学習 

教科書 pp. 64~72 を読み、議論に備えておく。また、次回の授業

は、これまでの授業でまだ分からないことや解決していないこと

について、質問をすることから始めるので、質問等をまとめてお

く。 

事後学習 
授業で議論された内容を顧み、何を学んだか、まだわからないこ

とについて、ノートにまとめる。 

第５回 

５章 

 

イスラーム社会と家父長制 

と婚姻と家族をめぐる法 

事前学習 
教科書 pp.76~82 を読み、授業中に提示された質問に対して答え

られるよう準備をしておく。 

事後学習 
授業で議論された内容を顧み、何を学んだか、まだわからないこ

とについて、ノートにまとめる。 

第６回 

６章 

 

中世ヨーロッパの女性知識人と大学 

事前学習 教科書 pp. 86~106 を読み、議論に備えておく 

事後学習 
議論中書き止めたメモを参考にしながら、理解したこと、まだ分

からないことを、ノートにまとめる。 

第７回 

７章 

 

モンゴル帝国の皇后とチンギス家の

婚姻戦略 

 

事前学習 

教科書 pp. 100~124 を読み、議論に備えておく。また、次回の授

業は、これまでの授業でまだ分からないことや解決していないこ

とについて、質問をすることから始めるので、質問等をまとめて

おく。 

事後学習 
議論中書き止めたメモを参考にしながら、理解したこと、まだ分

からないことを、ノートにまとめる。 

第８回 

8 章 

 

宗教改革とセクシュアリティ管理 

の強化 

事前学習 
教科書 pp. 128~140 を読み、授業中に提示された質問に対して答

えられるよう準備をしておく。 

事後学習 
授業で議論された内容を顧み、何を学んだか、まだわからないこ

とについて、ノートにまとめる。 

第９回 

9 章 

 

大西洋奴隷貿易のなかのジェンダー 

事前学習 

教科書 pp. 146~158 を読み、議論に備えておく。また、次回の授

業は、これまでの授業でまだ分からないことや解決していないこ

とについて、質問をすることから始めるので、質問等をまとめて

おく。 

事後学習 
議論中書き止めたメモを参考にしながら、理解したこと、まだ分

からないことを、ノートにまとめる。 

第１０回 

10 章 

 

社会主義・共産主義思想と女性 

事前学習 
教科書 pp. 162~182 を読み、授業中に提示された質問に対して答

えられるよう準備をしておく。 

事後学習 
議論中書き止めたメモを参考にしながら、理解したこと、まだ分

からないことを、ノートにまとめる。 

第１１回 

11 章 

 

軍隊とジェンダー 

事前学習 教科書 pp.186~208 を読み、議論に備えておく。 

事後学習 
授業で議論された内容を顧み、何を学んだか、まだわからないこ

とについて、ノートにまとめる。 

第１２回 

１２章 

 

近代インドにおける社会改革と 

民族運動 

事前学習 

教科書 pp.212~226 を読み、議論に備えておく。また、次回の授

業は、これまでの授業でまだ分からないことや解決していないこ

とについて、質問をすることから始めるので、質問等をまとめて

おく。 

事後学習 
議論中書き止めたメモを参考にしながら、理解したこと、まだ分

からないことを、ノートにまとめる。 

第１３回 

１３章 

 

朝鮮の植民地化--「新女性」から 

「慰安婦」まで 

事前学習 
教科書 pp.230~252 を読み、授業中に提示された質問に対して答

えられるよう準備をしておく。 

事後学習 
議論中書き止めたメモを参考にしながら、理解したこと、まだ分

からないことを、ノートにまとめる。 

第１４回 

１４章 

 

アフリカの独立と女性 

事前学習 
教科書 pp.256~272 を読み、授業中に提示された質問に対して答

えられるよう準備をしておく。 

事後学習 
意見交換で出された意見について、今後、教育分野でどのように

生かしていけるか自分なりの考えをまとめる。 

第１５回 

１５章 

 

性の自由と家族の多様化 

事前学習 
教科書 pp.276~294 を読み、授業中に提示された質問に対して答

えられるよう準備をしておく。 

事後学習 

発表について、クラスメートから出されたコメントを基に、発表

スキルや内容について良かった点を確認し、また今後どのように

進歩していけるか自分なりに考えをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 子どもの健康と安全 （2 単位） 

３．科目番号 

SSOT2414 

SCOT2414 

SJMP2123 ２．授業担当教員 佐野 葉子 

４．授業形態 講義、演習、グループワーク、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 

保育環境を踏まえ、こどもの保健に関する個別対応と集団全体の健康及び安全の管理の具体的な方法を学

ぶ。衛生管理、事故の予防及び安全対策、危機管理、防災への備えについて理解する。こどもが体調不良に

なった場合の対処方法、救急処置と救急蘇生法などを身に付ける。また保育における保健的対応の基本的考

え方や 3歳未満児への対応、慢性疾患やアレルギー性疾患など個別的な配慮を必要なこどもへの対応を学ぶ。

保護者や地域との連携を図る方法、保育における保健活動の計画と評価についても学ぶ。 

８．学習目標 

１．子どもの健康管理、健康観察の方法について理解し、実施できるようになる。 

２．衛生管理の方法（感染症対策も含む）について理解し、実施できるようになる。 

３．子どもに体調不良が発生した場合の対応について理解し、実施できるようになる。 

４．救急処置および救急蘇生法について理解し、実施できるようになる。 

５．子どもの事故の特徴と事故防止の方法、危機管理について理解し、説明できるようになる。 

６．3歳未満児への対応、慢性疾患やアレルギー性疾患など個別な配慮を要する子どもへの対応を理解し、説

明できるようになる。 

７．保護者や地域との連携方法、保健活動の計画と評価について理解し、説明できるようになる。 

８．集団保育における健康管理・健康教育の実際を理解し、説明できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

子どもの一次救命処置の重要性と手順についてまとめなさい。（1600字程度） 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】小林美由紀編著『子どもの健康と安全 演習ノート』診断と治療社 

【参考書】中根淳子・佐藤直子編著『子どもの保健』ななみ書房 

小林美由紀編著『子どもの保健テキスト』診断と治療社 

東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．子どもの保健に関する個別対応について理解し実施できる。 

２．集団保育における健康管理・健康教育の実際を理解し説明できる。 

○評定の方法 

成績評価については、ミニテスト 20％、レポート 30％、日常の授業態度 50％とし総合的に評価を行う。 

12．受講生への 

メッセージ 

子どもの健康と安全は、保育中の乳幼児の命と健康を守るための技術を学ぶ重要な科目です。保育者は乳

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

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

切です。一つ一つの実技を誠心誠意、真剣に行ってください。 

受講生は以下のことを必ず守ること。 

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

２）理解できないことはそのままにしておかないで、積極的に質問すること。 

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

４）授業中の私語、携帯電話の作動は絶対にしないこと。守れない場合は退出してもらいます。 

５）実技・演習は、事故のないように気を引き締めて行うこと。 

６）実習機材の準備・後片付けを積極的に行うこと。 

講師は以下のことを実行します。 

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

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

F評価になることもあるので注意すること。） 

13．オフィスアワー 授業内で周知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
ガイダンス 

妊娠、胎児期の発育、染色体異常 

事前学習 シラバスを読んでくる。 

事後学習 
妊娠の成立、胎児期の発育と染色体異常につい

て整理する。 

第２回 
子どもの発育の観察と評価 

演習：身体測定 

事前学習 子どもの発育状態の把握について調べてくる。 

事後学習 身体測定の方法について整理する。 

第３回 
子どもの健康状態の観察方法 

演習：バイタルサインの測定 

事前学習 子どもの健康状態の観察について調べてくる。 

事後学習 バイタルサインの測定について整理する。 

第４回 
保育における保健的対応：母乳、人工栄養、離乳食 

演習：人工乳のつくり方、手洗い方法 

事前学習 母乳、人工栄養、離乳食について読んでくる。 

事後学習 人工乳の作り方、手洗い方法を整理する。 

第５回 
保育における保健的対応：口腔機能の発達と衛生 

演習：口腔衛生 

事前学習 口腔機能の発達と衛生について調べてくる。 

事後学習 口腔衛生の方法について整理する。 

第６回 
衛生管理 

演習：施設環境・嘔吐物の処理 

事前学習 衛生管理について読んでくる。 

事後学習 施設環境・嘔吐物の処理について整理する。 



 

 

第７回 
子どもの体調不良に対する適切な対応 

演習：薬の与え方、おむつの処理 

事前学習 
子どもの体調不良に対する適切な対応につい

て読んでくる。 

事後学習 薬の与え方・おむつの処理について整理する。 

第８回 
傷害時の応急処置 

演習：出血と止血法、骨折の手当て 

事前学習 傷害時の応急処置について読んでくる。 

事後学習 止血法、骨折の手当てについて整理する。 

第９回 

救急処置および心肺蘇生法 

演習：気道異物除去・エピペンの使用方法・心肺蘇

生法 

事前学習 
気道異物除去・心肺蘇生法について読んでく

る。 

事後学習 
気道異物除去・エピペンの使用方法・心肺蘇生

法について整理する。 

第１０回 
救急処置および心肺蘇生法 

演習：心肺蘇生法・AED 

事前学習 AEDの使用方法について読んでくる。 

事後学習 AEDの使用方法について整理する。 

第１１回 子どもの事故の特徴と事故防止の方法、危機管理 

事前学習 子どもに多い事故について読んでくる。 

事後学習 
事故防止と安全教育、危機管理について整理す

る。 

第１２回 
集団保育における健康管理・健康教育 

グループワーク：安全衛生教材作り 

事前学習 
安全衛生教育について確認し、授業内で教材が

作成できるように準備する。 

事後学習 次回教材が完成するように準備する。 

第１３回 
集団保育における健康管理・健康教育 

グループワーク：安全衛生教材作り 

事前学習 授業内で教材が完成できるように準備する。 

事後学習 教材を完成させ発表に向けて準備する。 

第１４回 安全衛生教育発表 

事前学習 教材を完成させ発表に向けて準備する。 

事後学習 
各グループの発表から安全衛生教育に必要な

ことを整理する。 

第１５回 まとめ、内容の振り返り（ミニテスト） 
事前学習 授業内の疑問や質問を考えてくる。 

事後学習 この科目で学習したことを振り返る。 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 子どもの健康と安全 （2 単位） 

３．科目番号 

SSOT2414 

SCOT2414 

SJMP2123 ２．授業担当教員 深田 一枝 

４．授業形態 講義、演習、グループワーク、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 

保育環境を踏まえ子どもの保健に関する個別対応と集団全体の健康及び安全の管理の具体的な方法を学

ぶ。衛生管理、事故の予防及び安全対策、危機管理、防災への備えについて理解する。子どもが体調不良に

なった場合の対処方法、救急処置と救急蘇生法などを身に付ける。また保育における保健的対応の基本的考

え方や 3歳未満児への対応、慢性疾患やアレルギー性疾患など個別的な配慮を必要な子どもへの対応を学ぶ。

保護者や地域との連携を図る方法、保育における保健活動の計画と評価についても学ぶ。 

８．学習目標 

１．子どもの健康管理、健康観察の方法について理解し、実施できるようになる。 

２．衛生管理の方法（感染症対策も含む）について理解し、実施できるようになる。 

３．子どもに体調不良が発生した場合の対応について理解し、実施できるようになる。 

４．救急処置および救急蘇生法について理解し、実施できるようになる。 

５．子どもの事故の特徴と事故防止の方法、危機管理について理解し、説明できるようになる。 

６．3歳未満児への対応、慢性疾患やアレルギー性疾患など個別な配慮を要する子どもへの対応を理解し、説

明できるようになる。 

７．保護者や地域との連携方法、保健活動の計画と評価について理解し、説明できるようになる。 

８．集団保育における健康管理・健康教育の実際を理解し、説明できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業内で提示します。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】兼松百合子・荒木暁子・羽室俊子編著『子どもの保健・実習 －健やかな育ちをサポートするた

めに－』第 3版 同文書院、2019. 

【参考書】榊原洋一監修 小林美由紀著『子どもの保健演習ノート』改訂第３版追補 診断と治療社、2019。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．子どもの保健に関する個別対応について理解し実施できる。 

２．集団保育における健康管理・健康教育の実際を理解し説明できる。 

○評定の方法 

成績評価については、ミニテスト 20％、レポート 30％、日常の授業態度 50％とし総合的に評価を行う。 

12．受講生への 

メッセージ 

「子どもの健康と安全」は、保育中の乳幼児の命と健康を守るための技術を学ぶ重要な科目です。保育者

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

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

が大切です。一つ一つの実習を誠心誠意、真剣に行ってください。受講生は以下のことを必ず守ること。 

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

２）理解できないことはそのままにしておかないで、積極的に質問すること。 

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

４）授業中の私語、携帯電話の作動は絶対にしないこと。守れない場合は退出してもらいます。 

５）実技・演習は、事故のないように気を引き締めて行うこと。 

６）実習機材の準備・後片付けを積極的に行うこと。 

 

講師は以下のことを実行します。 

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

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

F 評価になることもあるので注意すること。） 

13．オフィスアワー 授業内で周知します 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

「子どもの健康と安全」を学ぶにあたって 

胎児期の発育とライフサイクル 

（受精してから出生するまでを中心に学ぶ。） 

事前学習 シラバスを熟読する。 

事後学習 
子どもの保健を学ぶ意義、胎児期の発育につい

て整理する。 

第２回 

子どもの成長発達 

（形態的成長、生理機能の発達、脳・神経系の発達、

運動機能の発達精神機能の発達について学ぶ。） 

＜グループワーク：乳幼児の成長発達＞ 

事前学習 pp.23～32を読み、疑問点をまとめておく。 

事後学習 グループワークの発表内容を整理する。 

第３回 

発育の観察と評価 

（身体発育の観察と評価について学ぶ。） 

＜技術演習：乳幼児の身体測定＞ 

事前学習 pp.32～39を読み、疑問点をまとめておく。 

事後学習 技術演習での課題を明確にする。 

第４回 

保育環境と衛生管理 

（保育環境の整備と衛生管理について学ぶ。） 

＜グループワーク：保育環境と衛生管理、手洗いチ

ェック＞ 

事前学習 pp.255～261を読み、疑問点をまとめておく。 

事後学習 
グループワークの発表内容を整理する。 

技術演習での課題を明確にする。 



 

 

 

第５回 

子どもの日常生活の養護（1） 

（乳幼児の栄養と食事について学ぶ。） 

＜技術演習：調乳、ミルクの飲ませ方＞ 

事前学習 pp.43～47を読み、疑問点をまとめておく。 

事後学習 技術演習での課題を明確にする。 

第６回 

子どもの日常生活の養護（2） 

（乳幼児の排泄の援助について学ぶ。） 

＜技術演習：おむつのあて方、おむつ交換＞ 

事前学習 pp.76～79を読み、疑問点をまとめておく。 

事後学習 技術演習での課題を明確にする。 

第７回 

子どもの日常生活の養護（3） 

（乳幼児の保清について学ぶ。） 

＜技術演習：沐浴＞ 

事前学習 pp.96～98を読み、疑問点をまとめておく。 

事後学習 技術演習での課題を明確にする。 

第８回 

健康観察 

（乳幼児の健康状態の観察について学ぶ。） 

＜技術演習：乳幼児のバイタルサイン測定＞ 

事前学習 pp.109～111を読み、疑問点をまとめておく。 

事後学習 技術演習での課題を明確にする。 

第９回 

体調不良への対応 

（子どもによくみられる症状と対応について学ぶ。） 

＜グループワーク：体調不良への対応＞ 

事前学習 pp.117～133を読み、疑問点をまとめておく。 

事後学習 グループワークの発表内容を整理する。 

第１０回 

個別の配慮を要する子どもへの対応 

（健康管理上必要な配慮がある子どもへの対応につ

いて学ぶ。） 

＜グループワーク：慢性疾患、アレルギー疾患等＞ 

事前学習 pp.145～155を読み、疑問点をまとめておく。 

事後学習 グループワークの発表内容を整理する。 

第１１回 

子どもの事故の特徴と安全管理 

（子どもの事故の特徴と事故予防、安全管理につい

て学ぶ。） 

＜グループワーク：保育環境における事故予防＞ 

事前学習 pp.197～204を読み、疑問点をまとめておく。 

事後学習 発表内容を評価・整理する。 

第１２回 

子どもの安全教育 

（「安全教育」のための教材を作成し、発表する。） 

＜グループワーク：教材作成、発表＞ 

事前学習 安全教育のテーマと教材を考える。 

事後学習 発表内容を評価・整理する。 

第１３回 

応急手当・一次救命処置 

（乳幼児の応急手当・一次救命処置について学ぶ。） 

＜技術演習：応急手当＞ 

事前学習 pp.219～228を読み、疑問点をまとめておく。 

事後学習 技術演習での課題を明確にする。 

第１４回 

健康管理・健康教育  

（「健康教育」のための企画書を作成する。） 

＜グループワーク：企画書の作成、発表＞ 

事前学習 
pp.243～256、pp.267～272 を読み、疑問点を

まとめておく。 

事後学習 発表内容を評価・整理する。 

第１５回 まとめ、内容の振り返り 
事前学習 授業内の疑問や質問を考える。 

事後学習 授業内での質問を整理する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 子どもの食と栄養 （2 単位） 

３．科目番号 

SJMP3121 

SSMP3358 

SCMP3358 

EDHE3334 
２．授業担当教員 髙尾 優 

４．授業形態 講義、演習（課題作成および発表含む）、調理実習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

小児期の栄養と食生活の重要性を理解し、一生涯の食生活の意義を理解する。また保育者として、小児の

発育と発達の特徴を踏まえた栄養と食のあり方を理解し、保育所における望ましい食のあり方について理解

を深める。さらに最近の食にまつわる様々な問題にふれながら、保護者と子どもの総合的な食育や保育所に

おける食の実践について理解する。 

８．学習目標 

１）栄養、食生活の基礎知識を身につける。 

２）小児期各期の栄養と食生活について学び、説明することができる。 

①妊娠期（胎児期） ②新生児期 ③乳児期 ④幼児期 ⑤学童期・思春期 

３）保育士としての食の援助の役割について学び、説明することができる。 

４）疾患をもつ小児の栄養・食生活について学び、説明することができる。 

５）小児の食の問題について学び、説明することができる。 

６）子どもとその家族に対する栄養教育・食教育について学び、知識を身につける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

宿題：事前学習として、教科書を読んでくること。事後学習として、しっかり復習し、授業内容についてま

とめること。 

レポート課題：詳細は授業内で提示する。 

10．教科書・参考書・

教材 
【教科書】児玉浩子ら編著『子どもの食と栄養 改定第 2版』中山書店、2018。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１）栄養、食生活の基礎知識を身につける。 

２）小児期各期の栄養と食生活について学び、説明することができる。  

①妊娠期（胎児期） ②新生児期 ③乳児期 ④幼児期 ⑤学童期・思春期 

３）保育士としての食の援助の役割について学び、説明することができる。 

４）疾患をもつ小児の栄養・食生活について学び、説明することができる。 

５）小児の食の問題について学び、説明することができる。 

６）子どもとその家族に対する栄養教育・食教育について学び、知識を身につける 

○評定の方法 

総合的に評価する期末試験   50% 、提出課題   20%、 受講態度   30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

子どもたちをとりまく環境について考え、子どもの食生活の現状と課題について理解を深めましょう。 

栄養の基礎的な知識を身に付け、保育所における食育に関する指針を理解し、食育を実践できる力を養いま

しょう。 

1．授業には積極的に参加すること。（遅刻、欠席のないようにすること。私語や居眠りをしないこと。） 

2．レポート等の提出期限は遵守すること。 

3．授業中はスマートフォン等の電源は切っておくこと。 

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 子どもの健康と食生活 
事前学習 

教科書 第 1 章（pp.2～24）を読み、わから

ないところをチェックしておく。 

事後学習 子どもの食生活の問題についてまとめる。 

第２回 栄養・食に関する基本的知識① 

事前学習 
教科書 第 2章 1～5（pp.26～35）を読み、わ

からないところをチェックしておく。 

事後学習 
消化吸収、たんぱく質、糖質、脂質について

まとめる。 

第３回 栄養・食に関する基本的知識② 
事前学習 

教科書 第 2 章 6～12（pp.36～48）を読み、

わからないところをチェックしておく。 

事後学習 ビタミン、ミネラルについてまとめる。 

第４回 子どもの発育・発達と栄養・食生活① 
事前学習 

教科書 第 3 章 1～5a（pp.50～68）を読み、

わからないところをチェックしておく。 

事後学習 授乳・離乳の支援ガイドを理解する。 

第５回 子どもの発育・発達と栄養・食生活② 
事前学習 

教科書 第 3 章 5b～7（pp.69～86）を読み、

わからないところをチェックしておく。 

事後学習 離乳食についてまとめる。 

第６回 調乳実習 
事前学習 教科書 p.67を読んでくる。 

事後学習 調乳に関してレポートを作成する。 

第７回 離乳食調理実習 
事前学習 教科書 pp.70～73を読んでくる。 

事後学習 離乳食に関してレポートを作成する。 

第８回 食育の基本と実践① 
事前学習 

教科書 第 4章 1～3（pp.88～95）を読み、わ

からないところをチェックしておく。 

事後学習 郷土食について調べる。 



 

 

第９回 食育の基本と実践② 
事前学習 

教科書 第 4 章 4～6（pp.96～108）を読み、

わからないところをチェックしておく。 

事後学習 保育所で行われている食育について調べる。 

第１０回 食育の基本と実践③ 
事前学習 

教科書第 4章を読み、わからないところをチ

ェックしておく。 

事後学習 食育についてレポートを作成する。 

第１１回 児童福祉施設や家庭における食と栄養 
事前学習 

教科書 第 5章（pp.110～116）を読み、わか

らないところをチェックしておく。 

事後学習 児童福祉施設における食についてまとめる。 

第１２回 食の安全 
事前学習 

教科書 第 6章（pp.118～134）を読み、わか

らないところをチェックしておく。 

事後学習 食中毒予防についてまとめる。 

第１３回 特別な配慮を必要とする子どもの食と栄養① 

事前学習 
教科書 第 7章 1～5（pp.136～143）を読み、

わからないところをチェックしておく。 

事後学習 
食物アレルギー児への対応、発熱時の対応に

ついてまとめる。 

第１４回 特別な配慮を必要とする子どもの食と栄養② 

事前学習 
教科書 第 7章 6～10（pp.144～154）を読み、

わからないところをチェックしておく。 

事後学習 
肥満、やせ、障害児への対応についてまとめ

る。 

第１５回 まとめ 

事前学習 授業ノートの復習 

事後学習 
授業で使用した教科書、ノート、プリントな

どを総復習する。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 子どもの保健Ⅱ （1 単位） 
３．科目番号 

SSOT2407 

SCOT2407 

SJMP2117 ２．授業担当教員 佐野 葉子 

４．授業形態 技術演習、講義、グループワーク、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 

保育者として子どもの健康と安全を守るために必要な基礎的知識や実践力を身に付けることをねらいとし

ている。「子どもの保健Ⅰ」で学んだ知識を基礎とし、子どもが健康的に生活するうえで必要な生活環境要因
について理解し、総合的な援助技術の習得を目指す。 
技術演習では、子どもの発育の観察と評価、日々の健康状態の観察、健康的な日常生活習慣形成のための

適切な養護、一般的な症状に対する看護の方法、応急手当（一次救命処置を含む）など、保育現場で必要と
される技術をモデル人形を対象として実践する。 
グループワークでは、事故防止対策と安全教育、歯磨きや手洗いなどの健康教育について検討し、発表す

ることで集団保育における事故防止や健康管理・健康教育の実践力を身に付ける。 

８．学習目標 

１．子どもの発育や健康状態の観察について理解し評価と支援を行うことができる。  
２．子どもの一般的な症状に対する看護の方法について理解し、説明することができる。 

３．子どもの事故の特徴と事故防止の方法について理解し、説明することができる。 
４．応急手当（一次救命処置を含む）の実際を学び、実施することができる。 
５．集団保育における健康管理・健康教育の実際を理解し、説明することができる。 

６．子どもの健康と安全を守る保育者としての必要な態度を表現することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１）毎回の授業で学習した内容について教科書のワークを用いて復習する。 

２）日赤幼児安全法について、学習した内容と感想を書く（1000字程度）。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】榊原洋一監修・小林美由紀著『子どもの保健演習ノート』改訂第 2版、診断と治療社。 

【参考書】今井七重編『演習 子どもの保健Ⅱ』（株）みらい。 

東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 

東京福祉大学編『新・社会福祉要説』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．子どもの発育や健康状態の観察について理解し、評価と支援を行うことができる。 

２．子どもの日常生活の養護の方法について理解し、実施することができる。 
３．子どもの一般的な症状に対する看護の方法について理解し、説明することができる。 
４．子どもの事故の特徴と事故防止の方法について理解し、説明することができる。 

５．応急手当（一次救命処置を含む）の実際を学び、実施することができる。 
６．集団保育における健康管理・健康教育の実際を理解し、説明することができる。 
７．子どもの健康と安全を守る保育者としての必要な態度を表現することができる。 

○評定の方法 

期末テスト 50％、レポート 20％、授業態度 30％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

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

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

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

一つ一つの実習を誠心誠意、真剣に行ってください。受講生は以下のことを必ず守ること。 

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

２）理解できないことはそのままにしておかないで、積極的に質問すること。 

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

４）授業中の私語、携帯電話の作動は絶対にしないこと。守れない場合は退出してもらいます。 

５）実技・演習は、事故のないように気を引き締めて行うこと。 

６）実習機材の準備・後片付けを積極的に行うこと。 

 

講師は以下のことを実行します。 

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

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

F評価になることもあるので注意すること。） 

13．オフィスアワー 授業開始時にお知らせします。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション（子どもの保健Ⅱを学ぶにあたっ

て） 

事前学習 シラバスを読んでおく。 

事後学習 自己紹介用紙を記載する。 

第２回 胎児期の発育について（受精してから出生するまで） 

事前学習 胎児期の発育について考えてくる。 

事後学習 
自分の母子健康手帳を見て必要事項を自己紹介

用紙に記載する。 

第３回 
第 1章 子どもの発育を知ろう 

（身体発育の観察と評価） 

事前学習 テキスト pp2～17を読んでおく。 

事後学習 第 1章おさらいテスト問 1･問 2 

第４回 第１章 子どもの発育を知ろう 事前学習 テキスト pp.4～7を読んでおく。 



 

 

 

（身体発育の測定方法と評価） 事後学習 第 1章おさらいテスト問 3 

第５回 
第 2章 子どもの発達を知ろう 

（運動機能の発達とその評価について） 

事前学習 テキスト pp.26～36を読んでおく。 

事後学習 第 2章おさらいテスト問 1・問 2 

第６回 
第 3章 子どもの健康状態を知ろう 

（子どもの生理機能の発達を理解する） 

事前学習 テキスト pp.40～42を読んでおく。 

事後学習 
第 3章おさらいテスト問 1①～⑦、⑨問 2①～⑤、

問 3 

第７回 
第 5章 子どもの保育環境づくり 

（屋内の衛生管理など） 

事前学習 テキスト pp.74～78を読んでおく。 

事後学習 第 5章おさらいテスト問①②⑩⑪⑫ 

第８回 

第 4章 日常における養護の方法 

（抱き方・おんぶの仕方・寝かせ方・外気浴における留

意点） 

事前学習 テキスト pp.52～53、pp.62～64を読んでおく。 

事後学習 第 4章おさらいテスト問 1④、問 3⑪～⑮ 

第９回 
第 4章 日常における養護の方法 

（母乳と人工栄養、離乳食の進め方） 

事前学習 テキスト pp.53～55を読んでおく。 

事後学習 第 4章おさらいテスト問１①②、問 2①～③ 

第１０回 
第 4章 日常における養護の方法 

（調乳の実際、手洗いの基本） 

事前学習 テキスト pp.53～55、p61を読んでおく 

事後学習 調乳の方法と留意点について復習する。 

第１１回 
第 4章 日常における養護の方法 

（衣服の着せ方、排泄のさせ方） 

事前学習 テキスト pp.56～59を読んでおく。 

事後学習 衣服の着せ方について復習する。 

第１２回 
第 4章 日常における養護の方法 

（沐浴・入浴のさせ方） 

事前学習 テキスト pp.59～61を読んでおく。 

事後学習 入浴のさせ方について復習する。 

第１３回 
第 4章 日常における養護の方法 

（口腔内の衛生） 

事前学習 テキスト pp.56～57を読んでおく。 

事後学習 第 4章おさらいテスト問２④⑤ 

第１４回 
第 4章 日常における養護の方法 

（口腔機能の発達） 

事前学習 自分の歯がいつ頃生えてきたか考える。 

事後学習 歯と口の健康の重要性について復習する。 

第１５回 
第 8章 いざというときの応急処置 

（傷害時の応急処置、エピペンについて） 

事前学習 テキスト pp.126～130を読んでおく。 

事後学習 第 8章おさらいテスト問１、問 2 

第１６回 
第 6章 よくかかる病気について知ろう 

（冷却用具の種類と作り方、薬の与え方、嘔吐物の処理） 

事前学習 テキスト pp.82～86を読んでおく。 

事後学習 第 6章おさらいテスト問 1、問 2、問 3、問 4 

第１７回 救急蘇生法（乳幼児の救急救命処置） 
事前学習 テキスト pp.122～128を読んでおく。 

事後学習 第 8章おさらいテスト問４ 

第１８回 救急蘇生法（乳幼児の救急救命処置） 
事前学習 テキスト pp.122～128を読んでおく。 

事後学習 アサイメント２ 

第１９回 
第 7章 よく起こる事故について知ろう 

（乳幼児に起こりやすい事故とその特徴） 

事前学習 テキスト pp.106～109を読んでおく。 

事後学習 第 7章おさらいテスト問 1～問 3 

第２０回 
第 7章 よく起こる事故について知ろう 

（安全への配慮・安全管理・安全教育） 

事前学習 テキスト pp.109～118を読んでおく。 

事後学習 グループで製作する教材の準備をする。 

第２１回 安全衛生に関する教育と教材の作成（グループワーク） 
事前学習 グループで製作する教材の準備をする。 

事後学習 時間内で教材ができあがるように準備する。 

第２２回 安全衛生に関する教育と教材の作成（グループワーク） 
事前学習 時間内で教材ができあがるように準備する。 

事後学習 来週の発表に向けて発表の準備をする。 

第２３回 安全衛生教育のプレゼンテーション 
事前学習 

発表ができるようにグループ内で打ち合わせを

する。 

事後学習 グループワークと発表の振り返り。 

第２４回 まとめ 
事前学習 授業で配付されたプリントを整理する。 

事後学習 この科目で学んだことを振り返る。 

 



 

 

１．科目名（単位数） コンピュータサイエンスⅡ （2 単位） 

３．科目番号 EDIT1312 

２．授業担当教員 舘 秀典 

４．授業形態 講義および演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

試験結果を点数順に並べ替える問題や、選挙結果の集計など、具体的な問題の処理手順をアルゴリズムと

いう。同じコンピュータを使って同じ問題を扱っても、アルゴリズムが異なれば、問題解決に要する処理時

間は大幅に異なる。本講義では、アルゴリズムの善し悪しの評価方法である「オーダ」という概念について

学び、具体的な問題に対する複数のアルゴリズムを開発し、そのオーダの違いを調べる。また、これらのア

ルゴリズムを、C++言語を用いてコンピュータ上で実行することにより、オーダの違いと処理時間の関係を

実感する。 

８．学習目標 
アルゴリズムは、ハードウェアの進歩に左右されない概念である。現在の情報化社会を支えているコンピ

ュータの底に潜む、技術の進歩に左右されない科学としての見方・考え方・方法論を学ぶ。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

テーマ毎に、授業内容に基づく課題を出題する。課題の内容は、主に教科書や配付資料内の演習問題などか

ら出題され、受講者には授業担当者の指示に従ってレポートを作成および提出することが求められる。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

藤原暁宏『情報工学レクチャーシリーズ アルゴリズムとデータ構造』森北出版。 

【参考書】 

講義の中で適宜紹介するとともに、印刷物を配布する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．アルゴリズムとデータ構造の基本的概念を理解しているか。 

２．代表的なアルゴリズムの学習を通じ、コンピュータにおけるデータ処理の基本概念を理解できたか。 

○評定の方法 

試験 50%、提出物（レポート等）30%、受講姿勢 20%で評価。 

※試験を総合演習課題提出にかえて実施する場合がある。 

12．受講生への 

メッセージ 

論理的な思考ができるように普段から心がけること。またプログラムとして動作確認を行うが、ファイル

の操作およびタイピング等基礎的な能力は最低限身に付けておくこと。 

一度の欠席が大きな遅れとなるため、やむを得ず欠席した際は必ず補完しておくこと。 

また、簡単なプログラムにてアルゴリズムの実装を行う。構造的な考え方に慣れること。 

13．オフィスアワー 初回の授業で通知する。 

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 イントロダクション 

事前学習 
シラバスと指定教科書の内容を確認し、今後の学習事項について把

握することを求める。 

事後学習 
オリエンテーションで学習した重要事項を学習ノート等に整理し、

記憶の定着を促す。 

第２回 アルゴリズムとは 

事前学習 
「アルゴリズムの概要」に関する例題及び練習問題を事前に解いて、

本時の学習内容と特に理解を要する箇所の把握に努める。 

事後学習 
「アルゴリズムの概要」の練習問題及び応用問題に取り組み、学習

内容の理解を深めて記憶の定着を促す。 

第３回 アルゴリズムの設計と評価 

事前学習 
「アルゴリズムの設計と評価」に関する例題及び練習問題を事前に

解いて、本時の学習内容と特に理解を要する箇所を把握する。 

事後学習 
「アルゴリズムの設計と評価」の練習問題及び応用問題に取り組み、

学習内容の理解を深めて記憶の定着を促す。 

第４回 
プログラミング演習 

（C, C++の構文） 

事前学習 
「プログラミング演習」に関する箇所を読み、プログラムとは何か

理解する。 

事後学習 
「プログラミング演習」の練習問題及び応用問題に取り組み、学習

内容の理解を深める。 

第５回 
プログラミング演習 

（基本処理） 

事前学習 「プログラミング演習」に関する例題及び練習問題を事前に解く。 

事後学習 
「プログラミング演習」の練習問題及び応用問題に取り組み、学習

内容の理解を深める。 

第６回 
プログラミング演習 

（文字列操作） 

事前学習 「プログラミング演習」に関する例題及び練習問題を事前に解く。 

事後学習 
「プログラミング演習」の練習問題及び応用問題に取り組み、学習

内容の理解を深める。 

第７回 
プログラミング演習 

（関数） 

事前学習 「プログラミング演習」に関する例題及び練習問題を事前に解く。 

事後学習 
「プログラミング演習」の練習問題及び応用問題に取り組み、学習

内容の理解を深める。 

第８回 
探索アルゴリズムと計算量 

（線形探索） 

事前学習 
「探索アルゴリズムと計算量」に関する例題及び練習問題を事前に

解いて、本時の学習内容と特に理解を要する箇所の把握に努める。 

事後学習 
「プログラミング演習」の練習問題及び応用問題に取り組み、学習

内容の理解を深めて記憶する。 



 

 

 

第９回 
探索アルゴリズムと計算量 

（逐次探索） 

事前学習 
「探索アルゴリズムと計算量②」に関する例題及び練習問題を事前

に解いて、本時の学習内容と特に理解を要する箇所の把握に努める。 

事後学習 
「探索アルゴリズムと計算量②」の練習問題及び応用問題に取り組

み、学習内容の理解を深めて記憶の定着を促す。 

第１０回 
探索アルゴリズムと計算量 

（二分探索、その他） 

事前学習 
「探索アルゴリズムと計算量③」に関する例題及び練習問題を事前

に解いて、本時の学習内容と特に理解を要する箇所の把握に努める。 

事後学習 
「探索アルゴリズムと計算量③」の練習問題及び応用問題に取り組

み、学習内容の理解を深めて記憶の定着を促す。 

第１１回 
整列アルゴリズムと計算量 

（選択法） 

事前学習 
「整列アルゴリズムと計算量①」に関する例題及び練習問題を事前

に解いて、本時の学習内容と特に理解を要する箇所の把握に努める。 

事後学習 
「整列アルゴリズムと計算量①」の練習問題及び応用問題に取り組

み、学習内容の理解を深めて記憶の定着を促す。 

第１２回 
整列アルゴリズムと計算量 

（マージソート） 

事前学習 
「整列アルゴリズムと計算量②」に関する例題及び練習問題を事前

に解いて、本時の学習内容と特に理解を要する箇所の把握に努める。 

事後学習 
「整列アルゴリズムと計算量②」の練習問題及び応用問題に取り組

み、学習内容の理解を深めて記憶の定着を促す。 

第１３回 
整列アルゴリズムと計算量 

（その他 ソート） 

事前学習 
「整列アルゴリズムと計算量③」に関する例題及び練習問題を事前

に解いて、本時の学習内容と特に理解を要する箇所の把握に努める。 

事後学習 
「整列アルゴリズムと計算量③」の練習問題及び応用問題に取り組

み、学習内容の理解を深めて記憶の定着を促す。 

第１４回 総合演習 

事前学習 
「総合演習」に関する例題及び練習問題を事前に解いて、本時の学

習内容と特に理解を要する箇所の把握に努める。 

事後学習 
「総合演習」の練習問題及び応用問題に取り組み、学習内容の理解

を深めて記憶の定着を促す。 

第１５回 講義の総括 

事前学習 
「講義の総括」を前に、これまでの学習内容の中から理解できてい

ない項目がないか教科書及びノート等を見直して確認する。 

事後学習 
「講義の総括」で再学習があると判明した問題を解き直し、理解を

深め、記憶の定着を促す。 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） コンピュータネットワークⅡ （2 単位） 

３．科目番号 EDIT2322 

２．授業担当教員 舘 秀典 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
科目「コンピュータネットワークⅠ」の内容を学習済みであることを前提とした授業を行う。 

７．講義概要 
現代のインターネットの通信手段の基礎である TCP/IP の仕組みを演習を通して学ぶ。また、ネットワー

ク上のサービス形態として、クライアントサーバモデルと P2P モデルについて学ぶ。 

８．学習目標 
プロトコルの観点から、世界的情報ネットワークであるインターネットの仕組みを理解することを目標と

する。特にIPプロトコル、ルーティングアルゴリズム、TCPプロトコルをマスターする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

教科書および配布資料の演習問題を各章の終了毎に行う。 

10．教科書・参考書・ 

教材 

【教科書】小林 浩・江崎 浩著「インターネット総論」共立出版株式会社。 

【参考書】A.S. タネンバウム著『コンピュータネットワーク第 4版』日経 BP社。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

プロトコルの観点から、世界的情報ネットワークであるインターネットの仕組みを理解することができたか。 

○評定の方法 

１．授業ごとに提出されるレポート、課題など 70％ 

２．授業への積極的参加と受講態度 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

専門用語が多いため、あらかじめ教科書に目を通し、不明な用語は調べてくること。 

演習問題を多く行う。やり残しや疑問点等は早めに解決すること。 

コンピュータネットワークⅠの内容を理解していることが大前提となる。 

13．オフィスアワー 初回に周知する 

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 
LAN および OSI 階層構造等、コンピュータネ

ットワークⅠの復習 

事前学習 教科書 第 1章 1.1-1.2を読み理解する。 

事後学習 LANおよび OSI階層構造等についての演習課題を解く。 

第２回 インターネットの歴史と運営組織 

事前学習 教科書 第 1章 1.3を読み理解する。 

事後学習 
インターネットの歴史と運営組織についての演習課題を

解く。 

第３回 
インターネット層（1）インターネットプロ

トコル 

事前学習 教科書 第 2章 2.1 を読み理解する。 

事後学習 
インターネットプロトコルの概要についての演習課題を

解く。 

第４回 インターネット層（2）IPアドレスの仕組み 
事前学習 教科書 第 2章 2.2 を読み理解する。 

事後学習 IPアドレスの仕組みについての演習課題を解く。 

第５回 インターネット層（3）経路制御 
事前学習 教科書 第 2章 2.3 を読み理解する。 

事後学習 経路制御についての演習課題を解く。 

第６回 インターネット層（4）演習 
事前学習 過去の講義内容全般の見直し。 

事後学習 教科書 pp.52-53演習課題を解く。 

第７回 物理・データリンク層（1）基礎技術 
事前学習 教科書 第 3章 3.1 を読み理解する。 

事後学習 基礎技術についての演習課題を解く。 

第８回 物理・データリンク層（2）有線系 
事前学習 教科書 第 3章 3.2 を読み理解する。 

事後学習 有線系についての演習課題を解く。 

第９回 物理・データリンク層（2）無線系 
事前学習 教科書 第 3章 3.3 を読み理解する。 

事後学習 無線系についての演習課題を解く。 

第１０回 トランスポート層 (1) 概要 
事前学習 教科書 第 4章 4.1を読み理解する。 

事後学習 無線系についての演習課題を解く。 

第１１回 トランスポート層（2）TCPと UDP 
事前学習 教科書 第 4章 4.2を読み理解する。 

事後学習 TCPと UDPについての演習課題を解く。 

第１２回 トランスポート層（3）TCPと UDP 
事前学習 教科書 第 4章 4.3を読み理解する。 

事後学習 TCPと UDPについての演習課題を解く。 

第１３回 
インターネット上のビジネス・セキュリティ 

次世代のインターネット技術 

事前学習 教科書 第 5.7.10章を読み理解する。 

事後学習 
次世代のインターネット技術についての演習課題を解

く。 

第１４回 システム設計と運用 
事前学習 教科書 第 9章を読み理解する。 

事後学習 システム設計と運用についての演習課題を解く。 

第１５回 総合演習 
事前学習 過去の講義内容全般の見直しを行う。 

事後学習 講義中に配布する、これまでの総合演習課題を解く。 

 

 


