
 

 

１．科目名（単位数） 体育科指導法 （2 単位） 

３．科目番号 

SJMP2390 

SJMP2290 

EDEL2313 ２．授業担当教員 坂本 史生 

４．授業形態 

１ 理論 
導入：講義から課題の把握→展開Ⅰ：自分の考えをまとめる→グル
ープでの話し合い→発表→講義のまとめ 
２ 演習（指導案の作成と模擬授業による確かめ） 
導入：指導法を形にする方法の講義→展開Ⅱ：特性に応じた指導案
の作成→グループ内での検討→模擬授業→考察→指導案のまとめ  

５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
2年次春期の「体育」と密接な関連性をもつ授業であることを理解し修得することが望ましい。 

７．講義概要 

(1) 体育科には教科書がないため、指導方法は、教師の裁量によって行われる。そこで、本講義の学習によ
ってどの児童にも体育科の運動の楽しさや喜びを体得させる指導法を身に付ける。具体的には、体育科
の学習指導のポイントを運動特性に基づいて理解を図る。 

(2) 一般的な特性と児童から見た特性の融合を図ることが、よい授業に結び付くことを映像を通して理解す
る。 

(3) 演習として、実際の授業を通して、授業分析の方法を理解するとともに、学習評価を行い、指導と評価
の一体化を図ることの重要性を学び、説明することができる。 

８．学習目標 

以下の目標とその内容は、模擬授業を通して実践的に理解することを目的とする。なお、本講義によって
身につけた指導法は教育実習にて試行するなどして児童の実態に即した指導方法として改善し、教師となっ
た際の力とする。 
 
(1)小学校体育科の目標とその内容を理解するとともに、指導の進め方とその際の技能的なポイント、態度や

思考・判断の留意事項などは、学習指導案を教師の指導言葉によって具体的に記述するなどして、身につ
けることができるようになる。 

(2)学習評価の在り方を評価規準まで掘り下げて理解することを通して、指導と評価の一体化の理解を図るこ
とができるようになる。 

(3)模擬授業を体験することにより、授業の実際を体験し、よい授業の条件を理解できるようになる。 
(4)現場の教師との対話から児童の反応と運動の技能等を身に付けさせる言葉掛けの実際を把握できるよう

になる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

学習目標に到達するために、以下の課題に取り組む。 

課題１ テキストを参考に学習指導案を作成する。（個人及びグループ） 

課題２ グループに分かれて検討を重ね指導案発表会または模擬授業で発表する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

小学校学習指導要領解説 体育編 （平成 29 年 7 月公示 文部科学省） 

【参考書資料】 

小学校学習指導要領（平成 29 年 7 月公示 文部科学省）。 

【参考書】  

必要に応じて適宜配布する 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

（1）学習指導案を作成し、模擬授業などを通して体育指導の方法を身に付けることができる。（学習目標 1） 

（2）指導と評価の一体化の理解を図ることができる。（学習目標 2） 

（3）意欲的に模擬授業を体験し、体育指導の実際を把握する。（関心、意欲） 

○評定の方法 

成績評価の規準 

授業への積極性（50％）、レポート（20％）、実技の積極性（30％）の結果を総合的に判定する。 

12．受講生への 

メッセージ 

・体育は他教科にない特性を持ち、学級経営の成功のための大きなカギを握ります。「体育の授業が上手にで

きればよい教師である」といっても過言ではありません。運動特性を捉えた上で、模擬授業等を参観するこ

とにより、現場ですぐに役立つ指導技術を身に付けることをめざしています。私自身の 25年間にわたる体育

授業実践のノウハウを伝授しますので、子どもたちに感動を与えられる教師をめざして下さい。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション（本講義の意義と今後の流れ） 

 ＊本講座で行う模擬授業の位置づけとグループ分けを
行い、意識を高めさせる。 

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 
各グループで提案授業の内容の計画を立

てる。 

第２回 

講義 日本における体育科教育の変遷と今日における体

育科の特性および目標 

 ＊これまで歩んできた体育科教育の流れを把握すると
ともに今日的課題を知る。 

 ＊新旧の学習指導要領を比較し、加除訂正が加えられ
た部分について把握・理解し解説ができる。 

事前学習 
これまでの学習指導要領のだいたいの流

れを調べる。 

事後学習 

新学習指導要領における体育の位置づけ

を理解し、これからの子どもたちをどのよ

うに育てていけばよいのかについてレポ

ートにまとめる。 

第３回 

講義 体育科の領域構成 単元計画の立て方、教材研究
のポイント（電子黒板、PC 等の情報機器及び教材の活用

も学修する） 

 ＊各自治体における最新の体育科指導案を提示し、指
導案からイメージされる授業についてディスカッシ

ョンすることができる。 

事前学習 
過去の体育科学習指導案を見て書き方の

ポイントを理解しておく。 

事後学習 
実際の指導案の書き方を確認する。次時の

模擬授業の説明をする。 

  



 

 

 

第４回 

グループワーク① 「体育科学習指導案作成（低学年の
領域から）」 

 ＊各グループにわかれて役割分担をし、模擬授業に向

けて指導案の細案作りをする。作成に当たっては
word、excel 等を活用。（情報機器及び教材の活用も
考慮する） 

事前学習 
提案グループの指導案に目を通し、授業の
流れを把握する。 

事後学習 

模擬授業を振り返り、指摘を受けた部分や

お互いのディスカッションを参考にして

次時の授業に生かせるようにする。 

第５回 

グループワーク② 「体育科学習指導案作成（中学年の
領域から）」 

＊引き続き、各グループにわかれて、模擬授業に向け
て指導案の細案作りをする。作成に当たっては
word、excel 等を活用。（情報機器及び教材の活用も

考慮する） 

事前学習 
提案グループの指導案に目を通し、授業の
流れを把握する。 

事後学習 

模擬授業を振り返り、指摘を受けた部分や

お互いのディスカッションを参考にして

次時の授業に生かせるようにする。 

第６回 

グループワーク③ 「体育科学習指導案作成（高学年の
領域から）」 

＊引き続き、各グループにわかれて、模擬授業に向け
て指導案の細案作りをする。作成に当たっては
word、excel 等を活用。（情報機器及び教材の活用も

考慮する） 

事前学習 
提案グループの指導案に目を通し、授業の
流れを把握する。 

事後学習 

模擬授業を振り返り、指摘を受けた部分や

お互いのディスカッションを参考にして

次時の授業に生かせるようにする。 

第７回 

模擬授業１「表現リズム遊び領域から」 （グループワ

ーク 授業分析 授業振り返り）振り返りにあたっては
powerpoint 等を活用。 

＊模擬授業評価の観点 

 ア、授業が概ね指導案どおりに進んでいるか イ、
ティームティーチングの配置は適切か ウ、発問
が適切か エ、対象者（他の学生）は担当グルー

プに協力的か オ、振り返り時に活発な意見交換
ができているか カ、前時の反省が生かされてい
るか 等 

＊相互評価も実施 

（「模擬授業評価の観点」の内容は、第 14 回まで同じ） 

事前学習 
提案グループの指導案に目を通し、授業の

流れを把握する。 

事後学習 

模擬授業を振り返り、指摘を受けた部分や

お互いのディスカッションを参考にして

次時の授業に生かせるようにする。 

第８回 

模擬授業 2 「走跳の運動遊び領域から」 （グループワ

ーク 授業分析 授業振り返り）振り返りにあたっては
powerpoint 等を活用。 

＊模擬授業評価の観点（第 7 回と同じ） 

＊相互評価も実施 

事前学習 
提案グループの指導案に目を通し、授業の

流れを把握する。 

事後学習 

模擬授業を振り返り、指摘を受けた部分や

お互いのディスカッションを参考にして

次時の授業に生かせるようにする。 

第９回 

模擬授業 3 「陸上運動領域から」（グループワーク 授

業分析  授業振り返り）振り返りにあたっては
powerpoint 等を活用。 

＊模擬授業評価の観点（第 7 回と同じ） 

＊相互評価も実施 

事前学習 
提案グループの指導案に目を通し、授業の

流れを把握する。 

事後学習 

模擬授業を振り返り、指摘を受けた部分や

お互いのディスカッションを参考にして

次時の授業に生かせるようにする。 

第１０回 

模擬授業 4 「器械器具を使っての運動遊び領域から」（グ

ループワーク 授業分析 授業振り返り）振り返りにあ
たっては powerpoint 等を活用。 

＊模擬授業評価の観点（第 7 回と同じ） 

＊相互評価も実施 

事前学習 
提案グループの指導案に目を通し、授業の

流れを把握する。 

事後学習 

模擬授業を振り返り、指摘を受けた部分や

お互いのディスカッションを参考にして

次時の授業に生かせるようにする。 

第１１回 

模擬授業 5 「器械運動領域から」（グループワーク 授

業分析  授業振り返り）振り返りにあたっては
powerpoint 等を活用。 

＊模擬授業評価の観点（第 7 回と同じ） 

＊相互評価も実施 

事前学習 
提案グループの指導案に目を通し、授業の

流れを把握する。 

事後学習 

模擬授業を振り返り、指摘を受けた部分や

お互いのディスカッションを参考にして

次時の授業に生かせるようにする。 

第１２回 

模擬授業 6 「ゲーム領域から」（グループワーク 授業

分析 授業振り返り）振り返りにあたっては powerpoint

等を活用。 

＊模擬授業評価の観点（第 7 回と同じ） 

＊相互評価も実施 

事前学習 
提案グループの指導案に目を通し、授業の

流れを把握する。 

事後学習 

模擬授業を振り返り、指摘を受けた部分や

お互いのディスカッションを参考にして

次時の授業に生かせるようにする。 

第１３回 

模擬授業 7 「ボール運動領域から」（グループワーク 授

業分析  授業振り返り）振り返りにあたっては
powerpoint 等を活用。  

＊模擬授業評価の観点（第 7 回と同じ） 

＊相互評価も実施 

事前学習 
提案グループの指導案に目を通し、授業の

流れを把握する。 

事後学習 

模擬授業を振り返り、指摘を受けた部分や

お互いのディスカッションを参考にして

次時の授業に生かせるようにする。 

第１４回 

模擬授業 10 「保健領域（心の健康から）」（グループワ

ーク 授業分析 授業振り返り）振り返りにあたっては
powerpoint 等を活用。 

＊模擬授業評価の観点（第 7 回と同じ） 

＊相互評価も実施 

事前学習 
提案グループの指導案に目を通し、授業の

流れを把握する。 

事後学習 

模擬授業を振り返り、指摘を受けた部分や

お互いのディスカッションを参考にして

次時の授業に生かせるようにする。 

第１５回 

まとめと評価 

 ＊体育の指導に際して対象児童における適切な指導の
細案を個々で作成することができ、学校現場におけ
る指導案作りの重要性が理解でき、学校現場で十分

に応用できる能力を身につけることができたか。 

事前学習 
これまでの一連の模擬授業を思い出し、新

しい指導案を考える。 

事後学習 

体育科学習指導案の書き方の基本を押さ

え、実際の現場で生かせることできるよう

確認する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 体育科指導法 （2単位） 

３．科目番号 EDEL2313 

２．授業担当教員 釜崎 太 

４．授業形態 

１ 理論 
導入：講義から課題の把握→展開Ⅰ：自分の考えをまとめる→グル
ープでの話し合い→発表→講義のまとめ 
２ 演習（指導案の作成と模擬授業による確かめ） 
導入：指導法を形にする方法の講義→展開Ⅱ：特性に応じた指導案
の作成→グループ内での検討→模擬授業→考察→指導案のまとめ  

５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
2年次春期の「体育」と関連性をもつ授業であることを理解すること。 

７．講義概要 

(1) 体育科には教科書がないため、指導方法は、教師の裁量によって行われる。そこで、本講義の学習によ
ってどの児童にも体育科の運動の楽しさや喜びを体得させる指導法を身に付ける。具体的には、体育科
の学習指導のポイントを運動特性に基づいて理解を図る。 

(2) 一般的な特性と児童から見た特性の融合を図ることが、よい授業に結び付くことを映像を通して理解す
る。 

(3) 演習として、実際の授業を通して、授業分析の方法を理解するとともに、学習評価を行い、指導と評価

の一体化を図ることの重要性を学び、説明することができる。 

８．学習目標 

以下の目標とその内容は、模擬授業を通して実践的に理解することを目的とする。なお、本講義によって
身につけた指導法は教育実習にて試行するなどして児童の実態に即した指導方法として改善し、教師となっ
た際の力とする。 
 
(1)小学校体育科の目標とその内容を理解するとともに、指導の進め方とその際の技能的なポイント、態度や

思考・判断の留意事項などは、学習指導案を教師の指導言葉によって具体的に記述するなどして、身につ
けることができるようになる。 

(2)学習評価の在り方を評価規準まで掘り下げて理解することを通して、指導と評価の一体化の理解を図るこ
とができるようになる。 

(3)模擬授業を体験することにより、授業の実際を体験し、よい授業の条件を理解できるようになる。 
(4)現場の教師との対話から児童の反応と運動の技能等を身に付けさせる言葉掛けの実際を把握できるよう

になる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題１ 教科書『教育における身体知研究序説』の第六章「ドレイファスの人工知能批判と身体教育」を読
み、体育とその指導法に関する自らの考えをまとめる。（個人） 

課題２ グループに分かれて模擬授業を行う。また、その際にその授業指導案の細案を作成する。（グルー

プ） 

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（平成 29年告示）解説 体育編』 
樋口聡他『教育における身体知研究序説』創文企画、2017。 

【参考書】 
樋口聡『身体教育の思想』勁草書房、2005。 
佐藤学『学びの快楽』世織書房、1999。 

出原泰明『異質共同の学び―体育からの発信』創文企画、2004。 

学校体育研究同志会『スポーツの主人公を育てる体育・保健の授業づくり 指導案の基本とプラン集』創文企

画、2018。 

【参考資料】  
必要に応じて適宜配布する 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

（1）学習指導案を作成し、模擬授業などを通して体育指導の方法を身に付けることができる。（学習目標 1） 

（2）指導と評価の一体化の理解を図ることができる。（学習目標 2） 

（3）意欲的に模擬授業を体験し、体育指導の実際を把握する。（関心、意欲） 

○評定の方法 

成績評価の規準 

授業への積極性（50％）、レポート（20％）、実技の積極性（30％）の結果を総合的に判定する。 

12．受講生への 

メッセージ 

学校教育において理想とされる教師と子どもたちの関係は、「教える―教えられる関係（勉強型の教室）」
から「学び育ちあう関係（学び型の教室）」へと大きく変化してきました。後者の「学び育ちあう関係」にも
とづく体育の授業とはどのようなものなのでしょうか。本講義では、模擬授業を通して基本的な体育授業の
成立要件について経験的に学んだ後、「学び育ちあう関係」として実践される体育授業の成立要件について理
解してもらいます。模擬授業には、運動に適した服装（体育着）で参加してください。体育館では室内シュ
ーズが必要です。デニムやスウェットは禁止です。 

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（本講義の必要性や意義、今後の

授業の流れ、授業の約束等） 
 ＊グループ分けを行い、本講義についての意識と意

欲を高める。 

事前学習 講義の内容と目的をシラバスで確認する。 

事後学習 
各グループで模擬授業について意見交換す

る。 

第２回 

講義・グループワーク「体育とスポーツの相違・関係・
歴史―ボールの授業に考える身体教育―」。体育とは、
文化財としてのスポーツを教材とする身体教育である

ことを学ぶ 

事前学習 体育とスポーツの違いについて調べる。 

事後学習 
体育を身体教育として捉え直すときのポイ

ントについて整理する。 

第３回 

講義・グループワーク「模擬授業の指導案作成 1」。 体

育科の領域構成、単元計画の立て方、教材研究のポイ
ント、指導案の作成法、評価の仕方などを説明した後、
各グループで指導案の作成に取り組む。 

事前学習 教科書『小学校学習指導要領』を熟読する。 

事後学習 
実際の指導案の書き方を確認し、模擬授業の

流れについて考える。 

  



 

 

 

第４回 

講義・グループワーク「模擬授業の指導案作成 2」。各
グループで指導案を作成し、その内容にそって、教材
研究のポイント、指導案の作成法、評価の仕方などに

ついて補足・指導する。 

事前学習 模擬授業の指導案を作成する。 

事後学習 

各グループの指導案を読み、授業の流れを把

握する。学習カードの作成など模擬授業の事

前準備をする。 

第５回 

模擬授業①・②陸上運動系（走跳の運動遊び、陸上運

動）の模擬授業と省察検討会。＊模擬授業評価（相互
評価および教員評価）の観点は、ア）ティームティー
チングの配置は適切か、イ）発問や学習カードは適切

か、ウ）働きかけ・補助・支援などは適切か、エ）対
象者（他の学生）は担当グループに協力的か、オ）振
り返り時に活発な意見交換ができているか、カ）前時

の反省が生かされているか、など。 

事前学習 
提案グループの指導案を読み、授業の流れを

把握する。 

事後学習 

省察検討会において指摘を受けた部分やデ

ィスカッションを参考にして次時の授業に

活かせるようにする。 

第６回 

模擬授業③・④器械運動系（器械器具を使っての運動
遊び、器械運動）の模擬授業と省察検討会。※模擬授
業評価（相互評価および教員評価）の観点は第 5 回と

同じ。 

事前学習 
提案グループの指導案を読み、授業の流れを

把握する。 

事後学習 

模擬授業を振り返り、指摘を受けた部分やお

互いのディスカッションを参考にして次時

の授業に生かせるようにする。 

第７回 
模擬授業⑤⑥ボール運動系 1（鬼遊び、ボールゲーム）
の模擬授業と省察検討会。※模擬授業評価（相互評価

および教員評価）の観点は第 5回と同じ。 

事前学習 
提案グループの指導案を読み、授業の流れを
把握する。 

事後学習 

模擬授業を振り返り、指摘を受けた部分やお

互いのディスカッションを参考にして次時

の授業に生かせるようにする。 

第８回 

模擬授業⑦⑧ボール運動系 2（ゴール型、ネット型、

ベースボール型の中から選択）と体つくり運動系（体
ほぐしの運動遊び、多様な動きをつくる運動遊び、体
ほぐしの運動、多様な動きをつくる運動、体つくり運

動、体ほぐし運動）の模擬授業と省察検討会。※模擬
授業評価（相互評価および教員評価）の観点は第 5 回
と同じ。 

事前学習 
提案グループの指導案に目を通し、授業の流

れを把握する。 

事後学習 

模擬授業を振り返り、指摘を受けた部分やお

互いのディスカッションを参考にして次時

の授業に生かせるようにする。 

第９回 

模擬授業⑨⑩保健領域（健康な生活、体の発育・発達、
心の健康、けがの防止、病気の予防から選択）とオリ
ンピック・パラリンピックに関する指導の模擬授業と

省察検討会。※模擬授業評価（相互評価および教員評
価）の観点は第 5回と同じ。 

事前学習 
提案グループの指導案に目を通し、授業の流
れを把握する。 

事後学習 

模擬授業を振り返り、指摘を受けた部分やお

互いのディスカッションを参考にして次時

の授業に生かせるようにする。 

第１０回 
講義・グループワーク「体育を映し出すメディアとし

てのスポーツ」。本時では、従来までの学校体育（スポ
ーツ教育）の問題点について学ぶ。 

事前学習 
参考書『身体教育の思想』の第三章「身体教

育とスポーツ経験」を熟読する。 

事後学習 

参考書『身体教育の思想』を参考にしながら、

これまでの体育授業の問題点について考察

する。 

第１１回 

講義・グループワーク「教育の基本原理としての「勉

強」から「学び」へ」。本時では、指導案を忠実に実践
しようとする「プログラム的実践」ではなく、教師と
子どもたちの関係性のなかで編み直される「プロジェ

クト的実践」への意識改革の必要性について学ぶ。 

事前学習 
教科書『教育における身体知研究序説』と参
考書『学びの快楽』を熟読する。 

事後学習 

教科書『教育における身体知研究序説』と参

考書『学びの快楽』を参考にしながら、「勉

強」型の体育と「学び」型の体育の違いにつ

いて考察する。 

第１２回 

講義・グループワーク「『楽しい体育論』の到達点と課

題」。本時では、「勉強」から「学び」へという現代教
育学の要請に、「楽しい体育論」の理論と実践がどこま
で応えられているかを検証する。 

事前学習 
参考書『異質共同の学び―体育からの発信』
の第一章「体育の『個別化』『個性化』学習

批判」を熟読する。 

事後学習 

参考書『学びの快楽』と『異質共同の学び―

体育からの発信』を参考にしながら、「めあ

て学習」の問題点を考察する。 

第１３回 

講義・グループワーク「『運動文化論』の到達点と課題」。
本時では、「勉強」から「学び」へという現代教育学の

要請に、「運動文化論」の理論と実践がどこまで応えら
れているかを検証する。 

事前学習 
参考書『異質共同の学び―体育からの発信』
の第二章「異質共同の学び―グループ学習

論」を熟読する。 

事後学習 

参考書『学びの快楽』と『異質共同の学び―

体育からの発信』を参考にしながら、「グル

ープ学習」の問題点を考察する。 

第１４回 

講義・グループワーク「保健のなかの身体と輝ける感
性体験の交流」。本時では、学習指導要領にも明記され
ている「心と体を一体としてとらえる」ことの意味と、

身体感性論にもとづく体育（身体教育）の意義につい
て学ぶ。 

事前学習 

教科書『教育における身体知研究序説』の第
六章「ドレイファスの人工知能批判と身体教
育」と参考書『身体教育の思想』の第五章「身

体感性論」を熟読する。 

事後学習 

体教科書『教育における身体知研究序説』と

参考書『身体教育の思想』及び『学びの快楽』

を参考にしながら、体育における「学び」と

は何かについて考察する。 

  



 

 

第１５回 

講義・グループワーク「まとめ」。これまでの授業を振
り返りながら、「学び」を実現させるための反省的実践

（家）と身体教育（新しい体育）の関係についてその
要点をまとめる。 

事前学習 
教科書『教育における身体知研究序説』を熟
読する。 

事後学習 

「学び育ちあう関係」のなかで実践される体

育授業（身体教育）の特徴と、反省的実践家

としての体育教師に求められる力量につい

て考察する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 多文化コミュニケーション （2 単位） 

３．科目番号 

GELA1336 

GELA1329 

GELA1136 ２．授業担当教員 箕輪 理美 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
多文化理解入門を受講していることが望ましい 

７．講義概要 

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

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

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

８．学習目標 

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

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

きる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ
ート課題 

１．事前学習として、毎回指定された教科書の課題(「セルフチェック」と「ステップアップエクササイズ」)

を必ず行ってくる。 

２．毎回の授業の最後に、レスポンスペーパーに感想や疑問、質問を書いて提出してもらう。重要な指摘や
質問に関しては、次の授業の冒頭でフィードバックを行う。 

10．教科書・参考書・ 

教材 

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

【参考書】授業時に指示する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

2. 多文化コミュニケーションのスキルを理解し身につけることができたか。 

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

きたか。 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する 

１ 授業への参加態度 総合点の 30％ 

２ 試験（小テスト・期末テスト・口頭発表試験 等） 総合点の 30％ 

３ 提出課題（レポート等） 総合点の 40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１. 授業は事前学習を前提に行うため、必ず事前学習課題は行うこと。 

２. 授業で扱ったすべてのプリントはなくさないよう注意すること。 

３. 携帯電話は電源を切り、かばんの中にしまうこと。 

４. 私語は授業中は決してしないこと。 

５. わからないことはどのようなことでも教員に質問するよう心がけること。 

６. どのようなことでもよいので積極的に意見を述べること。 

13．オフィスアワー 初回の授業内で通知する。 

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 
事前学習 

教科書の「はじめに」と目次を読み、教科書

の内容を考えてくる。 

事後学習 シラバスの重要事項をノートにまとめる。 

第２回 自己紹介 1：自由に自分を紹介する 

事前学習 1 分間で自己紹介できるよう準備してくる。 

事後学習 
他の学生の自己紹介内容と気づいた点をノ

ートにまとめる。 

第３回 
第 1 章：異文化コミュニケーションとは 1：新しい常識・

ステレオタイプ・異文化理解への態度(pp.9-21) 

事前学習 
pp.9-21 までの「セルフチェック」と「ステ

ップアップエクササイズ」を完了しておく。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 

第４回 
第 1 章：異文化コミュニケーションとは 2：文化とコミ

ュニケーション(pp.22-35) 

事前学習 
pp.22-35 までの「セルフチェック」と「ステ

ップアップエクササイズ」を完了しておく。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 

第５回 
第 6 章：自分を知る：異文化適応力チェック・共感（エ

ンパシー）(pp.123-134) 

事前学習 

pp.123-134 までの「セルフチェック」と「ス

テップアップエクササイズ」を完了してお

く。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 

第６回 自己紹介 2：お互いの文化を紹介し合う 
事前学習 

今まで学んだことを参考に、1 分間で自分の

文化について紹介できるよう準備してくる。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 

第７回 
第 2 章：コミュニケーションスタイル：コンテキスト・

自己開示・パラ言語(pp.39-42, 46-57) 

事前学習 

pp.39-42, 46-57 までの「セルフチェック」と

「ステップアップエクササイズ」を完了して

おく。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 



 

 

第８回 
第 3 章：言語コミュニケーション 1：ほめ方・叱り方・

謝り方(pp.61-77) 

事前学習 
pp.61-77 までの「セルフチェック」と「ステ

ップアップエクササイズ」を完了しておく。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 

第９回 第 4 章：非言語コミュニケーション 1 (pp.81-90) 
事前学習 

pp.81-90 までの「セルフチェック」と「ステ

ップアップエクササイズ」を完了しておく。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 

第１０回 第 4 章：非言語コミュニケーション 2 (pp.91-100) 
事前学習 

pp.91-100 までの「セルフチェック」と「ス

テップアップエクササイズ」を完了してお

く。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 

第１１回 第 5 章：価値観(pp.103-113) 
事前学習 

pp.103-113 までの「セルフチェック」と「ス

テップアップエクササイズ」を完了してお

く。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 

第１２回 
第 7 章：異文化コミュニケーションスキル 1 

(pp.137-149) 

事前学習 

pp.137-149 までの「セルフチェック」と「ス

テップアップエクササイズ」を完了してお

く。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 

第１３回 
第 7 章：異文化コミュニケーションスキル 2 

(pp.150-165) 

事前学習 

pp.150-165 までの「セルフチェック」と「ス

テップアップエクササイズ」を完了してお

く。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 

第１４回 グループ発表の準備 
事前学習 

グループ発表について話し合えるよう準備

をしてくる。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 

第１５回 グループ発表 
事前学習 

グループ発表をスムーズにできるよう練習

を行う。 

事後学習 授業から学んだ内容をノートにまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 地域看護学 （2 単位） 

３．科目番号 EDHE3315 

２．授業担当教員 鈴木 路子 

４．授業形態 
講義、ディスカッション、インタビュー調査、発表、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 
「衛生学」「公衆衛生学」を履修条件とする 

７．講義概要 

地域看護の理念・目的、対象、方法の概要を学ぶ。また、地域看護の方法の中で特に健康教育を取り上げ、

活用される理論と方法の基礎を理解する。地域看護とは、生活の場としての地域社会と住民の健康を保持増

進するための看護活動であり、「地域保健（CommunityHealth）」「公衆衛生看護学（PublicHealthNursing）」

と同意語である。 

家族が生活を営む地域（Community）の保健医療・福祉行政施策（サービス）と保健看護諸活動の実際を

体系的に学ぶ。この包括的看護活動は、地域住民のよりよい健康安全とそれを支える地域社会・環境を総合

する働きかけにより実践されるものである。母子保健、成人保健、老人保健、環境保健、精神保健、地域保

健行政施策、地域診断（地域の健康評価）等、広域的な内容が含まれる。地域医療機関で行われる「臨床看

護実習」、地域福祉施設で行われる「ソーシャルワーク実習」「保育実習」等を介して、包括的看護活動を行

う実践力を身につけ、養護教諭、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士などとして地域看護活動を基盤にそ

れぞれの専門性を発揮する能力を養う。 

８．学習目標 

以下について学習、理解し、説明できるようになることを学習目標とします。 

１ 地域看護の理念・目的、対象、方法の概要を理解する。 

２ 地域における健康教育について理解する。 

３ 学校保健と地域保健の連携について理解する。 

４ 子どもの権利条約を通して子どもの権利をより深く理解する。 

５ 一人親家庭の生活実態や子どもを巡る諸問題について理解する。 

６ 地域ネットワークについて面接調査を計画し実践する方法を学ぶ。 

７ ニーズを実現するための社会資源の活用や他職種との協働等支援の方法を理解する。 

８ 以上を通して、児童生徒がどの様な環境で生育するのかを理解し、多様化した現代の社会にあって養

護教諭に求められる役割と機能を充分に理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

A4／1000字程度 提出期限は次週の授業時提出 

課題1 地域社会と地域看護について考え、地域住民の健康の把握方法についてまとめる 

課題2 学校における保健教育と地域における健康教育を対比しながら指導案を作成する 

課題3 地域保健法・学校保健法・母子保健法等関連する法律を精読し重要な条文を整理する 

課題4 養護教諭をめざすために、社会福祉を学ぶ意義と目的について考察する 

課題5 子供の権利条約を精読し日本に与えた影響について考察する 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

1・鈴木路子編著『公衆衛生看護ノート』教育家庭新聞社,2014 

2・岩波ジュニア新書『子どもの権利条約』岩波書店、2013年 3月 

【参考書】 

東京福祉大学編 『教職科目要説』（中等教育編）ミネルヴァ書房 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

〇成績評価の規準 

１．地域看護の理念・目的、対象、方法の概要を理解することができたか。 

２．地域における健康教育について理解できたか。 

３．学校保健と地域保健の連携について理解できたか。 

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とする。 

12．受講生への 

メッセージ 

地域看護学は、住民の健康把握・ニーズ-調査、各種統計資料の収集・分析・解読を含めた攻守上雨声の一部

である。この領域は精神保健学・学校保健学・環境保健論・養護教育学及び社会福祉等多くの関連領域との

連携が必須である。これらを相互に学びながら。新たな視点を発見し、児童生徒の健康を把握し、問題に対

応し管理実践・教育実践活動がいかに重要であるかを学び、その実践力を身につける。 

 子どもを取り巻く環境は複雑多様化している。このような環境が子どもの健全な成長と発達にどのような

影響を与えているか子どもの置かれている実態から理解を深めてほしい。教科書を購入のこと 

13．オフィスアワー 授業前後の時間帯 

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 

地域看護とは何か－公衆衛生における地域看護（地域保

健）活動の役割と意義－ 

課題１：地域看護活動の目的・対象・方法及び必要とさ

れる能力についてまとめる 

事前学習 
教科書Ⅰ 序章を読み、地域看護学（公衆衛

生看護学）の全体像を把握する 

事後学習 

学校看護と地域看護の役割、連携を認識し、

具体的な目的・対象・方法を自らの言葉で表

現する 

第２回 

地域社会と地域看護の考え方－人の暮らしと健康 

課題２：地域社会と地域看護について考え、地域住民の

健康の把握方法についてまとめる 

事前学習 教育実習先の地域社会を想定する 

事後学習 
地域保健法を基盤に行われる地域住民の健

康把握の方法を整理する 



 

 

第３回 

地域における健康教育 

課題３：学校における健康教育と地域における健康教育 

を対比しながら指導案を作成する 

事前学習 
教科書Ⅱ第 3部学校健康教育と地域における

健康教育を読み、想定する 

事後学習 具体的に指導案を作成し実践する 

第４回 
学校保健と地域保健の連携（１）感染症対策、健康危機

管理対策 

事前学習 
地域の保健センター・保健所等を訪問し、資

料を収集する 

事後学習 
各種情報を入手分析、まとめ、討論を行った

結果をまとめる 

第５回 

学校保健と地域保健の連携（２）性教育、母子保健対策 

課題４：地域保健法・母子保健法・学校保健法等関連す

る法律を精読し重要な条文を整理する 

事前学習 
保健師と養護教諭の連携について支援事例

を調べておく 

事後学習 思春期保健対策として課題解決策を考える 

第６回 

学校保健と子ども家庭福祉の連携 

第１章 子ども家庭支援と社会福祉 

第２章 子ども家庭を取り巻く社会状況 

課題５：養護教諭をめざす人が社会福祉を学ぶ意義と目

的について考察する 

事前学習 
教科書第１・2 章を読み、学校保健の基盤と

して、子ども家庭福祉の重要性を認識する 

事後学習 
支援者として子どもに対峙するときの基本

的姿勢について考察する 

第７回 

第３章 社会福祉の理念と権利保障 

１．子どもの権利保障の歩み 

２．子どもの権利の特徴 

３．子どもの権利に関する条約 

課題６：子どもの権利条約を精読し、日本に与えた影響

について考察する 

事前学習 
子どもの権利条約を読み、子どもの権利と生

命・生活・生存の重要性を認識する 

事後学習 

子どもの権利条約について、その時代的背

景、条約制定の意義と目的、内容についてま

とめる 

第８回 

４．子どもを養育する権利と義務 

課題７：親権とは何か、親権を巡る問題について、法律

の改正も含めて動向を整理しまとめる 

事前学習 
教科書第３章を読み、子どもを養育する親の

権利と義務について理解を深める 

事後学習 
「ハーグ条約」とは何か、日本が加盟するこ

との意義と問題点についてまとめる 

第９回 
第４章 子ども家庭福祉にかかわる法体系 

児童福祉法・児童福祉を直接支える法律・関連する法律 

事前学習 
教科書第４章を読み、子ども家庭福祉の法体

系の全体像を把握する 

事後学習 児童虐待対策とその課題についてまとめる 

第１０回 

第８章 子ども家庭福祉と地域ネットワーク 

１．虐待防止ネットワークの広がり 

２．要保護児童対策地域協議会、設置の効果・課題 等 

３．出身市町村の現況調査の方法と計画を立てる 

事前学習 
教科書第８章を読み、地域ネットワークとそ

の必要性を理解する 

事後学習 
出身地市区町村の要保護児童対策地域協議

会の現状と課題を情報収集する 

第１１回 

第５章 子ども家庭福祉にかかわる専門職 

１．専門職との協働 

２．教育機関の福祉専門職 

３．児童福祉領域の福祉専門職 等 

事前学習 
教科書第５章を読み、子ども家庭福祉にかか

わる専門職とその機能を理解する 

事後学習 

養護教諭が連携を深めておく必要のある専

門職と連携する際の留意点についてまとめ

る 

第１２回 

第６章 児童の社会的養護サービス 

１．社会的養護とは何か 

２．社会的養護にかかわる機関、施設 等 

事前学習 
教科書第６章を読み、社会的養護とその今日

的課題を理解する 

事後学習 
里親制度の意義と現状、問題点についてまと

める 

第１３回 

第７章 ひとり親家庭への支援 

１．ひとり親家庭の概念 

２．ひとり親家庭の状況 

３．ひとり親家庭に対する社会的支援施策 

事前学習 
教科書第７章を読み、ひとり親家庭の現状に

ついて理解を深める 

事後学習 
父母の離婚が子どもの心身に与える影響に

ついて、近年の動向も踏まえて考察する 

第１４回 

要保護児童対策地域協議会についての現況調査の成果

発表 

１．現況調査の結果をグループで話し合い整理する 

２．グループ発表する 

事前学習 

地域ネットワークの現状と課題について各

自実施した現況調査の結果をレポートにま

とめる 

事後学習 
地域協議会への養護教諭の関わり方を考察

する 

第１５回 

第９章 子ども家庭支援の実際 

事例１：虐待事例への支援 

事例２：不登校事例への支援 

事前学習 
教科書第９章を読み、子ども家庭支援の具体

的実践事例を知る 

事後学習 
事例２について、支援の長期目標と短期目標

を立案する 

 



 

 

１．科目名（単位数） 地域福祉論 （4 単位） 

３．科目番号 
SSMP2104 

SBMP2104 
２．授業担当教員 佐藤 惟 

４．授業形態 講義、グループディスカッション・作業及び発表 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 

地域福祉の基本的な考え方、主体と対象、係る組織、団体及び専門職や地域住民、地域福祉の推進方法を

学ぶとともに、地域援助技術としてのコミュニティワーク、コミュニティソーシャルネットワークの実践方
法を身につける。 

８．学習目標 

・地域福祉の基本的考え方（人権尊重、権利擁護、自立支援、地域生活支援、地域移行、社会的包摂等を含

む）について説明できる。 
・地域福祉の主体と対象について理解し説明できる。 
・地域福祉に係る組織、団体及び専門職の役割と実際について把握することができる。 

・地域福祉におけるネットワーキング（多職種・多機関との連携を含む。）の意義と方法について把握し、そ
の実際について説明できる。 

・地域福祉の推進方法（ネットワーキング、社会資源の活用・調整・開発、福祉ニーズの把握方法、地域ト

ータルケアシステムの構築方法、サービスの評価方法を含む。）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 

関東地方の自治体を1つ選び、その自治体の地域特性、地域福祉計画の策定状況、地域福祉の実践団体等につ

いてレポートにまとめて発表してもらう。レポートの形式等については授業内で指示する。確認テストは、

概ね6～8回に1回のペースで行われる。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

『新・社会福祉士養成講座 9 地域福祉の理論と方法』中央法規出版。 
【参考書】 
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。 
東京福祉大学編『教職科目要説（初等教育編）』ミネルヴァ書房。 
東京福祉大学編『教職科目要説（中等教育編）』ミネルヴァ書房。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 地域福祉の基本的考え方（人権尊重、権利擁護、自立支援、地域生活支援、地域移行、社会的包摂等を

含む。）について理解する。 

2. 地域福祉に係る組織、団体及び専門職の役割と実際について理解する。 

3. 地域福祉におけるネットワーキング（多職種・多機関との連携を含む。）の意義と方法及びその実際につ

いて理解する。 

4. 地域福祉の推進方法（ネットワーキング、社会資源の活用・調整・開発、福祉ニーズの把握方法、地域

トータルケアシステムの構築方法、サービスの評価方法を含む。）について理解する。 

○評定の方法 

1. 受講態度・参加姿勢等 40％（全授業の 3/4 以上の出席が必要）遅刻（10 分程度迄）は 3 回で 1 回休み

となる。 40％ 

2. 試験及びレポート 60％ 

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.授業中はつねに集中力を保って受講すること。積極的態度で授業に参加することが期待されている。 

2.授業中は私語、居眠りをしないこと。また、携帯電話のスイッチを切っておくこと。 

3.授業は正当な理由がない限り、欠席、遅刻、早退をしないこと。欠席、遅刻、早退をした場合はその理由

を必ず教師に書面をもって報告すること。 

4.レポートの提出日を厳守すること。 

5. 授業の中では、教科書や配布資料の輪読に加え、過去の試験問題の検討等も行う予定である。国試受験予

定の有無にかかわらず、積極的な参加が望まれる。 

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（シラバス、講義概要、試験に

ついての説明等、その他） 

事前学習 事前に講義概要について目を通しておく。 

事後学習 地域福祉論のねらいについてまとめる。 

第２回 コミュニティソーシャルワークの考え方；映像視聴 

事前学習 
コミュニティソーシャルワーク、社会福祉協議会

について、インターネット等で調べておく。 

事後学習 
コミュニティソーシャルワークについて復習す

る。教科書 pp.134～142 を読む。 

第３回 
コミュニティソーシャルワークの展開とシステム、

方法 

事前学習 教科書 pp.143～155 を読む。 

事後学習 地域アセスメントの方法についてまとめる。 

第４回 
専門他職種のチームアプローチとコミュニティソー

シャルワーク、専門職と住民の関係；映像視聴  

事前学習 教科書 pp.156～172 を読む。 

事後学習 専門職と住民の関係について復習する。 

第５回 地域のとらえ方と福祉圏域；グループ発表の説明 
事前学習 教科書 pp.41～51 を読む。 

事後学習 福祉圏域の考え方について復習する。 

第６回 
地域コミュニティ型組織とアソシエーション型組

織；確認テスト① 

事前学習 教科書 pp.52～56 を読む。 

事後学習 
地域コミュニティ型組織とアソシエーション型

組織について復習する。 



 

 

第７回 
地域福祉の実施主体①自治会・町内会と孤立死問

題；グループ分け 

事前学習 配布資料を読む。 

事後学習 町内会・自治会の仕事についてまとめる。 

第８回 孤立死問題と個人情報保護；映像視聴 
事前学習 配布資料を読む。 

事後学習 孤立死問題についてまとめる。 

第９回 
地域福祉の実施主体②民生委員・児童委員、保護司；

映像視聴 

事前学習 教科書 pp.116～125 を読む。 

事後学習 民生委員・児童委員についてまとめる。 

第１０回 
地域福祉の実施主体③社会福祉法人、NPO 法人、コ

ミュニティビジネス 

事前学習 教科書 pp.101～115 を読む。 

事後学習 社会福祉法人と NPO 法人についてまとめる。 

第１１回 地域福祉の実施主体④社会福祉協議会 
事前学習 教科書 pp.89～100 を読む。 

事後学習 社会福祉協議会についてまとめる。 

第１２回 
外部講師による講演：社会福祉協議会による仕事の

実際 

事前学習 教科書 pp.89～100 を読む。 

事後学習 講演を聞いて学んだことをまとめる。 

第１３回 
地域福祉の実施主体⑤地域包括支援センターと地域

包括ケアシステム；映像視聴 

事前学習 配布資料を読む。 

事後学習 地域包括支援センターについてまとめる。 

第１４回 
地域福祉の実施主体⑥子育て世代包括支援センタ

ー；確認テスト② 

事前学習 配布資料を読む。 

事後学習 子育て世代包括支援センターについてまとめる。 

第１５回 地域福祉計画と地域福祉活動計画 

事前学習 教科書 pp.78～88 を読む。 

事後学習 
地域福祉計画と地域福祉活動計画の違いについ

て復習する。 

第１６回 地域における福祉ニーズの把握方法と実際 

事前学習 教科書 pp.240～252 を読む。 

事後学習 
質的な福祉ニーズと量的な福祉ニーズについて

まとめる。 

第１７回 住民の参加と方法、ローカルガバナンス 
事前学習 教科書 pp.174～194 を読む。 

事後学習 ガバメントとガバナンスの違いを復習する。 

第１８回 地域における福祉サービスの評価方法と実際 

事前学習 教科書 pp.281～298 を読む。 

事後学習 
自分の住む地域で福祉サービスの評価を行う組

織について調べてみる。 

第１９回 日本における地域福祉の発展過程；グループ発表① 
事前学習 教科書 pp.2～8 を読む。 

事後学習 セツルメント運動についてまとめる。 

第２０回 
日本における地域福祉理論の発展と広がり；グルー

プ発表② 

事前学習 教科書 pp.36～46 を読む。 

事後学習 
わが国における地域福祉の理論の類型について

ノートにまとめる。 

第２１回 
海外における地域福祉の発展過程①イギリス；グル

ープ発表③ 

事前学習 教科書 pp.314～322 を読む。 

事後学習 イギリスの地域福祉の発展過程をまとめる。 

第２２回 
海外における地域福祉の発展過程②アメリカ；グル

ープ発表④；確認テスト③ 

事前学習 教科書 pp.323～328 を読む。 

事後学習 アメリカの地域福祉の発展過程をまとめる。 

第２３回 

災害支援と地域福祉①災害支援の考え方、災害支援

の実際、非日常の支援から日常の支援へ；グループ

発表⑤ 

事前学習 教科書 pp300.～312 を読む。 

事後学習 災害支援についてまとめる。 

第２４回 
災害支援と地域福祉②福祉避難所について；映像視

聴；グループ発表⑥ 

事前学習 教科書 pp300.～312 を読む。 

事後学習 福祉避難所についてまとめる。 

第２５回 
生活困窮者自立支援制度と地域福祉①制度の概要、

事例；グループ発表⑦ 

事前学習 教科書 pp.14～20 を読む。 

事後学習 生活困窮者自立支援についてまとめる。 

第２６回 
生活困窮者自立支援制度と地域福祉②子どもの貧

困；映像視聴；グループ発表⑧ 

事前学習 教科書 pp.14～20 を読む。 

事後学習 映像から学んだことをまとめる。 

第２７回 
介護保険制度と地域福祉①在宅での看取りに向けた

支援 

事前学習 配布資料を読む。 

事後学習 地域包括ケアシステムについてまとめる。 

第２８回 
外部講師による講演：介護保険制度と地域福祉②地

域包括ケアシステム構築に向けた取り組み 

事前学習 配布資料を読む。 

事後学習 講演を聞いて学んだことをまとめる。 

第２９回 
地域福祉に関する今後の課題①「わが事・丸ごと」

地域共生社会；確認テスト④ 

事前学習 配布資料を読む。 

事後学習 
「わが事・丸ごと」地域共生社会についてまとめ

る。 

第３０回 地域福祉に関する今後の課題②地方創生 
事前学習 配布資料を読む。 

事後学習 これまでの授業内容を復習する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 地域福祉論 （4 単位） 

３．科目番号 

SBMP2104 

SPMP2104 

PSMP2404 ２．授業担当教員 中土 純子 

４．授業形態 講義、グループディスカッション・作業及び発表 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 

地域福祉の基本的な考え方、主体と対象、係る組織、団体及び専門職や地域住民、地域福祉の推進方法を

学ぶとともに、地域援助技術としてのコミュニティワーク、コミュニティソーシャルネットワークの実践方
法を身につける。 

８．学習目標 

・地域福祉の基本的考え方（人権尊重、権利擁護、自立支援、地域生活支援、地域移行、社会的包摂等を含
む）について説明できる。 

・地域福祉の主体と対象について理解し説明できる。 

・地域福祉に係る組織、団体及び専門職の役割と実際について把握することができる。 
・地域福祉におけるネットワーキング（多職種・多機関との連携を含む。）の意義と方法について把握し、そ
の実際について説明できる。 

・地域福祉の推進方法（ネットワーキング、社会資源の活用・調整・開発、福祉ニーズの把握方法、地域ト
ータルケアシステムの構築方法、サービスの評価方法を含む。）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．講義内容に関する課題（確認テスト/レポート）を複数回実施する。 

2．課題の詳細は講義内で提示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
『新・社会福祉士養成講座 9 地域福祉の理論と方法』中央法規出版。 
【参考書】 

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。 
東京福祉大学編『教職科目要説（初等教育編）』ミネルヴァ書房。 

東京福祉大学編『教職科目要説（中等教育編）』ミネルヴァ書房。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 地域福祉の基本的考え方（人権尊重、権利擁護、自立支援、地域生活支援、地域移行、社会的包摂等を

含む。）について理解する。 

2. 地域福祉に係る組織、団体及び専門職の役割と実際について理解する。 

3. 地域福祉におけるネットワーキング（多職種・多機関との連携を含む。）の意義と方法及びその実際につ

いて理解する。 

4. 地域福祉の推進方法（ネットワーキング、社会資源の活用・調整・開発、福祉ニーズの把握方法、地域

トータルケアシステムの構築方法、サービスの評価方法を含む。）について理解する。 

○評定の方法 

1. 受講態度・参加姿勢等 40％（全授業の 3/4以上の出席が必要）遅刻（10分程度迄）は 3回で 1回休み

となる。 40％ 

2. 試験及びレポート 60％ 

12．受講生への 

メッセージ 

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

講義の進捗状況・理解度等によって、シラバスの内容が前後する場合があります。 

13．オフィスアワー 初回の講義で通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

（シラバス、講義概要、レポートについての説明等） 

事前学習 
教科書の「はじめに」を読み、学習内容の全体

的なイメージをつかむ。 

事後学習 地域福祉を学ぶ意味について理解を深める。 

第２回 
第 1章 新しい社会福祉システム① 

（地域福祉の発展過程） 

事前学習 第 1章（pp.1～33）を読む。 

事後学習 地域福祉の発展過程を整理して理解する 

第３回 
第 1章 新しい社会福祉システム② 

（福祉コミュニティ）  

事前学習 第 1章（pp.1～33）を読む。 

事後学習 地域福祉とコミュニティについて整理する。 

第４回 
第 2章 地域福祉の基本的な考え方①  

（地域福祉理論とその理念） 

事前学習 第 2章（pp.35～56）を読む。 

事後学習 
地域福祉理論の発展と広がり、地域自立生活

支援と地域福祉の理論を整理する。 

第５回 
第 2章 地域福祉の基本的な考え方②  

（地域における連携体制） 

事前学習 第 2章（pp.35～56）を読む。 

事後学習 

地域のとらえ方と福祉圏域、地域コミュニテ

ィ型組織とアソシエーション型組織の有機的

連携について整理する。 

第６回 第 3章 地域福祉の主体と福祉教育 

事前学習 第 3章（pp.57～76）を読む。 

事後学習 
地域福祉の主体と福祉教育、地域福祉の主体

と福祉教育の歩みを整理する。 

第７回 
第 4章 行政組織と民間組織の役割と実際① 

（地域福祉計画） 

事前学習 第 4章（pp.77～132）を読む。 

事後学習 
社会福祉における地方分権と地域福祉計画、

社会福祉協議会の役割と実際を整理する。 



 

 

第８回 
第 4章 行政組織と民間組織の役割と実際② 

（社会福祉法人と市民活動） 

事前学習 第 4章（pp.77～132）を読む。 

事後学習 

社会福祉法人の役割と実際、特定非営利法人

の役割と実際のボランティア活動を整理す

る。 

第９回 
第 4章 行政組織と民間組織の役割と実際③ 

（福祉コミュニティビジネス）  

事前学習 第 4章（pp.77～132）を読む。 

事後学習 
民生委員・児童委員、保護司、福祉コミュニテ

ィビジネスと企業の社会貢献を整理する。 

第１０回 
第 5 章 コミュニティソーシャルワークと専門職の役割

①（コミュニティソーシャルワークの概念） 

事前学習 第 5章（pp.133～172）を読む。 

事後学習 

コミュニティソーシャルワークの考え方、コ

ミュニティソーシャルワークの展開とシステ

ムを整理する。 

第１１回 
第 5 章 コミュニティソーシャルワークと専門職の役割

②（展開プロセスと地域アセスメント） 

事前学習 第 5章（pp.133～172）を読む。 

事後学習 
コミュニティソーシャルワークの方法を整理

する。 

第１２回 
第 5 章 コミュニティソーシャルワークと専門職の役割

③（専門職と住民の役割） 

事前学習 第 5章（pp.133～172）を読む。 

事後学習 
専門多職種のチームアプローチとコミュニテ

ィソーシャルワーカーの役割を整理する。 

第１３回 
第 6章 住民参加と方法① 

（住民参加の形態） 

事前学習 第 6章（pp.173～194）を読む。 

事後学習 

地域福祉推進における住民参加の意義、市町

村社会福祉行政における住民参加について整

理する。 

第１４回 

第 6章 住民参加と方法② 

（地域福祉への参加保障） 

  

事前学習 第 6章（pp.173～194）を読む。 

事後学習 住民代表性と参加方法について整理する。 

第１５回 
外部講師による講義 

（ネットワークづくり） 

事前学習 第 7章（pp.195～212）を読む。 

事後学習 

ソーシャルサポートネットワークの考え方と

位置、ソーシャルサポートネットワークとエ

コロジカルアプローチを整理する。 

第１６回 
第 7章 ソーシャルサポートネットワーク 

（アセスメントから支援計画へ）  

事前学習 第 7章（pp.195～212）を読む。  

事後学習 
事例の内容を振り返り、ソーシャルサポート
の多面性、支援計画を整理する。 

第１７回 
第 8章 地域における社会資源活用・調整・開発① 

（社会資源の活用） 

事前学習 第 8章（pp.213～238）を読む。 

事後学習 
社会資源の概要、社会資源の活用法とコーデ
ィネートについて整理する。 

第１８回 
第 8章 地域における社会資源活用・調整・開発② 

（福祉サービスの活用） 

事前学習 第 8章（pp.213～238）を読む。 

事後学習 
福祉サービスの開発、税制優遇と助成金の活
用を整理する。 

第１９回 
第 8章 地域における社会資源活用・調整・開発③ 

（ソーシャルアクション）  

事前学習 第 8章（pp.213～238）を読む。 

事後学習 
まちづくりとソーシャルアクションについて
整理する。 

第２０回 
第 9章 地域における福祉ニーズの把握方法と実際① 

（アウトリーチの意義） 

事前学習 第 9章（pp.239～252）を読む。 

事後学習 
地域福祉におけるアウトリーチの意義、質的
な福祉ニーズの把握方法と実際を整理する。 

第２１回 
第 9章 地域における福祉ニーズの把握方法と実際② 

（福祉ニーズの把握） 

事前学習 第 9章（pp.239～252）を読む。 

事後学習 量的な福祉ニーズの把握方法と実際。 

第２２回 
第 10章 地域トータルケアシステムの構築と実際① 

（地域トータルケアシステムの展開） 

事前学習 第 10章（pp.253～279）を読む。 

事後学習 

地域トータルケアシステムの必要性と考え
方、地域トータルケアシステムの展開方法を

整理する。 

第２３回 
外部講師による講義 

（地域トータルケアシステムの構築事例） 

事前学習 第 10章（pp.253～279）を読む。 

事後学習 
地域トータルケアシステムの事例、ソーシャ

ル従事者の研修と組織化を整理する。 

第２４回 
第 11 章 地域における福祉サービスの評価方法と実際
①（福祉サービスの評価） 

事前学習 第 11章（pp.281～298）を読む。 

事後学習 
福祉サービスの評価を必要とする背景、評価

の考え方を整理する。 

第２５回 

第 11 章 地域における福祉サービスの評価方法と実際
② 

（福祉サービスのプログラム評価） 

事前学習 第 11章（pp.281～298）を読む。 

事後学習 
福祉サービスの評価の方法と実際を整理す

る。 

第２６回 
第 12章 災害支援と地域福祉① 

（災害支援の方法） 

事前学習 第 12章（pp.299～312）を読む。 

事後学習 災害支援の考え方と方法を整理する。 

第２７回 
第 12章 災害支援と地域福祉② 

（災害支援の実際） 

事前学習 第 12章（pp.299～312）を読む。 

事後学習 災害支援の実際を整理する。 

第２８回 

第 13 章 日本の地域福祉に影響を与えた海外の考え方
① 

（イギリスのコミュニティソーシャルワーク） 

事前学習 第 13章（pp. 314～329）を読む。 

事後学習 イギリスの地域福祉について整理する。 

  



 

 

第２９回 

第 14 章 日本の地域福祉に影響を与えた海外の考え方
② 

（アメリカのコミュニティソーシャルワーク） 

事前学習 第 13章（pp. 314～329）を読む。 

事後学習 アメリカの地域福祉について整理する。 

第３０回 総まとめ 
事前学習 これまでの授業内容を整理する。 

事後学習 重要事項をまとめ、理解を深める。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 知的障害教育Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号 
SSMP3449 

SCMP3449 

SBMP3449 ２．授業担当教員 工藤 傑史 

４．授業形態 知的障害教育Ⅰをふまえた講義、演習、模擬授業 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「知的障害教育Ⅰ」を踏まえて行います。 

７．講義概要 

本科目では、知的障害教育Ⅰで学んだ知識をふまえ、医療・福祉など近接分野の最新の動向に関心を広げなが

ら、知的障害のある子どもの生涯を見通した支援、保護者との安定した関係の構築、外部専門家との有機的な

連携を実現するための倫理観や責任感、実践力を養う。模擬授業を通して、実態評価の基礎、各種教育計画の

作成手順、教材・教具の意義を学び、特別支援学校での教育実践を想定した基礎的技能を培う。 

８．学習目標 

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

① 知的障害者を取り巻く様々な社会事情。 

② 各種教育計画の作成。 

③ 知的障害の実態把握・アセスメント。 

④ 教材・教具の意義や工夫。 

⑤ 「各教科等を合わせた指導」の法的根拠やねらい・内容を授業に生かす。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

第６回から第９回において、「各教科等を合わせた指導」についての模擬授業を行います。児童生徒の実態を

決め、グループで役割分担をして、教材教具を工夫し、指導案を提出します。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】特になし。春期の教科書「新版キーワード 特別支援教育」を引き続き使います。 

【参考書】筑波大学附属大塚特別支援学校編著『特別支援教育のとっておきの授業レシピ』学研。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．各種教育計画の概要がわかり、支援を受けながら指導計画が作成できるようになったか。 

２．知的障害者を取り巻く、就学前や就労に関する医療や福祉の制度にも関心がもてたか。 

３．事例の実態把握及び対応についての基礎的知識が身に付き、指導案作成及び授業実践までのイメージを培

うことができたか。 

○評定の方法 

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

１ 模擬授業（発表態度、内容）       総合点の３０％ 

２ 授業での態度              総合点の２０％ 

３ 論文課題・期末試験           総合点の５０％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

知的障害教育Ⅰ（春期）の内容をふまえて、講義・演習を実施します。春期の教科書を振り返りながら参 

加してください。知的障害教育の教師には、人を大切にする姿勢、相手を主役として活躍させる姿勢、不測の

事態に柔軟に対応する知識と技能が必要です。集団活動を組織・計画し創造する能力が特に必要です。授業だ

けでなく人と関わるさまざまな体験を積み、人間性豊かな教師をめざしてください。 

13．オフィスアワー 1 回目の講義でお知らせします。 

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 

知的障害教育の動向 

事前学習 「知的障害教育Ⅰ」で学んだ内容を振り返っておく。 

事後学習 模擬授業を行なうための仲間作りや下調べをしておく。 

第２回 知的障害教育における各種教育計画 

事前学習 
春期の教科書で、「個別の教育支援計画」、「個別の指導計

画」を読んでおく。 

事後学習 
これらの計画の作成が義務化されている根拠を学習指導

要領解説で確認しておく。 

第３回 
知的障害特別支援学校における学習指導案づ

くり 

事前学習 
春期の教科書で、「指導案作り」、「評価と記録」を読んで

おく。 

事後学習 グループで、模擬授業の計画を立てる。 

第４回 実態把握とアセスメント 

事前学習 春期の教科書で、「発達検査・診断」を読んでおく。 

事後学習 
学習したアセスメント方法を自分でできるようになって

おく。グループで、模擬授業の計画を立てる。 

第５回 知的障害児の発達支援と教材・教具 

事前学習 
春期の教科書で、「障害児教育における教材･教具」を読

んでおく。 

事後学習 
教材・教具をなぜ使うかについて説明できるようにして

おく。 

第６回 生活単元学習の実際と指導計画 

事前学習 春期の教科書で、「生活単元学習」を読んでおく。 

事後学習 
「生活単元学習」の模擬授業を見て気づいたことをまと

める。 

第７回 日常生活指導の実際と指導計画 

事前学習 春期の教科書で、「日常生活の指導」を読んでおく。 

事後学習 
日常生活の指導」の模擬授業を見て気づいたことをまと

める。 



 

 

第８回 作業学習の実際と指導計画 
事前学習 春期の教科書で、「作業学習」を読んでおく。 

事後学習 「作業学習」の模擬授業を見て気づいたことをまとめる。 

第９回 自立活動の実際と指導計画 

事前学習 春期の教科書 pp100-101「自立活動」を読んでおく。 

事後学習 
自立活動の6区分27項目について説明できるようにして

おく。 

第１０回 行動障害への対応 

事前学習 
春期の教科書で、ASD や ADHD に関する部分を読んで

おく。 

事後学習 
ADHD や ASD の行動障害への対応のポイントをまとめ

ておく。 

第１１回 交流及び共同学習 

事前学習 春期の教科書で、「共同教育・交流教育」を読んでおく。 

事後学習 
「交流及び共同学習」の法的根拠や、「副籍制度」、「支援

籍制度」について説明できるようにしておく。 

第１２回 キャリア教育と就労支援 

事前学習 春期の教科書で、「ライフステージと教育」を読んでおく。 

事後学習 
「キャリア教育」について、その理念や法的根拠につい

て説明できるようにしておく。 

第１３回 学校組織における危機管理 

事前学習 
特別支援学校で起こる「危機」と教師の役割について考

えておく。 

事後学習 
通常の危機管理と災害時の危機管理について整理してお

く。 

第１４回 生涯学習支援 
事前学習 春期の教科書で、「生涯学習支援」を読んでおく。 

事後学習 「生涯学習支援」の意義についてまとまる。 

第１５回 知的障害教育の教育課題 
事前学習 

知的障害教育の教育課題について自分の考えをまとめて

おく。 

事後学習 提示された試験のポイントを再確認しておく。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 知的障害教育総論 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP3455 

SCMP3455 

SBMP3455 ２．授業担当教員 工藤 傑史 

４．授業形態 
講義だけでなく様々な形態のグループ討議など、アクティブラーニ

ングに基づいた履修者同士の実践的な学び合いを重視する。 
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、世界や日本における知的障害教育の歴史、教育的な位置づけ、現代の新しい流れについて関

心を広げながら、幅広く学ぶ。特に今後はインクルーシブ教育が重視されていく中で、これからの知的障害
教育には何が最も重要になっていくのか、議論を深めていく。また、知的障害の根本的な症状や「困り感」
に関する障害理解と、学校教育や教師の役割に関して多様な知識を学んでいく。そのために、通常学校の各

教科との連続性を考慮しつつ、生活単元学習、作業学習、日常生活の指導及び自立活動について実際の授業
映像を見ながら理解を深めていく。さらに、その他の動画、画像、スライドや独自の資料を多用し、わかり
やすい説明を心掛けていきたい。 

８．学習目標 

【期待される効果】以下に関して理解し、説明することができる。 

① 知的障害児教育の歴史と今日的な課題                     

② 知的障害児教育や教師の役割に関する基本的な知識                        

③ 知的障害児への様々な指導法と具体的な内容 

④ 知的障害児者をとりまく地域行政や支援 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

適宜、レポート等を実施します。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
太田俊己 藤原義博『新訂 知的障害教育総論』放送大学振興会 
【参考書】 

文部科学省『特別支援学校教育要領・学習指導要領解説 総則編(幼稚部・小学部・中学部)』(平成 30 年 3 月) 

文部科学省『特別支援学校学習指導要領解説 各教科等編(小学部・中学部)』（平成 30 年 3 月） 

文部科学省『特別支援学校教育要領・学習指導要領解説 自立活動編(幼稚部・小学部・中学部)』(平成 30 年

3 月) 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．知的障害教育に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。    

２．知的障害児への様々な指導法と具体的な内容を理解し、実際に対処できるようになっているか。 

○評定の方法 

以下を総合的に検討し、判断する。 

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４０％ 

２ レポート（模擬授業、テストを含む） 総合点の６０％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

我が国においても共生社会の実現に向けての動きが加速度的に進み、2020 年に東京オリンピック・パラリン

ピック年を迎え、特別支援教育を取り巻く状況が大きく変化しています。今、世界や日本の教育現場では何

が始まっているのか、またどんな人材が求められているのかを考えながら、知的障害教育をしっかり学んで

いきましょう。教科書は必ず準備し、予習復習をしっかり行ってください。 

13．オフィスアワー 1回目の講義でお知らせします。 

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   

知的障害の定義と教育現状・特色、課題 

事前学習 

シラバスの中から自分の関心のあるテーマを一

つ選び、知っている情報をまとめて説明出来る

ようにする。 

事後学習 定義や課題等を説明できるようにする。 

第２回 知的障害のある子どもの理解と支援 

事前学習 
教科書の pp.23～33 を読んで、知的障害児につ

いて調べる。 

事後学習 
心理的な特徴や理解するための基本的な視点と

支援等を説明できるようにする。 

第３回 知的障害教育の教育課程の特徴と指導法 

事前学習 
教科書の pp.48～62 を読んで、知的障害教育の

教育課程と指導法について調べる。 

事後学習 
教育課程の特色や授業形態の工夫等を説明でき

るようにする。 

第４回 知的障害教育の指導法① 生活単元学習・作業学習 

事前学習 

教科書の pp.63～80、pp.81～95 に目を通し、

生活単元学習や作業学習の意義について調べ

る。 

事後学習 
生活単元学習と作業学習の意義と具体的な内容

等を説明できるようにする。 

第５回 知的障害教育の指導法② 日常生活の指導・遊びの指導 

事前学習 
教科書の pp.96～108 を読み、日常生活指導・遊

びの指導の意義について調べる。 

事後学習 
日常生活指導や遊びの指導の意義や具体的な内

容等を説明できるようにする。 



 

 

第６回 知的障害教育の指導法③ 教科別の指導 

事前学習 
教科書の pp.109～119 を読み、教科別の指導に

ついて調べる。 

事後学習 
知的障害各教科の特徴、具体的な指導上のポイ

ント等を説明できるようにする。 

第７回 知的障害教育の指導法④ 自立活動の指導 

事前学習 
教科書の pp.120～134 を読み、自立活動の意義

について調べる。 

事後学習 
自立活動の意義や具体的な内容等を説明できる

ようにする。 

第８回 特別支援学級の学級経営と教育課程と指導法 

事前学習 
教科書の pp.135～146 を読み、知的障害特別支

援学級の教育課程と指導法について調べる。 

事後学習 
「特別な教育課程」や教育課程編成の留意事項

と実際の指導等を説明できるようにする。 

第９回 知的障害教育の歴史 
事前学習 

知的障害教育に尽力した先人をインターネット

等で調べる。 

事後学習 知的障害教育の歴史についてまとめる。 

第１０回 日本と海外の知的障害教育 

事前学習 
教科書の pp.147～164 を読み、海外の知的障害

教育について調べる。 

事後学習 
インクルーシブ教育の状況や教育課程の違い等

を説明できるようにする。 

第１１回 個別の指導計画と教育支援計画 

事前学習 
教科書の pp.165～182 を読み、個別の指導計画

と個別の教育支援計画について調べる。 

事後学習 
個別の指導計画と個別の教育支援計画の違いを

説明できるようにする。 

第１２回 知的障害教育とキャリア教育 

事前学習 
教科書の pp.183～205 を読み、知的障害児のキ

ャリア教育について調べる。 

事後学習 
キャリア教育の意義や進路指導の現状等を説明

できるようにする。 

第１３回 行動上の問題の理解と支援 
事前学習 

教科書の pp.206～217 を読み、知的障害児の行

動上の問題について調べる。 

事後学習 行動上の問題への対応についてまとめる。 

第１４回 知的障害教育と生涯学習支援 

事前学習 
知的障害者の生涯学習支援について、インター

ネット等で調べる。 

事後学習 
知的障害者の生涯学習支援のあり方についてま

とめる。 

第１５回 まとめ 
事前学習 

講義全体を振り返り、新たな気づきや感想につ

いてまとめる。 

事後学習 課題レポートを提出する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 中国の文化と言語Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号 GECM1314 

２．授業担当教員 張 岩 

４．授業形態 講義、ディスカッション、グループ学習等 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

のことを通して、日本に身を置くわたしたちの暮らしや考え方と比べてみる。 

８．学習目標 

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

2.中国語で書かれた、ある程度まとまった文章を理解できる。 

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

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業中の口頭発表：随時、ディスカッション後（授業に対しての理解を確認する、個人の見解を述べて、皆

で考える）。 

授業中及び授業後のドリル：一課毎（勉強した内容を振り返って、理解を強化する） 

レポート：１～２回（映画などを見て考えよう。命題。800～1200文字） 

小テスト、まとめドリル（採点あり）：学期中、期末（学習内容がどれくらい習得したのかを確かめる） 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】陳淑梅・劉光赤著『しゃべっていいとも中国語（中西君と一緒に中国へ行こう）』朝日出版社。 

（履修にあたって、教科書は必ず用意すること） 

【参考書】（任意） 

○中国語辞書 ○瀬戸口 律子著『完全マスター中国語の文法 改訂版』。 

○竹内 実著『北京』文芸春秋社。 

○沈潔 著『地域福祉と福祉ＮＰＯの日中比較研究』日本僑報社。 ○その他、インターネットなど 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準（学習目標） 

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

2.中国語で書かれた、ある程度まとまった文章を理解できたか。 

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

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

○評定の方法 

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

1.授業への積極的な参加 総合点の 30% 

2.小テスト       総合点の 40% 

3.課題レポート     総合点の 30% 

12．受講生への 

メッセージ 

現在の中国では、社会福祉をはじめ、多くの社会問題を抱えており、日本に比べて遅れている部分もある

と思われます。その原因はさまざまだと思いますが、その根底にある中国の歴史、伝統、国家体制、社会の

仕組みなどを理解する必要があると思います。近年、著しい経済発展や社会制度の改善により、日本ととも

に福祉を語る日も近いでしょう。そのときには、習い覚えた中国語でコミュニケーションの糸口を開くこと

ができることを望んでいます。 

13．オフィスアワー 授業時間の前後に設ける 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

①「中国の文化と言語Ⅰ」の「まとめドリル」を講評、

「中国の文化と言語Ⅰ」のポイント復習 

②教科書第９課「道をたずねる」 

（動詞“在”、前置詞“从”“往”） 

事前学習 

予習：教科書 pp.44～46（文法ポイントを理

解する、練習問題を解く、本文を訳してみる、

CD を聴いて発音をしてみる） 

事後学習 

復習：復習：教科書第９課の内容（ノート、

教科書：授業でノートにメモした内容や、授

業で勉強した教科書の内容をまとめて、発音

練習をする）教科書 pp.48-49 ドリル 

第２回 

①教科書第９課 

②教科書 pp.48～49 ドリルの答え合わせ 

③教科書第１０課「ショッピングをする」 

（数のいい方、形容詞が述語になる文） 

事前学習 

予習：教科書 pp.50～51（文法ポイントを理

解する、練習問題を解く、CD を聴いて発音

をしてみる） 

事後学習 

復習：教科書第１０課の内容（ノート、教科

書：授業でノートにメモした内容や、授業で

勉強した教科書の内容と教科書のドリルで

間違えたところをまとめる） 

  



 

 

第３回 

①教科書第１０課 pp.52～53 

②教科書 pp.54～55 ドリル 

③映画「こころの湯」のその時代背景 

（資料配布） 

事前学習 
教科書 p.52、CD を聴いて発音をしてみる、

第１０課の本文を訳してみよう 

事後学習 

復習：教科書第１０課の内容（ノート、教科

書：授業でノートにメモした内容や、授業で

勉強した教科書の内容と教科書のドリルで

間違えたところをまとめる） 

映画「こころの湯」について、資料を読む、

調べる（インターネット、図書館など） 

第４回 映画：「こころの湯」、レポート課題を配布 
事前学習 

映画「こころの湯」とその時代背景（資料を

読む） 

事後学習 映画の内容をノートにまとめる 

第５回 

①教科書第１１課「おしゃべりをする」 

（年月日、曜日のいい方、年齢のいい方） 

②ディスカッション、「こころの湯」 

レポート設題について 

事前学習 

配布した資料やノート、調べた内容を用意 

予習：教科書 pp.56～57（文法ポイントを理

解する、練習問題を解く、CD を聴いて発音

をしてみる） 

事後学習 

復習：教科書第１１課の内容（ノート、教科

書：授業でノートにメモした内容や、授業で

勉強した教科書の内容をまとめる） 

ディスカッションの内容をノートにまとめ

る、レポートの主旨を決める、レポートを書

く 

第６回 
①教科書第１１課 pp.58～59 

②教科書 pp.60～61 ドリル 

事前学習 
教科書 p.58、CD を聴いて発音をしてみる、

第１１課の本文を訳してみよう 

事後学習 

復習：教科書第１１課の内容（ノート、教科

書：授業でノートにメモした内容や、授業で

勉強した教科書の内容と教科書のドリルで

間違えたところをまとめる） 

第７回 

教科書第１２課「料理を注文する」 

（量詞、動詞の重ね型） 

レポート提出 

事前学習 

予習：教科書 pp.62～64（文法ポイントを理

解する、練習問題を解く、本文を訳してみる、

CD を聴いて発音をしてみる）レポートを用

意  

事後学習 

復習：教科書第１２課の内容（ノート、教科

書：授業でノートにメモした内容や、授業で

勉強した教科書の内容をまとめて、発音練習

をする）教科書 pp.66-67 ドリル 

第８回 

①教科書第１２課 

②教科書 p.66～67 ドリルの答え合わせ 

③教科書第１３課「サッカーのチケットを買う」 

（時刻のいい方、文末の“了”） 

事前学習 

予習：教科書 pp.68～69（文法ポイントを理

解する、練習問題を解く、CD を聴いて発音

をしてみる） 

事後学習 

復習：教科書第１３課の内容（ノート、教科

書：授業でノートにメモした内容や、授業で

勉強した教科書の内容と教科書のドリルで

間違えたところをまとめる） 

第９回 

①教科書第１３課 pp.70～71 

②教科書 p.72～73 ドリル 

③ビデオ：中国いろいろ 

事前学習 
教科書 p.70、CD を聴いて発音をしてみる、

第１３課の本文を訳してみよう 

事後学習 

復習：教科書第１３課の内容（ノート、教科

書：授業でノートにメモした内容や、授業で

勉強した教科書の内容と教科書のドリルで

間違えたところをまとめる） 

第１０回 
教科書第１４課「マッサージ」 

（時間の長さのいい方、完了を示す“了”） 

事前学習 

予習：教科書 pp.74～76（文法ポイントを理

解する、練習問題を解く、本文を訳してみる、

CD を聴いて発音をしてみる） 

事後学習 

復習：教科書第１４課の内容（ノート、教科

書：授業でノートにメモした内容や、授業で

勉強した教科書の内容をまとめて、発音練習

をする）教科書 pp.78-79 ドリル 

第１１回 

①教科書第１４課 

②教科書 p.78～79 ドリルの答え合わせ 

③教科書第１５課「インターネットカフェ」 

（前置詞“给”、助動詞“可以”“能”） 

事前学習 

予習：教科書 pp.80～81（文法ポイントを理

解する、練習問題を解く、CD を聴いて発音

をしてみる） 

事後学習 

復習：教科書第１５課の内容（ノート、教科

書：授業でノートにメモした内容や、授業で

勉強した教科書の内容と教科書のドリルで

間違えたところをまとめる） 

  



 

 

第１２回 
①教科書第１５課 p.82～83 

②教科書 p.84～85 ドリル 

事前学習 
教科書 p.82、CD を聴いて発音をしてみる、

第１５課の本文を訳してみよう 

事後学習 

復習：教科書第１５課の内容（ノート、教科

書：授業でノートにメモした内容や、授業で

勉強した教科書の内容と教科書のドリルで

間違えたところをまとめる） 

第１３回 
教科書第１６課「電話をかける」 

（動詞の進行態、助動詞“会”） 

事前学習 

予習：教科書 pp.86～88（文法ポイントを理

解する、練習問題を解く、本文を訳してみる、

CD を聴いて発音をしてみる） 

事後学習 

復習：教科書第１６課の内容（ノート、教科

書：授業でノートにメモした内容や、授業で

勉強した教科書の内容をまとめて、発音練習

をする）教科書 p.90-91 ドリル 

第１４回 

①教科書第１６課 

②教科書 p.90～91 ドリルの答え合わせ 

③９～１６課復習練習問題 

事前学習 ノート、教科書、プリントを整理して用意 

事後学習 

復習：教科書第１６課の内容（ノート、教科

書：授業でノートにメモした内容や、授業で

勉強した教科書の内容と教科書のドリルで

間違えたところをまとめる） 

総復習：９～１６課の授業でノートにメモし

た内容や、教科書の内容と教科書のドリルで

間違えたところをまとめる、９～１６課復習

練習問題を覚える 

第１５回 
映像で復習（DVD) 

学習のまとめ（まとめドリル） 

事前学習 ノート、教科書、プリントを整理して用意 

事後学習 
「学習のまとめ」で分からないところをまと

める 

 



 

 

１．科目名（単位数） 聴覚障害者の言語障害指導 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP3458 

SCMP3458 

SBMP3458 

SSMP3447 
２．授業担当教員 須藤 典征 

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 

言語の獲得には聴覚の機能が大きく作用する。聴覚の障害があると言語能力の獲得に問題が生ずるのであ

る。言語習得の過程では、聴覚障害を補う補助手段を導入して言語理解・言語表出を支援していくことが必
要である。言語理解のためには補聴器などによる聴覚補償のほか、他の感覚経路を利用した口話や手話など
の手段を用いる。言語表出のためには発話練習や機器を利用した発語訓練などが行われている。音声言語を

媒体にしたコミュニケーションだけではなく、文字など視覚的な情報を有効に利用してコミュニケーション
能力を高めていく指導が必要である。生活年齢や発達段階に応じたコミュニケーション支援に向けた取り組
み（同時法、口話法、聴覚口話法、キュードスピーチ、トータルコミュニケーション、バイリンガルアプロ

ーチ、指文字、手話の使用など）についても検討していく。語彙の獲得・文能力の増進・他者との交流能力
の促進も視野に入れるとともに、家庭・学校における対応にも配慮が必要である。このような観点について、
乳幼児期・学齢期・青年期/成人期・熟年期それぞれの時期の言語指導について学ぶ。 

８．学習目標 

１）聴覚の機能および聴覚の発達に伴う言語発達について知る。 
２）聴覚の障害に伴って生じる言語の障害について、基礎的から発展的に学習する。 

３）聴覚障害の補償について学ぶ。 
４）聴覚障害乳児、幼児、学童、青年、成人に対する支援の実情を学ぶ。 
５）コミュニケーションが重要となる聴覚障害者の社会生活について理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ
ート課題 

聴覚障害の検査法についてのレポート（1000～1200字） 

10．教科書・参考書・
教材 

【教科書】使用しない。講義中適切な資料を配布する。受講生はファイリングを確実にすること。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．聴覚障害者の病理･心理・発達特性について、基礎的知識を身に付けたか。 

２．聴覚障害者への適切な教育について基礎的知識を身に付けたか。 

３．主体的な発言・取組をし、協調性を発揮して授業に参加できたか 

○評定の方法 

以下を総合的に検討し、判断する。 

１ 授業への積極的参加        総合点の５０％ 

２ レポート             総合点の２０％ 

３ 期末試験             総合点の３０％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

聴覚は言語獲得や周囲の状況判断にとって非常に重要な機能を担っています。聴覚障害の場合、どのよう

な困難に出会うのかをリアリティを持って、洞察・理解をしてほしいと考えています。また、加齢による聴
力障害者は増加しているので、聴力障害についての知識は実生活上役立つと思います。加えて、聴覚障害を
補償するための方策についても広く理解すれば、様々な障害の克服の方策についても理解が深まるでしょう。 

13．オフィスアワー 講義開始前後の休憩時間 

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 
聴覚の機能（聴器の構造、聴くということはど
ういうことか）１ 耳介から中耳まで 

事前学習 耳の構造をネットや書籍で調べておく。 

事後学習 耳の構造を確実に覚える。 

第２回 
聴覚の機能（聴器の構造、聴くということはど
ういうことか）２ 中耳から内耳まで 

事前学習 難聴の種類について調べておく。 

事後学習 難聴の種類を確実に覚える。 

第３回 
聴覚障害の擬似体験、聴覚の障害（その種類、
障害の程度）１ 伝音系のケース 

事前学習 チームを結成してラポールを作っておく。 

事後学習 疑似体験の感想をまとめる。 

第４回 
聴覚障害の擬似体験、聴覚の障害（その種類、
障害の程度）２ 感音系のケース 

事前学習 チーム内で会話をする内容を決めておく。 

事後学習 どの会話が聞き取りにくいかまとめる。 

第５回 
聴覚障害の擬似体験、聴覚の障害（その種類、
障害の程度）３ 混合型のケース 

事前学習 聞き取りにくい内容を確認しておく。 

事後学習 疑似体験の総合的感想をまとめる。 

第６回 
聴覚障害の補償 
（補聴器、視覚的情報の利用） 

事前学習 補聴器や人工内耳について調べておく。 

事後学習 補聴器や人工内耳について覚える。 

第７回 聴覚障害とコミュニケーション１ 
事前学習 どんなコミュニケーションがあるか調べておく。 

事後学習 多様なコミュニケーションを確認する。 

第８回 聴覚障害とコミュニケーション（口話法）２ 
事前学習 口話法について調べておく。 

事後学習 口話法について確認しておく。 

第９回 聴覚障害とコミュニケーション（手話）３ 
事前学習 手話について調べておく。 

事後学習 手話について確認しておく。 

  



 

 

第１０回 
聴覚障害とコミュニケーション（トータルコミ
ュニケーション）４ 

事前学習 トータルコミュニケーションについて調べる。 

事後学習 トータルコミュニケーションについて確認する。 

第１１回 聴覚特別支援学校の教育課程 
事前学習 聴覚特別支援学校の教育課程について調べておく。 

事後学習 聴覚特別支援学校の教育課程について確認しておく。 

第１２回 聴覚特別支援学校における教育 
事前学習 教育相談について調べておく。 

事後学習 教育相談について確認しておく。 

第１３回 日本の聴覚障害児に対する保育・教育 
事前学習 幼稚部設立の経緯について調べておく。 

事後学習 幼稚部教育要領と留意点 

第１４回 聴覚障害者の社会生活上の問題 
事前学習 聴覚障害者の裁判事例を調べる。 

事後学習 裁判事例をまとめる。 

第１５回 聴覚障害児の学力と授業 
事前学習 どのような教科指導が難しいか考えておく。 

事後学習 全般的な留意点についてまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
重複障害・LD 等教育総論 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP3454 

SCMP3454 

SBMP3454 ２．授業担当教員 柳本 雄次 

４．授業形態 

講義だけでなく様々な形態のグループ討議など、アクティブラーニ
ングに基づいた履修者同士の実践的な学び合いを重視する。※可能

であれば当事者または保護者による講話の機会を設ける。また重複
障害については補講期間に関連施設の見学会なども予定している。 

５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

2012 年の調査で改めて発達障害傾向の児童生徒が全体の 6.5％存在する、と明らかになった。その存在が

年々クローズアップされる発達障害児だが、普通教育においては理解がなかなか進まない。また特別支援学
校にもこの傾向がある児童生徒が増えつつあり、学校の枠を超えて発達障害児への対応が重視されている。
発達障害に関わる基礎知識から指導技術までを網羅し、学校現場で彼らをどう支援し、その特性を伸ばして

いくか、について実際のケースに触れながら具体的に指導していく。また障害の重度化・多様化が進む中で
様々な障害を併せ持つ児童生徒も急増している。併せて重複障害についても説明していきたい。またスライ
ドや画像、動画、独自の資料を多用し、グループディスカッションも活用する。本講座では、重度･重複障害、

LD等発達障害の特性を学び、個に応じた発達支援が行える指導実践力を兼ね備えた教員をめざす。 

８．学習目標 

１．発達障害、重複障害について理解し、簡潔に述べることができる。 
２．学習障害（LD）の特徴および支援のあり方を理解し、説明することができる。 

３．注意欠陥多動性障害（ADHD）の特徴および支援のあり方を理解し、説明することができる。 
４．高機能自閉症、アスペルガー障害の特徴および支援のあり方を理解し、説明することができる。 
５．発達障害のある児童生徒へのコミュニケーション支援のあり方を学ぶ。 

６．発達障害のある児童生徒に対する教育の特質について理解し、説明することができる。 
７．特別支援学校現場における重度・重複障害児への対応について理解し、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 

【アサインメント】 

毎回テーマに関連した事前・事後学習の結果を記述したノート作成 

【レポート課題】 

 ①発達障害に関する特徴と支援、②重度・重複障害児の実態と支援について 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

柳本雄次・河合康編著『特別支援教育(第 3版) 一人ひとりの教育的ニーズに応じて』福村出版、2019。 

【参考書】 

姉崎弘『特別支援学校における重度・重複障害児の教育』大学教育出版、2007。 

坂口しおり『コミュニケーション支援の世界』ジアース教育新社、2014。 

サリバン著・槇恭子訳『ヘレン・ケラーはどう教育されたか―サリバン先生の記録―』明治図書、2014(改版)。 

 授業は資料配付・DVD等を使用する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．発達障害、重複障害に関する特性を理解し、支援の在り方を説明できるか。 

２．発達障害、重複障害児に対する指導実践力がついたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。] 

１ 授業への積極的参加（総合点の 30％）  

２ 日常の学習状況（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 

発達障害については教育界だけではなく社会的にも関心を集め、その支援の必要性が求められています。し

かし、その障害の様態はきわめて広範かつ複雑なため、支援のあり方も多種多様です。本授業では、毎回事

前学習と事後学習の結果を記述したノート作成を課題とします。積極的な発表や討議による授業参加を期待

します。 

13．オフィスアワー 授業内で周知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

発達障害とは―その定義、法制度、課題等― 

事前学習 発達障害に関する知識・経験をまとめる。 

事後学習 
配付資料を基に定義等を確認し、理解を深め

る。 

第２回 特別支援教育の展開と発達障害 

事前学習 教科書の１章を読む。 

事後学習 
特別支援教育における発達障害の位置を理解

する。 

第３回 
発達障害への医学的アプローチ 

―脳科学の知見と治療― 

事前学習 教科書の６章を読む。 

事後学習 医学的アプローチの知見を理解する。 

第４回 
発達障害への心理学的アプローチ 

―アセスメントと支援方略― 

事前学習 配付の心理学的資料を読む。 

事後学習 心理学的研究の知見を理解する。 

第５回 学習障害 LD の特徴と教育的支援 
事前学習 教科書の９章を読む。 

事後学習 学習障害の特徴と支援を理解する。 

第６回 注意欠如多動性障害 ADHD の特徴と教育的支援 

事前学習 教科書の 10 章を読む。 

事後学習 注意欠如多動性障害の特徴と支援を理解する。 

  



 

 

第７回 自閉症スペクトラム障害 ASD の特徴と教育的支援 

事前学習 教科書の 11 章を読む。 

事後学習 
自閉症スペクトラム障害の特徴と支援を理解

する。 

第８回 
コミュニケーションの発達・障害とその支援 

―人間関係の形成― 

事前学習 教科書の 15 章を読む。 

事後学習 
コミュニケーションの発達特性と支援を理解

する。 

第９回 発達障害の児童生徒の保護者への対応 
事前学習 発達障害児の保護者に関する配付資料を読む。 

事後学習 保護者の状態とその対応を理解する。 

第１０回 
通常学校における発達障害の児童生徒への教育的対応 

―外部専門家との連携協働― 

事前学習 学校での発達障害児の知識・経験をまとめる。 

事後学習 配付資料を基に教育的対応を理解する。 

第１１回 
重複障害児／重度・重複障害児とは 

―その定義、法制度、課題等― 

事前学習 重複障害に関する知識・経験をまとめる。 

事後学習 
単一障害と重複障害との差異について整理す

る。 

第１２回 
視覚・聴覚重複障害児の教育 

―ヘレン・ケラーとサリバンから学ぶ―  

事前学習 ヘレン・ケラーについて調べる。 

事後学習 DVD 視聴に基づき教育のあり方を考える。 

第１３回 
重度・重複障害児の福祉的アプローチ 

―重症心身障害児施設からみた― 

事前学習 重症心身障害児施設について調べる。 

事後学習 施設の現状と課題を考える。 

第１４回 重度・重複障害児の教育的アプローチ 
事前学習 配付資料を読み、教育の意義をまとめる。 

事後学習 教育の現状と課題を考え、理解する。 

第１５回 重度・重複障害児の保護者への対応 
事前学習 配付資料を読む。 

事後学習 保護者への対応を考える。 

 



 

 

１．科目名（単位数） データベース演習Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号 EDIT3314 

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「データベース演習Ⅰ」を履修済みでないと、本科目の内容を理解することは非常に難しいと思われ

る。また、科目「コンピュータサイエンスⅡ」を履修済みであることが望ましい。 

７．講義概要 

本科目では、演習を通して「データベース演習Ⅰ」で習った、リレーションのキー、データモデルなど

の概念に関する理解を深める。また、データベース管理システムソフトの進んだ機能に触れる。ソフトの

使用にウェイトが置かれた授業である。 

８．学習目標 

 ユーザのニーズの分析から最終的にできあがったデータベースの管理まで、データベースの構築の各ス

テップを更によく理解する。また、リレーショナル係データベースの言語である、SQL言語の知識をさら

に深める。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

個別テーマのため、都度進捗に応じて次回に向けた課題を都度提示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

増永良文『リレーショナルデータベース入門 第 3 版(2017 年)』サイエンス社、2017。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

①データベースの構築の各ステップを更によく理解することができたか。 

②リレーショナル係データベースの言語である、SQL言語の知識をさらに深めることができたか。 

○評定の方法 

１．授業ごとに提出されるレポート、小テスト、課題提出状況など 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 

各自でデータベースを設計し，Web アプリケーション構築まで行うため，真剣に取り組んでください。デ

ータベース演習Ⅰの内容を十分理解した上で望むこと。 

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 
データベースの基礎概念の復習・市販のデー

タベース管理システム 

事前学習 教科書 pp.27~33 を読んでおく 

事後学習 配布プリントを熟読 

第２回 
リレーションのカーディナリティとパーテ

ィシペーション 

事前学習 教科書 pp.11~17 を読んでおく 

事後学習 特に教科書 p.12「濃度」（cardinality）を理解 

第３回 
リレーショナルデータ正規化について・演

習、第 1～第 3 正規形 

事前学習 教科書 pp.77~78 を読む 

事後学習 第 1～第 3 正規型をよく理解する 

第４回 
リレーショナルデータ正規化について（2）・

演習、BCNF 以上の正規形 

事前学習 教科書 p.88~91 関数従属性をよく理解する 

事後学習 今回提示した演習問題を再度解く 

第５回 データベースの設計・演習 
事前学習 何のデータベースを設計するか考えてくる  

事後学習 どのようなデータを格納するのか検討する 

第６回 データベース設計 
事前学習 データベースの仕様を策定する 

事後学習 作成するアプリケーションの仕様を考える 

第７回 データベース設計・ピアレビュー 
事前学習 

作成するアプリケーション・データベースについて発表

資料を作成する 

事後学習 授業中に受けた意見をフィードバックし構想を固める 

第８回 データベース設計  

事前学習 スキーマ定義を作成する 

事後学習 
授業中に受けた意見をフィードバックし，仕様を確定さ

せる 

第９回 データベース構築 
事前学習 データベースに入るデータのサンプルを作成する 

事後学習 データベースにデータを入力しておく 

第１０回 Web デザイン 
事前学習 利用する言語について調査し，デザインを考えておく 

事後学習 簡単な Web ページを作成してみる 

第１１回 Web アプリケーション構築（デザイン） 
事前学習 必要な情報を収集しておく 

事後学習 今回提示した演習問題を復習 

第１２回 Web アプリケーション構築（実装） 
事前学習 必要な情報を収集しておく 

事後学習 今回提示した演習問題を復習 

第１３回 Web アプリケーション構築（デバッグ） 
事前学習 必要な情報を収集しておく 

事後学習 資料をまとめ発表に備える 

第１４回 ピアレビュー 
事前学習 プレゼン資料を準備する 

事後学習 不備・改良を施す 

第１５回 総括 
事前学習 これまでの作業を振り返りレポート作成に備える 

事後学習 本演習を振り返り、レポートを作成する 

 



 

 

１．科目名（単位数） 道徳の指導法（初等）（2単位） 

３．科目番号 

EDTE3308 

SJMP3298 

SJMP3398 ２．授業担当教員 池田 富太郎 

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

学校は、子ども達の豊かな人格形成をしていく場である。その中核を担う道徳教育では、人間として、また

社会の一員として主体的に生きるための基礎となる資質や能力である、豊かな道徳性の育成を図ることを目

標としている。特に新学習指導要領では特別の教科「道徳」となり、道徳教育の必要性はより高まっている。

本科目では、小学校学習指導要領を中心に道徳教育のあり方について学び、道徳教育の目標や内容について

理解を深める。また道徳教育の歴史的変遷を学び、現在の道徳教育の内容、子どもの道徳性の発達特性に即

した指導計画について検討する。そして道徳教育の授業理論や発達段階に応じた授業実践について学習し、

道徳の学習指導案を作成できる能力を養う。その中で教科化に伴い、「読む道徳」から「考える道徳」へ、

「教える道徳」から「議論する道徳」への授業の転換が求められており、新たな指導法についても学習して

いく。これらの学習内容を踏まえた上で、現在の道徳教育が抱える課題やについて考察していく。 

８．学習目標 

１.道徳教育の歴史的経緯を踏まえ、現在の道徳教育の目標や内容について理解し、説明することができる。 

２.子どもの道徳性の発達理論について正しく理解し、発達段階に応じた道徳教育を行う指導力を養う。 

３.道徳教育の全体計画、年間指導計画を理解し、学習指導案を作成する能力を身に付ける。 

４.道徳教育の授業理論を理解し、特別の教科「道徳」で求められている実践的な指導力を身に付ける。 

５.道徳教育の課題と展望について学び、道徳教育に対する自らの考えを深め、説明することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート・「道徳教育の目標、内容」にかかわる設問 

    ・「道徳教育の指導」にかかわる設問 

    ・「道徳性の日常的な育成」に関する設問 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

柳沼良太著『道徳の理論と指導法』図書文化社、2017。 

文部科学省『小学校学習指導要領解説 特別の教科 道徳編』廣済堂あかつき、2018。 

【参考書】 

赤坂雅裕『心に響く道徳教育講義‐教職を志す大学生と現場の忙しい先生方へ‐』北樹出版、2008。 

田沼茂紀『人間力を育む道徳教育の理論と方法』北樹出版、2011。 

松下良平『道徳教育はホントに道徳的か？-「生きづらさ」の背景を探る‐』日本図書センター、2011。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・道徳教育の歴史的経緯を踏まえ、学習指導要領における道徳教育の目標や内容について理解し、現代にお

ける道徳教育の意義について自らの考えを深めることができたか。 

・子どもの道徳性の発達理論について正しく理解し、発達段階に応じた道徳教育の指導法について理解でき
たか。 

・様々な道徳教育の授業方法について学び、学習指導案を立案し、道徳の授業を実践することのできる力を
身につけることができたか。 

○評定の方法 

・平常点（積極的参加度・授業態度・発表・発言等） 20％ 

・課題（中間レポート・小テスト・ワークシート等） 40％ 

・期末評価（レポート・試験等）          40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

この科目は教師を志す人のためのものです。子どもに充実した教育を保障するためには、まず、教師自身の

道徳性とその実践力が問われます。したがって、みなさんの講義への責任ある参加態度が特に重要になりま

す。また、この学習が自分の日常の生活態度に反映することを期待します。学習指導要領が改正されました。

それを踏まえて積極的に学びましょう。 

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‐道徳教育について考える‐
（第 1部第 1章） 

事前学習 
これまで受けてきた道徳の授業について振り返
る。 

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２回 
道徳性とは何か・道徳の目標 
（第 1部第 2章・3章） 

事前学習 
教科書（pp.20～39）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 
道徳性の発達理論 
（第 1部第 4章） 

事前学習 
教科書（pp.40～49）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 
道徳性の発達理論に基づく道徳教育 
（第 1部第 5章） 

事前学習 
教科書（pp.50～59）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 
日本における道徳教育の歴史 
（第 1部第 6章） 

事前学習 
教科書（pp.60～71）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 
道徳教育の計画・道徳科の基本方針 
（第 2部第 1章・2章） 

事前学習 
教科書（pp.86～111）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 
道徳科の学習指導の展開・道徳教材の活用 
（第 2部第 3章・4章） 

事前学習 
教科書（pp.112～133）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 
道徳科における問題解決的な学習 
（第 2部第 5章） 

事前学習 
教科書（pp.134～143）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 
道徳科における体験的な学習 
（第 2部第 6章） 

事前学習 
教科書（pp.144～153）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 
道徳科の多様な授業展開例 
（第 2部第 7章） 

事前学習 
教科書（pp.154～168）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 
教師に求められる道徳的指導力とは 
（第 2部第 8章） 

事前学習 
教科書（pp.170～179）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１２回 道徳の評価（第 2部第 9章） 

事前学習 
教科書（pp.180～189）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１３回 小学校低学年の道徳科模擬授業 

事前学習 
模擬授業に必要な資料を揃え、イメージトレーニ
ングしておく。 

事後学習 
模擬授業の振り返りシートを作成し、模擬授業の

反省をする。 

第１４回 小学校中学年の道徳科模擬授業 

事前学習 
模擬授業に必要な資料を揃え、イメージトレーニ
ングしておく。 

事後学習 
模擬授業の振り返りシートを作成し、模擬授業の

反省をする。 

第１５回 小学校高学年の道徳科模擬授業 

事前学習 
模擬授業に必要な資料を揃え、イメージトレーニ
ングしておく。 

事後学習 

この授業を踏まえて、教師になった際にどのよう

な道徳の授業を行うのかについて考えをまとめ

る。 

期末試験 

 



 

 

１ 科目名（単位数） 特別活動の指導法（中等） （2 単位） 

３ 科目番号 

SSMP2346 

SCMP2346 

EDTS2307 ２ 授業担当教員 磯辺 武雄 

４ 授業形態 講義、演習（グループワーク含む） ５ 開講学期 秋期 

６ 履修条件・ 

他科目との関係 
 

７ 講義概要 

◇ 特別活動は、生徒の自治的な能力や自主的な態度を育て、学力向上の基盤に必要な望ましい人間関係を

築き、いじめ問題などに対する予防薬的な役割を果たすなど、生徒の成長に欠かせない教育活動である。

そこで、特別活動の意義や目標を確認し、その背景となる理論を理解するとともに、実践的な指導の在り

方を身につける。 

◇ 特別活動の方法原理や基本的な用語などの確認をしながら、体験的な学びを重視し、学級活動・ホーム

ルーム活動を中心とした授業力等の理解と習得を図る。 
◇ 演習内容は、「学級活動・ホームルーム活動」を中心にその授業力・指導力を育成するものとする。学級
活動・ホームルーム活動を中心に演習を展開する理由は、学級活動・ホームルーム活動が特別活動の中核で

あり、集団成員としての望ましい資質や能力・態度を育て、人間としての生き方に関する指導を行う中心的
な場であるとともに、生徒指導の全機能が補充・深化・統合される場として重要であるからである。また、
教科書もなく学級担任としての力量が学級担任になると即刻問われるからである。 

８ 学習目標 

1. 特別活動の目標や内容、特質と教育課程における位置づけについて理解し、教育課程全体を意識して計画
や指導を行うことができるようになる。 

2. 特別活動における評価・改善活動の重要性を理解し、適切な評価・改善活動を実践できるようになる。 

3. 特別活動の中核となる「学級活動・ホームルーム活動」について、その特質を理解した上で、指導案（展
開案）を作成し､合意形成に向けた話し合い活動を指導できるようになる。 

4．特別活動における家庭、地域等との連携のあり方について理解し、指導に活かせるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・必要に応じて、小テスト・レポートを課すことがあります。 

・グループワーク等においては、必ず各自で関連資料（紙媒体）等の事前準備をして授業に臨んで下さい。 

10 教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

◇文部科学省『小／中学校学習指導要領（平成 29 年 7 月告示）解説 特別活動編』平成 30 年 2、3 月発行  

◇文部科学省『高等学校学習指導要領（平成 30 年 7 月告示）解説 特別活動編』平成 31 年 3 月発行 

【参考書】 

〇文部科学省『生徒指導提要（平成 22 年 3 月 HP で公表）』、平成 22 年 11 月発行  

〇文部科学省『小／中学校学習指導要領（平成 29 年 3 月告示）』平成 30 年 2、3 月発行 

〇文部科学省『高等学校学習指導要領（平成 30 年 3 月告示）』平成 31 年 2 月発行 

11 成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．特別活動の目標や内容、特徴を踏まえて指導計画をつくることができる。 

２．指導計画をもとに適切な授業を行うことができる。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１．授業への積極性（発言・模擬授業の実施等）     総合点の２０％ 

２．日常の学習状況（出席・提出物）          総合点の３０％ 

３．課題レポート（中間・期末）            総合点の５０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

・授業中の私語、飲食及び携帯電話、スマートフォンの使用等は慎んで下さい。 

・グループワークの際は、必ず各自、関連資料等の事前準備をし、グループ討議に積極的に参加して下さい。 

・教員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、常に関心を持っていただきたい。 

・レポート、アサイメントについては、指定の提出日を必ず厳守して下さい。 

13．オフィスアワー 授業終了後、教室にて適宜時間を設けます。 

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 
・特別活動の教育課程内での位置づけと目標につい
て理解する。 

事前学習 
・学習指導要領解説 特別活動編を概観し、自分
なりに特徴をおさえる。 

事後学習 
・特別活動の特徴について、事前学習で自分なり

におさえた特徴に追記、修正を行う。 

第２回 

・特別活動の全体構成、各内容の概要について理解
するとともに、その特質について考える。 

・班（グループ）分け 

事前学習 
・学習指導要領解説 特別活動編の内容に関わる
箇所を読み、学習指導要領上で示されている内容
を理解しておく。 

事後学習 
・特別活動の特質についてまとめるとともに、各

内容をきちんと住み分けられるようにする。 

第３回 

・学級活動・ホームルーム活動―学級活動及びホー
ムルーム活動の内容を理解する― 

・学級活動指導案（略案）〈1 単位時間の指導計画〉
作成説明 

事前学習 

・学習指導要領解説 特別活動編の学級活動・ホ
ームルーム活動に関わる箇所を読み、学級活動・
ホームルーム活動での課題について自分の意見
をまとめてくる。 

事後学習 
・学級活動指導案（略案）〈1 単位時間の指導計

画〉のの作成について確認・整理する。 

第４回 
・学級活動指導案（略案）〈1 単位時間の指導計画〉
の作成① 

事前学習 ・学級活動指導案（略案）の素案を考えてくる。 

事後学習 

・学級活動指導案（略案）の素案の修正、加筆を

行う。 

 



 

 

第５回 
・学級活動指導案（略案）〈1 単位時間の指導計画〉
の作成② 

・学級活動指導案（略案）の成案（完成原稿）提出。 

事前学習 ・学級活動指導案（略案）の成案を考えてくる。 

事後学習 
・グループ毎に模擬授業の準備と予行演習をす

る。 

第６回 
学級活動指導案（略案）〈1 単位時間の指導計画〉 
～模擬授業①～ 

事前学習 
・グループ毎に模擬授業の準備と予行演習をす
る。 

事後学習 
・模擬授業を受けて、作成した指導計画を修正、

改善する。 

第７回 
学級活動指導案（略案）〈1 単位時間の指導計画〉 
～模擬授業②～ 

 

事前学習 
・指導計画を見直し、模擬授業ができる準備をし
ておく。 

事後学習 

・模擬授業を受けて、作成した指導計画を修正、

改善するとともに、学級活動・ホームルーム活動

についてまとめる。 

第８回 
・生徒会活動の意義と指導計画について考える。 
～主として生徒会活動の活性化について～    

事前学習 
・学習指導要領解説 特別活動編の生徒会活動に
関わる箇所を読み、生徒会活動での課題について
自分の意見をまとめてくる。 

事後学習 ・生徒会活動の指導の留意点についてまとめる。 

第９回 

 
学校行事の指導―文化的行事と健康安全・体育的行
事について考える― 
～主として運動会の種目、学校給食の課題につい
て～ 

事前学習 
・学習指導要領解説 特別活動編の文化的行事、
健康安全体育的行事に関わる箇所を読み、指導の
留意点について自分の意見をまとめてくる。 

事後学習 
・文化的行事、健康安全・体育的行事の指導の留

意点についてまとめる。 

第１０回 

学校行事の指導―旅行・集団宿泊的行事と勤労生
産・奉仕的行事について考える― 
～主として多様化した修学旅行の在り方について
～ 

事前学習 

・学習指導要領解説 特別活動編の旅行・集団宿
泊的行事、勤労生産・奉仕的行事に関わる箇所を
読み、指導の留意点について自分の意見をまとめ
てくる。 

事後学習 
・旅行・集団宿泊的行事、勤労生産・奉仕的行事

の指導の留意点についてまとめる。 

第１１回 
学校行事の指導―儀式的行事について考える― 
 ～主として国旗・国歌の取扱いについて～ 

事前学習 
・学習指導要領解説 特別活動編の儀式的行事に
関わる箇所を読み、指導の留意点について自分の
意見をまとめてくる。 

事後学習 
・儀式的行事の課題点や指導の留意点についてま

とめる。 

第１２回 

 
・進路指導、キャリア教育の意義や指導の留意点に
ついて考える。 

 ～主として職業観・勤労観を中心として～ 

事前学習 ・「働く」ということの意義ついて考えてみる。 

事後学習 ・職業観・勤労観について整理する。 

第１３回 

 
特別活動における評価と地域連携 
～特別活動における評価の意義や在り方について～ 
 

事前学習 
・学習指導要領解説 特別活動編の評価に関わる
箇所を読み、特別活動における評価のあり方につ
いて自分の意見をまとめてくる。 

事後学習 
・評価の意義についてまとめるとともに、家庭及

び地域との連携での展望を考える。 

第１４回 
特別活動の指導計画づくり 
～特別活動の指導計画を作成することで、特別活動
全体への理解を深める～ 

事前学習 
・今までの授業を振り返り、特別活動の全体指導
計画の構想を考えてくる。 

事後学習 ・特別活動の全体指導計画を修正し、完成させる。 

第１５回 
特別活動についてのまとめ 
～特別活動の教育的意義と諸活動の内容を理解する
とともに、課題や展望について考える～ 

事前学習 
・今までの学習を振り返り、特別活動の特徴やポ
イントについて発表ができるようにしておく。 

事後学習 

・特別活動の特徴やポイントについて、理解しや

すいように簡潔にまとめるとともに、自身が教員

になってからの展望について考える。 

期末試験 

  

  



 

 

１．科目名（単位

数） 
特別支援教育実習指導 （1 単位） 

３．科目番号 

SSMP3487 

SCMP3487 

SBMP3487 ２．授業担当教員 柳本 雄次 

４．授業形態 

講義・演習 
講義による基礎理論の習得に基づき、グループ討議等のアクティ

ブラーニングにより、履習者同士の実践的な学び合いを重視しま
す。学習指導案の作成等の講義、指導場面別の指導内容、事例研究
等をついて、演習・グループ討議等を行う。 

５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
特別支援教育実習を履修すること 

７．講義概要 

本講座では、特別支援学校での教育実習を想定した実践的な内容で構成する。 
１．教師のあり方           ２．教育実習の準備･教材研究 
３．特別支援教育の児童・生徒の実態  ４．特別支援教育の現状と課題 

５．障害児の理解と接し方       ６．障害児の観察の視点 
７．人権教育について         ８．教育機器と教材の活用 

８．学習目標 

以下について学習し、教育実習に臨める力、指導実践力を高める。 

①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もつ。 
②教育実習での児童、生徒の実態把握ができるようになる。 
③学習指導案の作成と教材作り等について創意工夫し、臨めるようになる。 

④研究授業に基づいた、授業改善を通し、よりよい授業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 

・ミニレポート 

 数回のミニレポートを作成・提出する 

・学習指導案の作成・実践・改善検討 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

文部科学省『特別支援学校幼稚部教育要領・特別支援学校小学部・中学部学習指導要領』海文堂出版、2018。 

文部科学省『特別支援学校教育要領・学習指導要領解説 総則編（幼稚部・小学部・中学部）』開隆堂出版、

2018。 

文部科学省『特別支援学校学習指導要領解説 各教科等編（小学部・中学部）』開隆堂出版、2018。 

【参考書】 

上田征三・高橋実・今中博章編著『基礎から学ぶ特別支援教育の授業づくりと生活の指導』ミネルヴァ書房、

2017。 

石部元雄・上田征三・高橋実・柳本雄次編著『よくわかる障害児教育』（第 3版）ミネルヴァ書房、2013。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．特別支援教育に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．教育実習に臨める力、指導実践力がついたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。] 

１ 授業への積極的参加（総合点の 30％）  

２ 日常の学習状況（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 

特別支援学校における教育実習実施のための事前指導と事後指導から構成される授業になります。実習への

不安・緊張を軽減するためには、実習校と見学参観やボランティア活動を通して実習前から適切な関係づく

りに努力しましょう。 

13．オフィスアワー 授業内で周知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
特別支援教育実習事前指導‐ガイダンス‐ 

 

事前学習 
シラバスに記載した授業概要（内容・授業形

態・評価方法等）を読み理解する。 

事後学習 実習の意義と目的について理解する。 

第２回 
実習に向けた心構え 特別支援学校の教育実習(ビデオ

視聴) 人権教育について  

事前学習 実習生に求められる心構えを理解する。 

事後学習 
教育実習の日程・内容、人権教育について理

解する。 

第３回 特別支援教育の現状と課題 

事前学習 
配付資料を読み、特別支援教育の現状を理解

する。 

事後学習 
特別支援教育の今日的課題について自分の

考えをまとめ発表できる。 

第４回 

特別支援学校の児童生徒の実態 特別支援学校の教育

実践(ビデオ視聴)  

 

事前学習 
特別支援学校(知的障害、肢体不自由等）の児

童生徒の特性を調べる 

事後学習 
特別支援学校(知的障害、肢体不自由等）の児

童生徒の実態を資料や観察により理解する。 

第５回 特別支援学校教師の業務内容の特徴 

事前学習 
通常・特別支援学校の教師の業務について調

べる。 

事後学習 
実際に教師との面談や観察を通して業務に

ついて理解する。 

  



 

 

第６回 教育課程と授業づくり 

事前学習 
教育課程(学習指導要領の教育目標・内容)、個

別の指導計画について読み、理解する。 

事後学習 
特別支援学校の授業づくりについて理解す

る。 

第７回 学習指導案の書式について 
事前学習 

学習指導案の一般的な書式、あるいは実習校

独自の書式を確認する。 

事後学習 学習指導案の内容の構成を理解する。 

第８回 
学習指導案の事例についての検討（日常生活の指導・生

活単元学習・作業学習） 

事前学習 指導形態別の学習指導案の事例を読む。 

事後学習 
指導形態別による学習指導案の比較検討を

行う。 

第９回 
学習指導案の事例と実際の授業との照合確認(ビデオ観

察) 

事前学習 学習指導案の事例を熟読する。 

事後学習 
ビデオで実際の授業と照合し、問題・疑問に

ついて討議し、改善を図る。 

第１０回 特別支援学校教育実習の発表と質疑① 
事前学習 特別支援学校の教育実習の概要を知る。 

事後学習 発表・質疑で得た情報を整理する。 

第１１回 特別支援学校教育実習の発表と質疑② 
事前学習 特別支援学校の教育実習の概要を知る。 

事後学習 発表・質疑で得た情報を整理する。 

第１２回 模擬授業①学習指導案の作成(教材作成を含む） 
事前学習 学習指導案の内容構成を確認する。 

事後学習 グループで学習指導案を検討する。 

第１３回 模擬授業②学習指導案による実施 
事前学習 作成した学習指導案を熟読する。 

事後学習 学習指導案による模擬授業を省察する。 

第１４回 模擬授業③事後検討 
事前学習 

模擬授業についてグループ討議し,問題と改

善を考える。 

事後学習 模擬需要の問題と改善について発表する。 

第１５回 
実習までに必要となる準備等(外部講師に依頼すること

もある) 

事前学習 実習前に必要となる準備等を理解する。 

事後学習 必要な準備を再度確認する。 

＊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） 

特別ニーズ教育論（初等）／特別ニーズ教育論（初等・幼） 

（2 単位） ３．科目番号 SJTC2413 

２．授業担当教員 工藤 傑史 

４．授業形態 

講義だけでなく様々な形態のグループ討議など、アクティブラーニング

に基づいた履修者同士の実践的な学び合いを重視する。※可能であれば

補講期間に関連施設の見学なども予定する。 

５．開講学期 秋期  

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 

障害の有無に関わらず特別の教育的ニーズのある児童を理解するために、(1) インクルーシブ教育の理念と
システム構築の具体化の模索、(2)わが国の特別支援教育の理念、制度及び展開、(3)特別支援学校や特別支援

学級、通級による指導、地域連携支援などの特別支援教育の各形態の現状と課題、についてそれぞれ講述す
る。 

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

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

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

適宜、小テスト及びレポートを実施します。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

玉村公二彦・清水貞夫・黒田学・向井啓二『新版・キーワードブック特別支援教育−インクルーシブ教育時代
の基礎知識』クリエイツかもがわ、2019。 
【参考資料】 

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

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

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

・インクルーシブ教育の理念とシステム構築の具体化について模索できたか。 

・わが国の特別支援教育の理念、制度及び展開について理解できたか。 

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

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

・通常学級における授業のユニバーサル化について理解できたか。 

○評定の方法 

・平常点（積極的参加度・授業態度・発表・発言等） 30％ 

・課題（中間レポート・ワークシート等）      30％ 

・期末評価（レポート・試験等）          40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

現在、幼稚園・保育園や小学校等の通常の保育・教育機関において、障害の有無を超えて特別な配慮・支援

の必要な幼児・児童が在園(学)しています。今後のインクルーシブ保(教)育システム構築に向け、必要とさ

れる支援の内容・方法を具体的に学んでいきましょう。  

13．オフィスアワー 第 1回目の講義でお知らせします。 

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 
障害児教育の歴史と変遷 
母国語や貧困等の問題から教育的ニーズを抱
えた児童への対応 

事前学習 教科書「第５章」（pp.258-281）を熟読しておく。 

事後学習 
特別ニーズ教育論を学ぶ意義について考える。本時の

授業のポイントや用語についてノートに整理する。 

第２回 
インクルーシブ教育の国際動向（サラマンカ
声明と障害者の差別、合理的配慮） 

事前学習 教科書「第１章」（pp.12-29）を熟読しておく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについてワークシ

ートにまとめる。わからないことは教員に質問する。 

第３回 
特別支援教育とインクルーシブ教育（わが国
の特別支援教育の理念と制度、交流及び共同
学習） 

事前学習 教科書「第１章」（pp.30-47）を熟読しておく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについてワークシ

ートにまとめる。わからないことは教員に質問する。 

第４回 
特別支援教育とインクルーシブ教育（通常学
級における合理的配慮とユニバーサルデザイ
ン教育） 

事前学習 教科書「第１章」（pp.48-69）を熟読しておく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについてワークシ

ートにまとめる。わからないことは教員に質問する。 

第５回 
特別支援教育の学習指導要領と教育課程、個
別の教育支援計画、個別の指導計画 

事前学習 教科書「第２章」（pp.72-89）を熟読しておく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについてワークシ

ートにまとめる。わからないことは教員に質問する。 

第６回 
障害児の教育課程と方法（特別支援学級や通
級指導教室の教科指導（読み・書き）作業学習・
自立活動） 

事前学習 教科書「第２章」（pp.90-111）を熟読しておく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについてワークシ

ートにまとめる。わからないことは教員に質問する。 

第７回 

障害児の教育課程と方法（通常学級での授業
づくりの手法としての授業のユニバーサルデ
ザイン化・特別支援学級や通級指導教室にお
ける教材教具の役割・授業研究） 

事前学習 教科書「第２章」（pp.112-123）を熟読しておく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについてワークシ

ートにまとめる。わからないことは教員に質問する。 



 

 

第８回 

障害児の教育課程と方法（ICTを用いたコミュ
ニケーションの光と影、発達障害や軽度知的
障害を抱えた生徒に対するソーシャルスキル
トレーニング） 

事前学習 教科書「第２章」（pp.124-143）を熟読しておく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについてワークシ

ートにまとめる。わからないことは教員に質問する。 

第９回 
特別支援学校の制度（視覚障害教育と聴覚障
害教育、病弱教育）と障害をあわせ有する重複
障害の知的代替の教育課程 

事前学習 教科書「第３章」（pp.144-153）を熟読しておく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについてワークシ

ートにまとめる。わからないことは教員に質問する。 

第１０回 
障害と発達の基礎概念（発達保障の考え方、障
害者の自立、発達と教育の関係） 

事前学習 教科書「第３章」（pp. 156-161）を熟読しておく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについてワークシ

ートにまとめる。わからないことは教員に質問する。 

第１１回 
障害と発達の基礎概念（いじめや非行、不登校
と障害の関連、QOLを高めるための教育的な支
援） 

事前学習 教科書「第３章」（pp.162-171）を熟読しておく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについてワークシ

ートにまとめる。わからないことは教員に質問する。 

第１２回 
障害の診断・判断・支援（知能検査とダウン症
の行動特性の観点からの課題と支援） 

事前学習 教科書「第３章」（pp.172-181）を熟読しておく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについてワークシ

ートにまとめる。わからないことは教員に質問する。 

第１３回 
障害の診断・判断・支援（読み書き障害、ADHD、
自閉症スペクトラム） 

事前学習 教科書「第３章」（pp.182-197）を熟読しておく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについてワークシ

ートにまとめる。わからないことは教員に質問する。 

第１４回 
障害の診断・判断・支援（弱視、難聴、ろう文
化と手話） 

事前学習 教科書「第３章」（pp.198-205）を熟読しておく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについてワークシ

ートにまとめる。わからないことは教員に質問する。 

第１５回 
就学前から就学へ（児童発達支援、障害児と学
童保育、相談事業） 

事前学習 教科書「第４章」（pp.208-229）を熟読しておく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについてワークシ

ートにまとめる。わからないことは教員に質問する。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
特別ニーズ教育論（中等）（2 単位） 

３．科目番

号 

SSMP2464 

SCMP2464 

EDTS2310  ２．授業担当教員 工藤 傑史 

４．授業形態 

講義だけでなく様々な形態のグループ討議など、アクティブラーニ

ングに基づいた履修者同士の実践的な学び合いを重視する。※可能

であれば補講期間に関連施設の見学なども予定する。 

５．開講学

期 
秋期  

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 

障害の有無に関わらず特別の教育的ニーズのある児童を理解するために、(1) インクルーシブ教育の理念と
システム構築の具体化の模索、(2)わが国の特別支援教育の理念、制度及び展開、(3)特別支援学校や特別支援

学級、通級による指導、地域連携支援などの特別支援教育の各形態の現状と課題、についてそれぞれ講述す
る。 

８．学習目標 

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

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

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

適宜、小テスト及びレポートを実施します。  

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

玉村公二彦・清水貞夫・黒田学・向井啓二『新版・キーワードブック特別支援教育−インクルーシブ教育時代
の基礎知識』クリエイツかもがわ、2019。 

【参考資料】 
特別支援学校 幼稚部教育要領・小学部・中学部学習指導要領（平成 29年 4月告示 文部科学省） 
特別支援学校 高等部学習指導要領（平成 31年 4月告示 文部科学省） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

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

・インクルーシブ教育の理念とシステム構築の具体化について模索できたか。 

・わが国の特別支援教育の理念、制度及び展開について理解できたか。 

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

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

・通常学級における授業のユニバーサル化について理解できたか。 

○評定の方法 

・平常点（積極的参加度・授業態度・発表・発言等） 30％ 

・課題（中間レポート・ワークシート等）      30％ 

・期末評価（レポート・試験等）          40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

現在、小・中学校、高等学校等の通常の教育機関において、障害の有無を超えて特別な配慮・支援の必要な

児童・生徒が在学しています。今後のインクルーシブ教育システム構築に向け、必要とされる支援の内容・

方法を具体的に学んでいきましょう。  

13．オフィスアワー 第 1回の授業でお知らせします。  

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 
障害児教育の歴史と変遷 
母国語や貧困等の問題から教育的ニーズを抱えた
児童への対応 

事前学習 教科書「第５章」（pp.254-269）を熟読しておく。 

事後学習 
特別ニーズ教育論を学ぶ意義について考える。本
時の授業のポイントや用語についてノートに整
理する。 

第２回 
インクルーシブ教育の国際動向（サラマンカ声明と
障害者の差別、合理的配慮） 

事前学習 教科書「第１章」（pp.12-29）を熟読しておく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについてワ
ークシートにまとめる。わからないことは教員に
質問する。 

第３回 
特別支援教育とインクルーシブ教育（わが国の特別
支援教育の理念と制度、交流及び共同学習） 

事前学習 教科書「第１章」（pp.30-47）を熟読しておく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについてワ
ークシートにまとめる。わからないことは教員に
質問する。 

第４回 
特別支援教育とインクルーシブ教育（通常学級にお
ける合理的配慮とユニバーサルデザイン教育） 

事前学習 教科書「第１章」（pp.48-67）を熟読しておく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについてワ
ークシートにまとめる。わからないことは教員に
質問する。 

第５回 
特別支援教育の学習指導要領と教育課程、個別の教
育支援計画、個別の指導計画 

事前学習 教科書「第２章」（pp.70-74）を熟読しておく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについてワ
ークシートにまとめる。わからないことは教員に
質問する。 

第６回 
障害児の教育課程と方法（特別支援学級や通級指導
教室の教科指導（読み・書き）作業学習・自立活動） 

事前学習 教科書「第２章」（pp.75-102）を熟読しておく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについてワ
ークシートにまとめる。わからないことは教員に
質問する。 

第７回 

障害児の教育課程と方法（通常学級での授業づくり
の手法としての授業のユニバーサルデザイン化・特
別支援学級や通級指導教室における教材教具の役
割・授業研究） 

事前学習 教科書「第２章」（pp.104-119）を熟読しておく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについてワ
ークシートにまとめる。わからないことは教員に
質問する。 



 

 

第８回 
障害児の教育課程と方法（ICT を用いたコミュニケ
ーションの光と影、発達障害や軽度知的障害を抱え
た生徒に対するソーシャルスキルトレーニング） 

事前学習 教科書「第２章」（pp.120-137）を熟読しておく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについてワ
ークシートにまとめる。わからないことは教員に
質問する。 

第９回 
特別支援学校の制度（視覚障害教育と聴覚障害教
育、病弱教育）と障害をあわせ有する重複障害の知
的代替の教育課程 

事前学習 教科書「第３章」（pp.138-149）を熟読しておく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについてワ
ークシートにまとめる。わからないことは教員に
質問する。 

第１０回 
障害と発達の基礎概念（発達保障の考え方、障害者
の自立、発達と教育の関係） 

事前学習 教科書「第３章」（pp. 150-157）を熟読しておく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについてワ
ークシートにまとめる。わからないことは教員に
質問する。 

第１１回 
障害と発達の基礎概念（いじめや非行、不登校と障
害の関連、QOLを高めるための教育的な支援） 

事前学習 教科書「第３章」（pp.158-167）を熟読しておく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについてワ
ークシートにまとめる。わからないことは教員に
質問する。 

第１２回 
障害の診断・判断・支援（知能検査とダウン症の行
動特性の観点からの課題と支援） 

事前学習 教科書「第３章」（pp.168-181）を熟読しておく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについてワ
ークシートにまとめる。わからないことは教員に
質問する。 

第１３回 
障害の診断・判断・支援（読み書き障害、ADHD、自
閉症スペクトラム） 

事前学習 教科書「第３章」（pp.182-193）を熟読しておく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについてワ
ークシートにまとめる。わからないことは教員に
質問する。 

第１４回 
障害の診断・判断・支援（弱視、難聴、ろう文化と
手話） 

事前学習 教科書「第３章」（pp.194-201）を熟読しておく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについてワ
ークシートにまとめる。わからないことは教員に
質問する。 

第１５回 
就学から青年期・成人へ（相談事業・中等教育にお
ける特別支援教育・障害者の労働法制） 

事前学習 教科書「第４章」（pp.220-240）を熟読しておく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについてワ
ークシートにまとめる。わからないことは教員に
質問する。 

期末試験 

 


