
 

 

１．科目名（単位数） 日本語学習とマルチメディア （2 単位） 

３．科目番号 EIJP2361 

２．授業担当教員 中園 長新 

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 

情報処理演習Ⅰで学習したWordやPowerPointのスキルを活用した演習を行うため、復習した上で授業に参加

することが望ましい。 

７．講義概要 

古くから視聴覚教材は語学学習に有効な教材として使われてきた。近年のコンピュータ環境の進歩により、

マルチメディア、インターネットを利用した高度な学習システムやサービスの一般利用が可能となった。こ

のような教材を扱う技術や知識を得ることは語学学習者・教育者にとって重要である。本講義では、マルチ

メディア教材の有効性について学習し、IT を用いた日本語学習教材について演習によって操作方法などを修

得する。また、日本語教育に必要なマルチメディア教材について分析・検討する。 

８．学習目標 

日本語学習にマルチメディアがどのように関係するかを知り、その効果的な利用方法について学ぶ。 

講義、演習を通して、IT を用いた日本語学習コンテンツに関する基礎的な知識や操作方法を修得する。 

日本語教育の実践に向けた教材の作成技術を習得する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

マルチメディアやICTを活用して、日本語を学習する外国人向けに、日本語学習のための教材を作成する。教

材はPowerPointを使って作成するため、技術的な制約が多くあるが、それらの制約の中で実現可能なことを

模索し、自ら創意工夫して課題作成に取り組むことを求める。 

作成した課題作品教材については、受講者同士で試用し、相互評価を行う。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

教科書は指定しない。授業内で資料等を配付する。 

【参考書】 

山田智久『ICTの活用 第 2版（日本語教師のための TIPS 77 第 2巻）』くろしお出版、2017。 

その他の参考書については、授業内で紹介する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. マルチメディア技術を用いた日本語学習コンテンツに関する知識を得る。 

2. ITを用いた日本語学習コンテンツに関する操作方法を修得する。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、課題等を総合して評価する] 

1. 授業への積極的参加、受講態度 30％ 

2. 授業ごとに課されるレポートや課題 70％ 

12．受講生への 

メッセージ 

マルチメディアを活用した様々な日本語学習教材を実際に体験したり、それらの活用方法について議論した

りする。また、自分で日本語学習のための教材を作成することを通して、日本語学習に必要な学習の在り方

や、教材作成に活用できるマルチメディアの特性等について理解を深める。 

コンピュータを使う演習や課題を多く含むため、操作方法が分からない場合は早めに質問したり調べたりし

て、課題に取り組む時間を有効に使うようにしてほしい。 

より深い学びを実現するため、受講生の状況に応じて講義内容・順序を変更する場合がある。 

授業の教材や課題等は学生の理解度に合わせたものを準備しているが、専門知識を学ぶ科目であるため、専

門用語等が多く含まれる。本科目を履修する受講生の国籍等は不問だが、自ら用語等を調べ、理解すること

ができる学習意欲と日本語能力が求められる。 

13．オフィスアワー 

授業内（初回授業）で周知する。オフィスアワー以外の時間帯であっても対応可能である場合は随時受け付

ける（原則として要予約）。 

メールによる相談等も随時受け付ける。メールアドレスも授業内（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 

イントロダクション 

メディアとは何か、マルチメディアとは何か、ICT とは

何か 

事前学習 

「メディア」「マルチメディア」「ICT」等の

用語について、自分なりに意味や用法、それ

ぞれの違い等を調べておく。 

事後学習 
身の回りで活用されているメディア、マルチ

メディア、ICT について検討する。 

第２回 マルチメディアを活用した学習教材の例 

事前学習 

これまでに使ったことがある（または、知っ

ている）語学教材について、どのような特徴

があったか思い出しておく。 

事後学習 
授業で紹介した教材について、興味を持った

ものをいくつか選び、実際に使ってみる。 

第３回 
マルチメディアを活用した語学教材の調査 (1) 

既存の語学教材にはどのようなものがあるか 

事前学習 
前回授業で扱ったもの以外に、どのような語

学教材があるか下調べをしておく。 

事後学習 
授業での情報交換を元に、既存の語学教材に

ついてさらに調査を行い、理解を深める。 

第４回 
マルチメディアを活用した語学教材の調査 (2) 

興味を持った語学教材に関する調査とレポート作成 

事前学習 
語学教材の中から興味を持ったものを選び、

それについての資料を収集しておく。 

事後学習 調査レポートを完成させ、提出する。 

第５回 
マルチメディアを活用した語学教材の調査 (3) 

語学教材調査レポートの発表 

事前学習 調査レポートを元に、発表準備をしておく。 

事後学習 
レポートに対する評価に基づいて、調査内容

をさらに深化させる。 



 

 

第６回 
MOOC を使った学習の体験 (1) 

MOOC とは何か、代表的なプラットフォーム 

事前学習 
MOOC とは何であり、どのような特徴があ

るか、自分なりに調べておく。 

事後学習 

MOOC プラットフォームの中から自分が使

ってみたいものを選び、ユーザ登録して使い

方等を確認する。 

第７回 
MOOC を使った学習の体験 (2) 

MOOC と語学学習の親和性を考える 

事前学習 
MOOC を使った語学学習の可能性について

考えておく。 

事後学習 
実際に MOOC で学習に取り組み、可能であ

れば 1 つ以上の講座を修了する。 

第８回 
MOOC を使った学習の体験 (3) 

MOOC のメリット・デメリットを考える 

事前学習 
MOOC での学習を振り返り、メリット・デ

メリットを自分なりに考えておく。 

事後学習 
MOOC を活用した語学学習の在り方につい

て、自分なりに再検討する。 

第９回 
ディスカッション：日本語を学習する外国人は、どんな

語学教材を求めているのか？ 

事前学習 
自分が日本語を学習する場合、どのような教

材があると嬉しいか考えておく。 

事後学習 

ディスカッションの内容を踏まえた上で、日

本語学習の教材に必要な要素について検討

する。 

第１０回 教材作成に活用できる PowerPoint のスキル 

事前学習 
PowerPoint の基本的な使い方について復習

しておく。 

事後学習 
PowerPoint のスキルを復習し、自在に活用

できるように練習する。 

第１１回 
マルチメディアや ICT を活用した語学教材の作成 (1) 

作成したい教材の検討 

事前学習 
第９回授業のディスカッション内容を思い

出しておく。 

事後学習 自分が作成したい教材の概要を整理する。 

第１２回 
マルチメディアや ICT を活用した語学教材の作成 (2) 

PowerPoint を用いた教材の実装方法検討 

事前学習 
教材作成において必要となる PowerPoint の

スキルを復習しておく。 

事後学習 教材作成に継続的に取り組む。 

第１３回 
マルチメディアや ICT を活用した語学教材の作成 (3) 

教材の作成と完成 

事前学習 
教材作成に必要な資料等を収集し、準備して

おく。 

事後学習 教材を完成させ、提出する。 

第１４回 
マルチメディアや ICT を活用した語学教材の評価 (1) 

作成した教材の発表会と試用 

事前学習 
作成した教材について、発表に含めたい事項

（工夫した点等）を確認しておく。 

事後学習 
他の受講生が作成した教材をさらに試用し、

コメント等を整理する。 

第１５回 

マルチメディアや ICT を活用した語学教材の評価 (2) 

作成した教材の相互評価 

授業のまとめ：語学教材とマルチメディアの関係 

事前学習 
自分が作成した教材について、自己評価して

おく。 

事後学習 

科目全体での学習内容を復習し、マルチメデ

ィアや ICT と日本語学習の関係について自

分なりに復習する。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
日本語教育演習 （2単位） 

３．科目番号 EIJP3355 

２．授業担当教員 青木 優子 

４．授業形態 講義と演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

日本語を教えるためには、どのような教科書と指導法がよいかを実際に教案を作りながら考える。 

１ 直接法の授業を実際に体験する。 

２ どのように教案を書くのかを学ぶ。 

３ 授業をしやすい教案とは何かをクラスで考える。 

４ 学習者主体の授業とは何かを確認しながら教案を作成し、模擬授業を行う。 

＊各自の教案をクラスで考え、それぞれの良い点・悪い点を意見交換する。 

８．学習目標 
授業に対する教案の作成ができる。 

模擬授業を体験しながら「日本語指導」における大切なことがわかる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

小レポート、授業の教案、模擬授業の内省レポートを提出する。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】高見沢孟著『新・はじめての日本語教育２』アスク出版 

適宜、授業でプリントを配布する 

【参考書】高見沢孟著『新・はじめての日本語教育１』アスク出版 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．授業に対する教案の作成ができるようになったか。 

２．模擬授業を体験しながら「日本語指導」における大切なことがわかるようになったか。 

○評定の方法 

１ 授業への積極的参加・授業態度   ３０％ 

２ 課題・レポート          ３０％ 

４ 期末試験（模擬授業）       ４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

将来日本語教師になるための実践トレーニングとなる授業です。日本語教育に関する基礎的な知識を身につ

けるとともに、実際に教壇に立つことを想定した活動も行ないます。日本語のルールをわかりやすく学習者

に伝えるための指導方法について、一緒に考えていきましょう。 

13．オフィスアワー 詳細は初回授業時に説明する。 

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（授業概要の説明、日本語を教える

フィールドと学習者について考える） 

事前学習 シラバスと教科書の pp.7-20を熟読する。 

事後学習 
小レポート「理想の日本語教育」を次週に提

出する。 

第２回 日本語教授法の歴史と現状 
事前学習 教科書 pp.149-190を熟読する。 

事後学習 配布資料をやり、次週に提出する。 

第３回 日本語教師の役割とコースデザイン 
事前学習 教科書 pp.21-42を熟読する。 

事後学習 配布資料をやり、次週に提出する。 

第４回 中上級の教え方 
事前学習 教科書 pp.97-136を熟読する。 

事後学習 配布資料をやり、次週に提出する。 

第５回 評価と試験 
事前学習 教科書 pp.137-148を熟読する。 

事後学習 配布資料をやり、次週に提出する。 

第６回 教科書・教材について考える 
事前学習 

教案に書く内容と教案の意義について考え

ておく。 

事後学習 配布資料をやり、次週に提出する。 

第７回 教案作成について考える 
事前学習 

課題プリントを読んで自分の考えをまとめ

ておく。 

事後学習 配布資料をやり、次週に提出する。 

第８回 文法の指導について考える 
事前学習 

課題プリントを読んで自分の考えをまとめ

ておく。 

事後学習 配布資料をやり、次週に提出する。 

第９回 作文の指導について考える 
事前学習 

課題プリントを読んで自分の考えをまとめ

ておく。 

事後学習 配布資料をやり、次週に提出する。 

第１０回 語彙の指導について考える 
事前学習 

課題プリントを読んで自分の考えをまとめ

ておく。 

事後学習 配布資料をやり、次週に提出する。 

第１１回 日本事情の指導について考える 
事前学習 

課題プリントを読んで自分の考えをまとめ

ておく。 

事後学習 配布資料をやり、次週に提出する。 

第１２回 担当授業の決定・教案の作成と模擬授業の準備 
事前学習 担当したい模擬授業について考える。 

事後学習 教案を完成させ模擬授業の準備を行なう。 



 

 

第１３回 模擬授業①（文法・作文の授業） 
事前学習 教案に沿って模擬授業の準備を行なう。 

事後学習 模擬授業の内省をする。 

第１４回 模擬授業②（語彙・日本事情の授業） 
事前学習 教案に沿って模擬授業の準備を行なう。 

事後学習 模擬授業の内省をする。 

第１５回 模擬授業の振り返りと授業のまとめ 

事前学習 模擬授業の内省をする。 

事後学習 
自分の模擬授業に対する内省レポートを書

く。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 日本語教授法Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 EIJP2353 

２．授業担当教員 大上 忠幸 

４．授業形態 講義・演習・討論・発表 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「日本語教育概論」を履修済みであることが望ましい 

７．講義概要 

 日本語教育に携わる際、まず心がけなければならないことは、日本語を知ること、それをわかりやすく説

明する技術が必要となる。 

 この講義では、日本語そのものについて学習し、それらがどんな特徴を持っているのかなど、日本語教育

に必要な基礎知識を修得し、日本語教育を志す受講者の教授法における基礎力の育成を目指す。 

８．学習目標 

・日本語教師にとって、日本語はどんな言語かについて学び、日本語の言語的な成り立ちや他の言語との関

わりについて理解し、説明できるようにする。 

・日本語の音声・文法・文字・語彙などについて、日本語教師として現場での指導実践に役立てることがで

きる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１． 授業のはじめと終わりに毎回、学習内容の確認を行う。 

２． 最終回に提出し発表するレポート（初級教科書の中から任意の課を取り上げ、「目標」や「目標達成のた

めどういう練習をするか」等を考え、レポートにまとめる。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】高見沢孟著『新・はじめての日本語教育 2』アスク、2016。 

【参考書】高見沢孟監修『新・はじめての日本語教育 1』アスク、2016。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．日本語教師の仕事について理解できたか。 

２．日本語教師として、現場での指導実践に役立てるような活動ができたか。 

○評定の方法 

[授業への出席、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・受講態度       総合点の３０％ 

２ 期末試験（レポート）        総合点の３０％ 

３ 課題・発表             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 

実際の教育現場で日本語はどのように教えられるのか。受講生の外国語学習の経験とからめて、日本語教授

法について楽しく学びましょう。 

13．オフィスアワー 月曜および水曜の 11 時 40 分から 13 時 10 分 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
シラバスの確認 

第３章 初級の教え方（１）発音／会話 

事前学習 初級がどのような授業か考える。 

事後学習 外国語初級授業の受講経験をまとめる。 

第２回 
１．会話を教えるということ 

２．日本語教育と教授法 

事前学習 pp.44～46 を読み理解する。 

事後学習 
会話の教え方と日本語教授法についてまと

める 

第３回 教授法：オーディオ・リンガル・アプローチを知る 

事前学習 pp.153～156 を読み理解する。 

事後学習 
オーディオ・リンガル・アプローチについて

まとめる。 

第４回 教授法：コミュニカティブ・アプローチを知る 

事前学習 pp.157～158 を読み理解する。 

事後学習 
コミュニカティブ・アプローチについてまと

める。 

第５回 
オーディオ・リンガル・アプローチとコミュニカティブ・

アプローチの違いを考える 

事前学習 p.159 を読み理解する。 

事後学習 
オーディオ・リンガルとコミュニカティブの

教授法の違いをまとめる。 

第６回 
３．会話テキストの構成 

４．課の目的 

事前学習 pp.47～48 を読み理解する。 

事後学習 
会話の教科書およびその目的についてまと

める。 

第７回 ５．対話の指導 
事前学習 pp.49～55 を読み理解する。 

事後学習 対話の教え方についてまとめる。 

第８回 
６．補足語彙の指導 

７．文法用法説明の指導 

事前学習 pp.56～57 を読み理解する。 

事後学習 
テキスト関連の語彙、文法の指導についてま

とめる。 

第９回 ８．各種練習の指導 
事前学習 pp.58～63 を読み理解する。 

事後学習 様々な練習の教え方についてまとめる。 

第１０回 Ⅲ コミュニケーションのための創造的練習 

事前学習 pp.64～68 を読み理解する。 

事後学習 
コミュニケーション能力の練習についてま

とめる。 

第１１回 自由選択練習の指導 
事前学習 pp.68～74 を読み理解する。 

事後学習 自由に選ぶ練習の教え方についてまとめる。 

第１２回 
９．日本語教育における「練習」と「転移」 

１０．練習問題の指導 

事前学習 pp.75～80 を読み理解する。 

事後学習 日本語教育の練習と転移についてまとめる。 



 

 

第１３回 

第４章 初級の教え方（２）文字／読解 

１．文字教育を始める前に 

２．かな文字の教え方 

３．漢字の教え方 

４．パソコンの利用法 

事前学習 pp.82～87 を読み理解する。 

事後学習 文字と読解の教え方についてまとめる。 

第１４回 
５．日本語の表記 

６．誤用の指導 

事前学習 pp.88～94 を読み理解する。 

事後学習 
日本語の表記と学習者の誤用についてまと

める。 

第１５回 
レポート発表会（初級授業の特徴についてレポートにま

とめたものを発表し、その内容をもとに討論する） 

事前学習 課題レポートを提出する。 

事後学習 
レポート発表会（討論）で学んだことをまと

める。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 日本史 （2 単位） 

３．科目番号 
GELA1327 

GELA1347 
２．授業担当教員 篠 大輔 

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 

グローバルな時代と呼ばれている現代、国と国、国民と国民とのあいだの交流がさまざまな面で深く、密接

になっており、自他の歴史的な関係を理解することが求められている。わたしたちが生きている現代は、過

去のできごとの積み重ねの上に成り立っている。その意味で、歴史は過去と現在との対話である。また、歴

史には、未知のことも多くあり、新しい事実関係が発見されたり、時代とともに評価が変わることもある。

授業では、日本の歴史のなかで興味深い事件やできごと、歴史上の人物をとりあげて、歴史上のできごとの

背景や、激動の時代を生きた人びとの生き方、歴史上に果たした役割を検証していく。 

８．学習目標 

1) 日本史の基本事項（概念）について理解し、説明できる。 

2) 日本史上の出来事や時代背景について歴史学の観点から見たり考えたりすることができる。 

3) 日本史上の人物の考え方や生き方を知り、自分の考え方や生き方を省みることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．ワークシート（各回の講義内容に沿った課題を提示する。） 

２．期末レポート（課題内容は授業中に指示する。） 

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。 

【参考文献】 

参考文献については、テーマごとに紹介する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・日本史の基本事項（概念）について理解することができたか。 

・日本史上の出来事や時代背景について歴史学の観点から見たり考えたりすることができたか。 

・日本史上の人物の考え方や生き方を知り、自分の考え方や生き方を省みることができたか。 

○評定の方法 

・平常点（積極的参加度・授業態度・発表・発言等） 30％ 

・課題（中間レポート・ワークシート等）      30％ 

・期末評価（レポート・試験等）          40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

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

２．グループワークやディスカッションには積極的に参加しましょう。 

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

４．レポートや課題の提出期限を守ってください。 

５．正当な理由のない遅刻、早退、欠席はしないように心掛けてください。 

13．オフィスアワー 初回講義で連絡する。 

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‐日本史を学ぶ意

義について‐ 

事前学習 
これまでの学習で歴史にどう向き合ってきたかについて思い

出しておく。 

事後学習 日本史を学ぶ意義について自分なりの考えをまとめておく。 

第２回 日本の地理的条件についての検討 

事前学習 
日本の地理的条件についてこれまで学習してきたことをまと

めておく。 

事後学習 
ＤＶＤの視聴やディスカッションを通して、自分の考えをまと

めておく。 

第３回 統一政権の誕生と古代国家の形成 

事前学習 前回の授業で学んだことや考えたことを復習しておく。 

事後学習 
ＤＶＤの視聴やディスカッションを通して、自分の考えをまと

めておく。 

第４回 平安時代の政治と文化 

事前学習 前回の授業で学んだことや考えたことを復習しておく。 

事後学習 
ＤＶＤの視聴やディスカッションを通して、自分の考えをまと

めておく。 

第５回 鎌倉・室町時代の政治と文化 

事前学習 前回の授業で学んだことや考えたことを復習しておく。 

事後学習 
ＤＶＤの視聴やディスカッションを通して、自分の考えをまと

めておく。 

第６回 戦国時代①‐戦国大名の台頭‐ 

事前学習 前回の授業で学んだことや考えたことを復習しておく。 

事後学習 
ＤＶＤの視聴やディスカッションを通して、自分の考えをまと

めておく。 

第７回 戦国時代②‐全国統一の完成‐ 

事前学習 前回の授業で学んだことや考えたことを復習しておく。 

事後学習 
ＤＶＤの視聴やディスカッションを通して、自分の考えをまと

めておく。 

第８回 江戸時代初期の政治と文化 

事前学習 前回の授業で学んだことや考えたことを復習しておく。 

事後学習 
ＤＶＤの視聴やディスカッションを通して、自分の考えをまと

めておく。 



 

 

第９回 江戸時代後期の政治的動乱と明治維新 

事前学習 前回の授業で学んだことや考えたことを復習しておく。 

事後学習 
ＤＶＤの視聴やディスカッションを通して、自分の考えをまと

めておく。 

第１０回 日本の近代化①‐産業の発展‐ 

事前学習 前回の授業で学んだことや考えたことを復習しておく。 

事後学習 
ＤＶＤの視聴やディスカッションを通して、自分の考えをまと

めておく。 

第１１回 
日本の近代化② 

‐明治・大正時代の文化‐ 

事前学習 前回の授業で学んだことや考えたことを復習しておく。 

事後学習 
ＤＶＤの視聴やディスカッションを通して、自分の考えをまと

めておく。 

第１２回 軍部の台頭-満州事変から日中戦争へ- 

事前学習 前回の授業で学んだことや考えたことを復習しておく。 

事後学習 
ＤＶＤの視聴やディスカッションを通して、自分の考えをまと

めておく。 

第１３回 太平洋戦争‐開戦から敗戦まで‐ 

事前学習 前回の授業で学んだことや考えたことを復習しておく。 

事後学習 
ＤＶＤの視聴やディスカッションを通して、自分の考えをまと

めておく。 

第１４回 戦後復興と現代日本 

事前学習 前回の授業で学んだことや考えたことを復習しておく。 

事後学習 
ＤＶＤの視聴やディスカッションを通して、自分の考えをまと

めておく。 

第１５回 まとめ‐日本史の授業を振り返って‐ 

事前学習 これまでの学習を振り返り、期末レポートを作成する。 

事後学習 
期末レポートについてのディスカッションを通して学んだこ

とをまとめておく。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 日本の文化と言語Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号 GECM1718 

２．授業担当教員 

岩井 智重・青木 優子・大川 たかね・大谷 崇 

木村 真美・熊切 拓・佐野 あゆみ・染谷 聡 

東條 和子・古田 高史 

４．授業形態 講義・演習・ディスカッション等  ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

｢日本の文化と言語Ⅰ」で養った日本語運用能力をさらにレベルアップすることを目指します。日本の文化
や言語について、具体性のあるテーマやトピックを扱いながら、新聞や雑誌など、一般的な読み物に用いら
れる語彙に対する知識や意味的なまとまりごとの要点をとらえる読解力を養成していきます。本講義は、資

料の読解、発表とディスカッション、作文、そして語彙・文法に関する小テスト等で構成されます。 

８．学習目標 

１．一般的な読み物に用いられる語彙力や要点をとらえるための読解力を身につけ、実践することが出来る。 
２．日本の文化・社会に関する具体的な問題を多角的に分析し、論点を明確にする能力を身につけることが
できる。 

３．自分とは異なる文化背景を持つ人たちと協働する力を向上させ、具体的な日本の文化や言語の問題につ
いて、ディスカッションすることが出来る。 

４．日本語の運用能力を一段階上へあげ、日本文化・言語に関する理解を深める。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ
ート課題 

１．日本の文化や言語についての理解度を確認するため、教科書pp．159-166の内容確認問題を行う。 

２．日本の文化や言語について、自分の立場から説明できるようになるために、授業内容に指示したTaskを
実施する。 

３．各回のTaskで取り組んだテーマのなかから一つを選び、期末レポートを作成する。 

10．教科書・参考書・ 

教材 
佐々木瑞枝『クローズアップ日本事情 日本語で学ぶ社会と文化』ジャパンタイムズ、2017。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．一般的な読み物に用いられる語彙力や要点をとらえるための読解力を身につけ、実践することができた

か。 

２．日本の文化・言語に関する具体的な問題を多角的に分析し、論点を明確にする能力を身につけることが

できたか。 

３．自分とは異なる文化背景を持つ人たちと協働する力を向上させ、具体的な日本の文化や言語の問題につ

いて、ディスカッションすることができたか。 

４．日本語の運用能力を一段階上へあげ、日本文化・言語に関する理解を深めることができたか。 

○評定の方法：以下の点を総合して評価する。 

１．授業への参加態度 総合点の３０％ 

２．試験（小テスト・期末試験、口頭発表による試験等） 総合点の３０％ 

３．提出課題（レポート等） 総合点の４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

この授業を通して、様々な日本の文化や言語に目を向けるきっかけを提供したい。アサイメント及びレポー

トについては、受講生の関心や状況に応じて、扱うテーマや分量などの調整を行う場合があるが、授業担当

教員の指示に従って取り組んでほしい。 

なお、受講に際して、特に以下の点には注意すること。 

１．欠席、遅刻、早退など（不必要な退出も含む）せず、積極的に参加すること。 

２．提出物、宿題は必ず提出すること。 

３．授業での配布物はなくさないこと。 

４．教科書は毎回必ず持参すること。 

５．分からないことは、担当教員に必ず質問、確認をすること。 

６．授業に関係のない私語はしないこと。 

13．オフィスアワー 授業内で周知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 授業概要の説明 
事前学習 

日本の文化と言語Ⅰで学習した範囲につい

て、紹介できるようにしておく。 

事後学習 この授業での目標を文章にまとめてみる。 

第２回 

Unit６ 知っておきたい日本の歴史 

Task B あなたの国の歴史と日本（旧石器時代から安土

桃山時代まで） 

事前学習 
教科書 pp.68-69 の年表をみて、興味を持っ

た時代について調べておく。 

事後学習 教科書 p.67 Task Bに取り組んでおく。 

第３回 

Unit６ 知っておきたい日本の歴史 

Task E あなたの国の歴史と日本（江戸時代から現代ま

で） 

事前学習 
教科書 pp.72-73 の年表をみて、興味を持っ

た時代について調べておく。 

事後学習 教科書 p.71 Task Eに取り組んでおく。 

第４回 
Unit６ 知っておきたい日本の歴史 

あなたの国と日本の歴史について紹介する 

事前学習 

Task B・Task E を踏まえ、あなたの国の歴

史についてテーマを決めて紹介できるよう

にしておく。 

事後学習 
あなたの国と日本の歴史の共通点や相違点

について整理してみる。 

第５回 
Unit６ 知っておきたい日本の歴史 

Task C １８世紀後半の世界について 

事前学習 教科書 p.70の Task Cに取り組んでおく。 

事後学習 
教科書 p.70 を踏まえ、１８世紀後半の世界

と日本について整理してみる。 



 

 

第６回 
Unit６ 知っておきたい日本の歴史 

Task D 寺子屋について 

事前学習 教科書 p.70の Task D に取り組んでおく。 

事後学習 
教科書 p.70 を踏まえ、寺子屋の特徴をまと

めてみる。 

第７回 
Unit６ 知っておきたい日本の歴史 

Task F 日本の世界文化遺産について 

事前学習 教科書 p.75の Task F に取り組んでおく。 

事後学習 
教科書 p.75 を読み返し、世界遺産について

説明できるようにしておく。 

第８回 Unit６ 知っておきたい日本の歴史 内容確認問題 

事前学習 

教科書 pp.53-76 を読み直し、p.159 の内容確

認問題を答えることが出来るようにしてお

く。 

事後学習 
教科書 pp.53-76 で身につけた語彙をまとめ

てみる。 

第９回 Unit7 伝統文化体験 Task A 短歌・川柳・俳句 
事前学習 

教科書 p.78 を読み、和歌・俳句・川柳につ

いて説明できるようにしておく。 

事後学習 教科書 p.79の Task Aに取り組んでおく。 

第１０回 
Unit7 伝統文化体験 Task C 舞台見学のプラン作

成 

事前学習 
教科書 pp.80-82 を読み、歌舞伎や能楽につ

いて、説明できるようにしておく。 

事後学習 教科書 p.82の Task Cに取り組んでおく。 

第１１回 
Unit7 伝統文化体験 Task E 伝統文化の体験プラン

の作成 

事前学習 教科書 p.84の Task Eに取り組んでおく。 

事後学習 授業内で発表した体験プランを清書する。 

第１２回 Unit7 伝統文化体験 内容確認問題 

事前学習 

教科書 pp.77-87 を読み直し、p.160 の内容確

認問題を答えることが出来るようにしてお

く。 

事後学習 
教科書 pp.77-87 で身につけた語彙をまとめ

ておく。 

第１３回 
Unit8 現代文化とポップカルチャー Task A・B あ

なたの国と日本のモバイル機器利用の状況について 

事前学習 
教科書 p.91の Task A・Task Bに取り組んで

おく。 

事後学習 

教科書 pp.90-91 を踏まえ、あなたの国と日

本のモバイル機器利用の状況の違いについ

て整理してみる。 

第１４回 
Unit8 現代文化とポップカルチャー Task D あなた

の好きな日本や自国の音楽について発表する 

事前学習 教科書 p.93の Task D に取り組んでおく。 

事後学習 
教科書 pp.92-93 を踏まえ、日本のポップカ

ルチャーの特徴を整理してみる。 

第１５回 Unit8 現代文化とポップカルチャー 内容確認問題 

事前学習 

教科書 pp.89-95 を読み直し、p.161 の内容確

認問題を答えることが出来るようにしてお

く。 

事後学習 
教科書 pp.89-95 で身につけた語彙をまとめ

ておく。 

第１６回 Unit9 スポーツの楽しみ方 １相撲 
事前学習 

教科書 pp.98-99 を読み、相撲について説明

できるようにしておく。 

事後学習 教科書 p.98 Task Aに取り組んでおく。 

第１７回 
Unit9 スポーツの楽しみ方 ３世界で活躍する日本人

選手、日本で活躍する外国人選手 

事前学習 

教科書 p.101 を読み、世界で活躍する日本人

選手、日本で活躍する外国人選手について説

明できるようにしておく。 

事後学習 教科書 p.101 の Task D に取り組んでおく。 

第１８回 Unit9 スポーツの楽しみ方 内容確認問題 

事前学習 

教科書 pp.97-104 を読み直し、p.162 の内容

確認問題を答えることが出来るようにして

おく。 

事後学習 
教科書 pp.97-104で身につけた語彙をまとめ

ておく。 

第１９回 
Unit10 前進を続ける科学技術 １ 日本の科学技術

政策 

事前学習 
教科書 p.106 を読み、日本の科学技術政策に

ついて、説明できるようにしておく。 

事後学習 教科書 p.106 の Task Aに取り組んでおく。 

第２０回 
Unit10 前進を続ける科学技術 ２科学技術が生み出

すイノベーション 

事前学習 
教科書 pp.107-109 を読み、日本の科学技術

の特徴を整理してみる。 

事後学習 教科書 p．109 Task Cに取り組んでおく。 

第２１回 Unit10 前進を続ける科学技術 内容確認問題 

事前学習 

教科書 pp.105-112 を読み直し、p.163 の内容

確認問題を答えることが出来るようにして

おく。 

事後学習 
教科書 pp. 105-112 で身につけた語彙をまと

めておく。 

第２２回 
Unit11 地球のためにできること １地球温暖化防止

に向けて 

事前学習 
教科書 p.114 を読み、地球温暖化について説

明できるようにしておく。 

事後学習 教科書 p.115 の Task Aに取り組んでおく。 



 

 

第２３回 
Unit11 地球のためにできること ２温室効果ガス削

減への取り組み 

事前学習 
教科書 p.115 を読み、温室効果ガス削減の取

り組みについて説明できるようにしておく。 

事後学習 教科書 p.116 の Task Bに取り組んでおく。 

第２４回 Unit11 地球のためにできること 内容確認問題 

事前学習 

教科書 pp.113-120 を読み直し、p.164 の内容

確認問題を答えることが出来るようにして

おく。 

事後学習 
教科書 pp. 113-120 で身につけた語彙をまと

めておく。 

第２５回 
Unit12 教育と子供たち Task A あなたの国の子ど

もの数 

事前学習 教科書 p.122 の Task Aに取り組んでおく。 

事後学習 
教科書 p.122 を踏まえ、日本の子どもの数に

ついて説明できるようにしておく。 

第２６回 
Unit12 教育と子供たち Task B あなたの国の時間

割  

事前学習 教科書 p.124 の Task Bに取り組んでおく。 

事後学習 
教科書 pp.123-125 を踏まえ、日本の学校の

特徴をまとめてみる。 

第２７回 Unit12 教育と子供たち 内容確認問題 

事前学習 

教科書 pp.121-128 を読み直し、p.165 の内容

確認問題を答えることが出来るようにして

おく。 

事後学習 
教科書 pp. 121-128 で身につけた語彙をまと

めておく。 

第２８回 Unit13 産業構造と経済 Task D 

事前学習 教科書 p.132 の Task D に取り組んでおく。 

事後学習 
教科書 pp.130-132 を踏まえ、日本の産業の

特徴をまとめてみる。 

第２９回 Unit13 産業構造と経済 内容確認問題 

事前学習 

教科書 pp.130-136 を読み直し、p.166 の内容

確認問題を答えることが出来るようにして

おく。 

事後学習 
教科書 pp. 130-136 で身につけた語彙をまと

めておく。 

第３０回 確認テスト・まとめ 

事前学習 

Unit6 から Unit13 を読み直し、pp.159-166

の内容確認問題を答えることが出来るよう

にしておく。 

事後学習 

この授業を通して理解を深めることが出来

た日本の文化や言語について紹介文を作成

してみる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 日本文化研究 （2 単位） 

３．科目番号 EIJP1181 

２．授業担当教員 古田 高史 

４．授業形態 講義、討論、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 

日本文化については、日本の言語、文学、歴史、生活文化、宗教、思想、哲学、芸術スポーツ文化等を中

心とする多彩な分野である。中でも日本を深く理解するために必要な情報や社会生活を知るうえで必要な情

報等、多岐にわたっているので、日本文学または日本文化論に視点を置き、日本文化の一端を考察する。 

この講義では、日本の様々な文学作品または日本内外で注目されている日本文化論に関する作品を紹介す

ることで、その作品の時代背景や歴史、思想、生活文化等について学習者がより日本の文化に興味を持てる

よう留意し授業を展開する。さらに、日本文化の特質とは何かについても、この講義を通して掘り下げてい

けるよう進めていく。 

８．学習目標 

１．日本文学の随筆や評論、小説または日本文化論の作品等を読み、日本文化の特質について考えることが

できる。 

２．日本各文学作品または日本文化論の中に内在している思想や生活文化等を討論・理解し各自の感想・意

見を発表・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 

【アサイメント】 
 教科書の発展タスク及びブックレポートに取り組み、提出する。 

【レポート】 
 日本語・日本文化論・日本文学の中から具体的な作品を一つ選び、1200字のブックレポートを作成する。
レポートは、以下の 5点に分類して記述する。 

１）書誌情報（書名、著者名、出版社、出版年など）、2）作者の紹介、３）先行研究と作品の概要、４）考
察・感想 ５）引用文献リスト 

10．教科書・参考書・
教材 

【教科書】 

東京外国語大学国際日本研究センター編『日本をたどりなおす 29の方法 国際日本研究入門』東京外国語大
学出版会、2016。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．日本文学の随筆や評論、小説等を読み、それぞれの文章の特徴を理解し、単元ごとの設問のまとめや説

明ができるようになったか。 

２．日本文化に関する文学作品の中に内在している思想や生活文化等を討論・理解し、各自の感想・意見を

発表・説明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・期末テスト等） 総合点の 30％ 

３ 提出課題（レポート等） 総合点の 40％ 

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修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 

この授業で扱うトピックは、これから日本文化研究に携わろうとする学生にとって、理解を深めておくべ

きテーマと言えます。どんなことでも良いので、毎回の授業を通して、知りたいと思ったことについては、
積極的に調べてみましょう。 

13．オフィスアワー 初回授業で伝える 
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 プロローグ 留学生から見た日本 
事前学習 pp.9－14 を読み、この授業での目標を考えておく。 

事後学習 
pp.12-14 を読み返し「日本」「日本人」「日本語」に
ついて考えたことを 200 字で作文してみる。 

第２回 第 1 章第 2 節 日本語になぜ挨拶表現が多いのか 
事前学習 

pp.20‐21 を読み、日本語の挨拶表現について振り
返ってみる。 

事後学習 p.23 の発展タスクに取り組む。 

第３回 第 1 章第 3 節「すみません」の言外の意味 
事前学習 

pp.24‐25 を読み、「すみません」という言葉の使い
方を考えてみる。 

事後学習 p.27 の発展タスクに取り組む。 

第４回 第 1 章第 4 節 依頼の E メール 
事前学習 

pp.28‐39 を読み、日本語と他の言語における E メ
ールの表現の違いを考えてみる。 

事後学習 p.41 の発展タスクに取り組む。 

第５回 第 2 章第 2 節 現代俳句 世界の切り取り方 
事前学習 pp.50‐52 を読み、現代俳句の特徴を考えておく。 

事後学習 p.53 の発展タスクに取り組む。 

第６回 第 2 章第 3 節 夏目漱石と近代日本 
事前学習 

夏目漱石について調べた上で、pp.54‐55 を読んで
おく。 

事後学習 p.57 の発展タスクに取り組む。 

第７回 第 2 章第 4 節 村上春樹と東アジア 
事前学習 pp.58‐59 を読み、p.60「調べる」に取り組んでおく。 

事後学習 p.61 の発展タスクに取り組む。 

第８回 
第 3 章第 4 節 アニメ映画に吹く風―宮崎駿の仕
事― 

事前学習 pp.84‐85 を読み、p.86「調べる」に取り組んでおく。 

事後学習 p.87 の発展タスクに取り組む。 



 

 

第９回 第 3 章第 5 節 翻訳文化と日本語 
事前学習 pp.88‐89 を読み、p.90「調べる」に取り組んでおく。 

事後学習 p.91 の発展タスクに取り組む。 

第１０回 
第 4 章第 4 節 二風谷におけるアイヌ語・アイヌ
文化の継承 

事前学習 
pp.108‐110 を読み、p.111「調べる」に取り組んで
おく。 

事後学習 
p.113 の発展タスクに取り組む。 
 

第１１回 
第 4 章第 5 節 ドナルド・キーンが学んだ長沼直
兄の日本語教科書 

事前学習 
pp.114‐116 を読み、p.116「調べる」に取り組んで
おく。 
 

事後学習 p.117 の発展タスクに取り組む。 

第１２回 第 5 章第 2 節 日本の宗教と国家神道 
事前学習 

pp.126‐128 を読み、p.128「調べる」に取り組んで
おく。 

事後学習 p.129 の発展タスクに取り組む。 

第１３回 
第 6 章第 2 節 米からコメへ―日本社会のなかの
米― 

事前学習 
pp.152‐153 を読み、p.154「調べる」に取り組んで
おく。 

事後学習 
p.155 の発展タスクに取り組む。 
 

第１４回 
第 6 章第 3 節 東日本大震災後の集落の暮らし―
丸森の町から― 

事前学習 
pp.156‐157 を読み、p.158「調べる」に取り組んで
おく。 

事後学習 p.159 の発展タスクに取り組む。 

第１５回 
第 2 章〈発表の方法〉 ブックレポート 日本語・
日本文化論・日本文学をクラスメートに紹介する 

事前学習 
pp.66-67 のブックレポート例を参照した上で、発表
原稿を準備しておく。 

事後学習 
発表に対するコメントを踏まえ、レポートをまとめ
る。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 乳児保育Ⅰ／乳児保育 （2 単位） 

３．科目番号 

SSOT2417 

SCOT2417 

SJMP2124 

SJMP2136  
２．授業担当教員 後藤 裕子 

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 

乳児保育の意義と目的，歴史的変遷，役割と機能，擁護と教育について理解させる。乳児保育及び子育て

家庭に対する支援をめぐる社会的状況と課題を知り，保育所および保育所以外の児童福祉施設（乳児院等），
家庭的保育等における乳児保育，３歳未満児とその家庭を取り巻く環境と子育て支援の場について理解させ
る。乳児の発育・発達をふまえた保育的援助や関わりや配慮，計画・記録・評価とその意義について理解さ

せる。職員間及び保護者，自治体や地域の関係機関等との連携・協働について理解させる。 

８．学習目標 

1．わが国の乳児保育がたどった歩みとその意義・基本を知り、これからのあり方についても理解し、説明す
ることができる。 

2．乳幼児の発達とそれに沿った保育所（園）生活のあり方や保育者の援助と役割を学び、説明することがで
きる。 

3．乳幼児保育における保健衛生及び安全についての知識を身につける。 

4．保育課程と記録について理解し、説明することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・乳幼児期（本科目で扱う３歳未満児）の発達と保育に関連する新聞（を中心とした信憑性の高い媒体の）

記事を切り抜き、その記事の要約と、それに対する意見を記載し、発表できるようにしておくこと。 

・授業内容について、確認テストを行うので、対策を練っておくこと。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

小柳康子・後藤裕子ほか著『実践・乳児保育 子どもたちの健やかな未来のために』同文書院。 

武藤隆 監修『幼稚園教育要領 改訂・保育所保育指針 改定・幼保連携型認定子ども園教育・保育要領改訂に

ついて』同文書院（上記教科書に付属） 

その他、授業内で適宜紹介し、プリントも配布する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1．わが国の乳児保育がたどった歩みとその意義・基本を知り、これからのあり方についても理解し、説明す

ることができる。 

2．乳幼児の発達とそれに沿った保育所（園）生活のあり方や保育者の援助と役割を学び、説明することがで

きる。 

3．乳幼児保育における保健衛生及び安全についての知識を身につける。 

○評定の方法 

授業態度 30％、課題 40％。レポート 30％で評価する。 

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も配慮する。 

12．受講生への 

メッセージ 

乳児期の保育を中心とした子どもに関するニュースや社会の動向に興味関心を持つと共に、普段から保育士

が乳幼児を連れて街中を散歩する様子や、公園での遊び方、子どもとの接し方などを気にかけて見ておいて

いただきたいです。また、自分が住む地域や近い将来、勤務してみたいと思うエリアの子育て・保育環境に

ついてもアンテナを張り、情報を収集し、積極的に学ぶよう心がけてください。 

本科目は保育士資格取得のための必修科目です。自身が国家資格を取得し、乳幼児の命を守り育てる保育士

として就労する可能性も高いことを意識し、正当な理由のない遅刻、欠席はしないよう心掛けてください。 

13．オフィスアワー 授業前後の休憩時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

乳児保育とは 

事前学習 教科書を準備し、概観しておく 

事後学習 

乳児保育の講義の進め方を知る。乳児期のとらえ方、保育の

原点である乳児保育の重要性について理解する。 

教科書１章を読み復習する。 

第２回 
乳児保育の現状とニーズ 

 世界と日本の最新の動向を比較 

事前学習 
乳児保育に関するニュースや記事を調べる。 

教科書２章を読んでおく。 

事後学習 乳児保育の発達の経緯と現状についてまとめる 

第３回 発達と保育① 新生児期の発達と援助 

事前学習 教科書３章-１を読んでおく 

事後学習 
新生児の発達特徴と援助の方法を理解し、そこから感じたこ
とや、疑問に思ったことをまとめ、考察する。 

第４回 発達と保育② ０歳児前半の発達特徴 

事前学習 教科書３章-２を読んでおく 

事後学習 
０歳児前半の発達特徴を理解し、感じたことや、疑問に思っ
たことをまとめ、考察する。 



 

 

第５回 発達と保育③ ０歳児前半の保育内容 

事前学習 教科書３章-３を読んでおく 

事後学習 
０歳児前半の保育内容について理解を深め、気づいたこと、
疑問に思ったことをまとめ、考察する。 

第６回 発達と保育④ ０歳児後半の発達特徴 

事前学習 教科書３章-４を読んでおく 

事後学習 
０歳児後半の発達特徴を理解し、感じたこと、気づいたこと、
疑問に思ったことをまとめる。 

第７回 発達と保育⑤ ０歳児後半の保育内容 

事前学習 教科書３章-５を読んでおく 

事後学習 
０歳児後半の保育内容について理解を深め、気づいたこと、
疑問に思ったことをまとめ、考察する。 

第８回 
発達と保育⑥ １歳児前半の発達特徴
と保育内容 

事前学習 教科書３章-６を読んでおく 

事後学習 
１歳児前半の発達特徴と保育内容について理解を深め、気づ
いたこと、疑問に思ったことをまとめ、考察する。 

第９回 
発達と保育⑦ １歳児後半の発達特徴

と保育内容 

事前学習 教科書３章-７を読んでおく 

事後学習 

１歳児後半の発達特徴と保育内容について理解を深めると共
に、感じたこと、気づいたこと、疑問に思ったことをまとめ
考察する 

第１０回 
発達と保育⑧ ２歳児の発達特徴と 

保育内容 

事前学習 教科書３章-８を読んでおく 

事後学習 
２歳児の発達特徴と保育内容について理解を深め、気づいた
こと、疑問に思ったことをまとめ、考察する。 

第１１回 保育演習 おむつ替え、調乳 

事前学習 おむつ替えの方法について調べておく 

事後学習 

オムツ替えや調乳の実習を通して感じたこと、気づいたこと、

疑問に思ったことをまとめる。身近に乳児がいる場合は、実
習で学んだことを実践にうつしてみたい。 

第１２回 
援助の実際① 健康・食事・排泄・睡眠 

グループ演習 

事前学習 教科書４章を読んでおく 

事後学習 
授業で学んだこと、議論した中で感じたこと、気づいたこと、

疑問に思ったことをまとめ、考察する。 

第１３回 
援助の実際② 人との関わり 

グループ演習 

事前学習 教科書５章を読んでおく 

事後学習 
授業で学んだこと、議論した中で感じたこと、気づいたこと、
疑問に思ったことをまとめ、考察する。 

第１４回 
援助の実際③ 地域・家庭等との連携 

グループ演習 

事前学習 教科書６章を読んでおく 

事後学習 
授業で感じたこと、議論した中で感じたこと、気づいたこと、

疑問に思ったことをまとめ、考察する。 

第１５回 まとめ 

事前学習 教科書や資料を読んでおく 

事後学習 
保育所や保育施設、乳児院など、乳児保育担当者に求められ

る役割について、自分の考えをレポートにまとめる 

 



 

 

１．科目名（単位数） 認知症の理解Ⅰ （2単位） 

３．科目番号 

SSMP2312 

SCMP2312 

SBMP2312 

SNMP2312 
２．授業担当教員 先崎 章 

４．授業形態 
講義、質疑応答形式を併用、ビデオ教材による知識の習得とディス
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 

認知症の医学的、行動的、心理的、社会福祉的概要の理解を深めるよう努力します。将来社会人となって
から、老人医療、地域社会、精神保健および精神保健福祉制度についても関心がいくよう、認知症に関連す
る知識の習得を目指します。具体的な達成目標レベルは、認知症ケア専門士認定試験の「認知症ケアの基本」
分野で合格点をとれることです。また、最新の認知症治験や認知症予防についての理解を深めるために、ビ
デオ教材を適時使用します。 
 少子高齢化が、かつて人類が経験したことのないスピードで進行しています。精神疾患（含、認知症）の
増加、障害者概念の広がりにより、平成 25 年度から施行される新たな医療計画に 5 疾病 5 事業の一つとし
て精神疾患（含、認知症）が加わり、また同時に（介護保険法に準ずる形で）地域障害者総合支援法がスタ
ートします。最近の福祉・医療の概要、動向についても理解を深めていきます。 

８．学習目標 

１．介護福祉士として必要な認知症の知識を身につける。 
２．脳の機能や老人の心理や精神疾患についての理解を深める。 
３．認知症に付随する身体症状や介護についての視点も身につける。 
４．家族の力や地域資源を活かす視点を身につける。 
５．認知症や高齢者に関する医療や制度の理解を深める 

９．アサイメント 
（宿題）及びレポ
ート課題 

講義で取り上げた項目や学生の関心事項の中から、選択してレポートを作成し提出する。 

詳細は授業の中で説明します。レポートの提出ではなくて、講義の中で一部時間をとって、 

発表の形式（コメントで内容を補う）にすることも考えています。 

10．教科書・参考書・
教材 

【教科書】 

介護福祉士養成講座編集委員会編集『最新・介護福祉士養成講座 13 認知症の理解』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。 

【参考書】 

山口晴保編『認知症の正しい理解と包括的医療・ケアのポイント 第２版』協同医書出版社。 

日本認知症ケア学会編『認知症ケア標準テキスト改訂５版・認知症ケアの基礎』（株）ワールドプランニング。 

『新・精神保健福祉士養成講座１ 精神疾患とその治療 第２版』中央法規。 

東京福祉大学編『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．認知症に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．認知症の介護や支援の原則や方法について、明瞭かつ論理的な説明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、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 毎回の提出物、授業態度 総合点の５０％ 

２ 課題レポート      総合点の１０％ 

３ 復習テスト（随時実施） 総計点の４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

毎回、A4判の資料を配布しますので、散逸しないよう、綴じていってください。認知症に対する医学的な

知見や対応方法は、最近 5 年間をみてもまったく様変わりしています。最新の知見、トピック、話題を提供

して、認知症や老人に対する興味や関心が持てるよう、視覚教材も交えて授業を工夫していきます。 

基本的な知識を習得するためには、地道な学習活動と基本事項を記憶していくことが必要です。医学的、

科学的な知識、エビデンスに裏付けられた介護、支援、援助、社会福祉的な介入が将来できるように願って、

授業を進行させていきます。具体的には「医学的なこと」「心理的なこと」「社会福祉的なこと」の３つの事

柄を進行させていきます。 

13．オフィスアワー 木曜日（授業、会議のない時間帯） 

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、認知症の生活障害、症状 

認知症の定義、原因疾患、MCIとは 

事前学習 認知症の生活障害、症状について調べてみる 

事後学習 認知症についての配布プリントの復習 

第２回 
認知症の基礎、脳・海馬について 

個室ユニットと相部屋 

事前学習 認知症の介護の歴史について調べてみる 

事後学習 脳についての配布プリントの復習 

第３回 
認知症による脳の変化、認知症の診断について 

最近のトピック 

事前学習 
各疾患の脳変性部位、およびタウタンパク、

アミロイドβタンパクを調べてみる 

事後学習 脳の変化についての配布プリントの復習 

第４回 
高齢者（認知症者）のうつと躁 

認知症の介護の歴史（続き） 

事前学習 うつ病、認知症、せん妄の違いを調べてみる 

事後学習 
うつ病とせん妄、およびアルツハイマー病に

ついての配布プリントの復習 

第５回 
認知症の人の行動・心理症状 

BPSDへの対応について 

事前学習 BPSDの症状、要因、対応について調べてみる 

事後学習 BPSDについての配布プリントの復習 

第６回 各種認知症の症状や対応の違い（若年認知症も含む） 
事前学習 

アルツハイマー型認知症、レビー小体型認知

症について調べてみる 

事後学習 各種認知症についての配布プリントの復習 

第７回 高齢者の認知症と若年者の高次脳機能障害との違い 
事前学習 高次脳機能障害について調べる 

事後学習 配布プリントの復習 



 

 

 

第８回 
認知症の人の生活理解、認知機能の変化が生活に及ぼす

影響、治療可能な認知症 

事前学習 
認知症者の毎日の生活についてノートに記

載してみる 

事後学習 
認知症者の生活理解についての配布プリン

トの復習 

第９回 
認知症の人に対する介護 

アルコール依存症合併例など特殊例への対応 

事前学習 精神作用物質依存対応について復習する 

事後学習 認知症介護についての配布プリントの復習 

第１０回 
認知症の理解、これまでの復習（主に医学的事項を中心

に） 

事前学習 認知症の理解復習プリントを記載してくる 

事後学習 認知症の理解復習プリントを完成させる 

第１１回 
介護者自身の体験、家族のこころ 

家族の力を活かす、こころを支える（介護者支援） 

事前学習 
介護を体験したことのある人のはなしを聞

く 

事後学習 
介護家族の力についての配布プリントの復

習 

第１２回 
認知症の対応、環境の大切さ、家族の会の役割について

（地域生活支援） 

事前学習 認知症の家族会について調べてみる 

事後学習 
家族会および地域生活支援についての配布

プリントの復習 

第１３回 
認知症のケアの実際、についてのまとめ（医学的事項以

外を中心に） 

事前学習 第１回～１２回のプリントを復習する 

事後学習 
認知症のケアの実際についての配布プリン

トの復習 

第１４回 
全体のまとめ 

認知症や高齢者に関する最近のトピックス 

事前学習 認知症関連のニュースや新聞記事を調べる 

事後学習 
最近のトピックスについての配布プリント

の復習 

第１５回 
認知症に関する制度・関係機関、最近のトピックス、介

護保険の今後 

事前学習 地域障害者総合支援法について調べてみる 

事後学習 まとめ配布プリントの復習 

 
 


