
 

 

１．科目名（単位

数） 
薬理学概説（薬物乱用防止を含む） （2 単位） 

３．科目番号 
EDHE2319 

PSMP2305 
２．授業担当教員 根岸 祥子 

４．授業形態 講義、ディスカッション、ならびに課題発表 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

近年、医学の発展に伴って、多くの新しい医薬品が開発されてきた。それらの薬の効果や副作用は、人によ

って異なることも明らかになってきた。この授業では、 

 ●薬の有効性と毒性の発現の関係、薬の吸収・分布・代謝・排泄の作用機構等について理解する。 

 ●薬物乱用問題は社会秩序の根幹に関わる重大な問題である。アルコール、ニコチン、カフェインを含む 

  依存性薬物（覚せい剤・コカイン、麻薬性鎮痛薬、有機溶剤、鎮静催眠薬、大麻、幻覚薬、危険ドラッ 

  グなど）の特徴、およ薬物乱用に起因する医学的・社会的弊害について学ぶ。 

 ●薬物の誤用、悪用の問題、サプリメントの有効性の真偽について学ぶ。 

８．学習目標 

以下について学び、理解を深め、説明できるようになることを学習目標とする。 

１．薬の有効性と毒性（副作用）の発現の関係を学ぶ。 

２．薬の吸収・分布・代謝・排泄の作用機序について学ぶ。 

３．薬の管理、関連法規について学ぶ。 

４．代表的な疾病と治療薬について学ぶ。 

５．薬物乱用、悪用、誤用の防止について考え、理解を深める。 

６．サプリメントの使用の是非について考え、理解を深める。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．薬物関連の最新情報（効果、作用機序、副作用など）を調べ、レポートを提出する。提出時期は授業内で

発表。 

２．授業ごとにまとめのレポートを提出する（用紙は授業時に配布） 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】『系統看護学講座 専門基礎分野 疾病のなりたちと回復の促進[3] 薬理学』（第 14 版）医学書院

【参考書】必要に応じて授業の中で通知します。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

 １．用量－効果相関を基に、人体と化学物質（薬物）との相互関連について理解しているか。 

 ２．学校現場、家庭で使用している医薬品の作用について理解しているか。 

 ３．薬物乱用の概念を理解し、乱用防止策のビジョンを持てるか。 

○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 

１．一方的な講義でなく、随所で発言を求め、ディスカッションをたくさん行います。 

２．レポートは、簡潔かつ要点を掘り下げたものを求めます。 

３．口頭発表の方法を覚えてください。 

４．疑問点は後に残さず、講義時間内および直後に質問してください。 

５．予習・復習を十分行ってください。 

６．関連図書をたくさん読んでください。 

７．マスメディアの医療・健康関連情報を随時紹介しますが、皆さんも関心を持ってチェックしてください。 

８．授業時間の開始は厳守します。 

９．授業時間中に携帯電話・スマートフォンを使用することは禁止します。 

13．オフィスアワー 初回授業で通知します。 

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） 
事前学習 

教科書 pp.1～13、pp.317～326を読み、薬理学とは何かを考え

る。 

事後学習 薬物の使用目的をまとめる。 

第２回 
薬の効果発現（用量－効果相関、吸収・

分布・代謝・排泄、効果器と受容体 

事前学習 pp.16～48を読んでおく。 

事後学習 薬物の吸収・分布・代謝・排泄についてまとめる。 

第３回 
感染症と抗感染症薬（抗菌薬、抗ウイ

ルス薬、抗真菌薬） 

事前学習 pp.66～93を読み、病原体の種類を理解する。 

事後学習 
抗菌薬、合成抗菌薬、抗ウイルス薬、抗真菌薬の作用機序・範

囲と副作用についてまとめる。 

第４回 消毒薬 
事前学習 pp.298～302を読み、消毒薬の種類を把握しておく。 

事後学習 各種病原体に有効な消毒薬についてまとめる。 

第５回 
呼吸器系と薬（気管支拡張薬、鎮咳薬、

呼吸促進薬） 

事前学習 pp.230～234を読み、喘息の原因と症状を理解する。 

事後学習 
呼吸器系疾患、特に気管支喘息に有効な薬剤と、その副作用に

ついてまとめる。 

第６回 鎮痛薬（解熱鎮痛薬、麻薬性鎮痛薬） 
事前学習 pp.158～188 を読み、痛みの発現機序について理解する。 

事後学習 痛みの緩和に有効な薬剤の作用機序をまとめる。 

第７回 
炎症とアレルギー治療薬（ステロイド

性抗炎症薬、非ステロイド性抗炎症薬） 

事前学習 pp.121～134 を読み、アレルギー反応の発現機序を理解する。 

事後学習 アレルギー反応の予防・緩和薬の作用機序、副作用をまとめる。 



 

 

 

第８回 
保健室にある薬（薬理作用と使用上の 

注意点） 

事前学習 第 1回～第 7回の授業内容を復習する。 

事後学習 

保健室にある代表的な薬剤と、その使用目的について、またデ

ィスカッションした内容についてまとめる。まとめをレポート

提出する。 

第９回 
薬物依存・乱用（興奮系薬物・抑制系薬

物・幻覚系薬物 

事前学習 
教科書 pp.48～54を読み、薬物使用の有益生徒危険性について

理解する。 

事後学習 
薬物乱用の人体・社会に及ぼす悪影響について、自分の考えを

含めてまとめたレポートを提出する。 

第１０回 アルコール・飲酒 

事前学習 
事前配布資料を読み、お酒の中のアルコール量を把握してお

く。 

事後学習 
脳機能に及ぼすアルコールの影響から、未成年者の飲酒の問

題、成人に対する功罪をまとめる。 

第１１回 ニコチン・喫煙 
事前学習 

事前配布資料を読み、タバコ中やタバコ煙中の成分を把握して

おく。 

事後学習 喫煙の急性・慢性の影響についてまとめる。 

第１２回 薬物乱用防止教育の実践 

事前学習 薬物乱用防止教材の使用法をマスターする。 

事後学習 
小学生・中学生を対象とした、薬物乱用防止教育の実践企画を

作成する。 

第１３回 薬物中毒と解毒処置 
事前学習 pp.278～286を読んで、中毒とはどういうことか理解する。 

事後学習 中毒に対する緊急処置（治療薬を含む）についてまとめる。 

第１４回 
カフェイン・喫茶/漢方薬・サプリメン

ト 

事前学習 pp.290～296 を読んで、病態（証）と漢方薬の処方を理解する。 

事後学習 
カフェインの功罪、幼児や妊婦への影響、漢方薬・サプリメン

トの有効性の真偽を考察する。 

第１５回 まとめと総合討論 

事前学習 事前提示された課題について考察し、まとめる。 

事後学習 
課題について発表し、ディスカッションした内容についてまと

め、レポート提出する。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 養護教諭開発演習Ⅰ （4 単位） 

３．科目番号 
GECD3413 

GECD3613 
２．授業担当教員 石垣 久美子 

４．授業形態 講義・問題演習・実技演習・グループ討議 ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本講義は、養護教諭教員採用試験対策を柱に据えつつ、養護教諭としての資質・能力をさらに向上させる

ことを第一の目的とする。教員採用試験に向けた問題演習を入り口として、これまでに身につけてきた養護
教諭としての基礎的な能力をさらに発展させ、児童生徒の複雑かつ多様な健康課題に対応できる高度な専門
性を習得することを目指す。また講義に取り組む中で、養護教諭という職業への責任と使命感を再確認し、

意欲的な自己学習を定着させていくことを目指す。 

８．学習目標 

１．教員採用試験に合格し、養護教諭として現場で活躍するための発展的知識・技術を確実に習得し、実践
に活かすことが出来る。 

２．児童生徒の健康課題に対する判断力・対応力を磨き、高度な専門職としての資質をさらに向上させる。 
３．教員採用試験の動向を知ることによって、今後の学習計画を明確化する。 
４．講義中の取り組みを通して自分なりの学習スタイルを見つけ、家庭での自己学習につなげる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．講義内で扱った内容の復習を行い、内容の定着を図る。 

２．毎授業後、演習問題振り返りシートへの記入を行い、今後の学習目標の整理を行う。 

３．翌週の講義内容に関連する事項について、予習を行う。 

10．教科書・参考書・

教材 

１）東京アカデミー編『オープンセサミシリーズ 2021 年度教員採用試験ステップアップ問題集⑪養護教諭』

七賢出版、2020。 

【参考書】 

１）学校保健・安全実務研究会編著『新訂版学校保健実務必携 第四次改訂版』第一法規（購入済み） 

２）『専門教養 Build Up シリーズ⑤養護教諭の完全攻略』時事通信社（購入済み） 

３）文部科学省、日本学校保健会より出版されている冊子など 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．教員採用試験に合格し、養護教諭として活躍するための発展的知識・技術を確実に習得することができ

たか。 

２．児童生徒の健康課題に対する判断力・対応力を磨き、高度な専門職としての資質を向上させることがで

きたか。 

３．教員採用試験の動向を知ることによって、今後の学習計画を明確化することができたか。 

４．講義中の取り組みを通して自分なりの学習スタイルを見つけ、家庭での自己学習につなげることができ

たか。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、レポートの提出状況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５０％ 

３．期末試験        総合点の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加味する。 

12．受講生への 

メッセージ 

養護教諭専門科目での既習事項とリンクさせながら、２年次までに身につけてきた養護教諭としての基礎

基本をさらに発展させ、教員採用試験 1 次試験合格を目指しましょう。養護教諭としての専門性をさらに向

上させ、学校現場で活躍することのできる知識・技術の習得を目標に、一つ一つクリアしていきましょう。 

13．オフィスアワー  

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 学校保健① 演習問題 1〜4 

事前学習 
教科書の学校保健に関するページ（pp.12～14）
を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った学校保健に関する演習問題等に再

度取り組み、内容の定着をはかる。 

第２回 学校保健② 演習問題 5〜7 

事前学習 
教科書の学校保健に関するページ（pp.14～15）

を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った学校保健に関する演習問題等に再
度取り組み、内容の定着をはかる。 

第３回 学校安全① 演習問題 1〜5 

事前学習 
教科書の学校安全に関するページ（pp.41～44）
を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った学校安全に関する演習問題等に再
度取り組み、内容の定着をはかる。 

第４回 学校安全② 演習問題 6〜11 

事前学習 
教科書の学校安全に関するページ（pp.44～47）
を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った学校安全に関する演習問題等に再

度取り組み、内容の定着をはかる。 

第５回 養護教諭の職務と保健室① 演習問題 1〜5 

事前学習 
教科書の養護教諭に関するページ（pp.82～85）

を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った養護教諭に関する演習問題等に再
度取り組み、内容の定着をはかる。 



 

 

 

第６回 養護教諭の職務と保健室② 演習問題 6〜10 

事前学習 
教科書の養護教諭に関するページ（pp.85～89）
を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った養護教諭に関する演習問題等に再
度取り組み、内容の定着をはかる。 

第７回 養護教諭の職務と保健室③ 演習問題 11〜14 

事前学習 
教科書の養護教諭に関するページ（pp.89～91）

を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った養護教諭に関する演習問題等に再

度取り組み、内容の定着をはかる。 

第８回 保健教育① 演習問題 1〜6 

事前学習 
教科書の保健教育に関するページ（pp.136～
139）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った保健教育に関する演習問題等に再
度取り組み、内容の定着をはかる。 

第９回 保健教育② 演習問題 7〜11 

事前学習 
教科書の保健教育に関するページ（pp.140～
142）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った保健教育に関する演習問題等に再
度取り組み、内容の定着をはかる。 

第１０回 保健教育③ 演習問題 12〜16 

事前学習 
教科書の保健教育に関するページ（pp.143～

147）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った保健教育に関する演習問題等に再

度取り組み、内容の定着をはかる。 

第１１回 健康診断① 演習問題 1〜5 

事前学習 
教科書の健康診断に関するページ（pp.193～
196）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った健康診断に関する演習問題等に再
度取り組み、内容の定着をはかる。 

第１２回 健康診断② 演習問題 6〜10 

事前学習 
教科書の健康診断に関するページ（pp.196～
200）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った健康診断に関する演習問題等に再
度取り組み、内容の定着をはかる。 

第１３回 健康診断③ 演習問題 11〜16 

事前学習 
教科書の健康診断に関するページ（pp.200～

203）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った健康診断に関する演習問題等に再

度取り組み、内容の定着をはかる。 

第１４回 健康相談① 演習問題 1〜4 

事前学習 
教科書の健康相談に関するページ（pp.233～
235）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った健康相談に関する演習問題等に再
度取り組み、内容の定着をはかる。 

第１５回 健康相談② 演習問題 5〜8 

事前学習 
教科書の健康相談に関するページ（pp.235～
237）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った健康相談に関する演習問題等に再
度取り組み、内容の定着をはかる。 

第１６回 健康相談③ 演習問題 9〜11 

事前学習 
教科書の健康相談に関するページ（pp.237～

238）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った健康相談に関する演習問題等に再

度取り組み、内容の定着をはかる。 

第１７回 疾病とその予防① 演習問題 1〜5 

事前学習 
教科書の疾病予防に関するページ（pp.295～
300）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った疾病予防に関する演習問題等に再
度取り組み、内容の定着をはかる。 

第１８回 疾病とその予防② 演習問題 6〜11 

事前学習 
教科書の疾病予防に関するページ（pp.300～
303）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った疾病予防に関する演習問題等に再
度取り組み、内容の定着をはかる。 

第１９回 疾病とその予防③ 演習問題 12〜18 

事前学習 
教科書の疾病予防に関するページ（pp.303～

308）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った疾病予防に関する演習問題等に再

度取り組み、内容の定着をはかる。 

第２０回 疾病とその予防④ 演習問題 19〜22 

事前学習 
教科書の疾病予防に関するページ（pp.308～
311）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った疾病予防に関する演習問題等に再
度取り組み、内容の定着をはかる。 

第２１回 救急処置① 演習問題 1〜6 

事前学習 
教科書の救急処置に関するページ（pp.375～
378）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った救急処置に関する演習問題等に再
度取り組み、内容の定着をはかる。 

第２２回 救急処置② 演習問題 7〜10 

事前学習 
教科書の救急処置に関するページ（pp.379～

380）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った救急処置に関する演習問題等に再

度取り組み、内容の定着をはかる。 

第２３回 救急処置③ 演習問題 11〜16 

事前学習 
教科書の救急処置に関するページ（pp.381～
383）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った救急処置に関する演習問題等に再
度取り組み、内容の定着をはかる。 



 

 

第２４回 救急処置④ 演習問題 17〜21 

事前学習 
教科書の救急処置に関するページ（pp.383～
387）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った救急処置に関する演習問題等に再

度取り組み、内容の定着をはかる。 

第２５回 学校環境衛生① 演習問題 1〜4 

事前学習 
教科書の環境衛生に関するページ（pp.413～

416）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った環境衛生に関する演習問題等に再
度取り組み、内容の定着をはかる。 

第２６回 学校環境衛生② 演習問題 5〜9 

事前学習 
教科書の環境衛生に関するページ（pp.416～
418）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った環境衛生に関する演習問題等に再
度取り組み、内容の定着をはかる。 

第２７回 関係法令① 演習問題 1〜5 

事前学習 
教科書の関係法令に関するページ（pp.437～
439）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った関係法令に関する演習問題等に再

度取り組み、内容の定着をはかる。 

第２８回 関係法令② 演習問題 6〜12 

事前学習 
教科書の関係法令に関するページ（pp.440～

444）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った関係法令に関する演習問題等に再
度取り組み、内容の定着をはかる。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第 5 回〜第 7 回の講義内容を踏まえ、「養護教諭の職務と保健室」について基本的事項をレポートに

まとめる。  

レポート形式：A4 用紙 1 枚(1,000 字程度) 

実施時期：第 7 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 8 回の授業開始時に提出する。  

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 8 回の授業以後にも行う。 

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

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

課題研究 

2 

課題研究テーマ：第 8 回〜第 10 回の講義内容を踏まえ、「保健教育」について基本的事項を、レポートにまとめなさい。  

レポート形式：A4 用紙 1 枚(1,000 字程度) 

実施時期：第 10 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 11 回の授業開始時に提出する。  

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 11 回授業終了後に教室で行う。 

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

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

 期末試験 

 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
養護教諭基礎演習Ⅰ （4 単位） 

３．科目番号 
GECD2413 

GECD2613 
２．授業担当教員 面川 幸子 

４．授業形態 講義・問題演習・実技演習・グループ討議 ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本講義は、学校現場で必要とされる養護教諭をめざし、その資質と力量を向上させることを第一の目的とす

る。教員採用試験に向けた問題演習を入り口として、児童生徒への対応に関するディスカッション、各種実技

演習などに取り組み、基礎的な能力を確実に身につける。また養護教諭という職業、あるいは教員採用試験対

策に対する意欲を向上させるとともに、自己学習の習慣を定着させる。 

８．学習目標 

１．教員としての養護教諭の資質と力量形成に向け、他の専門科目と関連付けながら、基礎的な知識や技術を

確実に習得する。 

２．児童生徒の心身の健康課題に対する判断力を向上させるとともに、養護教諭の専門性をいかした対応のあ

り方を習得する。 

３．教員採用試験の動向を知ることによって、今後の学習計画を明確化する。 

４．講義中の取り組みを通して自分なりの学習スタイルを見つけ、家庭での自己学習につなげる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．講義内で扱った内容の復習を行い、内容の定着を図る。 

２．毎授業後、演習問題振り返りシートへの記入を行い、今後の学習目標の整理を行う。 

３．翌週の講義内容に関連する事項について、予習を行う。 

10．教科書・参考

書・教材 

『専門教養 Build Up シリーズ⑤ 2021 新学習指導要領完全対応教員採用試験養護教諭の完全攻略』 時事通

信出版局。        

学校保健・安全実務研究会編著『新訂版学校保健実務必携 第四次改訂版』第一法規。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

〇成績評価の規準 

１．養護教諭の資質と力量形成に向け、他の専門科目と関連付けながら、基礎的な知識や技術を確実に修得で

きたか。 

２．児童生徒の心身の健康課題に対する判断力を向上させるとともに、養護教諭の専門生をいかした対応の在

り方を習得できたか。 

３．講義中の取り組みを通して教員採用試験に向け、自分なりの学習スタイルを見つけ、授業外での自己学習

ができているか。 

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．授業ごとの演習問題および提出する授業への振り返り（50％） 

３．まとめ（期末試験）（20％） 

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 

養護教諭専門科目や教職関連科目の内容とリンクさせながら、養護教諭になるための基礎的な知識を確かな

ものにしていきましょう。また、養護教諭としての基本的態度や資質を身につけ、基盤作りに地道に取り組

み、学校現場から必要とされる養護教諭を目指しましょう。教員採用試験一次合格に向けて、ひとつずつ、ク

リアしていきましょう。 

13．オフィスアワー 
 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

 オリエンテーション 

・自己紹介、他者理解のワーク 

・これからの学びと教員採用試験に向けた準備態勢を

整える。 

第 1章＜学校保健、学校安全＞ 

①学校保健安全法第１条、領域、学校保健計画 

②保健教育、保健管理、学校保健計画の作成手順  

事前学習 

教科書の＜学校保健・学校安全＞に関するペー

ジ（pp６～10）を読み、基礎的事項を押さえてお

く。 

事後学習 
本時に行った１～９（pp27～29）に関する演習

問題に再度取り組み、内容の定着をはかる。  

第２回 
③学校安全・安全管理 

④事故発生時の取り組み 

事前学習 

教科書の＜学校保健・学校安全＞に関するペー

ジ（pp11～19）を読み基本的事項を押さえてお

く。    

事後学習 
本時に行った 10～14（pp29～30）に関する演習

問題に再度取り組み、内容の定着をはかる。  

第３回 

⑤災害や事件・事故発生時の心のケア 

 

第 2章＜養護教諭の職務、学校保健関係職員＞ 

①養護教諭の職務  

事前学習 

教科書の＜学校保健・学校安全＞に関するペー

ジ（pp20～42）＜養護教諭の職務、学校保健関係
職員＞に関するページ（pp36～42）を読み基本的

事項を押さえておく。  

事後学習 

本時に行った 15～16（pp30～31）及び１～３

（pp51）に関する演習問題に再度取り組み、内容

の定着をはかる。  



 

 

 

第４回 

第 3章＜保健室、健康観察＞ 

①保健体育審議会答申 

②保健室の機能 

事前学習 
教科書の＜保健室、健康観察＞に関するページ

（pp58～62）を読み基本的事項を押さえておく。  

事後学習 
本時に行った１～３（pp72～73）演習問題に再

度取り組み、内容の定着をはかる。  

第５回 

③保健室経営計画の作成方法、評価 

 中央教育審議会答申 
④健康観察チェック（学級担任、児童生徒等、結果  

事前学習 
教科書の＜保健室、健康観察＞に関するページ

（pp63～71）を読み基本的事項を押さえておく。   

事後学習 
本時に行った４～９（pp73～75）演習問題に再

度取り組み、内容の定着をはかる。  

第６回 

⑤特別支援学校の健康観察第 

 

第 4章＜健康診断＞①健康診断、手順 

事前学習 

教科書の＜保健室、健康観察＞に関するページ

（pp69～71）教科書の＜健康診断＞に関するペ

ージ（pp69～93）を読み基本的事項を押さえてお

く 

事後学習 

本時に行った 10（pp75）及び１～３（pp112～ 

113）演習問題に再度取り組み、内容の定着をは

かる。 

第７回 

②健康診断の方法及び技術的基準（身長、体重、栄養状

態、脊柱） 

③健康診断の方法及び技術的基準（四肢、視力）  

事前学習 
教科書の＜健康診断＞に関するページ（pp83～

115）を読み基本的事項を押さえておく  

事後学習 
本時に行った４～９（pp113～115）演習問題に
再度取り組み、内容の定着をはかる。  

第８回 

④健康診断の方法及び技術的基準（聴力、耳鼻咽喉科疾

患） 
⑤健康診断の方法及び技術的基準（皮膚疾患、歯及び口

腔及び異常、結核） 

事前学習 
教教科書の＜健康診断＞に関するページ（pp88

～104）を読み基本的事項を押さえておく 

事後学習 
本時に行った 10～15 （pp115～117）演習問題

に再度取り組み、内容の定着をはかる。 

第９回 

⑥健康診断の方法及び技術的基準（心臓疾病、尿、職員
健康診断） 

⑦職員健康診断、就学時健康診断  

事前学習 
教教科書の＜健康診断＞に関するページ（pp88
～111）を読み基本的事項を押さえておく 

事後学習 
本時に行った 16～21 （pp118～119）演習問題

に再度取り組み、内容の定着をはかる。 

第１０回 

第 5章＜学校環境衛生＞ 

①学校衛生活動 

②学校環境衛生基準（換気）  

事前学習 

教科書の＜学校環境衛生＞に関するページ
（pp124～128）を読み基本的事項を押さえてお

く 

事後学習 
本時に行った１～７（pp138～139）演習問題に
再度取り組み、内容の定着をはかる。 

第１１回 

③学校環境衛生基準の改訂ポイント（検査項目基準 教

室） 
④学校環境衛生基準（飲料水、水泳プール）  

事前学習 

教科書の＜学校環境衛生＞に関するページ

（pp136～137）を読み基本的事項を押さえてお
く 

事後学習 
本時に行った８～12 （pp140）演習問題に再度

取り組み、内容の定着をはかる。 

  

第１２回 
③不登校と保健室登校、過換気症候群の対応 
④摂食障害の対応、児童虐待の防止 

事前学習 

教科書の＜健康相談・メンタルヘルス＞に関す

るページ（pp150～156）を読み基本的事項を押さ
えておく 

事後学習 
本時に行った９～14 （pp167～169）演習問題

に再度取り組み、内容の定着をはかる。 

第１３回 
⑤自殺、災害や事件の対応 

⑥精神障害、発達障害  

事前学習 

教科書の＜健康相談・メンタルヘルス＞に関す
るページ（pp156～171）を読み基本的事項を押さ

えておく  

事後学習 
本時に行った 15～18 （pp170～171）演習問題
に再度取り組み、内容の定着をはかる。 

第１４回 

第 7章＜疾病とその予防＞ 

①最近の子どもの疾病傾向、整形外科、眼科、耳鼻咽喉

科、皮膚科 ②腎臓疾患 

事前学習 

教科書の＜疾病とその予防＞に関するページ

（pp.164～192）を読み、基礎的事項を押さえて
おく。 

事後学習 
本時に行った１～５（pp218～219）に関する演

習問題に再度取り組み、内容の定着をはかる。 

第１５回 
③糖尿病及び肥満 

④産婦人科、アレルギー喘息、アトピー性皮膚炎 

事前学習 

教科書の＜疾病とその予防＞に関するページ
（pp.192～199）を読み、基礎的事項を押さえて

おく。 

事後学習 
本時に行った６～11（pp219～220）に関する演
習問題に再度取り組み、内容の定着をはかる。 

第１６回 
⑤感染症の基礎知識 

⑥感染症に関する法令 

事前学習 

教科書の＜疾病とその予防＞に関するページ

（pp.200～205）を読み、基礎的事項を押さえて
おく。 

事後学習 
本時に行った 12～15（pp.220～222）に関する演

習問題に再度取り組み、内容の定着をはかる。 

第１７回 
⑦出席停止の期間の基準 

⑧インフルエンザ 

事前学習 

教科書の＜疾病とその予防＞に関するページ
（pp.210～211）を読み、基礎的事項を押さえて

おく。 

事後学習 本時に行った 16～19（pp.222～223）に関する演



 

 

習問題に再度取り組み、内容の定着をはかる。 

第１８回 

⑨食中毒、細菌性中毒第 

 

第 8章＜養護教諭の専門知識＞ 

①人体器官構造、運動器系 

事前学習 

教科書の＜疾病とその予防＞に関するページ

（pp.212～217）＜養護教諭の専門知識＞に関す
るページ（pp.232～234）を読み、基礎的事項を

押さえておく。 

事後学習 

本時に行った 20～22（pp.223～224）及び１～
３（pp.247～248）に関する演習問題に再度取り

組み、内容の定着をはかる。 

第１９回 
②循環器系（心臓）、消化器系（構造） 

③消化器系（膵臓と肝臓） 

事前学習 

教科書の＜養護教諭の専門知識＞に関するペー

ジ（pp.234～238）を読み、基礎的事項を押さえ
ておく。 

事後学習 
本時に行った４～８（pp.248～249）に関する演

習問題に再度取り組み、内容の定着をはかる。 

第２０回 
④泌尿器系（腎臓の構造）、内分泌系、脳神経系 

⑤脳神経系（脳のはたらき）、全身の神経系の構造 

事前学習 

教科書の＜養護教諭の専門知識＞に関するペー

ジ（pp.238～243）を読み、基礎的事項を押さえ

ておく。 

事後学習 
本時に行った９～15（pp.250～252）に関する演

習問題に再度取り組み、内容の定着をはかる。 

第２１回 

⑥感覚器系（眼球の構造）、スキャモンの発育曲線 

 

第 9 章＜救急処置＞ 

①学校における救急処置、救急体制整備 

事前学習 

教科書の＜養護教諭の専門知識＞に関するペー

ジ（pp.243～246）＜救急処置＞に関するページ
（pp.258～261）を読み、基礎的事項を押さえて

おく。 

事後学習 

本時に行った 16～19（pp.252～253）及び１～
３（pp.291～292）に関する演習問題に再度取り

組み、内容の定着をはかる。 

第２２回 

②災害給付制度、フィジカルアセスメント、バイタルサ
イン 

③カラーの救命曲線、救急救命の心構え 

事前学習 
教科書の＜救急処置＞に関するページ（pp.262
～272）を読み、基礎的事項を押さえておく。 

事後学習 
本時に行った４～９（pp.292～293）に関する演

習問題に再度取り組み、内容の定着をはかる。 

第２３回 
④一次救命処置、ファーストエイド 

⑤救急時の体位、止血法 

事前学習 
教科書の＜救急処置＞に関するページ（pp.272
～281）を読み、基礎的事項を押さえておく。 

事後学習 
本時に行った 10～16（pp.294～296）に関する演

習問題に再度取り組み、内容の定着をはかる。 

第２４回 
⑥創傷 捻挫、打撲、熱傷 

⑦熱中症 

事前学習 
教科書の＜救急処置＞に関するページ（pp.281

～290）を読み、基礎的事項を押さえておく。 

事後学習 
本時に行った 17～22（pp.296～298）に関する演
習問題に再度取り組み、内容の定着をはかる。 

第２５回 

第 10 章＜保健体育＞ 

①保健教育の構造、保健学習と保健指導の特質 

②保健学習（小学校） 

事前学習 
教科書の＜保健教育＞に関するページ（pp.304

～306）を読み、基礎的事項を押さえておく。 

事後学習 
本時に行った１～４（pp.319）に関する演習問
題に再度取り組み、内容の定着をはかる。 

第２６回 
③保健学習（中学校） 
④保健学習（高等学校） 

事前学習 
教科書の＜保健教育＞に関するページ（pp.307

～308）を読み、基礎的事項を押さえておく。 

事後学習 
本時に行った５～６（pp.320～323）に関する演

習問題に再度取り組み、内容の定着をはかる。 

第２７回 
⑤保健指導、性に関する指導、エイズ教育 

⑥環境教育、食育 

事前学習 
教科書の＜保健教育＞に関するページ（pp.309

～315）を読み、基礎的事項を押さえておく。 

事後学習 
本時に行った７～12（pp.323～326）に関する演

習問題に再度取り組み、内容の定着をはかる。 

第２８回 ⑦喫煙、飲酒、薬物乱用防止に関する教育 

事前学習 
教科書の＜保健教育＞に関するページ（pp.316
～318）を読み、基礎的事項を押さえておく。 

事後学習 
本時に行った 13～16（pp.326～327）に関する演

習問題に再度取り組み、内容の定着をはかる。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 1 回～3 回の講義を踏まえて、「学校保健関係職員等の役割」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第 3 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 6 回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 3 回授業終了後に教室で行う。 

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

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

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 12 回の講義を踏まえて、「健康相談・メンタルヘルス」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第 11 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 13 回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 3 回授業終了後に教室で行う。 

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

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

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 養護実習指導 （1 単位） 

３．科目番号 EDHE3377 

２．授業担当教員 石垣 久美子 

４．授業形態 
講義や演習（保健室経営計画作成等）、事例検討等について、グル
ープ討議等のアクティブラーニングにより、履修者同士の実践的な

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 

養護実習は、学校での実務を体験することを習得するものである。その養護実習の目的は、これまで学ん
できたことを生かすこと、養護教諭が行う実務の教育活動の中で位置づいていることを知ること、そして、

新たな課題を見いだすことである。そこで、本科目では、養護教諭を目指すものにとってその準備の段階と
本実習後の効果を上げるために、養護実習（本実習）に対する理解を深め、実習生としての態度や心構え・
技能等を事前に育成すること、更に準備の段階と本実習後には、自己の課題を省察し、進路選択にも結びつ

けることを学んでいく。 

８．学習目標 

１．学校保健活動及び養護教諭の執務を教育活動の一環として捉え、保健室のあり方及び養護教諭の果たす
べき役割が理解できるようになる。 

２．養護の対象である子どもの心身の発達特徴や生活状況および健康問題の特質を理解し、説明できる。 
３．子どもの発達において問題とされる健康課題に対して、個別的及び組織的に適切な取り組みができる。 
４．養護教諭になるための志向を高めるとともに、養護教諭になるための自らの課題について理解し、解決

しようとする意欲をもてるようになる。  

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）】 

・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。 

・実習先の学校経営方針や学校経営計画について調べて小レポートとしてまとめる。 

・講義での学びを踏まえ、自らの実習の目標を明確化し、実習の計画を検討する。 

・中間課題レポート：保健教育指導案作成   ・最終課題レポート：ほけんだより作成 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】東京福祉大学編『養護実習・看護臨床実習の手引き』。 

大谷尚子・中桐佐知子『養護教諭必携シリーズ No.４ 改訂 養護実習ハンドブック』東山書房。 

【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。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１）学校保健活動及び養護教諭の執務を教育活動の一環として捉え、保健室のあり方及び養護教諭の果たす

べき役割が理解できたか。 

２）養護の対象である子どもの心身の発達特徴や生活状況および健康問題の特質を理解できたか。 

３）子どもの発達において問題とされる健康課題に対して、個別的及び組織的に適切な取り組みを考えるこ

とができたか。 

４）養護教諭になるための志向を高めるとともに、養護教諭になるための自らの課題について理解し、解決

しようとする意欲が持てているか。 

○評定の方法 

授業ごとに出題する小レポート（総合点の 30％）、授業中のグループ活動等における積極的な発言（同 30％）、 

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 

「養護実習指導」は、養護教諭になるために必要な理論と実地体験（実習）が欠かせません。今まで学んだ

ことがらを、具体的な教育実践の場面において検証していくことができます。現在学校現場で抱えている問

題を直に感じ取り理解することができその上で、大学に戻ってから新たな課題意識を持って、その解決学習

に発展させていくことができます。子どもの心と体を大切にする養護教諭にとって自己の心と体の健康管理

に十分配慮し、児童生徒の範になれるような生活態度で臨んで下さい。 

13．オフィスアワー 別途通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション   

養護実習の意義と目標 

・臨地で実習する意義 

・養護実習の目標 

事前学習 
養護実習の「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 
授業の目的について理解したことを、講義時間内に

配布する小レポート用ワークシートに記述する。 

第２回 

養護実習の内容と方法 

・観察や参加の視点 

・実習日誌の書き方 

事前学習 
養護実習の内容と方法について教科書 pp.9〜26を熟

読し、基本的な事項について整理しておく。 

事後学習 
養護実習の内容と方法について、理解したことを小

レポート用ワークシートに記述する。 

第３回 

実習前の準備と実習の開始 

・実習生という立場の理解 

・実習の成果をあげるための準備 

事前学習 
養護実習に臨む上での心構えについて教科書 pp.27

〜44を熟読し、基本的事項を整理しておく。 

事後学習 
養護実習における心構えを整理し、自らの今後の課

題を小レポート用ワークシートに記述する。 

第４回 
教育計画と学校組織についての理解 

養護教諭の執務計画 

事前学習 

教科書の養護教諭の執務計画に関するページ（pp.45

〜60、pp.85〜104）を熟読し、その進め方について

理解しておく。 

事後学習 
実習校の教育計画や組織体制について調べ、小レポ

ート用ワークシートに記述する。 

  



 

 

 

第５回 

環境衛生活動の実際 

・校舎内外の環境整備、清掃の実際、 

 環境衛生検査の実際 

保健教育学習指導案の作成上の留意点 

事前学習 
教科書の学校環境衛生活動に関するページ（pp.61〜

83）を熟読し、基本的事項を整理しておく。 

事後学習 

学校環境衛生活動の内容、実施状況、振り返りを小

レポート用ワークシートに記述する。学習指導案に

関する配付資料と教科書の該当ページ（pp.161〜

196）熟読し、作成の準備を進める。 

第６回 

健康診断の実技演習① 

・健康診断とその事後措置 

・測定の練習（発育測定） 

事前学習 
健康診断（発育測定）についての配付資料を熟読し、

基本的事項を整理しておく。 

事後学習 
健康診断の実施と事後措置の進め方について、小レ

ポート用ワークシートに記述する。 

第７回 
健康診断の実技演習② 

・測定の練習（視力・聴力・色覚検査） 

事前学習 
健康診断（視力・聴力・色覚）についての配付資料

を熟読し、基本的事項を整理しておく。 

事後学習 
健康診断の技術演習を通して、感じたことわかった

ことを小レポート用ワークシートに記述する。 

第８回 

健康診断の実技演習③ 

・測定ロールプレイ 

・学校医や検診機関と実施する検診 

・健康診断表、学校生活管理指導表の作成 

事前学習 
第６回、第７回で学習した測定時の留意事項を復習

し、ロールプレイで実践する内容を練習しておく。 

事後学習 

健康診断の測定ロールプレイを通して、感じたこと

わかったことを小レポート用ワークシートに記述す

る。 

第９回 

保健室来室者への対応① 

・保健室来室者の来室理由と対応過程 

・内科的症状への対応 

事前学習 
教科書の来室者への対応に関するページ（pp.132〜

160）を熟読し、基本的事項を整理しておく。 

事後学習 
内科的救急処置の留意点について、自分の考えを小

レポート用ワークシートに記述する。 

第１０回 

保健室来室者への対応② 

・保健室来室者の来室理由と対応過程 

・外科的症状への対応 

保健だより作成上の留意点 

事前学習 
教科書の来室者への対応に関するページ（pp.132〜

160）を熟読し、基本的事項を整理しておく。 

事後学習 

外科的救急処置の留意点について、自分の考えを小

レポート用ワークシートに記述する。ほけんだより

に関する配付資料を熟読し、作成の準備を進める。 

第１１回 

保健室来室者への対応③ 

・気分不良を訴える子どもの対応 

・何となく来室する子どもの対応 

・頻回来室者への対応 

事前学習 
教科書の健康相談活動に関するページ（pp.132〜

160）を熟読し、基本的事項を整理しておく。 

事後学習 
健康相談活動の留意点について、自分の考えを小レ

ポート用ワークシートに記述する。 

第１２回 

集団を対象とした保健教育① 

・保健教育の内容と機会 

・保健教育指導案の検討 

事前学習 

配布した資料を参考に他の受講者の指導案に対する

意見をまとめ、小レポート用ワークシートに記述し

ておく。 

事後学習 
他の受講生の指導案に対する意見を踏まえ、改善す

べき点等を小レポート用ワークシートに記述する。 

第１３回 

集団を対象とした保健教育② 

・保健教育指導案検討・模擬授業準備 

・ほけんだより検討 

事前学習 
グループの代表者の模擬授業のアイデアについて、

小レポート用ワークシートに記述し、まとめておく。 

事後学習 

指導案の完成と模擬授業の実践に向けて、グループ

ごとに準備を完了する。これまでの講義を踏まえた

自らの養護実習の目標を、小レポート用ワークシー

トに記述する。 

第１４回 
模擬授業①  

・授業実践および討論 

事前学習 
模擬授業指導案の再整理を行い，使用する教材を作

成するなど準備をしておく。 

事後学習 
模擬授業から学んだことを小レポート用ワークシー

トに記述する。 

第１５回 

模擬授業② 

・授業実践および討論 

養護実習に向けた最終まとめ 

事前学習 
模擬授業指導案の再整理を行い，使用する教材を作

成するなど準備をしておく。 

事後学習 
模擬授業から学んだことを小レポート用ワークシー

トに記述する。 

＊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） 幼児体育／幼児体育（初等）／幼児体育（初等・幼） （2 単位） 

３．科目番号 

SJMP1142 

SSOT2423 

SCOT2423 ２．授業担当教員 宮田 洋之 

４．授業形態 実技を中心に実施し、適宜講義やディスカッションを行う。 ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 

体力や運動能力の低下が報告されていることは周知の通りである。そこで、保育者として幼児や児童の発

育発達に大きく関与する訳であるから、遊びや身体運動に関する基本的な知識を理解するとともに、学生自

身の身体能力や運動技能を高めることが重要である。また、保育の中で取り上げる運動あそびに関する教材

を作成したり、学生同士で声掛けなどを実践しながら具体的な指導法を学習する。運動あそびにおける安全

管理、それらに必要な知識や技能を習得する。 

８．学習目標 

本講義を履修することによって以下の項目を達成することを目標とする。 

1,自分の体を自分でコントロールする能力を養い、運動技能を高める。（具体的には、走る・スキップ・ギ

ャロップなどやマット・跳び箱・鉄棒などが、子どもたちの見本となる様にできること。） 

2,子どもの運動あそび、リズム、身体表現の楽しさを味わい、指導・援助の方法の理解を深め、指導・援助

ができる。（指導方法や声掛けなどを学ぶ。） 

3,リズム体操、身体表現の教材がつくれる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題1 運動遊び指導案を作成し、発表する。（実技発表） 

課題2 幼児体育指導に対する考えや思いについてまとめる。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

適宜ワークシートや学習資料を配布する。 

【参考書】 

出村慎一監修、村瀬智彦著『幼児の体力・運動能力の科学』NAP。 

公益財団法人日本体育協会（スポーツ協会）『幼児期からのアクティブチャイルドプログラム』日本体育協会。 

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）を評価基準とする。 

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、幼児体育への考え方や自己への課題を前向きに捉えることができたか。 

○評定の方法 

1.授業への積極的参加態度 50％（出席状況や意見発表を含む） 

2.実技試験・課題レポート 40％ 

3.振り返りのレポート   10％ 

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

以上の結果を総合して評価をする。 

12．受講生への 

メッセージ 

幼稚園教育要領に位置付けられている運動遊びについて、実技を通じながら触れることをねらいとします。

保育者として運動遊びを展開する上で最低限必要な技能および教師行動を身に付けます。高度な運動技能を

求めるよりも、幼児の身体の可能性を体感させるためのポイントや、小学校授業への関連性を身に付けるこ

とができます。実技の際には、運動にふさわしい服装（ジャージ、T シャツ等。ジーパン禁止）で参加して

ください。 

13．オフィスアワー 初回の授業で周知する 

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 

「幼児期の運動能力の発達と運動の必要性について」 

事前学習 幼児期の運動の必要性を考察する。 

事後学習 授業内容を各自復習し、まとめておく。 

第２回 「幼児期に身に付けさせたい運動の系統性」 

事前学習 
幼児期の運動経験を振り返り、どのような運

動をしていたかまとめておく。 

事後学習 
自分の運動経験と議論内容の違いを考え、今

後の指導に活かせるようまとめておく。 

第３回 「幼児期・児童期の運動遊びについて」 

事前学習 
幼児期の運動遊びについて、どのようなもの

が良いか、どんな種類があるか、調べておく。 

事後学習 
自分の調べた運動遊びと、授業を聞いての違

いをまとめる。 

第４回 「幼児期・児童期の発育発達について」 

事前学習 発育と発達について調べておく。 

事後学習 
発育と発達について復習し、運動遊びの指導

内容との関連を考察する。 

第５回 「幼児期・児童期の体力の測定と評価について」 

事前学習 
自身の体力測定の経験を思い出し、まとめて

おく。 

事後学習 
授業内容を復習し、体力を評価する際に活か

せるようにする。 



 

 

第６回 「子どもを取り巻く環境変化と体力の関係について」 

事前学習 

自身の子どもの頃と現在の変化についてま

とめておく。保護者の子どもの時代との変化

がわかればなお良い。 

事後学習 
授業内容をもとに、子どもの体力発達を促す

ための方法を考える。 

第７回 「道具を使わない運動遊びについて」 

事前学習 
道具を使わなくてもできる運動遊びについ

て情報を集め、提案できるようにしておく。 

事後学習 
授業内容をふまえ、更に運動遊びの発展を考

える。 

第８回 
【集中実技①】 

マット・跳び箱を使った運動遊びを経験する 

事前学習 
マット・跳び箱を使った運動遊びについて、

自身の経験をまとめておく。 

事後学習 

マット・跳び箱を使用する際の安全管理につ

いても復習し、現場で注意できるようにす

る。 

第９回 
【集中実技①】 

鉄棒・縄跳びを使った運動遊びを経験する 

事前学習 
鉄棒・縄跳びを使った運動遊びについて自身

の経験をまとめておく。 

事後学習 
鉄棒・縄跳びを称する際の安全管理について

も復習し、現場で注意できるようにする。 

第１０回 
【集中実技②】 

運動会種目を経験する（パラバルーン等） 

事前学習 
運動会で経験した種目をまとめ、発表できる

ようにしておく。 

事後学習 

様々な運動会種目を覚え、実践できるように

する。また、応用し、新しい種目を考案でき

るようにする。 

第１１回 
【集中実技②】 

運動会種目の作成（グループワーク） 

事前学習 
前回の授業を参考に、運動会種目について考

えておく。 

事後学習 
運動会種目の発表に向けて、改善等できるよ

うにしておく。 

第１２回 
【集中実技③】 

運動会種目の発表①（グループワーク） 

事前学習 
作成した運動会プログラムを上手く発表で

きるよう準備しておく。 

事後学習 
各グループに対し、質問や意見が言えるよう

考えをまとめておく。 

第１３回 
【集中実技③】 

運動会種目の発表②（グループワーク） 

事前学習 
各グループの良い点、悪い点等まとめてお

く。 

事後学習 
各グループが発表した内容をまとめ、現場で

活かすことができるようにする。 

第１４回 「安全管理について～災害・怪我の応急処置～」 

事前学習 教育活動中の非常時についてまとめておく。 

事後学習 
自身が責任者となった時、率先して子どもを

守ることが出来るよう、復習する。 

第１５回 「学習のまとめ」 

事前学習 

今まで授業で行なったことを整理し、各自幼

児体育指導に対する考えや思いをまとめて

おく。 

事後学習 
授業内容を整理し、引き出しを増やすことで

臨機応変に対応できるようにする。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 幼児理解 （2 単位） 

３．科目番号 

SJMP2212 

SJMP2312 

SSOT2408 

SCOT2423 
２．授業担当教員 吉川 晴美 

４．授業形態 講義 ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

幼児期の保育は、幼児一人ひとりの発達の特性に応じ、発達の課題に即した指導を行うことが重要である。 

本科目では、幼児一人ひとりの行動や内面の理解、発達を適切に把握できるよう、実践事例（文献、映像）
等を用いて、幼児の生活の実際とその理解、具体的な指導のとらえと意味、幼児期の保育における環境の

とらえ方、評価の在り方、幼小の連携、並びに行事について学ぶ。 

８．学習目標 

以下の事項について学び、幼児の主体性を育てる保育を理解し、実践するための基礎を習得することをテ

ーマとし、学習の到達目標とする。 

１．保育とは何か、保育における環境の在り方 

２．子どもを見る視点、保育を見る視点 

３．幼児期の発達の特徴 

４．子どもの行動の意味と記録の方法 

５．発達やかかわりに配慮を必要とする子どもへのかかわり方 

  保護者対応・支援 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

様々な場面における幼児の姿や行動の観察、具体的な幼児とのかかわりについて記録を行う。 

上記記録から事例（エピソード）を抽出し考察を行う。小テストも適宜行う 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
文部科学省『資料 幼稚園教育指導資料第 3集 幼児理解と評価』2010 
慶應義塾大学出版会『人間関係の理解と心理臨床』2017 

【参考書】 

厚生労働省『保育所保育指針』フレーベル館 2017 

文部科学省『幼稚園教育要領』フレーベル館 2017 
文部科学省『幼保連携型認定こども園・保育要領』フレーベル館 2017 

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（幼児）の内面と行動について、その基本的事項（意味、発達的特性、環境とのかかわり）を理
解し、説明できるか。 

2．保育状況における様々な幼児の姿の理解（深まりと広がり）の方法と、保育者としての適切なかかわり
方 

について具体的かつ明瞭に説明できるか。 

○評定の方法 

１．授業への態度、グループワークで共同する態度 総合点の 30％、２．提出物 （小テスト、レポート）
総合点の 7０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

子ども、幼児とはなにか、その内面を理解し、保育者としてどのようにかかわるか、具体的な場面を通し

て、共に探求し、考えていきましょう 

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 授業概要、授業計画、保育とは 
事前学習 

幼稚園教育要領解説、幼保連携型認定こども園教育・保育

要領解説の第 1章を読んでくる。 

事後学習 シラバス全体に目を通し、今後の進行を確認しておく 

第２回 保育とは 

事前学習 
教科書該当箇所を読み、事前配布した資料に記入してく

る。 

事後学習 
保育とは何か、保育者としての子ども理解とはなにかを学

び、保育者としての基本的な態度、在り方に気づく。 

第３回 子どもをとらえる視点と保育 

事前学習 事前に配布した資料に目を通しておく 

事後学習 
子どものとらえ方について確認し、自分のとらえ方をひろ

げ保育者としての基本的なあり方を理解する。 

第４回 子どもの発達とはなにか 

事前学習 教科書、配布資料を読み、発達についてイメージしてくる。 

事後学習 
保育者として、発達の過程を理解する重要性・意義をとら

えなおす。 

第５回 
子どもの発達理解１ 

―幼児期前半の発達― 

事前学習 
教科書、配布資料を読み、幼児期前半の子どもの発達的特

徴をまとめてくる。 

事後学習 
事例検討を通して、発達をふまえた適切な援助を振り返

り、自分の考えを広げる 

第６回 
子どもの発達理解２ 

－幼児期後半の発達― 

事前学習 
教科書、配布資料を読み、幼児期前半の子どもの発達的特

徴をまとめてくる。 

事後学習 
事例検討を通して、発達をふまえた適切な援助を振り返

り、自分の考えを広げる 



 

 

第７回 
子ども理解の方法１ 

―観察と記録の取り方 

事前学習 配布資料を読み、該当箇所に記入してくる 

事後学習 観察法についてまとめる 

第８回 
子ども理解の方法２ 

－ロールプレイによる理解 

事前学習 具体的な場面における子どもの姿をイメージしてくる。 

事後学習 

授業で行ったロールプレイの体験と観察の記録から、集団

状況における具体的な子どもの姿、行動を理解し、考察す

る。 

第９回 集団状況における子どもの立場からの理解 

事前学習 
保育場面（集団状況）における子どもの立場、気持ちをイ

メージしてくる。 

事後学習 

ビデオ資料を通して子どもの様子と活動経過を記録した

ものから、個と集団の関係における子どもの側から観たそ

の内的世界と外的世界をまとめる。 

第１０回 

子ども同士・保育者とのかかわり、個と集団

とのかかわりからの理解 

―グループワーク・発表による理解 

事前学習 
保育場面（集団状況）における、子ども同士、保育者との

かかわりについてイメージしてくる。 

事後学習 
グループデイスカッションを通し、集団と個の関係、子ど

も同士、保育者とのかかわりについてまとめる。 

第１１回 
子ども理解と援助１ 

―気になる子どもの事例から 

事前学習 
保育場面における気になる子どもと行為の意図について

イメージしてくる。 

事後学習 

教科書、配布資料をもとに、気になる子どもの行動を、幼

児のつまずきという点から理解し、個と集団の関係、周り

の幼児やモノとの関係をふまえた援助の仕方をまとめる。 

第１２回 
子ども理解と援助２ 

―特別に配慮が必要な子どもの事例から 

事前学習 障がいや特別に配慮が必要な子ども 

事後学習 

ビデオ資料の事例検討から、発達障がいの問題とその背景

について学ぶ、また、特に配慮が必要な点について、周り

の幼児との関係をふまえた環境の作り方、援助の仕方を学

び、保育者の適切なかかわりについてまとめる。 

第１３回 
子ども理解と援助３ 

―愛着・虐待と子どものサイン 

事前学習 
配布資料をもとに、幼児のつまずきと背景、愛着の意味、

虐待についての基礎的知識を確認してくる。 

事後学習 

具体的事例から、子どものつまずきとサインをどう受けと

め、カウンセリングマインドで応ずるかについてまとめ

る。 

第１４回 
保育の環境と援助 

―保護者・家族理解と連携 

事前学習 

配布資料、具体的事例から、幼児期に起こる子どものつま

ずきにたいする親の気持ち、子どもとの関係について考え

てくる。 

事後学習 
家族の関係性と子どもをめぐるつまずきの問題とその背

景・状況に応じた援助、連携についてまとめる。 

第１５回 レポート課題によるまとめを行う 

事前学習 今まで学習した内容を確認してくる。 

事後学習 
学習内容を整理し、子ども理解の知識と方法と実践をつな

げて自分のものとする。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 理科指導法 （2 単位） 

３．科目番号 
SJEL3432 

EDEL3317 
２．授業担当教員 二村 泰弘 

４．授業形態 講義、実験、グループ学習、模擬授業 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

理科教育は、子どもたちが興味関心をもつ「理科の授業づくり」について理論と実践に基づいた基本を習

得する必要がある。そのためには、自然科学の基本的な概念や法則を体系的に学習し、自然界の全体像を構

造的に捉え科学的な自然観を習得しなければならない。 

以上のことを学習するためには、小学校の理科教師は自然の事物・現象について観察・実験などの基本的

な技能を身につけ、自然界の性質や規則性を適用したものづくりや栽培・飼育の活動を子どもたちに指導す

る力量を身につける必要がある。 

本講義では、身の回りの自然現象について知識及び技能、思考力・判断力、表現力並びに学びに向かう力を

もって解決していく力量を学習する。そのために、毎回授業に役立つ実験を行う。 

８．学習目標 

・理科教育の歴史的変遷について学習し、今回改訂された学習指導要領の理科教育の内容や目標がわかる。 

・理科の授業作りと指導計画の立て方を学習する。なお、事前に理科学習指導案の書き方等を学び、模擬授

業を行い、理科の指導技術を習得し、授業中の安全管理について理解する。 

・理科教育を取り巻く諸問題のうち、プログラミングを取り入れたものづくりや環境教育等がわかる。 

・毎回一つの実験を通して実践力のある理科教師になる。 

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、次の課題に取り組むこととする。 
課題１：３～６年の中から１単元を指定し、指導案を作成する。 

課題２：天候に左右される教材（特に、星の観察・植物の生長等）についてどのような指導方法があるか、

あなたの考えを1,000字以内で述べなさい。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
加藤敏明、二村泰弘共著『小学校教師の理科指導法』上毛新聞社、2018。 
文部科学省『小学校学習指導要領解説 理科編』東洋館出版社、2018。 

【参考書】 

文部科学省『小学校学習指導要領』東洋館出版社、2018。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

 １．自然科学に対する科学的な物の見方・考え方を理解している。 

 ２．自然の原理・原則を理解し、論理的に理解できる。 

○評定の方法 

１．授業態度（教科書の準備・私語・発表）      総合点の５０％。 

２．レポート・指導案・模擬授業           総合点の５０％。 

12．受講生への 

メッセージ 

受講生に期待すること 
１．教科書は必ず準備し、授業中は真剣に取り組み、分からないところは質問すること。 
２．授業中は他人に迷惑をかけないよう、私語・携帯電話・居眠り・飲食を禁止する。 
３．予習・復習をしっかり行い、学習内容を確実に習得する。 
４．副教材のプリント等は各自整理整頓に努め、学習内容の大切な資料として活用すること。 

５．欠席・遅刻・早退をしないこと。欠席・遅刻・早退をするときは、理由を書面にて提出すること。 

13．オフィスアワー 
初回の授業で通知する。面談に際しては、事前にメール等で連絡することが望ましい。 

ｙａｆｕｔａｍｕ＠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 
シラバスの説明、班編制、授業の受け方。理科教
育の目標について学習する。 

事前学習 理科の新学習指導要領を読んでおく。 

事後学習 理科教育で育成する能力について復習する。 

第２回 日本の理科教育の歴史的変遷について学習する。 
事前学習 教科書の第３章を読んでおく。 

事後学習 戦前と戦後の理科教育の変遷について復習する。 

第３回 理科の授業と指導計画について学習する。 
事前学習 教科書の第５章を読んでおく。 

事後学習 年間指導計画の立て方を復習する。 

第４回 理科学習指導案の作成の仕方について学習する。 
事前学習 学習指導案を考えてくる。 

事後学習 学習指導案を作成する。 

第５回 
第３学年の理科の目標と教材の取り扱いについて
学習する。 

事前学習 学習指導要領解説理科編の第 3学年を読んでおく。 

事後学習 第 3学年の理科の目標と内容を復習する。 

第６回 
第４学年の理科の目標と教材の取り扱いについて
学習する。 

事前学習 学習指導要領解説理科編の第 4学年を読んでおく。 

事後学習 第 4学年の理科の目標と内容を復習する。 

第７回 
第５学年の理科の目標と教材の取り扱いについて
学習する。 

事前学習 学習指導要領解説理科編の第 5学年を読んでおく。 

事後学習 第 5学年の理科の目標と内容を復習する。 

第８回 
第６学年の理科の目標と教材の取り扱いについて
学習する。また、プログラミングを通したものづ
くりを学習する。 

事前学習 学習指導要領解説理科編の第 6学年を読んでおく。 

事後学習 第 6学年の理科の目標と内容を復習する。 



 

 

第９回 
学習指導案をもとに模擬授業を行う。（３，４年生
の内容） 

事前学習 模擬授業の準備をしておく。 

事後学習 模擬授業の問題点を復習しておく。 

第１０回 
学習指導案をもとに模擬授業を行う。（５，６年生
の内容） 

事前学習 模擬授業の準備をしておく。 

事後学習 模擬授業の問題点を復習しておく。 

第１１回 理科の授業と安全指導について学習する。 
事前学習 教科書の第７章を読んでおく。 

事後学習 理科の安全指導について復習する。 

第１２回 
野外の写真を見ながら野外学習について学習す
る。その中で情報機器の活用についても学習する。 

事前学習 教科書の第６章を読んでおく。 

事後学習 野外学習について復習する。 

第１３回 
環境破壊の写真を見ながら環境教育について学習
する。その中で情報機器の活用についても学習す
る。 

事前学習 教科書の第９章を読んでおく。 

事後学習 自然と共生する社会について復習する。 

第１４回 理科の授業での評価の仕方について学習する。 
事前学習 教科書の第１０章を読んでおく。 

事後学習 事例を通して評価してみる。 

第１５回 
まとめ（理科の新しい見方・考え方について学習
する） 

事前学習 理科の基礎・基本を調べておく。 

事後学習 理科の目指す資質・能力を復習しておく。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 臨床心理学 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP3331 

SCMP3331 

SBMP3331 

SJMP3113 
２．授業担当教員 杉浦 貴代子 

４．授業形態 講義、討議、発表、演習 ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

臨床心理学として、不適応や障害、病、苦悩の発生原因や発生過程、回復の過程を探る科学的側面と、問

題を抱える人々に寄り添いながら、適応の調整や人格的成長を促進することで問題の解消や軽減を目指す実

践的側面との両面を学ぶ。そのために、心理的援助を必要とする人々の心理を理解するだけでなく、問題を

理解するアセスメントの視点から各発達段階に生じやすい心理的問題や障害を理解する。また、問題の解決

に向かう代表的な援助の理論や技法について理解を深める。 

８．学習目標 

１．精神疾患や発達障害を含めて、心理的問題を抱える人々の心理を理解し、説明できる。 

２．各発達段階における心理的課題や障害を理解し、説明できる。 

３．不登校・いじめ・虐待・自死・非行問題といった代表的な心理臨床の問題を理解し、説明できる。 

４．心理アセスメントの考え方と方法について理解し、説明できる。 

５．主要な心理的援助の理論と技法を理解し、説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・アサイメント 
毎回資料を配布し、事前学習用のワークシートを課す。授業中に予習テストトをほぼ毎回行う。 

・レポート課題・・・課題図書（授業内で指示）を2冊読み、それぞれ論点を挙げて考察する 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】藤田哲也・串崎真志（編著）『絶対役立つ臨床心理学』ミネルヴァ書房 2016年刊 

【参考書】丹野義彦・坂本真士（著）『自分のこころから読む臨床心理学入門』東京大学出版会 2001年刊 

     伊藤良子（編著）『臨床心理学』ミネルヴァ書房 2009年刊 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．臨床心理学の構造、面接、査定、地域援助について理解し、説明できる。 

２．臨床心理学の役割を理解し、学んだことを実践の場でどのように応用するかを考察できる。 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する。 

１．授業態度と参加姿勢   総合点の２０％ 

２．試験          総合点の４０％ 

３．課題レポート      総合点の４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

みなさんは、これまでの人生の中で、友達の悩み相談を実際に受けたことがあるでしょう。もしくは自分が

誰かに相談をして、問題が解決したり、気持ちが落ち着いたりしたことがあったかもしれません。日常のや

りとりのなかで問題が解決すれば、それが一番いいのですが、解決できない時にどう考えればよいのか。臨

床心理学は、心理的な困難を抱える人に対する理解やアプローチの方法を提供してくれます。臨床心理学が

もつ、さまざまな心の問題の理解の仕方を学び、学校現場で役立てましょう。 

13．オフィスアワー 授業中にお知らせします。研究室 7号館別館 739号室 連絡先：kisugiura@ed.tokyo-fukushi.ac.jp 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション・臨床心理学とは何か 

事前学習 シラバスを読んでおく。 

事後学習 
授業の進め方を理解する。教材等の準備をす

る。 

第２回 パーソナリティの理解 
事前学習 第 1 章を読み、事前ワークに書き込んでくる。 

事後学習 事後ワークシートに取り組む。 

第３回 うつ病と抑うつ障害 症状・治療 
事前学習 第 2 章を読み、事前ワークに書き込んでくる。 

事後学習 事後ワークシートに取り組む。 

第４回 うつ病と抑うつ障害 事例から考える 
事前学習 うつ病の事例を読み理解する 

事後学習 事後ワークシートに取り組む。 

第５回 不安症 － 対人不安 
事前学習 第 3 章を読み、事前ワークに書き込んでくる。 

事後学習 事後ワークシートに取り組む。 

第６回 統合失調症 症状・治療 
事前学習 第 4 章を読み、事前ワークに書き込んでくる。 

事後学習 事後ワークシートに取り組む。 

第７回 発達障害 
事前学習 第 6 章を読み、事前ワークに書き込んでくる。 

事後学習 事後ワークシートに取り組む。 

第８回 ストレス 
事前学習 

事前配布資料を読み、事前ワークに書き込んで

くる 

事後学習 事後ワークシートに取り組む。 

第９回 精神分析 
事前学習 

第 7・8 章を読み、事前ワークに書き込んでく

る。 

事後学習 事後ワークシートに取り組む。 

第１０回 認知行動療法 
事前学習 

第 7・9 章を読み、事前ワークに書き込んでく

る 

事後学習 事後ワークシートに取り組む。 

  



 

 

第１１回 人間性心理学 
事前学習 

第７・10 章を読み、事前ワークに書き込んで

くる。 

事後学習 事後ワークシートに取り組む。 

第１２回 その他の心理療法 コラージュ 
事前学習 

コラージュ療法に関する資料を読み、事前ワー

クに書き込んでくる。教材の準備をする 

事後学習 事後ワークシートに取り組む。 

第１３回 心理アセスメント 
事前学習 第 13 章を読み、事前ワークに書き込んでくる。 

事後学習 事後ワークシートに取り組む。 

第１４回 地域援助 
事前学習 事前資料を読んてくる。 

事後学習 事後ワークシートに取り組む。 

第１５回 試験 
事前学習 試験に向けて準備をする 

事後学習 授業をふりかえり、まとめる 

 



 

 

１．科目名（単位数） レクリエーション理論 （2 単位） 

３．科目番号 GEHL1103 

２．授業担当教員 中村 裕 

４．授業形態 
講義・演習（配布資料または参考書を用い、ディスカッションやワ

ーク、実技を行う） 
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係の授業を履修すると理解が深まる。 

７．講義概要 

健康づくり、保育，教育，地域づくりなど幅広い領域で用いられているレクリエーションについて、これ

からの社会の課題などと関連させながら学習する。また、様々な対象(幼児・児童・生徒・成人・高齢者など)
に対応したレクリエーション援助の意義について理解するとともに、多様な場面での対象者にふさわしいレ
クリエーション支援の技術(個別・グループ・環境)を実践的に身に付け、活用できるようにする。 

授業では基礎理論とその実践を、対象者を挙げながら講義していく。また，レクリエーションの企画・運

営の演習を交えながらレクリエーションの意義を学ぶ。特に、対象の背景や特性からレクリエーションの目

的・目標や、どのようなレクリエーションプログラムが適切かを考え、それを実践し評価・反省することに

より、レクリエーション支援の理論を学習していく。 

８．学習目標 

1. 日本レクリエーション協会公認レクリエーション・インストラクターの資格の取得を目指す(取得希望者)。 
2. レクリエーションの基礎理論を理解し、説明できる。 

3. 様々な現場での様々な対象者にあったレクリエーションの援助方法を知る。 

4. レクリエーションの企画・運営ができる理論・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 

１．レクリエーションの基礎的理論のレポート作成。 

２．グループによる企画書作成および運営。 

３．レクリエーション指導のポイントと工夫についての口頭発表。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

特になし（必要に応じて適宜資料を配布する） 

【参考書】 

日本レクリエーション協会編『レクリエーション支援の基礎』 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. レクリエーションの特質を捉えて、自己への挑戦・前向きな姿勢（出席状況含む）を評価基準とする。 

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

3. 授業を振り返り、レクリエーションへの考え方や自己への課題を前向きに捉えることができたか。 

○評定の方法 

1. 授業への積極的参加態度 50％（出席状況や意見発表を含む） 

2. 実技発表・課題レポート 40％ 

3. 振り返りのレポート   10％ 

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

以上の結果を総合して評価をする。 

12．受講生への 

メッセージ 

 本講義はレクリエーションの基本的な意義やレクリエーション指導の基礎から応用的技術まで幅広く実施

します。理論のみならず、実際に体験し、感じた事や注意点など、全員でディスカッションを行います。後

半はグループで企画案を作成し、発表の場をつくります。対象年齢に合ったレクリエーション否か。改善点

はあるか。また、注意点はどこか、など話し合い、将来、実践できる指導者を目指します。 

 この授業はレクリエーションの理論を学ぶだけでなく、企画・運営をしっかりと行えるような能力を身に

つけて欲しいと考えています。そのために、以下のルールを守るようにお願いします。 

 

１．積極的な授業参加、ディスカッションや振り返りなど活発な意見を期待します。 

２．欠席、遅刻、早退は原則禁止です。やむを得ない理由の場合は必ず届け出てください。 

３．実技授業では、運動をするのにふさわしい服装で参加してください。（髪型、室内の場合は室内履き等） 

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 

（本講義の意義、概要、留意点、制度、役割など） 

アイスブレーキングを体験 1 

事前学習 レクリエーションとは何かを考える 

事後学習 レクリエーションの意義と概要を復習する。 

第２回 

レクリエーションの基礎理論 

（アイスブレーキングの役割と意義） 

レクリエーション体験・ディスカッション 

アイスブレーキングを体験 2 

事前学習 アイスブレーキングついて調べる。 

事後学習 アイスブレーキングの役割についてまとめる。 

第３回 

ライフスタイルとレクリエーション 

（レクリエーション支援論について） 

幼児期へのレクリエーション支援 グループに分

かれて企画・発表 1 

事前学習 

レクリエーション支援法について考える。 

ライフスタイルごとのレクリエーションについて調

べる。幼児期の特徴を調べる 

事後学習 
ライフスタイルごとの課題を復習する。当日の反省

と次への発展の仕方をまとめる 

第４回 

レクリエーションの事業論 1 

（事業計画・安全管理） 

幼児期へのレクリエーション支援 グループに分

かれて企画・発表 2 

事前学習 事業計画とはどういうものか調べる。 

事後学習 

事業計画および安全管理を復習。 

（安全管理の必要性） 

（安全管理の方法）を自分なりにまとめる。当日の

反省と次への発展の仕方をまとめる 



 

 

第５回 

レクリエーションの事業論 2 

（レクリエーション計画・準備） 

児童期へのレクリエーション支援 グループに分

かれて企画・発表 1 

事前学習 児童期の特徴を調べる 

事後学習 当日の反省と次への発展の仕方をまとめる 

第６回 

コミュニケーション・ワーク 

（ホスピタリティーについて） 

児童期へのレクリエーション支援 グループに分

かれて企画・発表 2 

事前学習 ホスピタリティーを調べる。 

事後学習 

レクリエーションにおけるホスピタリティーの意義

を復習する。当日の反省と次への発展の仕方をまと

める 

第７回 

ボードゲームについてレクリエーション体験・デ

ィスカッション 

 

事前学習 ボードゲームについて調べる。 

事後学習 
体験したボードゲームをヒントに個人で新しいボー

ドゲームを企画 

第８回 

ボードゲームについて 

（グループで対象年齢に合ったボードゲームの企

画案を作成）グループごとに企画・発表 

事前学習 ボードゲームの企画の運営方法を考える 

事後学習 発表後の改善点について振り返り。 

第９回 
レクリエーション事業の実際１ 

（身近な道具を使ってレク企画、運営、評価） 

事前学習 道具の特徴を活かす運営の方法について考える。 

事後学習 道具の特徴を活かす運営の注意点を復習する。 

第１０回 
レクリエーション事業の実際２ 

（身近な道具を使ってレク企画、運営、評価） 

事前学習 道具の特徴を活かす運営の方法について考える。 

事後学習 道具の特徴を活かす運営の注意点を復習する。 

第１１回 
高齢者のレクリエーション 

体験とディスカッション 

事前学習 高齢者の特徴を調べる 

事後学習 体験したレクリエーションを個人的にアレンジする 

第１２回 
グループに分かれて高齢者向きのレクリエーショ

ンを企画・発表 

事前学習 高齢者が可能な運動プログラムを考える 

事後学習 発表後の改善点について振り返り 

第１３回 
障害者のレクリエーション 

体験とディスカッション 

事前学習 障がいの種類と障害者の特徴を調べる 

事後学習 体験したレクリエーションを個人的にアレンジする 

第１４回 
グループに分かれて障害者向きのレクリエーショ

ンを企画・発表 

事前学習 障害者が可能な運動プログラムを考える 

事後学習 発表後の改善点について振り返り 

第１５回 まとめ・評価 
事前学習 今まで行ってきた授業を全体的に振り返る 

事後学習 レクリエーションの意義・支援についてまとめる 

 



 

 

１．科目名（単位数） レクリエーション理論 （2 単位） 

３．科目番号 GEHL1103 

２．授業担当教員 宮田 洋之 

４．授業形態 
講義・演習（配布資料または参考書を用い、ディスカッションやワ
ーク、実技を行う） 

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係の授業を履修すると理解が深まる。 

７．講義概要 

健康づくり、保育，教育，地域づくりなど幅広い領域で用いられているレクリエーションについて、これ

からの社会の課題などと関連させながら学習する。また、様々な対象(幼児・児童・生徒・成人・高齢者など)
に対応したレクリエーション援助の意義について理解するとともに、多様な場面での対象者にふさわしいレ
クリエーション支援の技術(個別・グループ・環境)を実践的に身に付け、活用できるようにする。 

授業では基礎理論とその実践を、対象者を挙げながら講義していく。また，レクリエーションの企画・運
営の演習を交えながらレクリエーションの意義を学ぶ。特に、対象の背景や特性からレクリエーションの目
的・目標や、どのようなレクリエーションプログラムが適切かを考え、それを実践し評価・反省することに

より、レクリエーション支援の理論を学習していく。 

８．学習目標 

1. 日本レクリエーション協会公認レクリエーション・インストラクターの資格の取得を目指す(取得希望者)。 
2. レクリエーションの基礎理論を理解し、説明できる。 

3. 様々な現場での様々な対象者にあったレクリエーションの援助方法を知る。 
4. レクリエーションの企画・運営ができる理論・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 

【課題】レクリエーションの社会資源についての調査レポート 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

適宜資料を配布します。 

【参考書】 

弓箭書院『これからのレジャー・レクリエーション ～余暇社会に向けて～』。 

日本レクリエーション協会編『レクリエーション支援の基礎』。 

高橋和敏監修『現代人のレジャー・レクリエーション』不昧堂出版。 

池田勝 他著『レクリエーションの基礎理論』杏林書院。 

今井毅 著『余暇生活の楽しみ方』ベースボールマガジン社。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. レクリエーションの特質を捉えて、自己への挑戦・前向きな姿勢（出席状況含む）を評価基準とする。 

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

3. 授業を振り返り、レクリエーションへの考え方や自己への課題を前向きに捉えることができたか。 

○評定の方法 

1. 授業への積極的参加態度 50％（出席状況や意見発表を含む） 

2. 実技発表・課題レポート 40％ 

3. 振り返りのレポート   10％ 

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

以上の結果を総合して評価をする。 

12．受講生への 

メッセージ 

レクリエーション支援者はホスピタリティーの精神が必要です。受講者みんなが楽しめるような雰囲気づく

りを心掛けて下さい。 

13．オフィスアワー 初回の授業で周知する 

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 

「ガイダンスおよびアイスブレーキング」 

事前学習 
本講義内容をシラバスにて把握したうえで

授業に臨む。 

事後学習 自身の余暇活動をふりかえる。 

第２回 「レクリエーションとは（意味、目的）」 

事前学習 
レクリエーションを行う目的について考え

てくる。 

事後学習 
他者の考えを取り入れ、自分自身にとっての

レクリエーションの意義を再考する。 

第３回 「レクリエーションの歴史と厚生運動」 
事前学習 

自分の人生でこれまでどのようなレクリエ

ーション活動を行ったのか考えてくる。 

事後学習 レクリエーションの歴史をまとまる。 

第４回 
「現代における生活時間の現状（必需行動時間・拘束行

動時間・自由行動時間）」 

事前学習 この一週間の生活を思い出し記録してくる。 

事後学習 自分の一日の生活時間を分類しまとめる。 

第５回 「世界の祝日と日本における休暇制度」 
事前学習 

世界国々では祝日が何日あるのか調べてく

る。 

事後学習 日本と世界の休暇制度の違いをまとめる。 

第６回 「レクリエーションとしてのスポーツ活動」 

事前学習 
レクリエーションとして行ったことのある

スポーツを書き出してくる。 

事後学習 
自分で行ってみたいと思う生涯スポーツを

選び出す。 



 

 

第７回 「グループによるニュースポーツの紹介①」 
事前学習 

ニュースポーツのルールや歴史を調べてく

る。 

事後学習 紹介されたニュースポーツをまとめる。 

第８回 「グループによるニュースポーツの紹介②」 
事前学習 

ニュースポーツのルールや歴史を調べてく

る。 

事後学習 紹介されたニュースポーツをまとめる。 

第９回 

「レクリエーションと社会福祉（ノーマライゼーション

QOL 児童・高齢者・障害者福祉とレクリエーション、

生活のレクリエーション化 レクリエーションの生

活）」 

事前学習 
これからの社会におけるレクリエーション

支援者の必要性を考えてくる。 

事後学習 
子どもから高齢者まで各世代ではどのよう

なレク支援が必要となるのかまとめる。 

第１０回 
「レジャーとは何か（レジャーの意味、戦前戦後のレジ

ャーの歴史）」 

事前学習 
自分の人生でこれまでどのようなレジャー

活動を行ったのか考えてくる。 

事後学習 日本のレジャー史についてまとめる。 

第１１回 「グループによる 1945～1999 年のレジャー活動紹介」 
事前学習 グループ発表の準備をしてくる。 

事後学習 発表内容の自己評価を行う。 

第１２回 「レジャー産業の現状（旅行・ギャンブルなど）」 
事前学習 

レジャー産業の売り上げについて調べてく

る。 

事後学習 現在のレジャー産業の問題点を探る。 

第１３回 「国内観光旅行計画の立案①」 
事前学習 興味ある都市について調べてくる。 

事後学習 計画を深めてくる。 

第１４回 「グループ国内観光旅行計画の立案②」 
事前学習 

グループで作成するレポート資料を探して

くる。 

事後学習 レポート資料のまとめをする。 

第１５回 
「レクリエーション運動を支える制度（日本・都道府

県・市区町村レクリエーションの役割）」 

事前学習 
自分の住んでいる街ではそのようなレクリ

エーションが行われているか調べてくる。 

事後学習 
自分の住んでいる街のレクリエーション協

会について調べる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） レクリエーション理論 （2 単位） 

３．科目番号 
GEBS2303 

GEHL2314 
２．授業担当教員 山内 健次 

４．授業形態 
講義・演習（配布資料または参考書を用い、ディスカッションやワ
ーク、実技を行う） 

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係の授業を履修すると理解が深まる。 

７．講義概要 

健康づくり、保育，教育，地域づくりなど幅広い領域で用いられているレクリエーションについて、これ

からの社会の課題などと関連させながら学習する。また、様々な対象(幼児・児童・生徒・成人・高齢者など)
に対応したレクリエーション援助の意義について理解するとともに、多様な場面での対象者にふさわしいレ
クリエーション支援の技術(個別・グループ・環境)を実践的に身に付け、活用できるようにする。 

授業では基礎理論とその実践を、対象者を挙げながら講義していく。また，レクリエーションの企画・運
営の演習を交えながらレクリエーションの意義を学ぶ。特に、対象の背景や特性からレクリエーションの目
的・目標や、どのようなレクリエーションプログラムが適切かを考え、それを実践し評価・反省することに

より、レクリエーション支援の理論を学習していく。 

８．学習目標 

1. 日本レクリエーション協会公認レクリエーション・インストラクターの資格の取得を目指す(取得希望者)。 
2. レクリエーションの基礎理論を理解し、説明できる。 

3. 様々な現場での様々な対象者にあったレクリエーションの援助方法を知る。 
4. レクリエーションの企画・運営ができる理論・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 

【課題】レクリエーションの社会資源についての調査レポート 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】：使用しません。（授業内で配布するプリントを使います） 

【参考書】：弓箭書院『これからのレジャー・レクリエーション ～余暇社会に向けて～』。 

日本レクリエーション協会編『レクリエーション支援の基礎』。 

高橋和敏監修『現代人のレジャー・レクリエーション』不昧堂出版。 

池田勝 他著『レクリエーションの基礎理論』杏林書院。 

今井毅 著『余暇生活の楽しみ方』ベースボールマガジン社。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. レクリエーションの特質を捉えて、自己への挑戦・前向きな姿勢（出席状況含む）を評価基準とする。 

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

3. 授業を振り返り、レクリエーションへの考え方や自己への課題を前向きに捉えることができたか。 

○評定の方法 

1. 授業への積極的参加態度 50％（出席状況や意見発表を含む） 

2. 実技発表・課題レポート 40％ 

3. 振り返りのレポート   10％ 

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

以上の結果を総合して評価をする。 

12．受講生への 

メッセージ 

レクリエーション支援者はホスピタリティーの精神が必要です。受講者みんなが楽しめるような雰囲気づく

りを心掛けて下さい。 

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（授業の進め方、成績評価方法、レクリエー

ション・インストラクター資格取得方法説明） 

アイスブレーキング 

事前学習 
本講義内容をシラバスにて把握したうえで授

業に臨む。 

事後学習 自分の余暇活動をふりかえる。 

第２回 
レクリエーションが持つ意味（レクリエーションのイメ

ージ、レクリエーションが行われる目的） 

事前学習 
レクリエーションを行う目的について考えて

くる。 

事後学習 
他者の考えを取り入れ、自分自身にとってのレ

クリエーションの意義を再考する。 

第３回 レクリエーションの歴史と厚生運動 
事前学習 

自分の人生でこれまでどのようなレクリエー

ション活動を行ったのか考えてくる。 

事後学習 レクリエーションの歴史をまとまる。 

第４回 
現代における生活時間の現状（必需行動時間・拘束行動

時間・自由行動時間） 

事前学習 この一週間の生活を思い出し記録してくる。 

事後学習 自分の一日の生活時間を分類しまとめる。 

第５回 世界の祝日と日本における休暇制度 
事前学習 世界国々では祝日が何日あるのか調べてくる。 

事後学習 日本と世界の休暇制度の違いをまとめる。 

第６回 レクリエーションとしてのスポーツ活動 

事前学習 
レクリエーションとして行ったことのあるス

ポーツを書き出してくる。 

事後学習 
自分で行ってみたいと思う生涯スポーツを選

び出す。 

第７回 グループによるニュースポーツの紹介 
事前学習 ニュースポーツのルールや歴史を調べてくる。 

事後学習 紹介されたニュースポーツをまとめる。 

第８回 ニュースポーツの実践 
事前学習 ニュースポーツのルールや歴史を調べてくる。 

事後学習 紹介されたニュースポーツをまとめる。 



 

 

第９回 

レクリエーションと社会福祉（ノーマライゼーション 

QOL 児童・高齢者・障害者福祉とレクリエーション、  

生活のレクリエーション化 レクリエーションの生活） 

事前学習 
これからの社会におけるレクリエーション支

援者の必要性を考えてくる。 

事後学習 
子どもから高齢者まで各世代ではどのような

レク支援が必要となるのかまとめる。 

第１０回 
レジャーとは何か（レジャーの意味、戦前戦後のレジャ

ーの歴史） 

事前学習 
自分の人生でこれまでどのようなレジャー活

動を行ったのか考えてくる。 

事後学習 日本のレジャー史についてまとめる 

第１１回 グループによる 1945～1999 年のレジャー活動紹介 
事前学習 グループ発表の準備をしてくる。 

事後学習 発表内容の自己評価を行う。 

第１２回 レジャー産業の現状（旅行・ギャンブルなど） 
事前学習 レジャー産業の売り上げについて調べてくる。 

事後学習 現在のレジャー産業の問題点を探る。 

第１３回 グループ国内観光旅行計画の立案① 
事前学習 興味ある都市について調べてくる。 

事後学習 計画を深めてくる。 

第１４回 グループ国内観光旅行計画の立案② 
事前学習 

グループで作成するレポート資料を探してく

る。 

事後学習 レポート資料のまとめをする。 

第１５回 
レクリエーション運動を支える制度（日本・都道府県・

市区町村レクリエーションの役割） 

事前学習 
自分の住んでいる街ではそのようなレクリエ

ーションが行われているか調べてくる。 

事後学習 
自分の住んでいる街のレクリエーション協会

について調べる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 労働安全衛生法（じん肺法を含む） （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP3337 

SCMP3337 

SBMP3337 ２．授業担当教員 澤田 晋一 

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 

労働安全衛生法は、労働者の安全と健康を確保すると共に、労働者を取り巻く環境の変化に応じ、人間尊

重を基盤とした「より快適な」作業環境づくりの促進を目的として、事業者のみならず国や労働者に対する

責務についても規定している。 

本科目では、労働安全衛生法、じん肺法、およびそれらに基づいてより細かく具体的に規定された労働安

全衛生規則や種々の有害作業別に規定された規則について学ぶ。近年、技術革新に伴う労働環境の変化、労

働者の高年齢化や長時間労働による心身の健康状態の変化等の問題が頻発しているため、これらに対応でき

る福祉を学んだ衛生管理者が求められていることについても学ぶ。 

なお労働安全衛生法は、本学で国家資格である第 1 種衛生管理者免許を取得するために、必ず履修しなけ

ればならない科目の一つである。 

８．学習目標 

１．労働安全衛生法および施行令、施行規則について説明できるようになる。 

２．事務所衛生基準規則について説明できるようになる。 

３．酸素欠乏症等防止規則について説明できるようになる。 

４．有機溶剤中毒予防規則について説明できるようになる。 

５．特定化学物質等障害予防規則について説明できるようになる。 

６．粉じん障害防止規則について説明できるようになる。 

７．じん肺法およびじん肺法施行規則について説明できるようになる。 

８．石綿障害予防規則について説明できるようになる。 

９．電離放射線障害防止規則について説明できるようになる。 

10．最近の法改正の内容（過重労働・メンタルヘルス対策、有害性・危険性の調査等）を説明できるように

なる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業内容の復習のために、適宜提出物を求める。 

課題レポートは、授業で学んだことを踏まえ、自分でテーマを立て、2,000字でまとめ、指定された期日まで

に提出する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

中央労働災害防止協会編『衛生管理 受験から実務まで 第 1 種用  (下）』中央労働災害防止協会、2020。 

【参考書】 

中央労働災害防止協会編『労働衛生のしおり』中央労働災害防止協会。 

中央労働災害防止協会編『労働安全衛生法令要覧』中央労働災害防止協会。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．第１種衛生管理者として知っておくべき労働安全衛生法および関連法令、ならびに衛生管理業務につい

て理解できたか。 

○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．課題レポート・期末試験など       総合点の６０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

衛生管理者は「法令」に基づいた行動をします。あいまいな知識は、企業などの組織に大きな不利益をもた

らします。法律はなかなか馴染みにくいものですが、自分、そして組織を衛るために一緒に学習しましょう。 

注意事項は、 

（１）この講義は、国家試験が「免除」されるための講義・演習であり、よって、毎時間の授業で出席をと

り、欠席・遅刻・早退・途中退室は、減点します。 

（２）私語、居眠り、携帯電話、飲食、代返、その他講義と関係のない行為は、禁止します。 

※ 授業内容を変更する場合があり、その際は周知します。 

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 

労働安全衛生法について（１） 

シラバスの説明、労働安全衛生法の成立背景、労働

法との関係性、法の全体像 

事前学習 教科書の該当箇所を読んでおく。 

事後学習 労働安全衛生法(安衛法)の全体像を説明できる。 

第２回 

労働安全衛生法について（２） 

法の目的・定義、安全配慮義務、事業者責任、労働

安全衛生法違反による送検事例 

事前学習 教科書の該当箇所を読んでおく。 

事後学習 
労働安全衛生法の目的、安全配慮義務、事業者責

任、違反による事例を説明できる。 

第３回 
労働安全衛生法①（衛生管理体制、衛生管理者の選

任と職務、統括安全衛生管理者について） 

事前学習 教科書の該当箇所を読んでおく。 

事後学習 衛生管理体制に関する法令を説明できる。 

第４回 労働安全衛生規則②（衛生委員会、産業医について） 
事前学習 教科書の該当箇所を読んでおく。 

事後学習 衛生委員会、産業医に関する法令を説明できる。 



 

 

 

第５回 
労働安全衛生規則③（雇入れ時の安全衛生教育、健

康診断について） 

事前学習 教科書の該当箇所を読んでおく。 

事後学習 
雇入れ時の安全衛生教育、健康診断の法令を説明

できる。 

第６回 事務所衛生基準規則 
事前学習 教科書の該当箇所を読んでおく。 

事後学習 事務所衛生基準に関する法令を説明できる。 

第７回 酸素欠乏等防止規則 
事前学習 教科書の該当箇所を読んでおく。 

事後学習 酸素欠乏に関する法令を説明できる。 

第８回 有機溶剤中毒予防規則 
事前学習 教科書の該当箇所を読んでおく。 

事後学習 有機溶剤に関する法令を説明できる。 

第９回 鉛中毒予防規則・特定化学物質等障害予防規則 
事前学習 教科書の該当箇所を読んでおく。 

事後学習 鉛中毒・特定化学物質に関する法令を説明できる。 

第１０回 粉じん障害防止規則 
事前学習 教科書の該当箇所を読んでおく。 

事後学習 粉じんに関する法令を説明できる。 

第１１回 石綿障害予防規則 
事前学習 教科書の該当箇所を読んでおく。 

事後学習 石綿に関する法令を説明できる。 

第１２回 じん肺法、じん肺法施行規則（下書き提出最終日） 
事前学習 教科書の該当箇所を読んでおく。 

事後学習 じん肺に関する法令を説明できる。 

第１３回 電離放射線障害防止規則 
事前学習 教科書の該当箇所を読んでおく。 

事後学習 電離放射線に関する法令を説明できる。 

第１４回 
最近の法改正（過重労働・メンタルヘルス対策、有

害性・危険性の調査等） 

事前学習 教科書の該当箇所を読んでおく。 

事後学習 最近の法改正の内容を説明できる。 

第１５回 
期末のまとめ 

（課題レポート提出と発表） 

事前学習 これまでの授業の「総まとめ」。 

事後学習 期末試験に向けての学習。 

期末試験 

 


